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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。
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（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。
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順次実施
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サービス            分類                      リソース

仮想サーバー

仮想デスクトップ

外部データ領域
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プロジェクト数　　　　　利用人数

フェーズ         作業名                             詳細
各作業の
工数削減率

単体開発

結合テスト

開発環境調達・運用

データ連携

テスト計画

コーディング

単体テスト

テスト環境構築

受入テスト

環境集約により分散拠点の作業削減

環境集約により分散拠点の作業削減

ドキュメント連携の効率化

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

環境集約により分散拠点の作業削減

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

△50%

△50%

△4%

△6%

△50%

△60%

データ連携効率化により仕様変更へ
柔軟に対応可能

△10%

図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。
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（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。
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図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。
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（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。
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図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。

TANAKA Daisuke

田中　大介

● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の開発・保守環境の運用管理
   業務に従事

SASAI Makoto

笹井　誠

● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の開発・保守環境の運用管理
   業務に従事
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● 技術本部　技術部
● 技術系スタッフとして社内の開発・保守環境の運用管理
   業務に従事

（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。

2012年6月より
順次実施

2012年11月

2013年4月

2013年4月

2013年春以降

2013年春以降

サービス            分類                      リソース

仮想サーバー

仮想デスクトップ

外部データ領域

仮想マシン構成

ソフトウェア

セット仮想マシン

仮想マシン構成

外部データ領域

仮想マシン

CPU(増減用)

メモリ(増減用)

ディスク(増減用)

Windows Serverライセンス

Red Hat Enterprise Linuxライセンス

Oracle Databaseライセンス

SQL Serverライセンス

ALM（TFS）

仮想マシン

ディスク(増減用)

外部データ領域

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数
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利
用
人
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253 300

650

856

1390

プロジェクト数　　　　　利用人数

フェーズ         作業名                             詳細 各作業の
工数削減率

単体開発

結合テスト

開発環境調達・運用

データ連携

テスト計画

コーディング

単体テスト

テスト環境構築

受入テスト

環境集約により分散拠点の作業削減

環境集約により分散拠点の作業削減

ドキュメント連携の効率化

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

環境集約により分散拠点の作業削減

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

△50%

△50%

△4%

△6%

△50%

△60%

データ連携効率化により仕様変更へ
柔軟に対応可能

△10%

図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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③開発データ・ノウハウの
　共有と可視化

データ
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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。
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（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。

2012年6月より
順次実施

2012年11月

2013年4月

2013年4月

2013年春以降

2013年春以降

サービス            分類                      リソース

仮想サーバー

仮想デスクトップ

外部データ領域

仮想マシン構成

ソフトウェア

セット仮想マシン

仮想マシン構成

外部データ領域

仮想マシン

CPU(増減用)

メモリ(増減用)

ディスク(増減用)

Windows Serverライセンス

Red Hat Enterprise Linuxライセンス

Oracle Databaseライセンス

SQL Serverライセンス

ALM（TFS）

仮想マシン

ディスク(増減用)

外部データ領域

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
数
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利
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1390

プロジェクト数　　　　　利用人数

フェーズ         作業名                             詳細 各作業の
工数削減率

単体開発

結合テスト

開発環境調達・運用

データ連携

テスト計画

コーディング

単体テスト

テスト環境構築

受入テスト

環境集約により分散拠点の作業削減

環境集約により分散拠点の作業削減

ドキュメント連携の効率化

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

環境集約により分散拠点の作業削減

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

△50%

△50%

△4%

△6%

△50%

△60%

データ連携効率化により仕様変更へ
柔軟に対応可能

△10%

図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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共通開発基盤ezPlatformによる
ソフトウェア生産環境の革新

1. ソフトウェア開発の現状と課題

概要
　ITへの要求が高度化・多様化する中、それらの要求に応えるソリューションを提供し続けるためには継続的にソ

フトウェアの品質・生産性の向上に取り組む必要がある。当社では以前からソフトウェア生産環境の整備に取り

組んでおり、そのあるべき姿として「次世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、それを実現するためのアプロー

チの一つとして仮想化技術を用いた「共通開発基盤ezPlatform（以下、ezPlatform）」の活用を進めている。

ezPlatformは社内の開発・保守サーバーやクライアントPCを集約し、仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環

