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Linux Foundationに関して：
● 世界中で事業基盤として利用されている重要な OSSプロジェクトを多数主宰している NPO
● SD Timesにより今日の世界のトップ  Tech Influencer として、Apple, Facebook, Google, Microsoftなどの大手テック企業と並び選出されるなど、

テック業界における一定の影響力を有している
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はじめに



はじめに：
企業がOSSを活用する理由はもはや「安いから」ではない

「エンタープライズ向けオープンソースの現状：レッドハットレポート」より

› 「コスト低減」「ベンダーロックイン回避」→「優位性のあるビジネス開発手段」
› オープンソースの存在が企業の事業の中枢により近い位置付けとなった
› 組織的かつ戦略的なOSSの管理が必要になってきている 
› 「エコシステム構築」は企業のOSSマネジメントの中でも重要な要素の一つ

https://www.redhat.com/ja/enterprise-open-source-report/2021


OSSエコシステム



なぜ「エコシステム」？

› DX/コロナ/脱炭素：事業環境の急激な変化が求められる時代になった
› ハード→ソリューション
› ウォーターフォール→アジャイル・DevOps
› 中央一元管理→自律分散
› 独自技術での囲い込み→UXとエコシステムでの囲い込み

› 既存事業を大変革させ、ビジネスとして成功させるためのキーポイントは、製品そのものの
開発ではなく自社ビジネスにとって有利な「エコシステムの構築」であると考えられる。

› クラウド、５G、エッジ、AI/DL、ブロックチェーン、、、もはや「相互接続性」や「エコシステム」
に欠ける製品・サービスでは付加価値の提供が困難

› OSSの利用そのものではなく、OSSを媒介して構築されるエコシステムがこれまに無いほど
重要になりつつある。

› OSSの戦略的活用によって、自社の事業にとって有利なエコシステムの構築が可能になる。



エコシステムとは？

エコシステム（ecosystem）（英語圏ではより明確に
en:business ecosystem, またはen:digital 
ecosystem）とはビジネス生態系。本来は生態系を指
す英語「ecosystem」を比喩的に用い、主に情報通信
産業において、動植物の食物連鎖や物質循環といった
生物群の循環系という元の意味から転化して、経済的
な依存関係や協調関係、または強者を頂点とする新た
な成長分野でのピラミッド型の産業構造といった、新規
な産業体系を構成しつつある発展途上の分野での企業
間の連携関係全体を表すのに用いられる用語である。

（ウィキペディアより）
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https://en.wikipedia.org/wiki/business_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/digital_ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/digital_ecosystem
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E6%85%8B%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E7%89%A9%E9%80%A3%E9%8E%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%9C%B0%E7%90%83%E5%8C%96%E5%AD%A6%E7%9A%84%E5%BE%AA%E7%92%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0_(%E3%83%90%E3%82%BA%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89)


OSSエコシステム＝企業の事業にレバレッジ効果を生み出す力

製品
サービス
収益

自社リソース

OSS エコシステム：
ソフトウェア、連携製品、対応ハード、技術標準、開発
者、パートナー、サプライヤー、 + LFなど



なぜOSS+エコシステム構築が成功への近道となり得るか？

› 圧倒的な開発速度のレバレッジ： 
› 一企業ではOSS開発のスピードには太刀打ちできない。 OSSとの「競合」は非常に困難。
› 例１：Linuxのv5.8の開発では、わずか 3ヶ月にも満たない開発期間で、世界中から約 2,000人の開発者が参加し、 90万

行以上が追加され、 40万行以上が削除された。
› 例２：通信分野では過去６年間に LFNのプロジェクトでは 7800万行ものコードが開発された。これは COCOMOの評価モ

デルでは73億ドルを超える評価価値である

› 共通的な要素技術のレバレッジ：
› OSS開発により、効率的にソフトウェア開発を進めながら、同時にエコシステム構築が可能となる。逆に世界中の企業が

OSSで共通のソフトウェア基板を開発し、その上で事業を構築する中、 独自開発を行うことはエコシステムの観点から大
きなDisadvantageである。

› 共通の要素技術を利用しているため、連携する製品 /サービス、パートナー、サプライヤー、開発者人材などの確保が容
易となる。

› 技術標準への迅速かつ効果的な対応：標準化団体の仕様を OSSに取り込むことにより、１）各社がバラバラに仕様を実
装する必要が無くなる、２）各社が同じ実装を使うので、相互接続性が向上する。

