
開発本部」を設立している。

OSSプラットフォーム開発本部

OSS推進センター長の堀健一氏は、

「従来のOSS推進センターはOSSプ

ラットフォーム開発本部の一部とい

うことで、より開発領域への取り組

みを強調した体制となっており、エ

ンタープライズ市場に加え組込・キ

ャリア・HPC（High Performance

Computing）市場など幅広い領域

への対応、メインフレームやスーパ

ーコンピュータ・UNIXサーバの開

発経験・方法論に基づく開発・サポ

ート、さらにはOSS/Linuxベンダ

ーやOSSコミュニティ、業界団体

との緊密な関係構築に積極的に取り

組んでいます（図１参照）。2007年

６月末のOSS/Linuxビジネスは、

Linuxサーバ出荷台数は累計で8.4

万台。2006年の国内のLinuxサー

バの出荷金額・出荷台数においては

シェアNo.1を獲得（IDC Japan調

べ）、Linux技術者総数は7,800名を

誇っています。」と語っている。

NECがここ数年特に注力している

のが、エンタープライズ市場に向け

たOSS/Linuxの展開である。NECは、

図２に示すように、情報系システ

ム・Web2.0システムから、企業の基

幹系システム、さらにはミッション

社会の様々な領域でLinuxをはじ

めとしたオープンソースソフトウェ

ア（OSS）の活用が加速している。

NECは、1999年3月にLinuxに関

する各種サービスを開始して以来、

OSSの発展に歩調を合わせ、OSS

ベンダーと連携してOSSに関する

様々な取り組みを展開。携帯電話な

どの組込機器や通信機器から、テク

ニカルコンピューティングやエンタ

ープライズシステムといった様々な

領域においてLinuxプラットフォー

ムを提供してきた。特に、早くから

OSSミドルウェアの構築・保守サ

ポートなど、国内では常に先行した

サービスを提供してきている。2007

年 4 月 に は N E C グ ル ー プ の

OSS/Linux活動を統括する中心組

織として、「OSSプラットフォーム
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クリティカル（MC）性の高い基幹

