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IoT/AI/SDx時代を支えるOSSへの取り組み

アップストリーム ・ ファースト

オープンソースソフトウェア（OSS）
は，ソースコードが公開され，付属ラ
イセンスに従う限りにおいて，自由な
改変，再配布および無償での利用が許
されているソフトウェアです．OSS
は，「OSSコミュニティ」と呼ばれる
グループで，個人や企業などのユー
ザが協力しながら開発が進められま
す．特に，近年は，Google，Facebook，
IBMなどの企業が自社で開発したソ
フトウェアをOSSとして公開する事
例も増えてきます．

一般に，企業がOSSを活用する場
合，単純に使う場合（OSS活用）だ
けではなく，不足機能を追加する場合

（機能追加）も考えられます．この
「OSS活用」と「機能追加」に対す
る近年報告されている重要な考え
方に「アップストリーム・ファースト

（Upstream First（1））」があります．「アッ
プストリーム ・ ファースト」とは，自
社の開発者を伴って，コミュニティと
ともにソフトウェアを成長させていく
という考え方であり，「OSS活用」と

「機能追加」について 2 つの重要な方
針を述べています． 1 番目は，「OSS
活用」の際にソフトウェア品質を担保

する観点から最新バージョンに追従し
ていくことです． 2 番目は，「機能追
加」の際にコミュニティのコードとし
て開発しコミュニティ版との乖離を防
ぐことです．これらの考え方について
具体的な事例を用いて詳しく説明し
ます．
■最新バージョンへの追従

最近のソフトウェアの多くは品質を保
つため，定期的なアップデートによる修
正の適用を行います．こうした修正は軽
微なものから，セキュリティ脆弱性につ
ながる重要なものも含まれます．昨今の
多くのOSSでは，共通脆弱性識別子

（CVE：Common Vulnerabilities and 
Exposures）＊ 1 ，（2）という共通の識別子
を使い，脆弱性の重要度，修正方法に
ついて管理しています．このCVEで
管理された脆弱性に対する，修正フ
ローは①発見者が秘密情報として脆弱
性をレポート，②コア開発者が修正方
法を閉環境で検討，③修正のリリー
ス／一般のCVEとして世界に公開，
となっています．つまり，OSS開発
のコアを担うセキュリティチームに自
社からの開発者を参加させ，ステーク
ホルダとなることでセキュリティ脆弱
性の情報にいち早く気付き，修正の対
策を行うことができるのです．また，

フロー中②を担うコア開発者が不足す
ると，脆弱性への対応が遅れることに
なるため，そのシステムを利用する企
業にとって，コア開発者の維持を率先
して行うことが最終的に自社のシステ
ムのセキュリティを守ることになり
ます．
■コミュニティ版との乖離を防ぐ

例えば，オープンソースのソフト
ウェアを使いたいが，自社の要件には
機能が足りない場合があります．企業
にとって重要な機能であれば，足りな
い機能を自社開発するのがもっともス
ピーディで競争力を発揮できます．こ
の場合，開発企業はコミュニティのあ
るバージョンから派生した独自製品を
つくっていくことになります（図 1 ）．
しかし，OSSはオープンなコミュニ
テ ィ で つ く ら れ て い る た めAPI

（Application Programming Interface）
の仕様が変わることがよくあります．
この場合，コミュニティの最新版に追
従するために開発個所の修正をする必
要がありますが，活発なOSSコミュ
ニティであればバージョンが 1 つ上
がるごとに数万〜数十万行が変更され
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＊1	 共通脆弱性識別子：セキュリティ脆弱性に
対する修正の管理，周知を標準化し，ユー
ザに通知するために使われます．

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
近年，さまざまなITシステムにおいてオープンソースソフトウェア

（OSS）が活発に活用されてくるようになりました．また，巨大なクラウド
サービスを提供するGoogleやFacebookなどの企業が，自社で開発した実サー
ビスで利用しているソフトウェアを率先してOSSとして公開する事例や，
その開発に他の企業も参加し，OSSコミュニティとして共同で開発を進め
る事例も増えてきています．本稿では，「企業がソフトウェアをOSSとして
開発を進めるメリット」や「企業がOSSコミュニティに貢献する意義」と，
OSSコミュニティでのNTT研究所の活動事例を紹介します．
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るため，自社の製品を破壊しないよう
に，この作業を行っていく必要があり，
保守のコストが上がっていきます．

