
I

Vol.3 2006/7



Vol.3 2006/7 1

大学におけるＮＰＯ活動のご紹介 

寄稿  聖学院大学  奥山正彦 

 

ＮＰＯについて何か書いて欲しいというご依頼を受けましたので、内容がＩＴコンピ

タンスジャーナルに相応しいかどうか非常に疑問なのですが、私の勤めている聖学院大

学のＮＰＯ活動の取り組みについて書かせていただきます。私は大学ＮＰＯの一メンバ

ーに過ぎず、大学ＮＰＯは大学の数名の先生、やはり数名のＮＰＯ事務局員、多くの学

生で活発に活動しています。大学ＮＰＯの責任者の先生から許可をいただいております

ので、いかにも私が活動しているような顔で紹介させていただきます。 

 

１．大学もＮＰＯ？ 

 ＮＰＯ（Non-Profit Organization）の一般的な定義は、｢利益追求のためでなく、社

会的な使命の実現を目指して活動する組織や団体｣ということでしょうか。しかし、民間

非営利組織ではありますが、ボランティア団体ではありません。無料あるいは安くサー

ビスを提供しますが、組織を続けるためには、継続させるための資源が必要であり、人

的資源確保のためにはＮＰＯ組織のために働いてくださる方々に報酬を払うことも必要

になります。 

 端的に言えば、損ばかりしていては続かないということです。しかし、得た利益につ

いては、出資者などに分配するのではなく、次の活動資金にしなければならないルール

がある、すなわち利益追求のためではないということです。 

 この定義によれば、大学もＮＰＯ組織です。多くある私立大学の中には利益追求のた

めの大学もあるかもしれませんが、多くの大学は、若者を大学の理念に従って育成し、

世のため人のために役立つ人材として社会に送り出すことを目的としています（無論、

研究活動も大事です。ご年配の先生方の中には研究の付録として教育があると考えてお

られる先生も少なくありません。何のために研究するのかという話になりますときりが

ありませんので省きます）。 

 新入生をきちんと確保し、利益を出し、有能な教授たちに給与を払い学生の教育に努

めていただく必要があります。あるいは教授たちには研究に励んでいただき、大学の評

判を上げることにより、新入生確保に繋げてもらいたいということです。 

 また、今の若者にアピールするのに必要な、あるいは日進月歩のＩＴに遅れないよう

な施設、設備も整備しなければなりません。 

 ここで書くことではないのですが、2007年は全入時代（大学入学希望者より、大学入

学定員のほうが多くなる）になり、多くの私立大学と同様に私たちの大学でも新入生確

保のために非常な努力をしています。 

 

２．大学で何故ＮＰＯ活動をするか？ 

（１）コミュニティ活動支援 
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聖学院大学の（｢の｣というのは、大学の中に事務所があるという意味です）ＮＰＯ法

人の名称はコミュニティ活動支援センターです。大学の教員、学生の資源を活用し、コ

ミュニティ活動の支援が出来たらというのが 初の目標でした。 

例えば、まちづくりです。まちづくりの担い手は、湯布院のまちづくりのリーダーで

もある中谷健太郎氏が言い出したらしいのですが、｢よそ者、若者、ばか者｣という話が

あります。地元住民は、しがらみがあったり、近所の目を気にしたりでまちづくりがや

りにくい。そこへ行くと、｢よそ者、若者、ばか者｣にはしがらみがなく、近所の目を気

にする必要もありません。地域おこし的なまちづくりの成功は｢よそ者、若者、ばか者｣

に引きずられ地元の一般住民も動き出すというパターンが多いそうです。 

大学には、これら三者が揃っています。学生や教職員は通学、通勤する｢よそ者｣です。

学生は頼りない面はありますが、意外な発想や行動をする｢若者｣です。人の意見を気に

せず、一つのことをやり続ける｢ばか者｣も学生や教職員の中にはいます。 

 

（２）地域貢献 

 大学は教育、研究を目的として設置された機関であるというのが一般的な認識です。

何のための教育か、研究か、と突き詰めてゆくと社会貢献という役割も出てきます。す

なわち、知識の獲得とは「研究」の、伝達は「教育」の、そして応用は「社会貢献」の

使命と同一視されるもので、大学の三つの使命としてこれらはともに等しい価値を持つ

営みなのであるという意見もあります。しかし、そんな難しいことを言わずとも大学に

は地域貢献が必要です。 

 大学の一部の学生は、地域の環境問題の原因を作っています。 近は少なくなってい

るとは言え、タバコの吸殻、飲み物やお菓子のパッケージをポイ捨てする学生がいます。

大学へ自動車での通学が禁止されているのに、周辺のファーストフード店や量販店の駐

車場に迷惑駐車をしている学生もいます。地域に迷惑をかけている学生がいて、そのた

め大学に対して好ましくない感情をもたれている方がいることは確かです。その感情を

いくらかでも改善していただくためには地域貢献が有効です。 

 また、2007 年には全入時代を迎えると前に書きましたが、2005 年においても 29.5％

の大学が定員割れの状態に陥っています。一旦、一つの学科、あるいは一つの学部でも

入学者が定員を下回れば、受験業界から定員割れというレッテルを張られてしまいます。

各大学では真剣に生き残りが模索され、入試の多様化といった即効性の効果が期待でき

る取り組みは大半の大学でなされています。効果はすぐには現れないが長期的に期待で

きる生き残り策の一つとして地域貢献があります。地域貢献そのものは、直接入学志望

理由となることは考えにくいですが、地域にとって必要な大学ということで、大学の存

続に対する有形、無形の支援が得られるだろうという考えです。 

 地域貢献のために何か大学が正式にやろうとすれば教授会の承認を得たり、その前に

いろいろな議論があり大変です。ＮＰＯ活動として行うことにより、軽いフットワーク

で、融通に富んだ活動が出来ます。 
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（３）生きたフィールドに出たがっている学生 

