
トウェアスタック（OSSVERT ）

の提供

（３）OSS適用領域をミッションク

リティカル領域に拡大するための

技術開発

これまでの活動を通じて、これら

の業務は確実にNTTグループに定

着し始めており、OSSの活用は着

実に浸透しているといえるだろう。

◆トータルサポートサービス

トータルサポートサービスは、

OSSの使い方等に対するシステム

担当からの各種問合せへの対応や情

報提供を行う問合せサービスと、シ

ステム個別のSEやトラブルに対応

する個別支援サービスの大きく２つ

Ｒ�○� に分類される。

問合せサービスについては、2006

年度に比べて1.5倍増に推移してお

り、また、問合せ内容の技術的なレ

ベルも上がっていることから、

NTTグループにおけるOSS導入が

着実に進み、OSSセンタが定着し

きている事をうかがわせる。状況を

図１に示す。

また個別支援サービスについて

は、トラブル発生時にシステム担当

が苦労する一次切り分けを支援する

サービスや、システム検討の早い段

階からOSS適用の検証等を行う初

期SE支援サービスなどの新たなサ

ービスにも取り組み、これらを通じ

てシステム個別の支援サービスも着

NTT OSSセンタはベンダーロッ

クイン回避、ソリューションビジネ

スにおける競争力強化に向けて、

NTTグループにおけるOSS活用促

進を目的に2006年４月に設立され、

次の３本柱を中核とし業務を遂行し

てきた。

（１）OSSの活用をシステムの基本

検討から運用の全工程にわたって

ワンストップで支援するトータル

サポートサービス

（２）OSからミドルウェアまで一連

のOSSを組み合わせで検証するこ

とにより開発の効率化を図るソフ
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実に伸びてきている。

◆OSSVERT提供

OSSVERTは、OSSの適用分野

として導入が進むと思われるweb3

層モデルを検証し、導入を進めてい

る。これにより、Linuxと同時に

A p a c h e、T o m c a t、 J B o s s、

PostgreSQLを中心としたOSSミド

ルウェアの導入を推進していく。導

入事例としては、①NGN向けの新

規OpS群（運用支援システム群）、

②既存OpSの更改案件、③ビジネ

ス系システムの受付系システム等、

NTT社内向けシステムだけでなく、

官公庁や一般市場向けシステムと多

岐に亘っている。また、OSSVERT

活用数は順調に伸びており、2007

年度の活用数は 2006年度に比較し

て５割増の勢いで推移している。

◆ミッションクリティカル領域サポ

ートに向けた技術開発

OSS適用領域拡大に向け、デー

タベース管理、高可用クラスタ管理、

OSSの運用管理、トランザクショ

ン管理について開発、高機能化の取

り組みを進めてきた。特にデータベ

ース管理、高可用クラスタ管理につ

い て は そ れ ぞ れ O S S で あ る

PostgreSQL、Heartbeatをベース

にコミュニティと連携し開発を進め

ている。

PostgreSQLについては長時間運

転の支障となっていたバキューム処

理機能の改善等を行いPostgreSQL

の適用領域拡大に貢献した。

また高可用クラスタ管理について

は、これまで有力なプロダクトは市

販プロダクトが中心であったのに対

し、近年オープンソースのHeartbeat

が活発化してきている。このため

OSSセンタでもこれをベースにコミ

ュニティと連携して機能強化を図っ

ており、2007年度末には社内システ

ムの活用を計画している。さらに、

他社と連携しHeartbeatの日本語ポー

タルサイト※を立ち上げるなどコミュ

ニティ支援も強化している。

OSSセンタが導入を推進している

OSSのひとつである、PostgreSQL

の活用状況を述べる。

PostgreSQLはバージョン8.2でそ

のトランザクション処理性能を大幅

に改善すると同時に非同期レプリケ

ーション機能を実現して可用性を高

めることで、その適用領域を大幅に

広げた。これにより、PostgreSQLの

導入は着々と進んでおり、365日24

時間運転システムへの適用事例もみ

られる。

PostgreSQLはバージョン8.3が

近々リリースされる予定で、本リリ

ースは社内システムへOSSを適用す

る上で重要なリリースとなるだろう。

前節で述べたようにOSSセンタで

はこれまでPostgreSQLにおけるバ

キューム処理の改善に取り組んでき

た。バキューム処理とはデータベー

スの更新に伴って発生する不要領域

を回収する機能で、バージョン8.2で

は通常の処理と並行して行うコンカ

レントバキューム機能も用意されて

おり、運転を継続しながらこれらを

実行することが可能であった。しか

し、システムに少なからず負担がか

かり、運用設計等で配慮する必要が

あったが、バージョン8.3ではこの機

能が格段に改善されている。

PostgreSQL8.3の主な改善点は以

下の通りである。

・不要領域の発生を抑えることによ

りバキューム処理の頻度を大幅に

低減させると同時に、バキューム

処理自体も改良型オートバキュー

ム機能により負荷を平準化させシ

ステムに与える影響を軽減。

・更新処理性能が10％程度向上し、

これまで不得意とされてきた更新

処理でも市販DBMSと同等な性

能を実現。

・信頼性確保のためにキャッシュ上

のデータを定期的に書き出すチェ

ックポイント処理の負荷を平準化

することによりシステムへの影響

を抑えて安定した性能を維持。

・リカバリ時間を1/10に短縮、初期

データロード時間を1/2に短縮。

PostgreSQL8.3は2008年１月に

リリースされる予定で、OSSセン

タはβ版を入手し検証を進めてお

り、活用の準備を整えている。長時

間運転に伴う不要領域の増加状況を

DBT-2ベンチマーク（注1）による検

証結果を表 1に示す。この表から、

不要領域の増加に格段の違いがある

ことがわかる。OSSセンタの評価

では不要領域が 10％に達したとき

にバキューム処理を実行する必要が
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※Heartbeatの日本語ポータルサイト
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（１）OSS開発情報の展開

