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IoT/AI/SDx時代を支えるOSSへの取り組み

は じ め に

2006年 4 月，NTT研究所は，NTT
データ, NTTコムウェア，NTTソフト
ウェア（現NTTテクノクロス），NTT
アドバンステクノロジの 4 社の協力
のもと，「NTT OSSセンタ」を設立し，
以来，10年以上もの間，NTTグルー
プにおけるオープンソースソフトウェ
ア（OSS）活用を推進してきています．
ITの世界においてOSS活用が重要で
あることは昔も今も変わりませんが，
その適用領域は昔と比べてはるかに大
きなものになっています．そこで本稿
では，OSS活用領域の広がりや，そ
れに伴うOSS活用における課題を整
理しながら，本特集の構成について説
明します．

市場環境の変化

■ITシステムの多様化
これまでの主なITシステムは，受

注，出納帳，在庫管理など，従来より
企業に存在していた情報の管理 ・ 流通
をIT化し，効率化する役目を担うも
のでした．このような従来のITシス
テ ム はSoR（System of Record）と
呼ばれています．一方，近年のスマー
トフォン向けアプリケーションに代表

されるように，企業は，消費者や出荷
後の商品とのつながりを保つためにも
ITシステムを開発するようになって
おり，これらのシステムはSoRとの対
比でSoE（System of Engagement）と
呼ばれています．さらに現在注目の
AI（人工知能）やIoT（Internet of 
Things）といった概念に代表される
ように，これまで存在しなかった情報
の流通を創造し，利得を得るような
ITシステムも開発されるようになっ
てきました．このように，ITシステ
ムが担う役目が多様化してきています．
■IT/NWインフラのバーチャル化

これまでのIT/NWインフラ＊ 1 は，
手動で設定しながら運用することが前
提となっていました．そのため，アプ
リケーションをどんなに短期に開発す
ることができる場合でも，これをIT/
NWインフラ上に用意し，システムと
して構築するために数週間を要するの
が常でした．

しかしながら現在では，仮想化や
Software-Defined技術によって，手
動により設定していた作業の大部分を
ソフトウェアで置き換えることが可能
となっており，アプリケーションのリ
リースサイクルを短期化するために，
この置き換えが積極的に実施されてい

ます．また，こうした流れの中で，一
部のIT/NWインフラについては，顧
客が自ら所有 ・ 運営する代わりに，ク
ラウドサービスプロバイダにより提供
されるXaaS（X as a Service）などの
サービスの利用が選択されています．
■OTT主導のIT/NWインフラの進化

IT/NWインフラの進化は，これま
でグローバルプロダクトベンダが主導
してきました．これは，コンピュータ
やストレージの運用を担うSIerにも，
ネットワークの運用を担うネットワー
クプロバイダにも，グローバルプロダ
クトベンダ並みの市場シェアを持つ者
が存在しなかったためと考えられます．

しかしながらこの状況は，グローバ
ルプロダクトベンダよりも大きな規模
でビジネスを展開するOTT（Over 
The Top）＊ 2の出現により，一転しま
した．OTTが，サービスの迅速なリ
リースや運用の効率化のために，仮想
化やSoftware-Defined技術を用いた
ソフトウェアによるIT/NWインフラ
の運用を積極的に導入しながら，イン

オープンイノベーション OSS ソフトウェアイノベーション

＊1	 IT/NWインフラ：本稿では，コンピュータ，
ストレージ，ネットワークを含め，ITアプリ
ケーションに必要なITリソースを提供する
ものを指します．

＊2	 OTT：Amazon, Google, Facebook, 
Microsoftなど，インターネット上で強い
サービスを展開する事業者を意味します．

なぜ，もっとOSSをやるのか？

AI（人工知能）/IoT（Internet of Things）やSoftware-Definedインフラなど，
オープンソースソフトウェア（OSS）の活用領域が広がっていると同時に，
OSS活用に必要な能力も広範になっています．少数の定番OSSを下流で使
いこなせば良い時代は終わり，新たな活用領域では，コミュニティ連携を
しながら，多様・多数のOSSを自社や顧客の要件に合わせて組み合わせる
能力が求められます．また，これらの取り組みは，安上がりな活動とはな
らないため，OSS活用を通じて強い自社価値を創造することも必要となっ
ています．
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フラの進化を主導するようになりま
した．

OSS活用領域の広がり

前述のような環境変化により，従来
より取り組んでいるSoR系ITシステ
ムでのOSS活用に加えて，下記の領
域でのOSS活用が重要となってきて
います（図 1 ）．
■SoE系やAI/IoTシステムでのOSS
活用
SoE系システムやAI/IoTシステム

