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1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境
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　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ
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社内／国内／海外の拠点

【現状】プロジェクト毎に都度、
　　　 開発環境を構築している。

【次世代】開発環境を共有化し
　　　 　構築を容易にする。

【現状】セキュリティ規程により社内
　　　 限定の接続となっている。

【次世代】高度なセキュリティと
　　　 　ネットワークを活用した
　　　 　リモートアクセス環境。

【現状】開発環境と各種社内
　　　 情報が連携していない。

【次世代】開発プロセスと連携
　　　 　した開発環境。
　　　 　情報共有の実施。

社員 パートナー オフショア

内部統制
プロセス

生産管理
プロセス

調達
プロセス

開発
プロセス

仮想化されたリソース

様々な社内プロセスやリソース

社員 パートナー オフショア

Windows
Update
など

OSパッチ

ホワイト
リスト

グループ属性

アカウント
認証

ワンタイム
パスワード

SSL-VPN

アンチ
ウィルス

ファイア
ウォール

所属グループ

仮想ＰＪルームA 仮想ＰＪルームB

情報共有
サーバー

開発
サーバー

情報共有
サーバー

開発
サーバー

図２  情報セキュリティ対策イメージ

SSL-VPN、ワンタイムパスワード機能

ファイアウォール、アンチウイルス

プロキシサーバー

SSL-VPN、ワンタイムパスワード機能

ファイアウォール、アンチウイルス

プロキシサーバー

表１  プロジェクト支援ツール

構成管理

課題管理
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掲示板

ブログ

スケジュール管理

Subversion

Redmine

Redmine

OpenSKIP

OpenSKIP

GroupSession

支援機能　　　  ツール名　　　　         説明

メンバー間のスケジュール
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成果物やソースコード
管理を行う。

課題管理や仕様変更
管理を行う。

用語集、TIPSなどの
ノウハウを蓄積する。
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1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境
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　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ
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表１  プロジェクト支援ツール
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仮想化技術を使用した次世代開発プラットフォーム
「仮想プロジェクトルーム」の紹介

"Virtual Project Room" : Next Generation Platform for Software Development using 
Virtualization Technologies

古瀬　正浩
FURUSE Masahiro

木村　義紀
KIMURA Yoshinori

笹井　誠
SASAI Makoto

森元　敏雄
MORIMOTO Toshio

平見　知久
HIRAMI Tomohisa

1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境
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　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ
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1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境
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　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ
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仮想化技術を使用した次世代開発プラットフォーム
「仮想プロジェクトルーム」の紹介

"Virtual Project Room" : Next Generation Platform for Software Development using 
Virtualization Technologies

古瀬　正浩
FURUSE Masahiro

木村　義紀
KIMURA Yoshinori

笹井　誠
SASAI Makoto

森元　敏雄
MORIMOTO Toshio

平見　知久
HIRAMI Tomohisa

1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境

MORIMOTO Toshio

森元　敏雄 

● TIS株式会社　技術本部　先端技術センター
● 社内向けプライベートクラウド上の開発環境構築に従事

SASAI Makoto

笹井　誠

● 技術本部　技術部　主事
● イノベーショングループに所属し、R&D推進業務に従事
● 情報サービス産業協会　技術委員会　
　情報技術マップＷＧ委員
● ネットワークスペシャリスト、情報セキュリティアドミニストレータ

KIMURA Yoshinori

木村　義紀

● 株式会社インテックシステム研究所　クラウド事業準備室
● クラウドコンピューティングにおける分散処理フレームワークの
　開発に従事。
● 情報処理学会 （正会員）、テクニカルエンジニア（ネットワーク）

