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2014 年 4 月１日
日本 OSS 推進フォーラム
第 1 回日本 OSS 推進フォーラム 総会の開催
オープンソースソフトウェア（OSS）の普及拡大のために自由な立場で議論し、OSS によるオープンなイノベーションの
促進に取り組んでいる日本 OSS 推進フォーラムは、第 11 回幹事団・顧問団会合の結果を受けて、正会員・一般会員お
よび有識者からなる特別会員で構成される第 1 回総会を 3 月 25 日に富士通トラステッド・クラウド・スクエアにて開催しま
した。

IT利活用による企業競争力強化の中、ITの中心となるソフトウェアは OSSを外しては考えられなくなっており、今後の
会員の OSS 利活用を、経済産業省をはじめとする官学や、他団体・コミュニティと連携しながら推進していきます。
具体的には以下の目標を掲げ活動していきます。

・ 目標
OSS というソフトウェアパラダイムを会員が活用できるための、以下の情報交換・課題共有を実現し、日本発の
OSS を含む OSS 利活用を推進し、会員の競争力強化を図る。
OSS 利用技術の普及
OSS 活用事例の研究
OSS 人材育成のためのセミナー開催

・ グローバル活動
会員の下記活動を支援するために、日中韓活動に加え ASEAN の人材育成を切り口に ASEAN 諸国との交流
を深めていく。
日系企業の海外展開向けシステムインテグレーション活動
各国ソフトウェア開発力の活用（オフショアなど）
各国プロジェクトへの参画と現地企業とのビジネス交流
各国への OSS を含むソフト製品拡販
特に、IT システムで今後課題となる、「モバイル」「クラウド」「ビッグデータ」「ソーシャル技術」の分野を中心に活動し、
OSS 利活用を推進して会員の競争力強化を図ってまいります。
・モバイル・ソーシャル技術
IT システムの環境が変化してきており、システムの課題は、コンピュータ中心の課題から、モバイルまで含めた
システム全体でのモバイル・ソーシャル技術活用に変化してきています。その様な環境変化の中で、今までの課題
解決活動に加え、これらの課題に下記部会で対応していきます。

・ クライアントシステム部会
これまでのクライアント PC に加え、クラウドとクライアント端末から成るクライアントシステムを利用者視点
のソリューションから取り扱います。

・ アプリケーション部会
サーバ上のアプリケーション開発技術から、モバイル等の組込み系アプリケーション開発まで広げた活動
を推進します。

・ クラウド・ビッグデータ
2009 年よりクラウド関連の活動を実施してきましたが、当時は各社が独自のクラウド基盤を開発し、その領域は
競争領域でありました。その後、OSS クラウドが台頭し、クラウド基盤領域が競争領域から協調領域に変化してき
ています。また、ビッグデータは OSS が中心の協調領域であり、上位のクラウド活用領域であるため、その課題も
含めて部会で対応していきます。

・ クラウド技術部会

昨年度までの主流領域 (IaaS：クラウド基盤) だけでなく、より上位層の領域を視野に入れます。
昨年度まで活動していた「組込みシステム部会」は当初の目標を達成し、2014 年度は「クラウド技術部会」、「クライア
ントシステム部会」、「アプリケーション部会」の 3 部会体制の活動計画が承認されました。
本フォーラムは、我が国の OSS 利用促進と OSS グローバルコミュニティへの貢献に向けて、積極的に取り組んでおり、
各 WG では日本国内のみならず中国、韓国と協調する北東アジア OSS 推進フォーラム（昨年は 2013 年 11 月に韓国釜
山市で開催、2014 年秋は中国にて開催予定）において、効率的で実効性のある活動ができるように推進していきます。
また、グローバルでの OSS 利用技術について、これまでの活動の中心であった中韓だけでなく、今後のグローバルガ
バナンスの主要な対象になる ASEAN にシフトしていきます。
※日本 OSS 推進フォーラムは、経済産業省がオブザーバとして参加しています。また、株式会社国際開発センター
（代表取締役社長 竹内 正興）が事務局を務めています。