› 開発リソースのレバレッジ：
› OSS開発コミュニティを「外部 R&D」と位置付け、自社事業に有利になるようにコミュニティ開発をドライブし、自社事業に

有利なエコシステムを構築することにより、大きな事業転換を最小限のコストと時間で行うことが可能であると考えられ
る。



OSSと事業戦略の関係



OSSの利用：OSSは製品・サービスにどのように組み込まれていくか？

オープンソースソフトウェア（以下オープンソースと省略）は、今や企業が製品
やサービスを開発する際に、必要不可欠な存在となりつつあります。
右の図は、一般的なアプリケーション開発の際の開発モデルを、クラブハウ
スサンドウィッチに例えて示したものです。通常、開発者はまずPythonや
Node.jsなどの開発フレームワークを選択し、コードを書きます。

ただし、アプリ開発に必要なすべての要素を自前で書くことは極めて稀であ
り、通常は、様々オープンソースのライブラリをインターネットから入手し、そ
れらを用いながらアプリ開発が行われます。

このよくある一般的なアプリ開発モデルでは、通常自社で開発者が書くコード
量よりも、オープンソースが占める割合の方が圧倒的に多く、場合によっては
90％程度がオープンソースであるケースも存在します。

このように、いまやオープンソースは開発者が製品開発プロセスの中で常に
活用する、とても重要な開発ツールとなっています。

10％の自社コア技術を最大限活かすために、残り90％のOSSに対する戦略
的取組が必要になってきていると言われており、その結果、昨今世界中のテ
クノロジー企業から大変多くの投資がオープンソースに集まってきています。

Source: Jim Zemlin, Open Source Forum 2017 基調講演より



OSSへの貢献：OSSプロジェクト/コミュニティと事業の関係性：

事業利用できるOSSには持続的
なエコシステムの維持・成長を促
すサイクルが存在します。
- Project: 開発者、開発インフラ

や資金的にサポートする企業
が存在する

- Product: 開発されたコードを利
用し、企業が製品・サービスを
開発する

- Profit: 企業がOSSを利用して開
発した製品・サービスから利益
をあげ、その利益の一部が
Projectのサポートに還元され
る
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OSSへの関わりの深さと影響力の関係 ：大きなコミット = 大き
なリターン

● OSSへのコミットメントが深化するほど、当該テクノロジーへの影
響力が大きくなる。

● 影響力の大きさが増すことにより、プロジェクトの方向性やソフト
ウェアの仕様を企業の戦略と親和性が高い方向性に導いて行
ける。

● 結果として、企業は自社開発部分を低減させることが可能とな
るだけで無く、世界中の開発者が、自社の戦略との親和性が高
いソフトウェアを利用して製品・サービスを開発する、という状況
を生み出せる。すなわち、自社事業にとって有利なOSSエコシス
テムを構築することができる。  

● 通信業界や自動車業界ではAT&Tやトヨタなどの業界リーダー
がOSSのリーダーとなり標準や技術の方向性に影響力を与えて
いる。

● 詳しくは「エンタープライズオープンソース：実践的入門」　「オー
プンソースコミュニティでリーダーシップを構築する」を参照

https://www.linuxfoundation.jp/open-source-management/2018/08/enterprise-open-source-practical-introduction/
https://www.linuxfoundation.jp/resources/open-source-guides/building-leadership-in-an-open-source-community/
https://www.linuxfoundation.jp/resources/open-source-guides/building-leadership-in-an-open-source-community/