HIRAMI Tomohisa

平見　知久 

● TIS株式会社　技術本部　先端技術センター
● 社内向けプライベートクラウド上の開発環境構築に従事
● テクニカルエンジニア（ネットワーク）

● 株式会社インテックシステム研究所  ICT研究部  主任研究員
● ソアトウェア生産技術開発に従事
● 博士（工学）
● 電子情報通信学会員

FURUSE Masahiro

古瀬　正浩

　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ

2.  仮想プロジェクトルームの概要

社内／国内／海外の拠点

【現状】プロジェクト毎に都度、
　　　 開発環境を構築している。

【次世代】開発環境を共有化し
　　　 　構築を容易にする。

【現状】セキュリティ規程により社内
　　　 限定の接続となっている。

【次世代】高度なセキュリティと
　　　 　ネットワークを活用した
　　　 　リモートアクセス環境。

【現状】開発環境と各種社内
　　　 情報が連携していない。

【次世代】開発プロセスと連携
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　　　 　情報共有の実施。
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1.  はじめに

 

概要
　本稿で紹介する仮想プロジェクトルームは、サーバーの仮想化技術を利用したソフトウェア開発・情報共有のた

めの次世代開発プラットフォームである。ソフトウェア開発における生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上

を目的としている。筆者らは、ITホールディングスグループ3社の共同研究として本システムの構築に取り組み、開

発環境プラットフォームを社内サービスとして提供を開始した。

　開発環境プラットフォームは、開発サーバーと情報共有サーバーの2種類で構成される。開発サーバーは、迅速

な開発環境の構築と柔軟なリソース構成の変更を実現する。情報共有サーバーには、プロジェクト支援ツールが

あらかじめ組み込まれており、ソフトウェア開発における情報共有とコミュニケーションを支援する。また、プロジェクト

のサーバーをプラットフォームに集約することにより、高い情報セキュリティ機能を実装した。さらに、安全なリモート

アクセス手段を提供し、ネットワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点からのインターネットワーク

越しのソフトウェア開発プロジェクトへの参画を可能とした。

　2009年12月現在、実プロジェクトによる評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を計画している。

4. おわりに

3. 現在の状況と今後の予定
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＊記載されている会社名、製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。