境として提供することで運用管理を一元化し、運用管理コスト・工数の削減を図っている。オフショア拠点を利

用した分散開発環境としての利用やツールの共同利用、開発データ・ノウハウの共有・可視化を促進し、品質・生

産性をより向上させていく。

　クラウドコンピューティングやスマートデバイスなど IT の技

術革新が進み、それに伴いお客さまの要求も高度化し、複雑化

している。他方、お客さまのコストや納期に対する要求は一層

厳しくなり、高速開発ツールやアジャイル開発などへの関心が

急速に高まっている。

　このような状況の中、新しく生み出される技術を迅速に取り

入れながら、高い生産性やアジリティをもって、お客さまの要求

に合うソフトウェアを提供し続けるためには、ソフトウェア生

産環境の高度化に継続して取り組む必要がある。

　当社では、ソフトウェア生産環境のあるべき姿を描いた「次

世代ソフトウェアファクトリー」を構想し、段階的に整備を進め

ている [1]。次世代ソフトウェアファクトリーは当社が長年にわ

たり培ったソフトウェア生産のノウハウをベースとしつつ、自社

で研究開発された最新のソフトウェア生産技術を融合したも

のであり、次のような特長や機能を有する。

 　 ● 市場要求や技術の進歩、多様化に柔軟かつ迅速に対応する
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2.  ezPlatformについて
2.1  ezPlatformのねらい
　ezPlatformは、仮想化技術を用いてソフトウェア生産環境

を集約・統合し、社内ネットワーク経由で国内外の拠点から利

用できるようにしたものである。従来は開発案件ごとに物理

サーバーなど必要な機材を調達してきたが、ezPlatformによ

り仮想サーバー環境や仮想デスクトップ環境（Virtual Desk-

top Infrastructure、以下、VDI）、OSやミドルウェア、開発支

援ツールや開発・保守環境のテンプレートなどを迅速に提供

し、拡張性にも富み、開発・保守プロジェクトのアジリティ向上

やコスト削減、品質・生産性向上に貢献する。

2.2  ezPlatformの概要
　ezPlatformは自社のデータセンターである「万葉DC」（富

山県高岡市）に設置されたブレードサーバーやストレージ、各

種ネットワーク機器で構成されている。各種リソースは基本的

に２４時間利用可能である。また、仮想サーバー環境やVDI上

に全社で共通に利用するテストツールや構成管理ツールなど

を構成し、サービスやパッケージとして提供して共同利用して

いる。

　本環境は社内ネットワーク経由で国内外の社内各拠点か

ら利用することができるため、社内ネットワーク上でニアショ

アやオフショア拠点を利用した分散開発を行うことが容易に

なる。
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図１  ezPlatformの概要図

　  ● 利用者の地理的位置を問わず、いつでもどこからでも利用できる

　  ● 当社標準プロセスである IP3 と連動し、プロセスの標準

　　化を促進する

　  ● 最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　  ● 社内の開発ノウハウやアセット、データなどを蓄積、共有

　　するためのインフラとして機能する

　  ● 自社の生産環境として必要充分なセキュリティおよび信頼

　　性のレベルを満たす

　次世代ソフトウェアファクトリー構想の全てを一度に実現す

るのは困難であるため、複数のテーマに分けて段階的に取り組

み、整備できた領域から段階的に利用を開始している。具体的

に進めているテーマは以下のとおりである。

（１）仮想化技術を用いたソフトウェア生産環境の集約・統合

（２）ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　　の拡充

（３）製造・テスト工程の標準化と自動化

（４）標準プロセスの拡充と実効性向上

　本環境を利用する際は、提供メニューの中から利用したいリ

ソースを組み合わせて利用申請することで、約２営業日以内に

セットアップ済みの仮想マシンやテンプレートなどのリソース

への接続情報を受け取り、利用を開始することができる。

（１）可用性・耐障害性・セキュリティに優れたシステム構成

　本環境は社内の開発・保守サーバーやクライアントPC

を集約・統合した開発基盤であり、システムダウンによる

社内の開発・保守プロジェクトへの影響が非常に大きい

ことから、可用性や耐障害性を重視して設計されている。

　本環境が稼働している万葉 DC は高い耐震性と万全の

電源設備を備えており、大規模な災害への対策は万全で

ある。また、サーバーなどの設備は高度なセキュリティ対策

の施されたセキュリティ区画内に設置されているため、

データの保全も万全である。

　仮想化ソフトウェアとして VMware 社の VMware 

vSphere を導入している。その機能を利用してHA（High 

Availability）構成にすることで、ブレードサーバーに障害

が発生した際に仮想マシンのダウンタイムを最小化するな

ど、耐障害性や可用性を高めている。バックアップは日次で

オンラインバックアップを取得しているため、ディスク障害

にも対応可能である。

（２）信頼性の高いネットワーク構成

　本環境のネットワークは社内ネットワークに接続してお

り、当社の社内ネットワークの中心となる拠点間では当社

のサービスであるEINS WAVE[２]（１）を利用している。

EINS WAVEはVPLS(Virtual Private LAN Service)