エコシステム構築事例の分析



企業は何を目指してエコシステム構築するか？
エコシステム構築で獲得するレバレッジのタイプ

開発者人材ネットワーク04
● ソースコードが公開されることにより、そのソフトウェアを自律的に学習するエ

ンジニアの増加が期待できる

● 開発貢献をするエンジニアが増加すれば、その中から特に優秀な人材を特定

することができ、将来的なリクルートにつなげることができる

効率的なサプライヤー・リレーション構築03
● 自動車OEMや通信キャリアなど、多くのサプライヤー網を有する企業は OSS

エコシステム構築により次の効果が期待できる

○ 全てのサプライヤーに共通のソフトウェアプラットフォームでの開発を求

め、製品間の連動性・可交換性の担保

○ ベンダーロックインの回避

連携ソリューションの自律的増加02 ● コードがオープンでかつビジネス的魅力があれば、連携して動作するアプリ

ケーションやハードウェアなどの自律的な増加

開発コストの低減と市場投入時間の短縮01
● 既存のOSSコードに自社で必要とするコードを追加する

● 新しい機能をコミュニティを巻き込み開発

● コミュニティによるメンテナンス



自動車会社の事例
〜OSSエコシステム x 事業のトランスフォーメーション〜



自動車業界は大変革の時代の真っ只中！

トヨタ自動車ウェブサイトより

https://www.toyota.co.jp/pages/contents/jpn/investors/library/annual/pdf/2018/ar2018_1.pdf


「自動車会社」という枠に囚われないトヨタのエコシステム構築



［企業戦略事例分析］
トヨタのコネクティッドカー エコシステム構築戦略：

● GAFAなどに対抗するため、「 OSSの戦略的活用」をしながら急速な「ソフトウェア会社化」への変革を進めている
● オープンエコシステムなしで（すなわち全て内製かベンダ依存で）この急速な事業転換はトヨタであってもほぼ不可能
● 「100年に一度の変革」はトヨタ一社の変革ではなく、関係するエコシステムの変革によって初めて実現可能

データストレージ基板構築

クラウドサービス開発

「オートモーティブ・エッジ」の標準策定とリファ

レンス実装開発

コネクティッド カー向け車載端末の開発

トヨタ

コネクティッド

エコシステム



トヨタの事例の詳細（私的分析）：
OSS投資は「コネクティッドカー戦略」の要所要所で効果的に行われている
この取り組みに他の企業の協力が必要不可欠（ =エコシステム構築）

プロジェクト / 取組み 内容

● 自動車から排出される膨大なデータを自動車の特殊環境（高速移動して

いる）のエッジで処理するための取り組み。

● 主にAECCはリフェレンスアーキテクチャを策定し、 LF Edge (Akraino) で実

装している。

LF Edge
AECC

2 オートモーティブエッジの仕
様策定と標準実装の開発

● 自動車関連サービスを随時（ vs 半年に一度ディーラーでのメンテ）自動車

のユーザに対して提供するインフラの構築が必要。

● オートモーティブエッジとの連携を意識した、クラウドネイティブ技術の発

展が求められる。

CNCF
3 クラウドサービスの開発基

盤構築

● 車一台あたり 1日数テラバイトのデータが生成されるため、将来コネク

ティッドカーの事業を行う自動車会社にとっては、膨大の量のデータ管理

が大きな課題となっている。

● マルチクラウドによるデータの管理。

SODA 
Foundation

4 ストレージ/
データプラットフォーム 

● Android AutoやApple Carに負けないUXの車載インフォテイメントシス

テム（ IVI）の開発の基盤となるソフトウェア  の開発し、ソフトウェアやデータ

を自社で保有できるビジネス環境の構築

● Linuxベースのシステムで機能安全の認定を取得するための環境整備  

1 コネクティッドカー向け端末
開発 AGL

ELISA端末

エッジ

クラウド

データ

¥¥



通信キャリアの事例
〜OSSエコシステム X 新テクノロジー・ワークロード〜



通信オペレータの差し迫った課題 ー「５G」と通信トラフィックの爆発

› 5Gサービスの導入によるネットワーク負荷の爆発的な増加が予想されている
› 2018年-2021年のわずか３年間の間でトラフィック量が倍になると想定されている
› これに対応するため、通信オペレータはインフラを増強するとともに、リアルタイムな通信需要に

