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データセントリック時代におけるソフトウェア技術の研究開発に取り組む
NTTソフトウェアイノベーションセンタ

特集

　

システム／アプリケーションに欠
かせないものとなっているさまざま
な OSSには、多数の開発者により
大規模で高品質なソフトウェアを低
コストに実現しているものが多い。
誰でも開発に参加可能であることも
多く、企業に所属しながら参加する
開発者もいる。SICにはそうした開
発者が多数在籍している。
そうした開発者のコードが OSS

に取り込まれるまでの流れ（図 1）
について、コンテナランタイム OSS

である“containerd” （後述）を例に
徳永氏に紹介してもらった。

「containerdでは開発プラット
フォームとして GitHubを活用して
おり、世界中から誰でもバグ報告や
機能追加の提案・議論をしたり、バ
グ修正や機能追加のために作成した
パッチを投稿したりできます。そう

したパッチの採用可否を判断するの
が、プロジェクトへの貢献度などを
勘案して選出されたメンテナ、レ
ビュア、コミッタといったメンバー
です。これらのメンバーによるレ
ビューや改善提案、修正を経て取り
込みが承認され、はじめてパッチが
取り込まれます。メンテナはパッチ
の取り込み以外にも、プロジェクト
の方針決定、カンファレンスでの発
表など、プロジェクト運営に関する
さまざまなことを行っています。」
以下、世界中のシステムで使われ
る代表的な OSSのコミュニティに
貢献している 4名のメンバーの活
動、また活動の中で感じていること
などを紹介していく。

NTTソフトウェアイノベーションセンタ（以下、SIC）はOSS（オープソースソフトウェア）を活用するだけでなく、多く
のメンバーが各種OSSコミュニティに貢献している。そのなかでも各コミュニティに大きく貢献している4名のメンバーに、
OSSコミュニティ活動がどのようなものか、どのようなやりがいを感じているかなど、さまざまなことを伺った。
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図 1　パッチ投稿とレビュー（containerd の例）
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アプリケーションをさまざまな環
境へデプロイしやすくする「コンテ
ナ」は、主要技術の多くが OSSの
形で開発されている。
　
徳永氏の活動概要
徳永氏はそうした OSSのうちコ

ンテナランタイムの containerd、ま
たコンテナイメージのビルダー
“BuildKit”の開発プロジェクトで
メンテナに就任している。
「2019年頃からコミュニティでの活
動を開始し、2021年から2つのプロ
ジェクトでメンテナをしています。私自
身は主にコンテナを高速に配布・起動
する技術“eStargz”の開発に注力し
ています。機械学習の分野などで多
い巨大なコンテナは、配布・起動に
時間がかかる傾向が強いため、高速
化して開発サイクルを早く回せるよう
にする、といった狙いがあります。他
社から提案されていた従来手法には
実行時の性能や改竄検出の点で不十
分な部分があったため、改善する手法
を提案しました。現在は containerd

や BuildKitなど、業界で広く使われ
るOSSプロジェクトで eStargzが採用
されています。」（徳永氏）

須田氏の活動概要
須田氏は 2016年に代表的なコン

テナエンジン“Docker” （OSSとして
の名称は 2017年以降”Moby”）の
メンテナに就任した。Dockerメンテ
ナ就任は日本初のことであった。以降、
2017 年 に BuidKitと containerd、
2020 年には“runc”のメンテナ
に就任している。“Docker Tokyo 

Community Leader”としてミートアッ
プの運営を担ってきたほか、「Docker/

Kubernetes開発・運用のためのセキュ
リティ実 践ガイド」（ISBN: 978-

4839970505）の筆頭著者でもある。
「試験技術の研究開発のために

Dockerを使っていたところ、ファイル
システムがフリーズするという問題に
遭遇したのが開発に参加するきっかけ
でした。最近取り組んでいる技術の 1
つが、Linuxの管理者権限（root）
を使わず安全にコンテナを動かす
『Rootlessコンテナ』です。コンテナ
ランタイムにバグがあっても、攻撃を
受けた場合の被害を軽減できます。
基盤となる技術は存在していたのです
が、ネットワーク（以下、NW）機能
が無く、Docker系のコンテナに適用
できなかったため、NTTが中心となり、
NW機能を含む完全な Rootlessコン
テナを 実 現しました。Docker、
Podman、containerdなどの標準機
能として、また“Kubernetes”にも
試験的に採用されています。最近は、
NWを高速化する次世代 Rootlessに
も取り組んでいます。」（須田氏）
須田氏が注力するもう 1つのテー