各部会の目標および 2014 年度の活動について
1 クラウド技術部会
クラウド部会は、クラウド環境でのOSS利活用に関する技術やノウハウ、勘所などを中心に、OSS利用コミュニテ
ィへ活動成果をインプットし、OSSの発展への貢献とビジネス領域に還元される良循環を形成します。
具体的には、クラウド環境で今年度ターゲットとするOSSおよび領域は、昨年度までの主流領域(IaaS)だけでなく、
より上位層の領域を視野にいれます。
また、活動内容の基本は、情報の共有と発信（発信リソース：勉強会、Webマガジン、部会ホームページ）であり、
これらを「クラウド」をキーワードに進めます。
2 クライアントシステム部会
クライアントシステム部会は、これまでのクライアント PC に加え、クラウドとクライアント端末から成るクライアント
システムを利用者視点のソリューションから取り扱います。
活動目標は、一般ユーザー向けの情報端末（タブレット PC やノート PC 等）で書類作成や情報管理等の業務に
必要な IT 関連作業を安価で高品質な OSS 技術を利活用して実行できるように情報端末用ソフトウェア、ならびに
関連するクラウド技術について情報交換ならびに課題共有を実現し、OSS 利活用を推進します。また、新しく有望
なトレンドとして、ウェラブル端末や高精細映像表示システム等の技術動向についても調査していきます。
3 アプリケーション部会
アプリケーション部会は、2013 年度までの活動において、OSS アプリケーションを開発し、SaaS ビジネスモデル
を検討し、OSS アプリケーションのビジネス事例を集め、対外広報をしてきました。
2014 年度は引き続き OSS アプリケーションのビジネス事例収集、参加メンバのスキル強化のための研修会およ
び対外広報活動を 実施し、モバイル・組込み領域 OSS アプリケーションまで広げて、更なる利用拡大を目指しま
す。

■日本 OSS 推進フォーラムに関するお問い合わせ先
日本 OSS 推進フォーラム 事務局担当
info@ossforum.jp

別 紙
日本 OSS 推進フォーラムについて
1.

目 的
Linux を始めとするオープンソースソフトウェア（OSS）は、文民間の情報システムへの導入が進展しつつあり
ますが、ユーザーが安心して利用するための技術上の課題や、ベンダーが支援するための技術上の課題も指
摘されています。
本フォーラムでは、我が国の情報システムのユーザー、ベンダー、学識経験者などの有識者が参集し、OSS 活用上
の課題について自由な立場で議論し、OSS によるオープンなイノベーションの促進に向けた取組みを行います。

2.

体 制（2014 年度）
理事長： 吉田 正敏 (富士通株式会社)
副理事長： 大澤 一郎 (産業技術総合研究所)
高橋 千恵子 (日本電気株式会社)
理事：
大木 一浩 (日本電気株式会社)
片瀬 成識 (東京ガス株式会社)
黒坂 肇
(サイオステクノロジー株式会社)
野山 孝太郎 (富士通株式会社)
橋本 尚
(株式会社日立製作所)
三浦 広志 (株式会社 NTT データ)
事務局長 黒田 知幸 (株式会社国際開発センター)
正会員
石曽根 信
梶本 一夫
片瀬 成識
川口 浩幸
小林 信雄
齋藤 重幸
下道 高志
高橋 千恵子
武居 正義
中村 賢亮
橋本 尚
廣川 裕司
三浦 広志
山崎 靖之
吉田 正敏

株式会社ＳＲＡ 執行役員ＣＴＯ
パナソニック株式会社 システムエンジニアリング総括担当理事
東京ガス株式会社 ティージー情報ネットワーク 基盤戦略推進部次長
株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 代表取締役社長
株式会社 HTK エンジニアリング 常務取締役
日本ユニシス株式会社 Ｗｅｂビジネス技術室室長
日本オラクル株式会社 製品戦略事業統括本部ディレクター
日本電気株式会社 ソフトウェア技術統括本部主席技術主幹
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング 執行役員
新日鉄住金ソリューションズ株式会社 技術戦略企画部部長
株式会社日立製作所 ソフトウェア生産技術部主任技師
レッドハット株式会社 代表取締役社長
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 基盤システム事業本部課長
サイオステクノロジー株式会社 執行役員
富士通株式会社 プラットフォーム技術本部チーフストラテジスト

特別会員
大澤 一郎
独立行政法人産業技術総合研究所 インフラウェア研究グループ主任研究員
國井 利泰
東京大学 名誉教授
立石 譲二
独立行政法人情報処理推進機構 理事
田原 幸朗
一般社団法人情報サービス産業協会 理事
徳田 英幸
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科委員長 兼 環境情報学部 教授
成井 弦
特定非営利活動法人エルピーアイジャパン 理事長
福安 徳晃
The Linux Foundation ジャパンディレクター
細川 邦夫
一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会 顧問
一般会員 44 団体
2014 年 3 月 25 日付、五十音順
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3.

4.

活動内容
定期的に（年に１回程度）正会員・特別会員が中心となって、一般会員とともに「日本 OSS 推進フォーラム総
会」を開催します。本フォーラムでは、OSS というソフトウェアパラダイムを会員が活用できるための情報交換・
課題共有を実現し、日本発の OSS を含む OSS 利活用を推進し、会員の競争力強化を図るために必要な技術
的課題、制度的課題について自由な意見交換を行います。
組織図（2014 年 4 月 1 日 現在）
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