柔軟に対応できるインフラ構築に対する投資の必要性に直面していた。
› 「柔軟なインフラ」構築のためのキーワードは２つ：

› 第一段階 - ハードとソフトの分割（Disaggregation）による運用性、可用性の向上
› 第二段階 - 自動化 (automation)による、構成、トラフィック制御の柔軟性確保

› この課題に早急に取り組むためには、特定の一社の努力ではなく、「エコシステム」によるアプ
ローチが必要であった。

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd112110.html


通信業界における５G対応エコシステムの形成史 
- 通信業界のOSSによる技術革新とエコシステム構築を歴史的に振り返る
- とくにAT&Tと中国が中心となり 5G対応へいかにエコシステムを形成して行ったか
- LFは業界全体が集える中立的な場所を準備するとともに、関係各社との連携・調整を行い業界全体を巻き込んだプロジェクトへ

昇華させる役割を果たした

› 2013.4: OpenDaylight 発足
› 2014.9: OPNFV 発足
› 2016.2: Open-O (China Mobile + Huawei)
› 2017.2: Open-O と ECOMP (AT&T)が合体しONAPへ
› 2017.3: AT&T LF Platinumメンバーへ
› 2017.10: ACUMOS (AI)プロジェクトが発足
› 2018.1: 7つのネットワーク系プロジェクトを統合し、LF 

Networking(LFN) を発足
› 2018.2: Akraino Edge Stack
› 2018.9: ONS EuropeにてCNFs (Cloud-Native Networking 

Functions) の概念を発表
› 2019.1: 複数のEdge/IoTプロジェクトを統合し。LF Edgeが発足
› 2019.2: MWC で CNF Testbedの発表
› 2019.2: LFのブロックチェーン プロジェクトである、HyperledgerとLF 

Networkingが共同でSpecial Interest Group (SIG）を発足させると
発表

5Gの時代に向けて、技術的なジクソーパズルのピースをOSSとそのエコ
システムを成長させることにより急速に揃えて行った

› 2019.4: LFNとO-RANやETSIとの協業が発表される
› 2019.6: LFNとGSM AssociationがNFVI関連の標準技術をOSS開発
するためのフレームワーク Common NFVi Telco Taskforce (= 
CNTT） が設置される

› 2019.9: CNTTが、最初の成果物として、NFVIのリファレンスアーキテ
クチャを発表。OPNFVで機能インテグとValidation → リリース → 製
品化 → OVP （=OPNFV Verification Program) で認証 → 販売、
という一連の流れが整備された。

› 2020.4: LFNがCloudNative技術を、CNTT/OVPへ統合することを
発表。テレコム業界のインフラが将来的にVMベースからコンテナベー
スへ大きくシフトする方向性を牽引

› 2020.9: LFNのプロジェクトである「OPNFV」とGSMA内のタスクフォー
スであったCNTTがLFNの配下で一つのプロジェクトとして統合



通信業界における５G対応エコシステムの形成史 
- 通信業界のOSSによる技術革新とエコシステム構築を歴史的に振り返る
- とくにAT&Tと中国が中心となり 5G対応へいかにエコシステムを形成して行ったか
- LFは業界全体が集える中立的な場所を準備するとともに、関係各社との連携・調整を行い業界全体を巻き込んだプロジェクトへ

昇華させる役割を果たした

› 2013.4: OpenDaylight 発足
› 2014.9: OPNFV 発足
› 2016.2: Open-O (China Mobile + Huawei)
› 2017.2: Open-O と ECOMP (AT&T)が合体しONAPへ
› 2017.3: AT&T LF Platinumメンバーへ
› 2017.10: ACUMOS (AI)プロジェクトが発足
› 2018.1: 7つのネットワーク系プロジェクトを統合し、LF 

Networking(LFN) を発足
› 2018.2: Akraino Edge Stack
› 2018.9: ONS EuropeにてCNFs (Cloud-Native Networking 

Functions) の概念を発表
› 2019.1: 複数のEdge/IoTプロジェクトを統合し。LF Edgeが発足
› 2019.2: MWC で CNF Testbedの発表
› 2019.2: LFのブロックチェーン プロジェクトである、HyperledgerとLF 