近年、OSSミドルウェ

アの開発はコミュニティ、

ディストリビュータを中心

にエンタープライズ向けに

力を入れた展開が図られて

いる。しかし、これらの開

発状況や使いこなすための

ノウハウや導入実績がタイ

ムリーに開発プロジェクト

に浸透していないため、充

分に活用が進まないという

問題がある。これらの情報やノウハ

ウを広く共有しタイムリーに検討に

反映させていく仕組みが必要である。

前節で述べたようにPostgreSQL8.3

は性能の改善とともに運用に関わる

機能を大幅に改善している。このよ

うな情報流通上の問題を解決し、こ

れらの最新情報の展開や導入事例の

紹介を円滑に幅広く進めるとともに、

個別支援等のSE体制も強化していく

ことによりPostgreSQL8.3を大きな

梃子としてOSS導入を強力に推進し

ていく。

（２）移行システム関わる問題

移行システムについてはベンダー

固有な環境からOSSの環境へAPを

移行する際に発生する様々な改造や

再試験工数の増大が問題となる。こ

れらはOSS固有の問題ではなく一般

にミドルウェアを変更する場合に発

生する問題であり、市販プロダクト

を有する各社は他のプロダクトから

の移行ツールを準備しこれらを支援

している。このため、OSSセンタで

も社内システム適用で明らかになっ

た移行上の課題に対応する支援ツー

ルを順次開発し移行の円滑化を図る。

データベースにおけるAP移行問

題は、特定のDBMSがAPを書きや

すくするために用意している固有機

能（更新可能ビューなど）を使って

いるケース、非標準のスキーマ定義

SQLや操作SQLの使い方に起因す

るケースが挙げられる。これら問題

に対して市販 D B M S の機能を

PostgreSQLで実現する方法をガイ

ダンスするドキュメントや、APソ

ースおよびテーブル定義ファイルか

ら問題SQLを抽出するツールを用

意している。また、実データ移行を

短期間で実行できるよう、コミュニ

ティが用意している手法に比べて4

倍の性能を持つDBローダー機能を

開発した。

JBossにおける移行問題として、

市販プロダクト固有の機能に起因す

るものとJ2EEの最新仕様への追随

に起因するものがある。後者は

OSS固有の問題ではなく、全体と

してはこの問題の方が影響は大き

い。OSSセンタはこの問題を含め

て移行に伴うAPの変更箇所自動抽

出ツールの開発、修正方法に関する

ノウハウ蓄積を進めている。

OSSは前述のPostgreSQLのよう

に着実にミッションクリティカル向

けの機能強化を進めてきている。ま

た、Red HatによるJBossのエンタ

ープライズ版のリリースやOracle

によるUnbreakable Linuxの発表

ある。本モデルは総レコード700万

レコードであり10％は70万レコー

ド相当であり、PostgreSQL8.3では

ほとんどバキューム処理を必要とせ

ず長時間運転が可能となる。また、

DBT-1ベンチマーク（注2）で行った

処理能力の比較を図２に示す。

OSSセンタはNTTグループにお

けるOSS活用を推進するために、

まず社内システムへのOSS導入を

強力に推進している。これらの結果、

いくつかのシステムで導入が進んで

おり実績も上がってきている。また

重要なミッションクリティカルシス

テムでも検討が進んでおり、開発中

のシステムも増えている。さらに、

これらを通じて以下のようなOSS

活用推進上の新たな課題も明らかに

なってきた。
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（注1）TPC-Cに沿って、OSDL（現Linux
