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図 1 つなげる、生み出す、進化する M2M トータルソリューション「XrossCloud ○」
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図 2 EV 充電インフラサービス GaiaLinX
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（Mobile Device Management）サ
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タを結びつけ、生産性や収益性の向

ビスで、M2M プラットフォームが

用されているスマートフォンやタブ

上に結びつけるビジネス）と『ダウ

利用されている。

レット端末等のアップデート用途、
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証・課金決済・情報管理がそれに当
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客様企業とともにビジネスを創出す

各端末に配信するためには、大規模

IT プラットフォームを構築するの

ることが可能となり、より一層お客

な設備が必要だが、ADL サービス

ではなく、全てを束ねながらお客様

様の実情に即したご提案が可能とな

により複数の端末メーカで配信設備

の細かなニーズに対応できるよう、

る。また NTT データが、これまで
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M2M のクラウドプラットフォーム

個別で開発してきた多くの M2M ビ

２回程度の OS バージョンアップの

ジネスやノウハウを集合させている

ために自社で設備を保有する必要は

ため、より低価格で素早いサービス

ない。
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を提供することになった。
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のIT管理者が従業員のAndroid搭載

サービス利用のメリット
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サービスの利用事例

現在の IT トレンドや今後の成長
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現在、Android 搭載端末向けの
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端末ロックや初期化を実施する。

難しいと判断した。

はないことが多く、OSS を活用す

EV 充電インフラサービス

OSS では、ユーザー数やネット

GaiaLinX は、EV の充電インフラ

ワークのトランザクションの増加に

→商用展開というサイクルの中で、

を管理するセンタ向けに、利用者認

よるシステムが発生しても必要最小

OSS は購入や調達等の面倒な手続

証や故障検知などの機能を提供す

限のコストで済むため、スケーラブ

きなしに、ダウンロードしてすぐに

る。詳細は、図２に掲載。

ルなシステムを構築する場合に向い

使える点で OSS は有用性を発揮で

ている。

きるということだ。
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システムでのOSS活用

基盤となるマルチデバイス・アプ
リケーションプラットフォーム
「Xrosscloud CoreStage

TM

結果として商用ベースのソフトウ

実際、JBossBPM を使ってルー

ェアと比較して、付加価値を生み出

タ制御やネットワーク監視を行った

すための投資に集中できる、と考え

り、Linux と PostgreSQL をシステ

ている。

ム基盤の中心ソフトとして開発初期

」には、

OS の Red Hat Enterprise Linux

から使い続けてきている。
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小さく速くはじめる

8

（RHEL）、DBMS の PostgreSQL、
アプリケーションサーバの JBoss、

る場面が多い。ソリューション整備

現在の担当では、個別 SI の案件

OSSに関する蓄積ノウハウ
の活用

バックアップソフトの Amanda、デ

であっても、そこからシステム共通

NTT データでは、全社共通的に

ィレクトリサーバの OpenLDAP な

の部品や仕組みをソリューション化

O S S の適合性を見極めるために、

ど様々な OSS を活用している。

し、商用展開していくというサイク

数百のクライテリア（システム要

ルを脈々と続けてきている。

件／ビジネス要件等）に分けてフィ

OSS を選定した理由は、大きく
分けて次の２つである。

ソリューション化にあたっては、

ット＆ギャップ分析を行い、IT プ

１つ目は、スケーラブルなシステ

プロトタイプの作成や実験的な取組

ラットフォームに OSS を適用する

ム特性であったこと。２つ目は、ス

みを行うが、限られた予算の中、ラ

かどうかを判断している。そこには

モールスタートでスピード感が求め

イセンス料、保守料を払ってまで商

通信事業者として先進的な技術を取

られるプロジェクト特性であったこ

用ソフトを採用することは現実的で

り入れながら安心、安全、高品質な

とである。
非機能要求グレードの成果を活用し、高SLAシステムをモデルとして網羅的にOSS
とのFit&Gap分析を実施し、Gapを解消するための機能拡張の取り組みを実施。
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スケーラブルシステム

