s

株式会社ノボソフト

ノボシビルスクについて
ノボシビルスク州はロシアの中央に位置し、州都のノボシビルスク市は人口約１
５０万人の大都市です。交通・運輸の要所として発展したシベリア鉄道の要所で、
現在も金融、経済、工業、科学、文化などの中心として急速に発展を続けていま
す。アカデムガラドクはノボシビルスク郊外に作られた学術研究都市で、４０以
上のロシア科学アカデミーシベリア支部をはじめ、研究施設とそれを母体とした
民間企業が学術・商業活動を行っています。（アカデムガラドクは日本のつくば
学園都市のモデルとされました。）

ノボソフトについて：
ノボソフトはロシア科学アカデミー出身者６人によるベンチャーとして活動を始め 1992 年に欧米向け開発アウトソーシング業
務を開始し、1998 年、正式に（株）ノボソフトを設立しました。その後、欧米顧客のプログラム開発アウトソーシング業務を中
心に発展を続け、2003 年、社員数は 350 名になりました。この間、Lotus、IBM、Microsoft、Sun 等の開発パートナーとしての
認定を受けるとともに、ノボシビルスク総合大学の情報技術学部の新設に協力するなど、ロシア国内の IT 技術発展に貢献してま
いりました。

会社概要
株式会社ノボソフト Novosoft Inc.
アントン・ザルーエフ（CEO）
2003 年 1 月現在 約 350 名
ノボシビルスクのアカデムガラドクの数学研究所内。
アメリカ、オムスク、ジェレズノゴールスク
SibAcademSoft、InfoRus
国立ノボシビルスク総合大学の情報技術学部の新設に全面協力。ソボレフ数学研究所の情報科学理論基
礎研究室と IT 分野に関する共同研究
備： 高速インターネット（100～1GMb/sec）、高速データコムリンク(2MB 以上)、サーバ 55 台、クライア
ント約 450 台。
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会長あいさつ
今日、世界では、人・資本・情報などが国境を超えて行き来するグローバリゼーションが大
きな流れとなっています。そしてこの流れはビジネスの各分野において急激な変化をもたらし
ています。インターネットをはじめとする情報通信産業は世界的に急成長を続けており、激し
い商戦の中多くの日本企業がソフトウェア開発を含めて最新の情報通信手段に巨額を投資して
いるのが現状です。しかし、日本ではアメリカ同様プログラマーの人材が不足しており、人件
費を含めたコストの問題もあります。こうしたソフトウェア開発の現状下で、多くのアメリカ
やヨーロッパの IT 企業にとってアウトソーシングはプログラマーの不足問題の解決策となって
います。
米資本ソフトウェア開発会社であるノボソフトはシベリア最大のソフトウェア開発アウトソ
ーシングのプロ集団です。ノボソフトは平成４年にロシア科学アカデミーシベリア支部の研究
所を基盤として創立され、ロシアでも高名な学術都市であるノボシビルスク市を拠点に事業を
展開しております。当社は現在全社員数が約 350 人。ロシアで最も躍進的に発展しているソフ
トウェア会社とみなされています。
ノボソフトはこれまで多数のプロジェクトで大きな成功を得てまいりました。我々は Java や
Perl や C++等のプログラミングのエキスパートとして、データベース管理、メールアプリケーション、バナーエクスチェンジシ
ステム等、さまざまな分野で強力なソリューションの開発経験があります。これまでに培ったサービスの質は、お客様の大幅な
コスト削減の成功や業務の質の向上により証明されております。
現在、貴社が強力な IT ソリューションを必要とされているのであれば、ぜひ我々の業務紹介を御参考になさって下さい。
Novosoft Inc. 社長 ヴラディミル・ワシェンコ
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会社概要