こうした事態を防ぐには，欲しい機
能をコミュニティ版として開発し，開
発コードをOSSコミュニティに還元
していくことが重要になります．アイ
デア段階から提案を行い，コミュニ
ティで開発されている他の機能との衝
突を避けるように調整，開発機能とコ
ミュニティ版のソフトウェアの差分を
できるだけ小さくし，変更のコストを
下げることが重要になります．開発さ
れた機能がコミュニティに還元されて
いれば，その後にコミュニティで開発
された新機能を自社製品に導入するこ
とも容易になります．このように機能

衝突を起こさないように調整しながら
共同開発することで，最終的にその
OSSを使うコミュニティ全体に恩恵
のあるソフトウェアづくりをしてい
く，ということが重要になります．

こうした理由により，企業がアップ
ストリーム ・ ファーストを実践し，コ
ミュニティと連動した新機能の開発，
ソフトウェアの品質担保によるメリッ
トを享受しようというケースが増えつ
つあります．アップストリーム ・ ファー
ストの開発の実践としてNTTグルー
プでもLinux， OpenStack， Apacheと
いったOSSコミュニティに積極的に
参画しています．以降では，特にNTT
ソフトウェアイノベーションセンタが
取り組んでいる「OpenStack Swift」

と「Apache Spark/Apache Hivemall」
の事例について紹介します．

OpenStack Swiftの事例

OpenStack（3）はOpenStack Foundation
によって開発が進められているIaaS

（Infrastructure as a Service）＊2を構築
するOSSで，インフラを構成するた
めに必要ないくつかのコンポーネント
で構成されています（図 2 ）．各コン
ポーネントの開発方針は，年 2 回5000
人以上が参加するOpenStack Summit
や，PTG（Project Team Gathering）＊3

といった開発会議の場で定められま

図 1 　OSSを用いた自社開発とコミュニティファースト開発の違い

他社からの機能提案・バグ修正

コミュニティ版
R-1 R-2 R-3 R-4

自社製品版

自社製品版

機能の追加開発を開始 機能が完成！▼
自社製品とコミュニティ版に
大きな差異が発生！！！

追加機能開発中もコミュニティ版の開発は続く

リリースバージョン（a）　OSSを用いて自社で開発する場合
R-3とR-4の間で
大きなAPIの変更！！

コミュニティ版
R-1 R-2 R-3 R-4

開発会議で
提案 合意・調整 仕様の

細部調整
機能が完成！▼

すでに提案していた仕様と衝突しないように調整，
バージョン元を変更

バージョン元を変更 製品版の新機能に加えて
コミュニティ版と同等の機能を実現

（b）　コミュニティファースト開発をする場合 R-3とR-4の間で
大きなAPIの変更提案！！

＊2	 IaaS：インフラストラクチャ構築基盤．
＊3	 PTG：OpenStackの開発者が集まり，次の

開発サイクルでの開発内容を決める会議．
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す．日々の開発は，世界中の開発者が
IRC（Internet Relay Chat）やメーリ
ングリストを通して進められます．
OpenStackのリリースは年 2 回行われ
ており，他のOSSコミュニティと比
較しても早いサイクルで開発が進めら
れています．

OpenStack Swift（4）はOpenStackで
開発されているコンポーネントの 1
つで，オブジェクトストレージと呼ば
れるストレージ技術を実装したコン
ポーネントです．Swiftは保存された
データの消失を防ぐため，データの冗
長化を行い，システム内部で冗長度
の監視，および自動復旧を行うこと
のできるシステムになっています．
OpenStackの開発が始まった2010年当
時から，開発元であるRackspace社が
商用で利用しており，NTTグループ
会社内でもいくつかの活用事例（5）のあ
る安定したソフトウェアです．NTT