Networkingが共同でSpecial Interest Group (SIG）を発足させると
発表

5Gの時代に向けて、技術的なジクソーパズルのピースをOSSとそのエコ
システムを成長させることにより急速に揃えて行った

› 2019.4: LFNとO-RANやETSIとの協業が発表される
› 2019.6: LFNとGSM AssociationがNFVI関連の標準技術をOSS開発
するためのフレームワーク Common NFVi Telco Taskforce (= 
CNTT） が設置される

› 2019.9: CNTTが、最初の成果物として、NFVIのリファレンスアーキテ
クチャを発表。OPNFVで機能インテグとValidation → リリース → 製
品化 → OVP （=OPNFV Verification Program) で認証 → 販売、
という一連の流れが整備された。

› 2020.4: LFNがCloudNative技術を、CNTT/OVPへ統合することを
発表。テレコム業界のインフラが将来的にVMベースからコンテナベー
スへ大きくシフトする方向性を牽引

› 2020.9: LFNのプロジェクトである「OPNFV」とGSMA内のタスクフォー
スであったCNTTがLFNの配下で一つのプロジェクトとして統合

OSSプロジェクト
充実フェーズ

標準団体コラボ
技術・ベンダー認定
技術共通化フェーズ



5Gインフラと技術的エコシステム構築 (AT&T/China Mobileなど)：
● 5Gに向けた２つ目のハードルである「自動化」へ向けた技術課題の解決とエコシステムの構築
● LFの他プロジェクトとの連携による相互作用と標準化団体との連携による規格制定とリファレンス実装

AI＆ゼロタッチ運用

クラウドインフラ開発 エッジ技術インフラ

通信コアインフラ

AT&T
5Gインフラ

エコシステム

標準化団体連携



現在進行中のエコシステム構築事例：
電力業界



● 「今の電力業界はLogjam（丸太の渋滞）のようだ。Logjamの解消にはダイナマイトで爆破
するしかない」(LF Energy プレゼン資料より）

● 電力業界の「ダイナマイト」になり得るエコシステムの構築が急務である。

LF Energyのプレゼン資料より



電力業界は大きな変化に直面している：
自動車業界で起こりつつあるような事業モデルの一大転換がエネルギー業界でも起こりつつある。

› 世界的な脱炭素への圧力が強まっている（日本：2050年に温暖化ガス排出0%、Apple：2030年までに同0%、
MS：2030年までにカーボンネガティブ など)。

› その一方で、過去20年間、電力消費量は指数関数的に増加しており、中でも世界の温室効果ガスの45%以上はエネル

ギーセクターの事業から排出されている。

› 「総ワット数」という意味では、発電所のキャパシティは年々増加している一方で、送配電のシステムは引き続き非効率 - 
発電から需要までに60％以上の電力が失われている。（消費者と発電所の距離が離れれば離れるほど損失は増す）。

またその反面で、少子高齢化と人口減 = 電力会社による既存総配電網のメンテナンス負荷が増大する可能性がる。メ

ンテナンス負荷の増加は電力会社の収益性悪化に繋がり、結果電力料金が高騰することになる。

› 中央一元管理的な世の中から、自律分散型の発電（マイクログリッド）への流れが形成されつつある。実際、データセン
ターなどの大口需要家によるマイクログリッド構築の検討がすでに本格的に始まっていたり、世界銀行は途上国向けに
マイクログリッド/オフグリッドへの大きな投資を公表している。

› 日本ではNTTが古い電話局の空スペースに蓄電池を設置し、独自の送電網を利用して電力供給をする計画を打ち出し
ている

› 新しい事業モデルが生み出されつつある中、新しいエコシステムの形成が急務となっている。



電力業界の新しい事業モデルと新しいエコシステム
将来のグリッドはより「エッジ  コンピューティング」に近いものになる？

ELECTRIC VEHICLES

DATA STORAGE
CENTERS

COMMUNICATION & 
ANALYTICS

ADVANCED 
METERING INFRA.

