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IoT/AI/SDx時代を支えるOSSへの取り組み

Hadoop/Sparkの登場

近年，膨大な量で多様なデータ，い
わゆるビッグデータを分析した結果を
基に新たなビジネスを創造または既存
ビジネスを拡張しようとしている会社
が増えています．大量データの蓄積 ・
処理を行い，現実的な時間とコストで
膨大な量で多様なデータを分析可能に
したのが2006年に発表されたApache 
Hadoop（Hadoop） で す． さ ら に，
Hadoopが苦手とする繰り返し処理や
複雑な処理を効率的に行うためにカリ
フォルニア大学バークレイ校の研究生
がApache Spark（Spark）を開発し
ました．そして，今SparkがPythonや
Rなどデータ分析業界で広く使われて
いる言語の対応，機械学習ライブラリ
の付属，さまざまな最適化の実施など
を行うことでさらなる人気を集めてい
ます．

NTTデ ー タ のHadoop/Spark
への取り組み

世 の 中 がHadoopに 注 目 す る 前，
2008年からNTTデータはHadoopを活
用し始めました．当時のHadoopは未
成熟だったため，エンタープライズ顧
客が求めている厳しい可用性，運用性

の条件を満たす機能が入っていません
でした．しかし，Hadoopに取り組ん
でいるチームは，Hadoopがエンター
プライズ顧客にもたらすメリットが大
きいと考えたため，厳しい可用性 ・ 運
用性の条件をNTTデータの得意とす
るシステムインテグレーションノウハ
ウでクリアするように検証を行い，そ
のノウハウを2010年に検証報告書と
して公開しました（1）．

その検証報告書の公開からNTT
データのHadoopに関する取り組みが
世に知られ，今ではテレコム，不動産，
公共，金融，メディア，製造業などさ
まざまな業界にHadoop/Sparkを利用
したシステムを構築し，提供していま
す．それもシステム開発の一部のみを

実施するのではなく，顧客の新しいビ
ジネス機会を生み出すシステム実現の
ために，企画，設計，開発，サポート
といったシステム開発の全工程におい
て，幅広くサービスを提供しています

（図 1 ）．このように多岐にわたった
サービスをNTTデータが提供するこ
とで，お客さまが真に求めているニー
ズを満たすことができます．

また，さらなるサービス強化，ひい
ては顧客満足のため，システム開発に
よって得られた知見を積極的に開発コ
ミュニティにフィードバックしていま
す（図 2 ）．

例えば，システム開発において何ら
かの不具合が発生し，それがバグ起因
によるものである場合には，コミュニ
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今ビッグデータ活用基盤として世界中が注目しているApache Hadoopお
よびApache Spark（Hadoop/Spark）を用いたシステムの開発にNTTデータ
は早期から取り組んでおり，NTTデータグループ全体へHadoop/Sparkに関
するワンストップでの技術支援を行っています．さらに，そこから得られ
たフィードバックをHadoop/Spark本体に反映するためのコミュニティ開発
にとどまらず，プレゼンス向上を目的としてこれらの活動で得られたノウ
ハウを対外イベントで発表しています．
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ティと連携してバグを修正します．そ
うすることで，NTTデータが独自パッ
チを抱え込んで管理する必要がなくな
ります．さらに，顧客に対してもバー
ジョンを上げることで根本解決でき，
コミュニティから提供されるバージョ
ンとの乖離を防ぎます．また，性能
チューニングやデバッグをしやすくす
るために，Sparkにおいて，どの処理
が，いつ，どこのサーバ上で実行され
ているか可視化するツール（Timeline 

Viewer）の開発を主導するなどといっ
たさまざまな機能を開発し，コミュニ
ティへマージしてきました．NTTデー
タが開発を主導したTimeline Viewer
機能の一部を図 3 に示します．このよ
うな活動は世界中の開発者と議論また
は協力しながら行っており，その活動
がHadoop/Spark開発コミュニティか
らも認められ，日本企業初となる
Hadoop/Sparkのコミッタ（ソースコー
ドを変更できる権限を持つ開発者）に

招待されました．コミッタになった後
も継続的に活動を行った結果，特に
Hadoopでは現在，プロジェクトの管
理を行うPMC（Project Management 
Committee）メンバとなっています．