で構築した超高速商用データセンター間ネットワークを

利用することで、可用性が高く優れた通信品質を実現して

いる。万葉DCに設置しているネットワーク機器において

も、冗長化することで単一障害点を排除し、信頼性および

可用性を高めている。

（３）ワンストップでサポートを提供

　本環境は利用者の利便性を向上させるため、窓口を一本

化してワンストップでサービスを提供している。そのため

利用者は仮想サーバー環境やVDI、標準ツールなどの違い

を特に意識せずに問い合わせや利用申請を行うことがで

きるため、一度に広範囲なサポートを受けることができる。

（４）柔軟な提供メニュー

　本環境では仮想マシンとそのリソース、およびソフト

ウェアライセンス等をメニュー化して提供している(表1)。

運用開始当初は仮想マシンや一部のソフトウェアライセン

スのみのメニューであった。定期的に実施している利用者

へのアンケートや、本環境の説明会から利用者の声を集約

した。その中で要望の多いOS・ミドルウェアなどのライセ

ンスを新たに調達したり、ツールを組み込んだテンプレー

トやツールを共同利用できるように整備したりすること

で、提供メニューを増やしている。

表１  提供メニュー

（５）標準ツールの提供

　開発・保守プロジェクトでは品質や生産性を向上させ

るために各種ツールを利用する。しかし、プロジェクトごと

に異なるツールを選択・購入すると、利用ノウハウが分散し、

調達コストの重複も無駄になる。そのため、当社では社内

で共通に利用するツールを「標準ツール」として定め、一括

して調達し、共同利用している。本環境では仮想マシンに

標準ツールをセットアップして提供しており、利用者は初期

設定の手間を省いて利用することができる。また、本環境

内でツールを利用することでノウハウの蓄積も促進され

る。当社では、負荷テストツール、ソースコード脆弱性検査

ツールなどを標準ツールとして利用している。

3.  ezPlatformの活用事例と効果について
3.1  ezPlatformの利用状況
　ezPlatformは、２０１０年６月の運用開始以来、年々利用数を