　本稿では、ITホールディングスグループの３社（TIS株式会

社、株式会社インテック、株式会社インテックシステム研究所）

が共同研究として取り組んだ仮想プロジェクトルームの構築に

ついて報告する。２００９年１２月時点では実プロジェクトによる

評価を終え、その結果を踏まえてグループ内への展開を実施し

ている。

　ソフトウェア開発において、生産性向上と品質向上は常に追

求されるテーマである。さらに近年は情報セキュリティ向上要

求も加わり、生産性向上を難しいものにしている。これらの課

題を一度に解決する方法ではないが、仮想化技術を使用するこ

とでこれまでと違ったソフトウェア開発プラットフォームを利

用できると考えている。

　サーバー仮想化技術はここ数年大きく注目されている分野で

ある[1]。特に、リソースを共有して効率的に使用できるとい

う利点は、ユーザー企業の総所有コスト削減やデータセンター

の省電力化に有効である。これらの効果以外に、仮想サーバー

を柔軟に構築できることや、ハードウェア障害に対する可用性

が向上するという利点があり、開発環境を構築するうえでこれ

までなかった利便性を付加できる。また、仮想サーバーの複製

は容易であるため、基本形の仮想サーバーに各種ツールを標

準で導入しておけば、各種ツールをテンプレートとして利用

できる。

　本稿では、仮想化技術を使用して設置する次世代プロジェク

ト環境を「仮想プロジェクトルーム」と称している。特徴は以

下のとおりである。

　● 迅速な環境構築、環境保存

　● 開発環境のテンプレート提供

　● 情報共有、ノウハウ共有の推進

　● コミュニケーション支援

　また、安全なリモートアクセス手段を提供しており、ネット

ワークで直結されていないパートナー会社やオフショア拠点か

らのインターネットワーク越しのソフトウェア開発プロジェク

トへの参画を可能としている。このような次世代開発プラット

フォームを利用して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ

向上を実現しようとしている。

　サーバー仮想化技術は、データセンターでのサーバー集約

に多く利用されている[２]。開発環境として利用する例も報告

されているが[３]、生産技術との連携まで踏み込んだ事例はあ

まりない。仮想プロジェクトルームは、仮想化によってサーバー

を簡単に利用できるという機能に加えて、会社独自の標準開発

プロセスを組み込むことで生産性向上を図り、開発者がプロジェ

クト用ポータルとして参加して情報共有を図るシステムである。

まだ緒についた段階であるが、次世代の開発環境としての期

待は大きい。今後は、評価結果をフィードバックしながら、

生産技術の活用基盤として展開する計画である。

2.1  開発プロジェクト環境の課題
　ソフトウェア開発プロジェクトにおいて、生産技術に取り組

むことは生産性向上、品質向上を達成するために必要不可欠で

ある。プロジェクトの開発環境を整備し、生産技術を効果的に

適用することによって効果が発揮される。しかしながら、現状

のプロジェクト環境には以下に示す課題があり、これらについ

ては、次世代開発環境を構築することで改善できると考えて

いる。

（１）開発環境の構築

　　　通常のプロジェクトでは開発環境をプロジェクト毎に

　　構築するため、調達待ち時間が必ず発生する。機器仕様

　　を設計して調達するまでの時間、調達を行った後の納品

　　待ち時間など、２週間から８週間の時間がかかる。また、

　　サーバーの台数が多い場合、類似の構築作業が重複して

　　発生する場合がある。テスト環境に多数のサーバーが必

　　要な場合は、テスト環境を構築すること自体が難しい場

　　合がある。保守段階では、保守環境を維持するためだけ

　　にサーバーの確保が必要な場合がある。

　　　このような課題に対して、サーバー仮想化技術は迅速

　　なサーバー構築やリソースの柔軟な変更が可能になるため、

　　課題解決に有効と考える。また、基本形の仮想サーバー

　　をあらかじめ設定しておき、それをテンプレートとして

　　複製して構築すれば、一から構築する場合に比べて構築

　　作業の軽減が期待できる。

（２）生産技術の適用

　　　開発環境の上で開発プロセスが効果的に適用されてい

　　ない場合、品質管理やプロジェクト管理が十分に行えな

　　くなる。それを人の運用で補うことになり、管理負担が

　　大きくなる。

　　　開発環境に開発プロセスを支援する機能が組み込まれ

　　ていれば、生産技術を有効に活用でき、生産性と品質の

　　向上を期待できる。また、情報共有機能を活用すること

　　により、情報伝達やノウハウ共有が効率的に行え、生産

　　性や品質向上に寄与すると考える。

（３）リモートアクセスの利用

　　　情報セキュリティの強化は、地理的に離れたパートナー

　　会社との共同開発やオフショア開発の実施に大きな影響

　　を及ぼしている。たとえば、社内規程でネットワーク接

　　続の制限や、情報移動を禁止している場合、分散開発で

　　の開発生産性が低下する懸念がある。

　　　そこで、もし安全なネットワーク接続方法を提供でき

　　れば、パートナー開発やオフショア開発においても分散

　　開発がデメリットとならない可能性がある。

　　　仮想プロジェクトルームでは、サーバー仮想化技術を

　　使用して、容易な開発環境の構築、情報共有機能の提供、

　　リモートアクセス環境を提供し、これらの課題を解決す

　　ることを目標としている（図1）。

図１  開発プロジェクト環境の課題と次世代開発環境
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　共同研究では、TISデータセンターにおいて、TIS、インテッ

