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利用開始や設定変更などの操作を
オンデマンドで実行できるクラウド
サービスが珍しくなくなった。そう
したクラウドネイティブなサービス
をいかに早く、そして継続的に開発・
デリバリしていけるかが、多くの企
業にとって重要な課題となっている。
この課題に対応するため NTT 

Com イノベーションセンターでは、
クラウドネイティブアプリケーショ
ンの開発及びデリバリ・運用を高度
化する“Qmonus”を内製開発して

いる。
「Qmonusは2つのソフトウェ
ア“Qmonus SDK”、 “Qmonus 

Value Stream”で構成される
Platform as a Serviceです。
主に APIや GUIを介してオン
デマンドでインフラを操作で
きるようなサービスの基盤開発に活
用し、高速かつ継続的な開発・デリ
バリを実現する支援を行っていま
す。」（牧志氏）

Qmonus SDKはマイクロサービ

スの開発に適したソフトウェアフ
レームワークだ。複数の処理駆動モ
デルにより、さまざまなアプリケー
ションや外部コンポーネントとのイ
ンテグレーションに柔軟に対応可能
だ。加えて異なるシステム空間を横
断したトランザクションの一貫性を
保証する仕組みを提供する。このた
めモダンなクラウドネイティブアプ
リケーションが苦手とする、基幹シ
ステムに重要な耐障害性も実現しや
すいという特徴を持つ。
「Qmonusが提供するコア機能と
処理駆動モデルを組み合わせて簡単
にアプリケーションを設計できるほ
か、アプリケーション固有のロジッ
クはテンプレート化されたプラグイ
ンとして記述するようになっていま
す。Webブラウザから利用できる
IDEにより、わかりやすい GUIで
開発、テスト、デバッグまで行える

6 高速かつ継続的な開発・デリバリを可能にするQmonus®

ソフトウェアを高速かつ継続的に開発・
デリバリするためのプラットフォームを内製開発

NTT コミュニケーションズ（以下、NTT Com）は高速かつ継続的なソフトウェア開発とデリバリを可能にするプラット
フォーム“Qmonus”を内製開発し、自社サービスで活用している。Qmonus による開発・運用を標準化しDevOps フ
レームワークとして全社展開も進めており、今後はNTTグループ企業にも展開して IOWN構想の推進に貢献したいと考
えている。

高速かつ継続的な開発・
デリバリを支援する取り組み

［左から］水野陽介、古屋徳彦、牧志純
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図 1　2つのソフトウェアで構成されるQmonus

Qmonus SDK：モダンかつ高信
頼なシステムを高速に開発可能



59ビジネスコミュニケーション　2022  Vol.59  No.1

612345

特  集

NTTコミュニケーションズ　イノベーションセンターの取り組み

612345

特  集

NTTコミュニケーションズ　イノベーションセンターの取り組み

ため、開発プロセスの習熟も短期間
で済みます。内製ならではの強みを
活かし、現場からのフィードバック
を受けた機能追加や改修も随時行っ
ています。」（水野氏）

Qmonus Value Streamは「ソフト
ウェアエンジニアが、アプリケー
ションを早く継続的にデリバリする
ための DevOpsプラットフォーム」
（牧志氏）だ。ソフトウェアデリバ
リを実践する各工程、すなわち CI

／ CDパイプラインの統合管理を可
能にする。
「CI（継続的インテグレーション）
と比較すると CD（継続的デリバリ）
の課題を解決するソリューションは
不足しています。開発チームごとに
ツールを実装し、かつ組み合わせて
きたため、サイロ化が進んでいまし
た。また、ソフトウェアデリバリの
パイプライン実装に個別に注力した
結果、価値の提供に最も重要なビジ
ネスロジックの実装に充分なリソー
スを割けない、といった課題もあり
ました。そこで社内で横断的に利用
できる SaaSとして開発したのが
Qmonus Value Streamです。」（牧志氏）
既存の CI／ CDツールと大きく
異なる点の 1つが、優れたクラウ
ド基盤のデザインパターンをコード
で宣言できる点だ。このデザインパ
ターンを再利用することで、簡単に
クラウド基盤を構築できる。もう 1
つは各マイクロサービスのリリース
の状況をわかりやすく可視化し、管
理しやすくした点だ。オープンソー
ス の CI ／ CD ツ ー ル で あ る
“Tekton”を活用して作り込みを最

れるようになった。これまでの実績
と し て は Flexible InterConnect 

(FIC)、Distributed Secure Internet 

GateWay（DSIGW）、Super OCN 

Flexible Connect（OCNX）などが
あり、2021年度にリリースを控え
ている新サービスも含め、現在も多
数の案件で採用が進んでいる。アプ
リケーション開発から商用デプロイ
まで一気通貫で支援することで、
SDPF構想の実現に貢献している。

今後の取り組みについて牧志氏は
次のように述べている。
「Qmonusをより使いやすく改善
し続けると同時に、使い始めるため
のハードルを下げたいと考えていま
す。利用者同士のコミュニティの醸
成も必要不可欠です。また IOWN

構想の実現に貢献したいと考えてお
り、NTTグループ企業との連携を
開始しました。今後もエンジニアに
寄り添った実践的なソリューション
を展開し続けたいという思いで取り
組んでいます。」

小限に抑えた。

Qmonusによる開発・運用の手順
を標準化し、社内共通の DevOpsフ
レームワークとして展開する取り組
みも進めており、イノベーションセ
ンターが CoE（Center of Excellence）
としてサービス組織の開発・運用人
材育成まで含めた支援を行ってい
る。
「ただ『使って下さい』というの
ではなく、体制や習熟度などに応じ、
柔軟にコンサルティングを行ってい
ます。また、イノベーションセンター
の人員が開発プロジェクトに参加し
てアプリケーション実装ノウハウの
伝承や DevOpsノウハウの浸透に努
めるといった活動も行っています。
これにより、自走可能な状態に至っ
たサービス組織や開発チームが、す
でに複数あります。」（古屋氏）
こうした活動により NTT Comの

データ利活用プラットフォーム
“Smart Data Platform（SDPF）”で
提供する各種サービスのサービス基
盤開発を中心に Qmonusが活用さ

Gitを介し、クラウド上で開発したQmonus SDKアプリをValue Streamで商用環境へ
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図 2　Qmonus SDK → Value Streamの全体像

Qmonus Value Stream ：
継続的デリバリの課題を解決
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今後の展望