マが containerdへのDocker互換機能
“nerdctl”の実装だ（図 2）。Docker

はリリースサイクルが停滞したり、
Kubernetesの標準のランタイムから
外 れ た り と、eStargz や 次 世 代
Rootlessなどの新機能の実装・普及
展開に不向きになりつつある。
containerdは Kubernetesランタイム
としてデファクトに近い地位を獲得
しつつあり、新機能の実装・普及展
開には向いているものの、Dockerほ
ど簡単に使えないという問題があっ
た。そこで NTTが中心となり、
containerdの新機能をDockerと同じ
感覚で使えるようにしている。
nerdctlをmacOSで利用するための
Linux仮想マシン（Lima）の開発も
主導しているという。

OSSの RDBとしてMySQLと共
にデファクトスタンダードである
PostgreSQLは、SQL標準への準拠、
商用 RDBに匹敵する機能・性能、
信頼性の高さなどから、エンタープ
ライズシステムでの採用も進んでい
る。長年に渡り毎年メジャーリリー
スを実施するなど、開発も活発だ。
開発体制は特定の企業が主導しない
ボランティアベースだが、貢献度の
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図 2　containerd-Kubernetes-Docker の関係

コンテナ関連のOSSコミュニ
ティ活動（徳永氏、須田氏）

PostgreSQL のOSS コミュニ
ティ活動（藤田氏）
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高い企業の 1つが NTTだ。

藤田氏の活動概要
藤田氏は約 650名の開発者が参

加する巨大な開発コミュニティのうち、
30名弱しかいない、ソースの改変権
限を持つコミッタに就任している。
「 N T T は 2 0 1 0 年 、 米

EnterpriseDB社と連携し、複数の
PostgreSQLサーバーを協調動作させ
ることで性能を向上させるスケール
アウト技術“Postgres-XC”を開発、
OSSとして公開しました。2014～
2015年頃から PostgreSQLの標準機
能として実現する提案活動も行って
います。私がコミッタに就任したきっ
かけは、PostgreSQLサーバの外部に
あるさまざまなデータをあたかも
PostgreSQLサーバのデータであるか
のように SQLで検索可能にする
FDW（Foreign Data Wrapper）とい
う機能の強化により、複数の Postgre 

SQLサーバに分散されたデータを仮
想的な 1つのテーブルとして SQLで
処理可能にすることに貢献したこと
でした。昨秋にリリースされた
PostgreSQL14では FDW機能の参照
性能向上（図 3）に向けた開発を牽
引しました。現在は今秋リリース予
定の PostgreSQL15をターゲットに、
NTTデータ社などと連携し、更新性
能向上に向けた開発を行っています。
本開発により、オンライントランザ
クション処理の高性能化を実現し、
世界中で広がりを見せるデジタルバ
ンキングなどのニーズに応えていき
たいと考えています。」（藤田氏）

さまざまな用途や機器で利用され

ている OS“Linux”の中核が Linux

カーネルだ。ソースコードは 3,000
万行以上、約 2ヶ月ごとに行われ
るリリースのたびに 1,800人程度
が貢献しており、世界最大級の OSS

と言える。こちらも特定の企業が主
導してはいないのだが、ある企業の
複数の開発者が 1つの技術分野に
貢献し、結果的にその分野で強めの
影響力を持つことはあるという。
　
牧田氏の活動概要
牧田氏は NTTグループ各社向け

の OSSに関する技術サポートに従
事しながら、Linuxカーネルの開発
に貢献している。
「技術サポートの中で見つかった
問題の改善や、今後 NTTグループ
に必要になるであろう機能の改善を
行っています。もともと興味があり
ましたが、すでに開発に携わってい
た同じ職場の人に誘われたことがコ
ミュニティ活動に参加するきっかけ
です。最初は小さなバグ修正から始
めました。ここ数年主に取り組んで
いるのは、仮想 NWの高速化です。
仮想マシン（KVM）やコンテナを動
作させる際、ホストとなる Linux の

外側と仮想マシン /コンテナ間、ま
た仮想マシン同士、コンテナ同士を
つなぐ仮想的な NWが必要です。
カーネルの機能を用いてソフトウェ
アで実現する従来の処理にはボトル
ネックがあったため、改善に取り組
んでいます。しばらくソフトウェア
の高速化技術にも取り組みました
が、現在は IOWNも見据え、ハード
ウェアに処理をオフロードする手法
での高速化に取り組んでいます。」
（牧田氏）

新機能の提案やバグの管理など、
タスク管理のやり方は OSSによっ
て異なる。たとえばコンテナ関係
のプロジェクトでは主に GitHubで
管理している。一方、Linux や
PostgreSQLではメーリングリスト
でバグ報告やパッチ投稿を行って
いる。
「開発者の多くが納得しなければ
機能は追加されません。年単位の議
論が必要なこともあります。いかに
スピーディーに議論をまとめるかは
難しく、悩ましいところです」と牧