ク、TI Sとインテックの共同プロジェクトなど５つの仮想プロ

ジェクトルームが評価・試行された。それまでの結果は、利用

形態として、プロジェクトの情報共有機能の利用が一番多い。

また、ソフトウェア開発プロジェクトだけでなく、ドキュメン

ト管理や一時的なデモ環境としても利用された。ここでの評価

結果を踏まえて、より高度化した仮想環境プラットフォームを

整備し、グループ内への展開を実施している。

　今後インテックでは、インテック向けに適合させた仮想プロ

ジェクトルームの構築と評価を予定している。２０１０年４月か

ら本格活用の予定である。

2.2  システムの特徴
　仮想プロジェクトルームは、現状のプロジェクト環境の課題

を解決して、生産性向上、品質向上、情報セキュリティ向上を

目的としており、以下の特徴を持つ。

（１）柔軟な環境構築

　　　サーバー仮想化技術の利点を受け継いでおり、次の特徴

　　がある。

　　　● 調達待ち時間のない迅速なサーバー構築

　　　● 休眠環境の容易なスナップショット保存

　　　● ハードウェア障害に対する可用性の向上

　　　● リソース共有によるリソースの有効活用

　　　● 割り当てリソースの柔軟な変更

（２）開発環境のテンプレート化

　　　仮想サーバーでは複製が容易に行えるため、仮想プロジェ

　　クトルームには標準的なサーバー環境がテンプレートとし

　　てあらかじめ装備されており、開発環境の構築作業を軽減

　　できる。また、プロジェクト支援ツールが標準で提供され、

　　すぐに利用できる。

（３）情報共有支援

　　　ソフトウェア開発においては、ソースプログラムの

　　管理だけでなく、設計書、説明書、報告書など各種ドキュ

　　メントやノウハウをメンバー間で共有することも必要で

　　ある。仮想プロジェクトルームでは、プロジェクト毎に

　　このような情報共有、ノウハウ共有を推進するツールを

　　標準で提供している（表1）。プロジェクトによって別の

　　ツールが必要な場合は、プロジェクトに応じてツールを

　　導入することができる。

（４）コミュニケーション支援

　　　仮想プロジェクトルームは、拠点が離れたメンバーが仮

　　想の部屋に会して開発を行う場である。そのようなメンバー

　　間のコミュニケーションを支援するツールとして、ソーシャ

　　ルネットワークソフトが装備されている（表1）。機能と

　　して、掲示板やブログが使え、メンバー間のコミュニケー

　　ションの場となる。

（５）安全なリモートアクセス

　　　仮想プロジェクトルームは、パートナーによる開発、お

　　よびオフショア開発を想定したシステムである。このシス

　　テムは、ユーザー認証、通信方式、アクセス制限を施して

　　セキュリティを強化している（図２）。ユーザー認証は、

　　RSAセキュリティ社のSecurIDによるワンタイムパスワー

　　ドを使用して不正アクセスを防止している。ユーザー認証

　　されると、SSL-VPN(Secure Socket Layer Virtual 

　　Private Network)によって通信を暗号化する。SSL-

　　VPNを採用したのは、パートナー側クライアント機器の

　　変更が不要である点を評価した。また、ユーザー認証と同

　　時に、ユーザーがアクセスできるプロジェクトルームを

　　識別し、他のプロジェクトルームに通信できないよう

　　SSL-VPN装置で制限している。当然ながら、各プロジェ

　　クトのサーバーでは、登録アカウントによるアクセス制

　　限も行われている。

（６）情報セキュリティ機能

　　　仮想プロジェクトルームは、ファイアウォール、ウィ

　　ルス対策のセキュリティ機能を持つ。ファイアウォール

　　では、仮想プロジェクトルームと通信できるプロトコル

　　を限定して不要な通信を禁止している。ウィルス対策は、

　　各仮想サーバーにアンチウィルスソフトを入れる替わりに、

　　ネットワークの入り口にアンチウィルス装置を導入した。

　　ネットワーク内のシステムに一括してウィルス対策する

　　ために、サーバー毎のライセンスコストやパターン更新

　　の手間を低減している。仮想サーバーからWebアクセス

　　できる外部サイトは、OS更新サイトなどプロキシーのホ

　　ワイトリストに登録したサイトに制限している。

（７）グループ管理機能

　　　プロジェクトリーダーなどは複数のプロジェクトに所

　　属している場合があるため、仮想プロジェクトルームでは、

　　ユーザーのグループ属性機能に対応した。ユーザーがアク

　　セスすると、ユーザー認証と同時にアクセスできるプロジェ

　　クトルームを識別し、他プロジェクトにアクセスできない

