
s 

1 

株式会社ノボソフト 
NOVOSOFT,Inc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ノボソフトはアカデムガラドクの IT 人材を活用し、世

界向けに、あらゆる専門分野におけるソフト開発サービ

スを提供しています。特に日本向け開発実績としては、 

 

• 業務システム 

• 無線・携帯用ソリューション 

• ウェブ・マーケティング・ツール 

• ウェブデザインおよび開発 

• マルチメディアストリーミング 

• 商用ソフトウェア開発 

 

などがあります。  

 1992 年に活動を開始したノボソフトは、ソフトウェア開発、および IT や管理技術における様々なサービスを

提供している国際企業グループです。ノボソフトは 2001 年以降、日本向け営業を開始し、すでにいくつかの日

本向けプロジェクトが実現しています。シベリアの中心都市ノボシビルスクにおいて、ノボソフトが位置する

アカデムガラドク（アカデミータウン）は多くの著名な技術者・研究者を輩出してきたロシアの科学技術セン

ターとして世界中に知られています（日本のつくば学園都市のモデル）。 

 

 

社  名： ノボソフト・国際企業グループ 
代  表： アントン・ザルーエフ（CEO） 
社 員 数：   2003 年 1 月現在 約 350 名 
本  社： ノボシビルスクのアカデムガラドクの 
      数学研究所内。 
事 業 所：  オースチン（テキサス州、米国）、オムスク   

      （ロシア）、ジェレズノゴールスク（ロシア） 
加盟団体： SibAcademSoft、InfoRus 
学術協力： 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

設  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。 

オペレーティング・システム 
    Linux, Windows NT/2000/9x/CE/ME/XP, Mac OS, OS/2, Palm OS, QNX, Solaris, UNIX, AIX 他 
データベース 
    Oracle, MS SQL, InterBase, DB2, MS Access, Informix, MySQL,  SyBase 他 
ツールとテクノロジー 
    Java, ASP, C/C++/C#, JSP, XML/XSL, .Net, VisualC++,  VisualBasic, Cold Fusion, Delphi, Flash,  
  HTML, Lotus Notes, Perl, PHP, Rational Rose, SHTML, SMS, Swing, Win32API 他 
 
パートナー 

社員学歴（人数） 
 博士・博士候補           3% 
 修士              40% 
 大学卒             30% 
 インターン                           27% 

ヒューマン・リソース（人数） 
 プロジェクト管理     8.5% 
 アナリスト        4.2% 
 アーキテクト       3.7% 
 プログラマ         42.0% 
 デザイナ            2.5%  
 テスター         3.7% 
 システム管理者      3.7% 
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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、日本語で行います（英語対応も可能です）。     

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。 

  

 
 
 

 
 
 

開発手法 
Rational Unified Process (ラショナル統一プロセス) 
( http://www.rational.co.jp/index.html ) 
・ 顧客指向のオブジェクト指向 
・ 反復的開発アプローチ 
・ プロトタイプによる事前評価 
UML（Unified Modelling Language) 
( http://www.rational.co.jp/uml/ ) 
・ ユースケースによるシステム分析 
・ コード生成の自動化 
・ 自社製品 FL/Zebra/NSUML Library 

開発管理・品質管理（社内システム） 
・ BSS (Novosoft ビジネスサポートシステム) 
  国内外の全てのビジネスプロセスを自動化 
  （Lotus Notes/Domino プラットフォーム） 
・ TMS (チーム・マネージメント・システム) 
  プロジェクトの進捗、品質、要員、コスト管理 
・ CM/RM (変更/要件管理システム) 
  仕様の要求と変更管理、スケジュール、役割、 
        関連資料等を一括管理 
・ Prometric Testing Center（公認試験センター） 

Cisco, Compaq, IBM, Intel, Microsoft, Novell,  
Oracle, Sun 等の公認試験を行う 

お問合せ先 Novosoft Inc. 
Prospekt Koptyuga, 4, Novosibirsk, 630090, RUSSIA 
TEL: +7(3832) 396358  
FAX: +7(3832) 342035 

E-mail  nihon@novosoft.ru 
Website http://www.novosoft-jp.com  (日本語) 

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 Server v 4.5,  
  Oracle 8i database） 
● 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 
● 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 
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