非機能要求グレードでは非機能要求を6つの要求に分類
可用性

性能・拡張性

運用・保守性

システム環境
・エコロジー

セキュリティ

移行性

M2M は、非常に多数のデバイス
が繋がるサービスであり、顧客増加

分類された非機能要求を詳細化し各項目に対して6段階で要求レベルを定義(定義例)

などの状況に応じて、投資を抑えつ

大項目

中項目

つ設備投資を行っていく必要があ

可用性

継続性 業務継続性

る。そのため、従来の商用ソフトウ
ェアのようにデバイス単位、サーバ
単位でライセンス費がかかる料金体
系だとユーザー数が増えるたびにシ
ステムのコストも増えていくため、
安心してサービスを提供することは
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図 3 OSS の Fit&GAP 分析例
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システムとサービスを提供

NTTデータは「Xrosscloud ○ 」をコアに、世界中の もの と ひと をつないで
調和のとれた快適な社会をお客様とともに目指す
Ｒ

してきた NTT グループのス
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ている。
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し、個別に検証作業を実施
している。もちろん、適用

EV充電器

農業・漁業

スマートフォン

マーケティング

できないと判断した場合に

スマートメータ
家電機器

商業施設

ホームゲート
ウェイ

生産性向上

は、Enterprise 向けの商用
省エネルギー

ソフトウェアへの変更も実

住宅
オフィスビル

見守り

施しており、適材適所で導
図 4 これからの Xrosscloud の拡がり

入を進めている。
今回は、NTT データが提供する

とを心掛けた。

サービスに相応しい SLA を、採用
OSS で充足できると判断した。
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OSS人財と情報入手方法に
ついて

当初、Apache など、特定の OSS
に関する有識者がいただけであり、

ョンは、新たなビジネスの始まりで

企画段階のプロトタイプから商用

あり、ソリューションの基盤となる

サービス開始まで脈々と同じ OSS

プラットフォームを様々な方面へ発

を使うことで、自然にノウハウと人

展させていければと思っている。

材を充実させることができた。結果

NTT データの SI の経験を活かし

として、OSS への漠然とした不安

ながら、お客様にさまざまな提案を

や人財不足という問題をクリアして

していくと同時に、お客様の意見を

いった。

聞きながらお客様と一緒になり、新

OSS専任で何か月も従事していたメ

もちろんクリティカルな質問につ

ンバはほぼいなかった。そのような

いては、全社サポートを活用するこ

の関係を強固にしていきたい。また、

状況の中、検証やOSSを組合せたシ

とで、迅速に対応することができた。

NTT データ提供のサービスを本プ

ステム構築、また試験での不明点の

同時に、現場が自分たち自身で、開

ラットフォーム上で、コストメリッ

洗出し、調査、整理を繰り返すこと

発コミュニティの掲示板や Web 上

トを享受するとともに、それらを組

で、知識を習得し、今ではOSSへ精

の公知情報を、問題発生時のおおよ

合せた新たな付加価値を創造するた

通したメンバが何人か育成されると

その原因特定や、設計方針の決定の

めには、これまで以上に OSS の果

いう効果を得ることができた。

際に頼りにしながら、自主能力をつ

たす役割は大きくなるだろうと考え

けていけたのは大きな効果となって

ている。

また、今回のサービスのために新
たに利用した OSS については、基

いると感じている。

幹 OSS で培った OSS に対する土地
勘を活かし、必要となる SLA の中
でその OSS の王道的な使い方を見
極め、無理のない範囲で利用するこ
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今後のサービス展開と
OSSへの期待について

私どもにとって M2M ソリューシ

たなビジネスを創出し、Win-Win

お問い合わせ先

NTT データ
第二法人事業本部
法人サービス&ソリューション事業部
TEL ： 050-5545-8409
E-mail ： corestage@am.nttdata.co.jp
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