研究所ではOpenStack Swiftの活用に
あたって，さまざまな機能提案やバグ
の改修などのコミュニティ貢献を行っ
てきました．この活動が認められ，現
在，OpenStack Swiftのコア開発者 1
名を中心としたコミュニティ活動チー
ムでOSSでの研究開発活動を推進し
ています．

NTT研究所では，このOpenStack 
Swiftに対してErasure Code方式＊ 4を
中心に貢献を行ってきましたので，こ
こではその事例について紹介します．
OpenStack Swiftでは2015年にErasure 
Code方式と呼ばれる容量効率を改善
するデータ保存方式を導入しました．
NTT研究所では，この方式の導入が
グループ会社のコスト削減に重要だと
考え，コミュニティ開発を牽引，機能
開発面でのコミュニティファースト開
発を実践してきました．

この機能開発の際に，品質担保の観

点で貢献した事例が，Erasure Code
ライブラリのバグ修正（6）です．このバ
グは，セキュリティ脆弱性に関するも
のではありませんでしたが，ライブラ
リのエラー検知不足により，保存され
ているデータを破壊する可能性がある
というもので，NTT研究所内での検
証中に発覚しました．しかし，社内の
コア開発者を中心にチーム一丸となっ
て解析作業を進め，早期にライブラリ
のバグであることを確認（7），修正を行
うことができ，自社のプロダクトのみ
でなく，コミュニティ内の多くのユー
ザのデータを救うことに貢献しました．

機 能 追 加 の 観 点 で はGlobally-
Distributed Erasure Codeの開発に大
きく貢献しています．OpenStack Swift

図 2 　OpenStackの概観とOpenStack Swiftの位置付け
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＊4	 Erasure Code方式：Swiftのデータ保存方
式の1つ．元データより小さい，復元に必
要な符号化データを保存することで物理
ディスクに保存されるデータ量を削減し 
ます．
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では複数のデータセンタにまたがって
ストレージを構築する，DR（Disaster 
Recovery）構成＊ 5 を採用する際に，
性能を担保するためのGlobal Cluster
という機能を持っています．しかし，
この機能をErasure Code方式と組み
合わせた場合，特定のデータセンタが
不通になった場合，復元に必要な十分
な情報量を確保できないという問題が
ありました．これを解決するGlobally-
Distributed Erasure Codeの 機 能 は
NTT研究所がユーザ要望として提案
し，2015年 8 月の提案から 2 年かけ
て導入されました．この機能は2017
年 8 月に安定版としてのリリースが
行われ，OpenStackコミュニティの機
能紹介（8）でも取り上げられた大きな機
能です．NTT研究所がコードを提供
するまでの 2 年間にOpenStack Swift
本体は約18万行の変更を取り込んで
いましたが，アイデア段階から，調整
していたことで開発コード約 1 万
5000行をスムーズにコミュニティに
提供することができました．また，本
取り組みでの大きなメリットとして，
この機能は現在，さらなる利便性と効
率化のための追加開発がコミュニティ
内で検討されています．ユースケース
に共感する他社を巻き込むことができ
ればソフトウェアとそのコードそのも
のが生き物のように成長していくこと
ができ，提案元であるNTTにとって
もメリットが生じていくのです．

これらの事例のように，オープン
ソースのソフトウェアをコミュニティ
とともに開発することで機能の追加を

スムーズにし，各企業が発見した重要
なバグ修正をお互いに取り込み合い，
使える機能はそれぞれが拡張してい
く，健全なコミュニティ開発を維持す
ることが，自社のプロダクトの品質を
担保，向上していくうえで，重要だと
いうことが分かると思います．

Apache Spark/Apache 
Hivemallの事例

Apache Spark（9）はカルフォルニア大
学バークレー校の研究組織AMPLabで
生まれたOSSの分散並列処理フレーム
ワークです．図 3 に示すように分散並
列実行に必要な基盤に加えて，SQLに
よる問合せ，機械学習，ストリーミン
グ処理などの標準的なライブラリが含
まれています．Apache Hivemall（10）は
2016年10月 にASF（Apache Software 
Foundation）に提案を行い，インキュ
ベータプロジェクトとして採択された
OSSの 機 械 学 習 ラ イ ブ ラ リ で す．
Treasure Data社の油井誠氏が開発を
始め，NTTも2016年初頭からコミュ
ニティ活動を開始し，ASFへの提案
にも連名で参加しています．Hivemall
はSparkを含む主要な分散処理フレー
ムワーク上で利用することが可能で，
他の類似の機械学習ライブラリに比べ
て，積極的に先進的な機械学習アルゴ
リズムを取り入れています．