の開発においては，当該領域の技術の
進化が非常に速いことから，最新のソ
フトウェア技術，データ分析技術を活
用することが重要となります．これら
の技術分野のイノベータは，早期に利
用者を獲得するために積極的にソフト
ウェアをOSSとして公開しており，
OSSを活用したシステム開発が主流
となっています．
■IT/NWインフラでのOSS活用

サービスプロバイダ主導のIT/NW

インフラを牽引するOTTの一部は，
積極的にオープンコミュニティを組成
し，開発したソフトウェアの一部を
OSS化しています．こうした動きに
は，技術思想やアーキテクチャを共有
する人間，組織を増やすことにより，
自分たちの技術戦略を実現しやすい環
境をつくるといった意図があるので
しょう．その結果，単独ではグローバ
ルプロダクトベンダ並みの市場シェア
をもたないSIerやサービスプロバイ
ダ＊ 3 も，オープンコミュニティへの
参加やOSSの活用を通じて，プロダ
クトベンダに依存せずにIT/NWイン
フラを進化させることが可能となりま
した．そのため， OSSを活用しながら
IT/NWインフラの構築や運用の生産
性を高めることが，SIerやサービス
プロバイダの競争力強化の有効な手段
となっています．

ITバリューチェーンの変化と 
OSS活用の課題

前述のトレンドに伴い，技術がプロ
ダクト化され，顧客のシステムに活用
されるまでの一連の流れ（ITバリュー
チェーン）におけるサービスプロバイ
ダやSIerの役割が変わってきていま
す．サービスプロバイダやSIerは，
ITバリューチェーンの下流で，顧客
にソリューションやサービスを提供す
るために，システムを構築 ・ 運用しま
す．従来は，サービスプロバイダや
SIerは，上流からプラットフォーム
プロダクト＊ 4 を仕入れながら，シス
テムの構築 ・ 運用を行っていました．
しかしながら，多様な要件に対応する
ように設計されるプラットフォームの
開発規模は大きく，機能アップデート
に 時 間 が か か る た め，AI/IoTや
Software-Definedインフラといった領
域では，プラットフォームプロダクト
に頼ってシステムを構築していたので
は新しい技術をタイムリーに提供する
ことができません．技術をタイムリー
に提供するために，バリューチェーン
下流のシステム構築者が，プラット
フォームに依存せずにモジュールから
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OSS活用により構築されるものによる領域

図 1 　OSS活用領域の広がり

これから

＊3	 サービスプロバイダ：本稿では，ネットワー
クサービス，クラウドサービス，Webサー
ビスなどを提供する事業者を指します．

＊4	 プラットフォームプロダクト：本稿では，
Apache Web Server，Oracle DB, JBOSS，
VMwareなど，多様な用途に活用できるよ
うに，多くの機能を統合的に提供するソフ
トウェアプロダクトを指します．
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システムを組み上げることが必要と
なっています．オープンコミュニティ
では，プラットフォームプロダクトの
開発プロジェクトの代わりに，組み上
げを容易にするための業界コンセンサ
スを策定するプロジェクト＊ 5 が活発
になっています．

図 2 はこの変化を整理した図です．
従来のITバリューチェーンは「プラッ
トフォーム中心型」，新領域における
ITバリューチェーンは「プラット
フォームレス型」と表現できます．

このITバリューチェーンの変化の
中で，OSS活用を推進するためには，
以下の課題に取り組んでいく必要があ
ります．

■組み上げ能力の構築
自社のサービスモデルや顧客に要件

を絞り込んで，顧客に合うモジュール
を選択し，システムを組み上げる能力
が求められます．また，タイムリーに
機能 ・ システムを提供するためには，
リリースごとの要件を絞り込んで，短
いサイクルでアップデートを繰り返す
アジャイル手法を実践する必要があり
ます．
■サポート体制の強化

従来のプラットフォーム中心型のIT
バリューチェーンでは，サポートすべ
きOSSをベンダプラットフォームプ
ロダクトの代替となる少数の定番
OSSに絞り込むことができました．
一方で，プラットフォームレスのIT

バリューチェーンでは，組み上げに必
要となる多種多様のOSSに対応可能
なサポート体制を構築することが必要
となってきます．
■コミュニティ連携能力の確保

上記の組み上げ作業の過程では，新
しいOSSの不具合に遭遇することも
少なくなく，ソースコードを読んで不
具合を解析し，これを改修するバグ
パッチを作成することも必要となって
きます．また，OSSに機能拡張をす
る場合もあります．バグパッチや機能
拡張を実施する場合には，当該OSS
のメンテナ＊ 6 にこれらを提案し，採
用してもらうことが必要となります．
しかしながら，自分たちに必要なとき
にのみメンテナにアプローチしていた
のでは，提案を受け入れてもらうこと
は難しいといえます．このため，日ご
ろ か ら，技 術 サ ミ ッ ト に 参 加 し，
OSSの開発やメンテナンス活動に貢献
しながら，提案を受け入れられやすい
立場を確保する必要があります．さら
に，こうした努力を継続することによ
り，OSSの設計意図に精通し，受け
入れられやすい提案を設計することが
できるようになります．
■自社価値の創造