　　よう通信を制限している。この時、プロジェクトリーダー

　　など複数のプロジェクトに参加している人は、グループ属

　　性を識別して複数プロジェクトへの通信を許可している。

　　従って、プロジェクト毎に複数のアカウントやSecur ID

　　を使い分けるといった運用は必要ない。

（８）共有ストレージ

　　　仮想プロジェクトルームでは、２種類のストレージを

　　装備している。1つはSAN(Storage Area Network)、

　　もう1つはNAS(Network Attached Storage)。SAN

　　には、仮想サーバーのOSイメージを格納する。OSイメー

　　ジをRAID ５のSANに持つことで、ハードウェア障害に対

　　応した。NASは、プロジェクトの開発サーバーからデー

　　タ用にアクセスするファイルシステムとして使用する。こ

　　れは、プロジェクトの規模に応じて拡張可能であり、デー

　　タバックアップ先としても利用する。

2.3  利用イメージ
　仮想プロジェクトルームの利用イメージを図３に示す。提

供する機能は、開発サーバーと情報共有サーバーの２種類で

ある。

　開発サーバーは、標準設定済みのOSが提供されるが、プロ

ジェクトで自由に変更可能である。標準仕様として開発サーバー

は1台であるが、プロジェクトの要望に応じて台数やリソース

を追加できる。プロジェクトの規模に関わらず、素早くプロジェ

クトを開始できる。

　情報共有サーバーは、各種支援ツールがテンプレートとし

て装備されている（表1）。

図３  利用イメージ

2.  仮想プロジェクトルームの概要

社内／国内／海外の拠点

【現状】プロジェクト毎に都度、
　　　 開発環境を構築している。

【次世代】開発環境を共有化し
　　　 　構築を容易にする。

【現状】セキュリティ規程により社内
　　　 限定の接続となっている。

【次世代】高度なセキュリティと
　　　 　ネットワークを活用した
　　　 　リモートアクセス環境。

【現状】開発環境と各種社内
　　　 情報が連携していない。

【次世代】開発プロセスと連携
　　　 　した開発環境。
　　　 　情報共有の実施。

社員 パートナー オフショア

内部統制
プロセス

生産管理
プロセス

調達
プロセス

開発
プロセス

仮想化されたリソース

様々な社内プロセスやリソース

社員 パートナー オフショア

Windows
Update
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ホワイト
リスト
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アカウント
認証

ワンタイム
パスワード

SSL-VPN

アンチ
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情報共有
サーバー

開発
サーバー

情報共有
サーバー

開発
サーバー

図２  情報セキュリティ対策イメージ

SSL-VPN、ワンタイムパスワード機能

ファイアウォール、アンチウイルス

プロキシサーバー

SSL-VPN、ワンタイムパスワード機能

ファイアウォール、アンチウイルス

プロキシサーバー

表１  プロジェクト支援ツール

構成管理

課題管理

Wiki

掲示板

ブログ

スケジュール管理

Subversion

Redmine

Redmine

OpenSKIP

OpenSKIP

GroupSession

支援機能　　　  ツール名　　　　         説明

メンバー間のスケジュール
を共有する。

成果物やソースコード
管理を行う。

課題管理や仕様変更
管理を行う。

用語集、TIPSなどの
ノウハウを蓄積する。

業務連絡や議事録、検討
事項などを共有する。

自分のためのメモや情報
発信を行う。

仮想PJルーム

F
ir
e
w
a
ll

仮想情報共有サーバー

仮想
開発
サーバー

掲
示
板

Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ

構
成
管
理

グ
ル
ー
プ

ウ
ェ
ア

仮想化環境

仮想情報共有サーバー
●情報共有環境

仮想開発サーバー
●開発用環境

仮想化環境
●システム基盤
●利用規約(申請等)

グループウェア課題管理構成管理Wiki掲示板

●スケジュール管理●課題管理
●仕様変更管理

●成果物管理
●ソースコード管理
●版管理
●更新履歴

●ノウハウ集
●用語集

●業務連絡
●打ち合わせ議事録
●課題検討
●報告／相談事項

課
題
管
理

社員

パートナー

オフショア

Internet