増やし、２０１２年９月時点で８５プロジェクト約８５０名に利用さ

れている。当初はコストや性能面の不安から理解が得られず

に利用が伸び悩んだが、全社の標準環境としてトップダウンで

利用を推し進める一方、利用部門に対する説明会や要望対応

をきめ細かく行うことにより利用を拡大することができた。

　特に定期的なアンケートやヒアリングにより、利用者の要望

を集約し、開発ツールなど品揃えの拡大、性能問題の解決、合

理的な課金体系への見直しなど工夫を凝らしながら利用者に

とって快適かつ実効性のある開発環境を目指している。

図２  利用状況と利用予測

　「標準ツール」を除いた当社の開発環境は、これまで各プロ

ジェクトで個別に調達・運用していたが、本環境を利用するこ

とでサポートデスクが開発環境を一括で調達・運用すること

になり、プロジェクトごとに発生していた無駄な工数やコスト

が削減された。従来どおりプロジェクトごとに開発環境を調

達・運用する場合と利用実績を比較して評価した結果、下記の

効果を得ることができた。

　  ● 調達期間　・・・・・・・　60% 短縮

　  ● 運用工数　・・・・・・・　43%削減

　  ● 調達・維持コスト　・・・　66%削減

3.2  オフショア開発での活用事例
　当社では中国の現地子会社を利用したオフショア開発を

行っているが、以前は日中間のネットワークの遅延が大きいた

め、日本国内と中国の両方の拠点に二重に開発環境を構築して

いた。そのため、次のような問題が生じ、開発効率を低下させる

原因となっていた。

（１）ネットワークの遅延のために開発データの連携に時間がか

　　かる

（２）国内とオフショア拠点と開発環境の微妙な違いのために　

　　双方でのバグの再現が難しい

　ezPlatformはVDIを用いて図３のように日中両拠点のサー

バーを集約することで上記問題を解消している。ネットワーク

速度の問題に対しては、VDIの利用に加え、高信頼性の

IP-VPN回線の敷設、トラフィック圧縮・ネットワーク遅延低減

を行うWAN高速化装置の設置を組み合わせることで、ネット

ワーク回線の増強のみで対応する場合と比較してコストを抑

えている。

図３  VDI利用イメージ

　これまでに五つのオフショア開発プロジェクトでezPlat-

formを利用し、表２のとおり開発工数の削減効果が確認され

ている。また、セキュリティレベルの向上なども確認できた。

表２  オフショア開発でのezPlatform利用効果

3.3  開発・保守環境の標準化と高度化の事例
　プロジェクトによって異なるツールを利用したり、独自に

ツールを開発したりするのは、利用ノウハウが分散され、好ま

しくない。そのため、当社では、各開発工程において、品質・生

産性向上効果が高いツールを「標準ツール」として定め、一括

購入したツールを社内の複数のプロジェクトで利用すること

で、ノウハウを蓄積してきた。今後より一層の標準化と高度化

を実現するため、ezPlatformでの開発・保守環境の整備を以

下のように段階的に進めている。

（１）単機能ツールの共同利用

　単機能のツールを ezPlatform 上にセットアップし、共

同利用する形態である。一プロジェクトでは高価で購入で

きないツールを全社一括で購入することでライセンスコス

トを抑え、利用者側でマシンの調達やセットアップを行わ

なくて済む。例えば、この形態では、ソースコードの脆弱性

検証ツール等がある。

（２） 開発環境のベストプラクティスの利用

　当社のノウハウ・ベストプラクティスを集約し、自社開発

ツールを含めた複数のツールを連携させ、共同利用する形

態である。実績のある、最適なツール群が連携された状態

ですぐに利用できるのが大きなメリットである。例えば、こ

の形態では、スマートデバイス向けアプリケーション開発に

最適化された、自社開発ツールやライブラリをセットにした

開発環境がある。

（３）開発データ・ノウハウの共有と可視化

　ツールを標準化し共同利用することで、プロジェクトの成

果物や進捗情報等の日々の開発データやノウハウが蓄積さ

れ、プロジェクトを横断した全社活動が可視化できる。現

在、構成管理、ビルド管理、タスク管理などアプリケーショ

ンをライフサイクル全般にわたって管理できる ALM

（Application Lifecycle Management）ツールとして、

Microsoft 社 の Visual Studio Team Foundation 

Server をセットアップした環境を提供している。

4.  今後の展開
　ezPlatformは２０１０年６月にIaaS( Infrastructure as a 

Service)のサービスを中心に開始し、その後、ミドルウェアの

提供や特定用途向けの構築済みサーバーを提供し、PaaS

(Platform as a Service)としての特徴を追加してきた。その

間、大きな障害を発生することなくサービスを継続提供してい

る。現在、本環境の利用は順調に伸びているが、継続・安定し

たサービスの提供がその一因を担っていることは言うまでも

ない。信頼を築くのは難しいが、信頼を壊すことは一瞬であ

る。今後も安定運用を第一に日々発生する多種多様な事象に

適切に対応していきたい。

　機能面での拡張計画を表３に示す。

　以上の機能拡張を行い、当社の標準の開発・保守環境とし

ての位置付けを揺るぎないものにし、当社の強みとしていき

たい。
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（1）EINS WAVE：当社が提供している国内3地域のデータセンターを接続した分散型仮想クラウドサービス

表３  ezPlatform機能拡張計画

機能名                                                            内容                                                           実施時期

運用自動化

サービスとしての
開発環境

疑似クローズドネット

インターネット経由
での接続

プライベートクラウド

複数データセンター、
パブリッククラウド
連携

今後の利用増加を見越し、運用の自動化を進める。一部の仮想基盤関連作業は、当社の

研究開発部門の研究成果である仮想アプリ管理システム「AppSpace」により自動化を

行う。その他の業務運用、監視業務について各種ツールを利用して自動化を行う計画で

ある。

スマートフォン、タブレット等のモバイル端末の開発環境として、仮想サーバー群、マルチ

デバイステスト環境、開発用クライアントPC(VDI)を一式として、統合マルチデバイス開

発環境を提供する。

仮想的にネットワーク上にセキュリティルームを構成する。ネットワーク経由で仮想セキュ

リティルームにあるVDIにアクセスすることで利用を行う。仮想セキュリティルームからの

データの持ち出しを原則不可とすることで情報セキュリティレベルを高める。

対象者をグループ会社、協力会社、お客さまに拡大し、場所もインターネット経由での接

続を可能にする。同一環境を利用し、連携してプロジェクトを進めることによる生産性向

上、コスト削減を実現する。

ユーザーポータル機能の追加を行い、プライベートクラウド化を行う。利用者が必要なと

きに自身の操作で必要なサーバーを入手できるようになり利便性、俊敏性が向上する。

災害対策として、複数のデータセンターで運用し、お互いにバックアップデータを保持す

ることを検討する。バックアップデータの保管先としては、パブリッククラウド+VPN接

続も候補である。

2012年6月より
順次実施
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2013年4月
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プロジェクト数　　　　　利用人数

フェーズ         作業名                             詳細 各作業の
工数削減率

単体開発

結合テスト

開発環境調達・運用

データ連携

テスト計画

コーディング

単体テスト

テスト環境構築

受入テスト

環境集約により分散拠点の作業削減

環境集約により分散拠点の作業削減

ドキュメント連携の効率化

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

環境集約により分散拠点の作業削減

共通環境の利用によりバグ改修効率の改善

△50%

△50%

△4%

△6%

△50%

△60%

データ連携効率化により仕様変更へ
柔軟に対応可能

△10%

図４  ezPlatformにおける開発・保守環境の段階的な標準化
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