PostgreSQL 14で導入された並列参照機能

PostgreSQL
サーバ
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図 3　PostgreSQL のスケールアウト技術

Linux カーネルのOSSコミュ
ニティ活動（牧田氏）

OSS開発のマネジメント
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田氏が言うように、合意形成は重要
なポイントだ。PostgreSQLでは上
位の開発者が 1人でも反対すると
開発がペンディングになるという。
「合意形成は容易ではありません
が、謙虚に他の意見に耳を傾け、自
身の考えにこだわりすぎず必要に応
じて譲歩もすることで、多様な意見
を吸収でき、より良い開発につな
がっていると感じます。」（藤田氏）
幅広い知識と経験を持つレビュア
の確保や、ライセンスに関する正し
い知識の普及など、コミュニティ開
発を進める上での課題はほかにもた
くさんある。たとえばテストも量を
増やせば良いというものではなく、
同じコードなのに実行のたびに結果
が変わる、いわゆる flakyなテスト
が生じないよう、質を重視する必要
がある。自身の工夫について、須田
氏は次のように述べている。
「課題を 1人で抱え込むのではな
く、他の開発者に巻き取らせて開発
がスケールするよう仕組むことも重
要です。開発の初期フェーズではコ
ントリビューションの量が重要なの
でレビューを多少緩くし、軌道に
乗ってきたらレビューを厳しくして
質を向上させる、といった工夫もし
ています。」

英語の読み書きが必須であること
は 4名に共通した意見だ。会話に
ついては、牧田氏が「国際会議でも
発表するだけならほとんどしゃべれ
なくても何とかなります。ただ、会
議の場で議論する場合はある程度し
ゃべれないと少し大変です。」と語
るように、対面で議論するなら会話

を読み込むしかなく、それだけにか
なり知見が蓄積されたと感じます。
勉強会を開催するなど、自分の経験
や知見をなるべく若手開発者に伝え
るようにしています。」（藤田氏）
インターンを受け入れ OSS開発
を体感する機会も設けており、参加
者からは非常に好評であるという。

「スケールアウト技術のように
PostgreSQLのさまざまなサブシス
テムが関係し長年に渡る開発が必要
となる取り組みは、個人では難しい
でしょう」と藤田氏が言うように、
大企業であり研究開発への投資に力
を入れる NTTに所属しているから
こそ取り組めることが多い、という
点は 4名に共通する意見であった。
やりがいについても意見がほぼ一
致しており、「自分のコードが世界
中で使われる。提案に対する反応や
さまざまなフィードバックがすぐに
得られる。」（徳永氏）、「世界中から
技術者が集まっており、技術力を高
める意味でもよい場所だと思う。」
（牧田氏）、「世界中のさまざまな開
発者と色々な違いを超えて 1つも
のを作れることもすばらしい。」（藤
田氏）といった意見が挙げられた。
また、「やはり OSS開発を通じて
世の中をもっと便利に、良くしてい
きたいという思いが強いです」とい
う牧田氏のコメントにも全員が強く
同意した。直接的には OSSコミュ
ニティや NTTへの貢献が大きい活
動ではあるが、より広く世の中への
貢献を第一に考えており、実際に貢
献できるということが大きなやりが
いであることが窺える。

力もあった方が良いということで、
やはり意見が一致する。英語力より
も、主にタイムゾーンが異なる地域
で開催されるミーティングにオンラ
インで参加する時間的な難しさの方
がむしろ問題であるという。このほ
か、カンファレンスやイベントに参
加し対面によるコミュニケーション
で信頼関係を築くことの重要性も全
員が強く認識している。

 「私が最初にメンテナに選ばれた
のも海外のカンファレンスに参加し
た直後のことでした。コロナ禍の前
は、Docker Tokyo Communityでも
頻繁にミートアップを開催していま
した。最近は直接会う機会が無いた
め、Slackなどのツールを使って根
回ししています。」（須田氏）

技術面では「脆弱性を生じさせな
い」（須田氏）、「標準準拠や後方互
換性を意識した新機能の開発」（徳
永氏）といったことに加え、大規模
なコードベースならではの難しさも
ある。Linuxカーネルの開発に関わ
る牧田氏は「各機能の関係性を把握
するのが大変。すごい勢いで進化す
るので、熟知しているはずのコード
もいつの間にか分からなくなってい
ることがある」と語っている。

SICではそうした困難を経て獲得
した知見を若手の開発者に伝えるこ
とにも力を入れている。
「PostgreSQLは品質が極めて高い
という評価を得ています。30年以
上に及ぶ開発で大規模化・複雑化し
ていますが、それでも品質を維持し
なければ、というプレッシャーがあ
ります。時間をかけて膨大なコード

コミュニケーションの問題

難しさを乗り越え獲得した
知見を若手技術者に伝えていく

より良い世の中の実現に貢献