システム構築まで、エンタープライ

ズシステムの各領域に最適な

OSS/Linuxプラットフォームソリュ

ーションの提供に注力している。 こ

れは、これまでNECが取り組んでき

たオープン化におけるオープンミッ

ションクリティカルシステム

（OMCS）の構築実績・ノウハウに加

え、組込システムやHPC（High

Performance Computing）領域の技

術をエンタープライズOSS/Linux市

場に適用するものである。

特に、企業の基幹系システムでの

OSSの活用に向けたエンタープラ

イズOSSソリューションとして、

「構築Suite OSS＋」を提供してい

る（図３参照）。

構築Suite OSS＋は、ハードウェ

ア・Linux OS・OSSミドルウェ

ア・商用ミドルウェアの組合せ検証

済製品と構築ガイド（ノウハウ）、

OSSミドルウェアサポートサービ

ス、さらにはNEC独自のOSS機能

補完製品からなるソリューションで

ある。

「構築Suite OSS＋の最大の特長は、

OMCSの構築実績とノウハウをもと

に商用ミドルウェアとOSS対応ミド

ルウェアの

組み合わせ

等を検証し

て い る ほ

か、OSSミ

ドルウェア

の運用性を

高め、シス

テムの適用

範囲を広げ

るNEC独

自のOSS機

能補完製品

を提供するなど、三層構造のエンター

プライズシステムに向けた総合的な

OSSソリューションを提供しているこ

とにあります。」（堀健一センター長）

事前検証、システム設計、システ

ムチューニングといったシステム導

入前のQ&Aやコンサルから、システ

ムの構築／評価、運用支援といった

システム導入後の保守サポートに至

るまで、システムのライフサイクル

全般のOSSミドルウェアサポートサ

ービスを提供している。特にサポー

トサービスでカバーする範囲も拡大

してきており、基

盤OSSと基幹業務

向けOSSについ

て、構築サービス

が21種類、保守サ

ポートサービスが

15種類（24時間サ

ポートあり）、教

育サービス４種類

となっている（図４参照）。

NECは、UNIX、Windowsで得た

豊富なサポート経験をもとに、

Linuxディストリビュータ、OSS専

門ベンダーと連携しながら、システ

ムサポートやOS、ミドルウェア個々

のサポートに対してOSS推進センタ

ーが専門のサポート部隊をバックア

ップして、ユーザーに高信頼で充実

したOSSミドルウェアサポートサー

ビスをワンストップで提供している。

NECは前述したように、DBサー

バやアプリケーションサーバなど高

度な機能を持つOSSミドルウェア

の運用性や保守性を高める独自の機

能補完製品を提供している。DBサ

ーバの機能補完製品としては、

「InfoFrame DB Maintenance」と

「InfoFrame DB Monitor」を提供

し、データベースの運用性、保守性

の向上を図っている。また、アプリ
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となる。

●InfoFrame DB

Monitor

In foFrame

DB Monitorは、

Postgre SQLや

MySQLの運用

性 を 高 め る

OSS-DB監視ツ

ールで、以下に

示すようにDB運用に必要な監視機

能を提供し、運用時の負担軽減を図

っている。

①運用監視機能：状態（DBサーバ

の起動）、構成（ログやバッファ

のパラメータ）、ストレージ（空

き容量）、セキュリティ（アクセ

ス権、パスワードチェック）、ロ

グ（エラー発生や過剰なWALの

巡回など）、パフォーマンス（I/O、

メモリ、CPU、ネットワーク、

スロークエリなど）などの監視。

②障害通知機能：アラート画面表

示。／メール送信（障害時に設定

したアドレスにメールを発信）。

③ナレッジ機能：監視項目に対応し

た運用ナレッジ（障害内容の詳細

情報や、対処方法のヒント）を参

照。／障害発生時には、その内容

に応じた運用ナレッジを容易に呼

び出して表示。／運用ナレッジの

編集（新たに獲得した運用ナレッ

ジをシステムに追加格納）。

④収集／蓄積・参照機能：収集／蓄

積した運用データの参照やレポー

ト出力。／障害時にスナップショ

ットデータを取得し、障害調査資

料として活用。

●MCOneのJBoss対応

基幹システムでは、サービス停止

時間を短くすることが欠くことので

きない要件の一つである。MCOne

は、Java（J2EE）プラットフォー

ムをベースとした基幹システム向け

のJava業務構築運用基盤で、以下

の機能によりJBossの可用性、運用

性を高める補完製品である。

①業務アプリケーション更新のため

の計画停止をなくすことで、AP

サーバの可用性を向上。

②業務単位でアプリケーションを自

動配置することで、APサーバの

運用性を大幅に向上。

③スタックトレースではなく、本番

でも利用可能な業務トレースで、

APサーバの障害解析性を向上。

MCOneでは、処理の流れを左右

する引数情報とともにメソッド履

歴を全て出力して、障害の原因究

明を支援。

このMCOneをJBossに適用するこ

とで、アプリケーションサーバの可用

性の向上、アプリケーションの運用性

の向上、障害解析性の向上ができ、基

幹システムにおける、業務サービスの

更新・拡張時や障害発生時のサービス

ケーションサーバに対しては、

Java（J2EE）プラットフォームを

ベースとした基幹システム向けの業

務構築基盤「MCOne」を提供し、

業務アプリケーションの運用性を強

化している。この点に関し、堀健一

センター長は、次のように語る。

「OSSミドルウェアを活用して基

幹系システムの中核となるアプリケ

ーションサーバやDBサーバを構築

する際に、性能は最重要課題ではな

く、商用ミドルウェアと比べ機能的

に不足している運用性や可用性を補

うことが重要です。」

●InfoFrame DB Maintenance

InfoFrame DB Maintenanceは、

以下の機能によりPostgreSQLの保

守性・運用性を補完し、DBのバッ

クアップ／再構成、DB復旧コスト

削減に極めて有効な製品である。

①高速ローダ機能：ブロック単位の

入出力で高速なセーブ／ロードを

実現。これにより、バックアップ

や再編成の時間が大幅に短縮。

②DB診断機能：PostgreSQLの物理

データ形式を診断し、DB不正を

チェック。これにより、障害発生

時の切り分け時間が大幅に短縮。

③DB復旧機能：PostgreSQLが立

ち上がらなくても救えるデータを

救い、データを復活させる。これ

により、突発的な障害にも対応可

能となる。

高速ローダ機能によるロード時間

の大幅な短縮（図５参照）は短時間

でのDB復旧を実現し、特に高可用

性が求められる基幹システムへの

PostgreSQLの適用範囲拡大が可能
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停止時間の最短化を実現する。