Foundation）が開発、配布している。

（注2）TPC-Wに沿って、OSDL（現Linux
Foundation）が開発、配布している。

社内システムへのOSS適用

OSSを取り巻く状況とOSSの
活用推進

バージョン�PostgreSQL
8.2

PostgreSQL �
8.3

1時間� 91

2時間� 155

3時間� 242

6時間�

330,000

660,000 
← バキュームが必要�

994,000

1,980,000 488

8600時間後�
（予想）�  

700,000 
← バキュームが必要�

（不要レコード数）�

時間経過�

表1 不要領域発生状況（DBT-2ベンチマーク）
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など、これまでOSS導入上の問題

であったサポートの脆弱性を大幅に

改善する提案がいろいろなベンダー

から提案されている。これらにより

OSSの企業ユースがより一層進行

すると思われる。

しかし、これに対してプロプライ

エタリ製品ベンダーも一部で低価格

戦略や買収戦略により対抗してきて

いる。このため、OSSを囲む環境

は複雑に変化してきている。

OSSセンタではこのような中で

もOSS導入のメリットは次のよう

に考えている。

・市販プロダクトが価格を下げてき

ているのでメリットが薄れてきて

いるが適材適所で活用すれば依然

として高いコスト削減効果が期待

できる。

・ホワイトボックス化により高い技

術力を背景とするワンストップの

強力なサポート体制を構築できる。

特に、システムにおけるトラブル

発生時、原因を究明し回避策を緊急

に施す必要が発生する場合がある。

このときに構成品の挙動を理解する

技術者がユーザー側に確保されてい

ることは重要である。システムに対

する価値観を共有する立場で技術的

に深い洞察力を示し問題を解決する

部隊は、システム開発者にとって非

常に心強い存在であり、ソリューシ

ョン営業でも強みを発揮できる。

さらに、今後はビジネスをスモー

ルスタートしその運用状況にしたが

って今後の展開を進めるようなスピ

ード感のあるシステム開発がますま

す重要になると考える。このような

場合、ライセンス問題も含めて簡単

に使える部品を集めたアジャイル開

発、マッシュアップによるAP開発

が有効になってくると思われる。

このような観点からはOSSの活用

は今後ますます重要になってくる。

OSS活用推進によりNTTグルー

プからのOSSセンタへの要求は今

後ますます高度化すると思われる。

これらに対しOSSセンタは引き続

き安定したサービスの提供とOSS

活用推進に向け、次のような取組み

を進める。

・引き続きトータルサポートサービ

スを充実していくとともに効率化

を図り、より使いやすいサービス

の提供を進める。また、プロアク

ティブサービス等への取組みも充

実していく。

・OSSVERTについてはRHEL5や

PostgreSQL8.3等のバージョンア

ップへの対応を迅速に実施し、よ

り高度な適用分野や法人向けのス

タック開発等を推進する。

・OSS適用領域拡大にむけた技術

開発を引き続き進めていくと同時

に、PostgreSQLを中心に導入推

進にむけた情報提供や事例紹介を

充実する。

さらに、サポートを行うOSSや

サービスの拡大にむけNTTグルー

プ内外各社との連携を強化し、協調

したOSS展開を推進する。

これらを通じてNTTグループへ

のOSS導入がさらに推進されるよ

う活動する。
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