DEMAND SIDE 
MANAGEMENT

TRANSMISSION & 
DISTRIBUTION

CENTRALIZED
GENERATION

DISTRIBUTED
STORAGE

DISTRIBUTED
GENERATION

ENERGY

DATA

NETWORKED
ELECTRONS

01010101010



例：Digital Substation（変電所）の構成図
電力事業は今急速にIT/Networking 事業になりつつある



通信業界では何が起こったか？
５G時代のインフラ構築へのハードル =技術の標準化とハードとソフトの分離

› 通信業界のインフラは長らく特定ベンダーが「特定ハード＋特定ソフト＋特定サービス」を提供するモデルで構築
されており、特定ベンダーによる「ベンダーロックイン」の状況であった。

› 5G時代のインフラ構築のためには、１）コストの低減と２）デマンドスパイクに対応できる柔軟性の確保が必要で
あり、この２つの課題解決においてOSSが効果的であった。

› コスト削減：特定テクノロジ→標準的かつ汎用的なテクノロジへの移行
› 柔軟性確保：ハードとソフトの分離
› （+自動化)

特定ハード

特定ソフト

特定認定技術によるサービス

BEFORE

汎用ハード

OSS

標準的な技術

TODAY 技術の標準化とハードソフト分離の結果：
● 調達コストの低減
● 様々なソリューションとの自由な組み合わせ
● インフラ構築にユーザがより大きな主導権
● 通信デマンドの急増に対して、ハードの追加で

は無く、ソフトウェア的な対策が可能となり、柔軟
性が高まった。

● 世界中の技術者による共同開発であるため１）
イノベーションが加速し、２）相互接続がより容易
となった（e.g. BTがなかなか繋がらないのは、
標準技術を各社がバラバラに実装するため）



今後電力業界で起きていく技術的なパラダイムシフト
- 通信業界と全く同じようなシフト（Disaggregation & Automation) が起きていくことが予想される。
- このシフトを起こすには、1社の努力ではなく、エコシステムが不可欠

Control software 
Operating System

Control Plane CPU 
Switch Silicon

Data Plane Silicon

Features/Service 
Mgmt & Ops

今日：
独自仕様＆ブラックボックス
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t Virtual Functions （機能の仮想化）

アプリケーションやサービスを汎用的なハード
で実行できるようにする（vs. 特殊なハードで
のみの動作）

Automation (自動化）

ゼロタッチオペレーション 

Software-Defined (ソフトウェア定義）

コントロールプレーンとデータプレーンの分離

Disaggregation（分解）

ソフトウェアとハードウェアの分解。ホワイト
ボックス化

市場の創造的破壊
とイノベーション



電力業界における「エコシステム」構築に関する（私見的）一考察

› 電力業界は通信業界のOSSエコシステム構築の歴史と非常に共通する点が多く、技術的には、１）ブ
ラックボックスの解体→２）オープン化→３）様々な新しいプレーヤーが各領域に出現しイノベーション
を行う、という流れになることが想像される。

› 一方で通信業界とおそらく異なる点としては、業界の構造変革を伴う可能性が大きい点があげられ
る。

› 通信業界：OSSエコシステムが構築されても、通信キャリアを中心とした構造に基本的な変化な
し。（なぜなら大手通信キャリアが OSSエコシステム構築を主導したため）

› 電力業界：発電手法の多様化、分散化、デジタル化など様々な理由で、既存の電力会社を中
心としたエコシステムの構築は遅れており、業界のダイナミクスの変化が予期される。

› 電力業界は、今まさに「誰が自分にとって都合のよいエコシステムを構築できるか」 という競争が開始
されたばかりであるように見える。（＝まさに企業により OSS投資の戦略的検討が必要なタイミング）



まとめ

› 事業の大転換が求められる時代、企業は「エコシステム」を味方につけることにより、
より大きな変革を実現することが可能になると思われる。

› OSSの戦略的利用は、エコシステムを構築する上で、非常に重要な取り組みの一
つ。

› OSSの戦略的利用を実現するためには、企業内におけるOSSリテラシーの向上が必
要で、Open Source Program Officeの設置などはその一つの手法であると言え
る。



Q&A
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