2017年 6 月に行われたSpark Summit
には世界中から3000人以上の参加者
が集まるなどSparkコミュニティは拡
大傾向にある中，NTTとしても積極
的にコミュニティ開発に参加してお

り，HivemallをSpark上で利用するた
めに必要なAPIの整備やバグの修正，
また問合せの最適化機構の改善を実施
しています．CatalystはSpark上に書
かれた多くのアプリケーションが影響
を受ける機構であり，今後NTTグルー
プとして活用していく際にも重要にな
ることが予想されるため，積極的に性
能改善の提案と修正に取り組んでいま
す．またより先進的な取り組みとして，
Spark上 でGPU（Graphics Proc ess-
ing Unit）リソースを考慮したスケ
ジューリングの実現に向けた活動も
行っています．Sparkは現在CPUのみ
を用いてジョブのスケジューリングを
実施しますが，深層学習の流行で
GPUが一般化したためSparkとして
もGPUの正式サポートが現在前向き
に議論されています．

Hivemallは油井氏を中心に現在も多
くの先進的な機械学習アルゴリズムの
実装が行われています．NTTでは
Hivemallのコア機能をSpark上で利用
できるように移植する活動や，Spark
が提供していないユーザ要件に合わせ
たインタフェースの整備を主に実施し
ています．後者の具体的な例としては，
ユーザからの要望はあるがSparkのコ
ミュニティ開発の方針に沿っていない
ため実装されない操作や，Sparkが提
供している機能だけでは非効率になる
複合操作などが挙げられます．このよ

＊5	 DR構成：システムを構成するハードウェア
を複数の地理的に離れた場所に置くことで，
1つ，もしくは複数のデータセンタが天災な
どにより動作不能になった場合でもシステ
ム全体が停止しないように構成すること．
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うにSparkのコミュニティ活動で得た
ノウハウをHivemallの活動にフィード
バックし，SparkとHivemallの組み合
わせで高機能で高速な分散並列フレー
ムワークを実現することを目的として
現在活動しています．

このようにSparkに代表されるよう
な世界レベルの開発者が競い合うコ
ミュニティに深くかかわっていくこと
で，Sparkだけに限らず今後新たに出
てくる次世代の革新的な技術を早期に
発見 ・ 追従していくことにもつながる
と 考 え て い ま す． 現 在，Sparkと
Hivemallの適用推進をNTTグループ
会社と協力しながら実施し始めたとこ
ろです．OSSコミュニティと相補的
な関係を構築しながら，NTTグルー
プ内での実績づくりに向けた活動を
行っていくことで，NTTグループ内
で広く活用される技術に育てていきた
いと考えています．

今後の展開

事例を通じて紹介したとおりOSS
はそれぞれのコミュニティによって世
界中で開発されさまざまな発展を遂げ
ています．こうしたOSSがさかんに
開発されている背景には単に自社シス
テムにOSSを採用するだけでなく，
コミュニティとともに成長し，ソフト
ウェア品質を高めていこうという企業
の積極的なコミュニティ活動への取り
組みがあります．NTT研究所では本
稿 で 紹 介 し たOpenStack，Apache 
Spark，Apache Hivemallをはじめと
してさまざまなOSSに対してコミュ
ニティファーストを基にした活動を展
開していくことでNTTグループ会社
への貢献，およびOSSコミュニティ
全体の成長をめざして日々研究開発活
動を続けていければと考えています．
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図 3 　SparkとHivemallのソフトウェアスタック図
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NTT研究所では日々オープンソースのソ
フトウェアに対していかに仲良く付き合い，
事業のサービス化に貢献できるソフトウェ
アとして成長させていけるか考えながら研
究開発活動を推進しています．
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