上記 3 つの取り組みを進めるため
には，費用も人的コストも必要となり

＊5	 例えば，OPNFVや，OpenFog Consortium
などが挙げられます．

＊6	 メンテナ：ソースコードの修正や新規追加
に責任を持つメンバ，呼び方はコミュニティ
によって異なる場合があります．

図 2 　ITバリューチェーンの変化

（a）　プラットフォーム中心型　

プロダクトベンダ SIerプロダクトベンダ

コミュニティ サービスプロバイダコミュニティ

サービス・
ソリューションシステムプラットフォームモジュール技術

（b）　プラットフォームレス型　

プロダクトベンダ SIer

コミュニティ サービスプロバイダ
コミュニティ

サービス・
ソリューションシステムモジュール技術

コンセンサス

サービスプロバイダや
SIerが自ら組み上げ
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ますが，これらのリソースを注いで出
来上がったプロダクトやサービスが，
OTTのサービスの後追いにとどまっ
ていては，投入リソースに見合ったリ
ターンを得ることはできません．した
がって，OSS活用を持続的に進めて
いくためには，OSSの組み合わせ活
動を通じて，自社の強みを活かしたユ
ニークな自社価値を創造することが重
要となります．また，このような努力
により，OSS活用の優良ユースケー
スを創ることがコミュニティ連携能力
の強化にもつながることになります．

NTTグループの取り組み

前述の課題を踏まえて，NTTグルー
プでは，NTT研究所と事業会社が密
に連携しながら，従来および新たな
OSS活用領域でのOSS活用を推進し
ています．本特集では，こうした取り
組みの一部を紹介します．まず，研究
所が取り組んでいる，AIやコンテナ
仮想化技術を『IoT/AIサービスを変
革するOSSへの取り組み』で，IT/
NWインフラの特にネットワークの高
度化についてを『ネットワークサービ
スを支えるOSSへの取り組み』で紹
介します．続いて，コミュニティ連携
能力の確保に向けた研究所の取り組み
を『OSS開発成功の鍵─アップス
トリーム ・ ファーストに基づくコミュ
ニティへの貢献とR&D活動の推進』で
紹介します．次に， OSSセンタやソフ
ト ウ ェ ア 開 発 フ レ ー ム ワ ー ク

Macchinettaの普及についてを『NTT
グループのソフトウェア開発 ・ 運用
を支えるOSSに対する取り組み』で
紹介します．さらに事業会社の取り組
みとして，NTTコミュニケーション
ズのクラウドサービスへのOSS活用
や技術力向上についてを『NTTコミュ
ニケーションズのクラウドサービス開
発を支えるOSSとそのコミュニティ
活動』で，NTTデータのAIやIoT領
域などで大規模データを蓄積 ・ 処理す
るために必要となるOSSへの取り組
みについてを『グローバルに広がる
NTTデータのApache Hadoop/Apache 
Sparkへの取り組み』で，NTTコム
ウェアのITシステム運用における
OSS活用を『Elastic Stackを用いた
システム障害ログ解析効率化への取
り組み』で紹介します．『グローバル
に 広 が るNTTデ ー タ のApache 
Hadoop/Apache Sparkへの取り組み』
では，前述の「自社価値の創造」の事
例 と し て，Apache Hadoop/Apache 
Sparkにかかる国内 ・ 国外のさまざま
な先進的ユースケースの発信を，また，

『Elastic Stackを用いたシステム障害
ログ解析効率化への取り組み』では，
前述の「組み上げ能力の構築」の事例
として，Elastic Stackの商用システ
ムへの導入や長期間運用時に必要とな
るナレッジの整備の取り組みについて
紹介しており，Elastic Stackと大規
模データ処理用オープンソースソフト
ウェア製品との組合せに関するナレッ

ジ拡充についても言及しています．

今後の展開

ITシステムにおけるOSS活用の必
要性 ・ 重要性は，今後も増加の一途を
たどり，SIやサービスプロバイダ事
業の成否を左右するものになっていく
と思われます．NTTグループでは，
研究所と事業会社が連携して，OSS
活用の取り組みをさらに加速してい
きます．

川島  正久

IT技術の進歩がプラットフォームベンダ
主導からプロバイダ主導へと変わろうとし
ています．この流れに適応しながらNTTグ
ループの競争力を維持，強化するうえで，
オープンソース活用力は極めて重要です．
このためのR&Dを今後も強化してまいり
ます．

◆問い合わせ先
NTTソフトウェアイノベーションセンタ
 企画担当

TEL　0422-59-2207
FAX　0422-59-2072
E-mail　sic lab.ntt.co.jp