NECでは、構築Suite OSS＋の

推奨構成・構築技術を保つため、市

場動向や新規ソフトウェアなどを考

慮したハードウェアやOSSを含め

たソフトウェアの組み合わせで社内

検証を継続的に実施している。また、

顧客への導入システムに関する適用

検証を実施するため、最新のハード

ウェアとソフトウェア（OSS含む）

の利用が可能な「Linux/OSS検証

センター」をNECプラットフォー

ムイノベーションセンター内に開設

して、ユーザーが直に N E C の

OSS/Linuxソリューションを体感

できる環境を用意している。

さらに、社内に設置した検証センタ

ーでは、OSSの開発コミュニティでは

実施が困難なエンタープライズレベル

の様々な検証を実施している。自社で

プラットフォーム全般を提供している

強みを活かして、各種ハード（サーバ、

ストレージ、通信機器）・ソフト（商

用・OSS）を組み合わせた大規模シス

テムを構築し、基本動作検証・ロング

ラン検証を実施している。さらに基幹

システムでは一般的なクラスタ構成に

おけるOSSを含めたシステムの可用

性に着目し、システム構成要素の単独

障害に対してシステム全体のサービス

が停止しないことや、業務に支障がな

い時間で復旧できることなど、“障害

時動作と復旧時動作”の検証にも重き

を置いている。

NECにおけるOSS/Linuxシステム

インテグレーションの状況について、

堀健一センター長は、「2200サイトを

越える多くの導入実績とノウハウを活

かし、基幹業務のシステム構築事例拡

大に注力しています。」と前置きした

うえで、「構築事例の傾向として、業

種を問わずLinux上の基幹業務システ

ム構築事例、商用UNIXからLinux＋

OSSミドルを利用するシステム移行事

例、業務パッケージのLinux対応や商

用ミドルウェアのOSS移行が増加し

ています。」と指摘する。

最近の代表的な構築事例として、

オープンソースを活用し、商用ミド

ルウェアを効果的に組み合わせて、

コストパフォーマンス、拡張性、

MC性に優れた証券フロントシステ

ムを構築した他、通信販売の受注業

務・出荷業務・決済業務を支える基

幹システムを、NX7700i（IA-64）、

RHEL、Oracle 10g RACで構築し、

可用性と信頼性の高いMCシステム

により 24時間無停止運用を実現し

た事例があげられる。さらに、最近

の注目すべき事例として、NECビ

ッグローブが 2007年７月サービス

開始したSpikeSourceコアスタック

の専用サーバサービスがあげられ

る。これは、SpikeSourceコアスタ

ックを気軽に利用できるサービス

で、利用者に自由な操作を提供しつ

つ、ミドルウェアを安心して利用で

きる環境を提供する。S a a S ・

Web2.0システムのサービス基盤と

して最適なサービスといえる。

以上、OSSミドルに関する独自

の機能補完製品を中心に、NECの

エンタープライズOSSソリューシ

ョン強化に向けた取り組みを紹介し

た。NECでは、エンタープライズ

システムへのOSS適用を加速する

ため、今後もOSSプラットフォー

ムソリューションを強化し、プラッ

トフォーム、システムインテグレー

ション、サポートサービスの３軸で、

積極的に取り組む方針である。
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お問い合わせ先

NEC OSSプラットフォーム開発本部
OSS推進センター
TEL：03-3456-0625
E-mail：linux@sw.nec.co.jp
URL：http://www.nec.co.jp/oss/

2段階の検証施設での検証に加え、
可用性の基盤検証も実施

基幹業務システムへの
OSS適用事例が拡大
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