国内では，大量のデータを持つがま
だそのデータを活用していない企業が
多くあります．その大量データを効率
的に分析し，新しいビジネス価値を生
み出すことを期待して，NTTデータ
への支援依頼が届きます．エンタープ
ライズにおいてHadoop/Sparkを活用
しながらもたらす新しい価値について
説明する，「Hadoop/Sparkエンター
プライズソリューションセミナー」（2）

を毎年開催しています（写真 1 ）．こ
のセミナーでは，主にNTTデータが
手掛けた国内のさまざまな業界の先進
的なユースケースを紹介しています．
さらに，海外のNTTデータグループ
会社が手掛けているHadoop/Spark
ユースケースについても紹介していま
す． こ の セ ミ ナ ー で は，Hadoop/
Sparkが企業にもたらしたメリットを
分かりやすく紹介しているため，エン
タープライズの顧客を中心に多くの方
にご来場いただいています．そのほか
にも，より技術的なノウハウを紹介し，
技術力をアピールするために，国内の
さまざまな勉強会やセミナーで定期的
に発表しています．

NTTデ ー タ のHadoop/Spark
へのグローバルでの取り組み

NTTデータは国内のセミナーやイ
ベントのみで知恵を共有しているわけ
ではありません．最先端技術を用いた
システム開発に取り組んでいるため，
世界初となるユースケースも少なくあ
りません．そのような世界初となる
ユースケースを全世界に紹介し，
NTTデータの技術力をアピールする
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図 2 　Hadoop/Sparkシステム開発で得られた知見を開発コミュニティに
　　　フィードバック
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図 3 　NTTデータが開発を主導したSparkのTimeline Viewer機能の一部
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ために，海外のセミナーにも積極的に
参加しています．今までApacheCon，
Apache: Big Data， Dataworks Summit

（旧名Hadoop Summit），Strata Data 
Conference（旧名Strata + Hadoop 
World），Spark Summit，Kafka 
Summit， Global Big Data Conference
などさまざまなカンファレンスで発表
しており，これからも継続的に発表し
ていく予定です（2）．直近のNTTデー
タのHadoop/Sparkチームが海外で発
表している様子を写真 2 に示します．
海外のHadoop/Spark関連イベントで
このような実績を持っている日本企業
はほかになく，日本を代表する企業と
して活動しています．

Hadoop/Spark関連の技術は人気を
集めていますが，世の中の技術者が増
えていないのが現状です．その理由と
して，従来の技術と考え方が違うこと，

ハードウェア，OS，データベース，ネッ
トワーク，分散処理など複数の技術に
ついての知識が必要であることが挙げ
られます．戦略的に海外企業を買収し，
世界に社員が11万人と増えたNTT
データグループ内でもHadoop/Spark
技術者が少ないことは事実です．この
ような状況の中で，海外のNTTデー
タグループ企業から日本のHadoop/
Spark部隊にビッグデータ分析にかか
わるシステム開発支援依頼が多くきま
す．例えば，提案資料作成支援やレ
ビュー，システムアーキテクチャの設
計，アプリケーション開発支援，トラ
ブルシューティングなどの依頼を米
国，欧州，アジアから受けています．
そのような依頼にこたえた日本の
Hadoop/Spark部隊の技術力がエンド
側の顧客からも認められています．特
に，分業が進んでいる海外に比べ，シ

ステム全般に対して支援できる日本か
らのHadoop/Spark技術者たちが海外
の顧客に評価されています．

今後の展開

今後もNTTデータではお客さまの
新 た な 価 値 創 造 の た め，Hadoop/
Sparkをさらに普及させていきたいと
考えています．また，Hadoop/Spark
に限らず分散処理を実現するオープン
ソースのミドルウェアでは，性能向上
やスケーラビリティ拡張のため，最新
の研究成果がいくつも取り込まれ続け
ています．現在，そのような分散処理
技術に関する最新の研究動向について
NTT研究所の方々と議論しています
が，これからも一層議論を続けたいと
思います．
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写真 2 　NTTデータHadoop/Sparkチームの海外発表の様子

写真 1 　NTTデータ主催の「Hadoop/Sparkエンタープライズ
　　　　ソリューションセミナー」
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Hadoop/Sparkに限らず，大規模並列分
散処理基盤やIoTソリューション開発に取り
組んでいます．大量データを活用した新た
な価値創造に興味がある方は，ぜひ，問い
合わせください．

◆問い合わせ先
NTTデータ
 システム技術本部
TEL 050-5546-9000
E-mail　hadoop kits.nttdata.co.jp