沿革
1992 年
1998 年
2000 年
2001 年

2002 年

６名の起業家により、将来の正式な会社設立に向け活動を開始
約 50 名のソフトウェアエンジニアを雇用し、株式会社ノボソフト（ Novosoft Inc. ）を設立。
ノボシビルスク国立大学の情報技術学部の新設に全面的に協力。
Lotus および IBM より、先進的ビジネスパートナーとして認定を受ける。
IT 企業による情報技術開発促進のための非営利組織である SibAcademSoft 設立。ノボシビルスク市、ロ
シア科学アカデミー、ノボシビルスク州立大学、アカデムガラドクの IT 企業（SibIT、SibSoft、
SoftLab-NSK、Alecta、Novosoft、Unipro および DataEast ）が参加。IT 企業の総社員数は約 1,550 名 Microsoft 認
定パートナーとしての資格を得る。
Sun Microsystems Developer Connection 獲得。
Lotus および IBM のプレミアビジネスパートナーに認定される。
Bull および Sun Microsystems 主催による SIMagine2001 (国際 GSM&Java Card 開発者コンテスト) にて
上位 10 組にノミネートされた。
国際 GSM & Java Card 開発コンテストでファイナル 10 企業に選ばれた。
SIMagine2001 で、“名誉ある技術革新賞”を受賞した。
アメリカ合衆国エネルギー省による Nuclear Cities Initiative (NCI) と共に、 Zheleznogorsk 国際開発センタ
ーによる入札で落札。Novosoft-Zheleznogorsk 会社設立。
ロシアの最高教育に貢献したとして、 “スポンサーオブザイヤー” の称号を受ける。
日ロ IT 合同センター（注１）にロシア側開発企業として登録申請（ http://www.jrit.ne.jp/ )
アメリカ、ガートナーIT 市場調査機関の｢ロシアのオフショアサービスポテンシャルの分析｣という報告
書（3 月 19 日 2002 年）で、ノボソフトがロシアソフト開発会社の上位５位に入ると認定された。
ロシアの最高教育に貢献したとして、 “スポンサーオブザイヤー” の称号を受ける

注１）ゴルバチョフ財団のロシア科学アカデミーを母体とするＩＴ企業のコンソーシアムと日本の IT 企業（株）大洋システムテクノロジ
ー・ネットイットワークス（株）・ミリオン（株）・（株）ＩＴマーケティングソリューションズが設立 。技術者集団ロシア科学アカデミーと
連携し、日本とロシアにおけるＩＴでのリレーションシップを強化することが目的。

主要取引先
・ US Department of Energy
・ European Bank of Reconstruction and Development
・ IBM, USA
・ Samsung America, US
・ Hewlett Packard (Agilent Technology), USA
・ Thruport Technologies, USA
・ GlobalScape, Inc
・ @Global, USA
・ FKS, International, Inc, USA
・ 株式会社アットマークインターナショナル
オフィシャルパートナー
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プロジェクト実績
日本顧客とのプロジェクト実績
・ JBIC 日本国際協力銀行モスクワ事務所の Web サイト（ http://www.jbic.ru/ ）
・ 九州交響楽団ブロードバンドコンサート（ http://www.kyukyo.org/ )
・ 初心者ユーザのためのコミュニケーション・ソフトウエア
( http://www.atmark-international.com/homepage/htm/08.html )
・ 医療機関における注射管理（スキル：iPlanet Web Server, ColdFusion v4.5, Java2ME iMode CLDC）
・ 医療機関における効果的なプレゼンテーションツール（スキル：Java/Swing）
・ 携帯電話による糖尿病管理ツール（スキル：IPlanet web server v.4, ColdFusion, Oracle )
・ Web による社宅寮管理システム（スキル：Java, tomcat, MySQL, Excel 他)
その他海外顧客とのプロジェクト実績
・ Web による社宅寮管理システム（スキル：Java, tomcat, MySQL, Excel 他)
・ IBM へのコンサルティング・プロジェクト (IBM)
・ ネットワーク中心のコンピュータ戦略 (Hewlett Packard (Agilent Technologies))
・ Astra Classic オンラインショップ ( http://www.astragolf.com/) Samsung America, Inc.
・ ケーブル テスト アプリケーション (Hewlett Packard - Agilent Technologies)
・ 貨物追跡システム( http://www.freightdata.com ) Freightdata 2000 他

開発体制
設備
アカデムガラドクのインフラ---高速インターネット（光ファイバー100Mb/sec～1Gb/sec）。
ノボソフト、サーバー５５台。クライアント約４５０台。
高速データコムリンク（2Mb 以上）。２Mb セキュリティーラジオリンクバックアップチャネル
ICQ, Microsoft Net Meeting。ビデオ会議システム。
３つの国際インターネットプロバイダと契約し世界中のクライアントとの無停止通信を実現。

日本向け開発体制

・ 日本マーケット課（日本人技術者、ロシア人翻訳・通訳、コミュニケーションマネージャ）が日本企業との連絡、仕様書
翻訳、日本の技術調査を担当します。

・ コミュニケーションマネージャが、日ロのビジネス習慣の違い、文化の違いによる摩擦を解消すべく、日ロ双方の間に立
ってコミュニケーションを調整します。

・ 顧客との連絡は E-mail、電話、FAX を通じて、全て日本語で行います。必要に応じノボソフト社員が客先に行って打ち合
わせや仕様調整をします。

・ あいまい要件、仕様変更に対しても仕様分析、プロトタイピング、頻繁な連絡を通じて最適なソリューションをご提案し
ます。

・ ロシアや欧米に進出する日本企業、日本に進出する欧米企業に双方言語による Web サイト開発などを提供します。
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