 近、大学の授業も工夫され、学生を飽きさせない面白い授業もありますが、どうして

も抽象的な話になりやすく、一方的な講義形式の授業が大半を占めていることも事実です。

事例を話しても、想像力の乏しい 近の学生に十分な理解を求めることが難しい時もあり、

また、講義形式の授業内容は残念ながら試験が終われば忘れられてしまいます。 

 自らやり、やり終えた達成感とともに記憶に残るゼミ形式の授業が重要である所以で

す。ゼミの分野では、教室で専門書を読むだけでなく、フィールドが必要です。ＮＰＯ

活動はいろいろなフィールドを生み出します。 

 学生の中には一方的な講義だけではなく、地域で何かやりたい、地域の方々と交わり

たいと考えている学生もおります。そのような学生に一歩踏み出す切っ掛けを与えるの

にＮＰＯ活動は適しております。 

 

（４）消極的な理由 

 時間的に融通が利く教員、学生 

 一般的な大学教員は、週3日ないし4日大学に行けばよく、90分授業を週6回程度行

い、そのほかに月に数回の会議に出ればよいことになっています。しかし、先生方の名

誉のために言いますと、実際には授業の準備、学生指導、その他の業務もあり、優雅な

大学人生活を送っている人は極少ないと思います。 

 見方を変えれば、授業や会議以外は自分でスケジュールを決めることができ、公序良

俗に反したことをしない限り、何をやっても許されるということです。時間の融通が利

き、会社員であれば拘束されている時間に、本業以外のこと（大抵は本業に関係してい

ることになることが多いのですが）もできるということです。 

 大学生に関しては、勉強ですからやるつもりになったら、際限はありません。本来週

１回90分の授業半期15回（実際には試験なども入りますから13～15回）で1単位です

が、この前提には予習90分、復習90分があると言うことです。 

 また、皆様の経験でも学費を自分で出さなければならないような場合はアルバイトで

大変でしょうが、親が授業料を出してくれているのであれば、時間的な余裕はあります

し、融通も利きます。 

 大学でＮＰＯ活動がし易い所以です。 

 

 無料？で使える施設 

 大学の資源として、学生、教員の知的資源としてのマンパワーを期待する向きもあり

ますが、必ずしも地域社会に役立つとは限りません。問題点や議論の整理を中立的に行

うことは多少期待できるかもしれませんが、過剰期待はしないほうが無難です。 

確実に期待できるのは教室、図書館、体育館、グランドといった物的資源です。これ

らの利用、活用が無料、あるいは非常に安い費用で期待できます。教員が関与していて、

地域のために貢献することであれば、本大学ではほぼ無料で施設が利用できます。 
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３．コミュニティ活動支援センターの活動 

 本大学はキリスト教大学ですのでボランティア活動は盛んですが、正式に認可された

ＮＰＯ組織としては｢コミュニティ活動支援センター｣のみです。学校法人聖学院の小学

校、中学校、高校、大学が既に行っている地域活動を活発化させるため、各学校の地域

活動を支援することを主な活動として2001年4月に創設されました。本部を法人本部の

ある都内の駒込（実際の住所は北区中里）に置き、大学は埼玉支部として活動していま

す。 

 当初は支援されることが多く、現在も支援しているのか不安な状況ですが、大学の学

生の活性化や大学と地域のコミュニケーションを大切に活動しています。 

 

 これまでの活動状況を表１に示します。残念ながら現在の活動は、会費収入とボラン

ティアに頼るところが大で、安定的にコミュニティ活動支援センターを継続させるだけ

の基盤は出来ていませんが、5 年続いていますので、これからも何とかなることと楽観

しています。 

表１ これまでの活動 

   内容 

分野 体験活動 イベントの企画･実施 野外調査 奉仕活動 学外での活動報告 

まちづくり 

 ふれあいフェスタin宮原 

さいたま市市民活動発表・

交流会 

 ふれあいフェスタin宮原 

地域通貨デナリ 

環境関連 
ホタル再生

里山清掃 

ホタル祭り 

鴨川調査 

逆川調査 
街路清掃 ホタル再生 

子供関連 
ドミノ倒し アッピーわんぱくクラブ 

小学生絵画展 

   

その他 
野菜作り 

蕎麦作り 

国際理解講座 

(ワールドカップ応援合戦)

   

 

 表を見てなんとなく推察できますように、大学への通学駅はJR大宮駅で乗り換えて一

つ目に当たる高崎線宮原駅あるいは川越線日進駅ですが、その一つの宮原駅西口の商工

会や大学からそれらの駅までにある日進町、宮原町の自治会の方々と関係する活動があ

ります。また、大学が存在する戸崎地区は多くが市街化調整区域の武蔵野の面影を残す

半農村地区で、その地区の方々との活動があります。当然、学生主体の大学内での活動

もあります。 

 

 全ての活動を説明する紙面もありませんので、説明し易い二つの活動について述べさ

せていただきます。 
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図１ 地域通貨「デナリ」 

（１） 地域通貨「デナリ」 

 地域通貨は、そもそもキャンパス内の助け合いの輪を広げるためのツールとして導入

されました。ちょっとしたことをしてもらったお礼に現金を渡したら生々しいし、受け

取りにくいでしょう。感謝の気持ちを表すのに地域通貨であれば、気軽に遣り取りが出

来るだろうと考えました。 

 地域通貨の名称は、地域名にちなんだり、

思いを込めたり、千葉市の｢ピーナッツ｣、滋

賀県の｢おうみ｣などユニークな名称のものが

多くあります。聖学院大学はキリスト教精神

に基づいた大学なので、聖書に出てくる古代

ローマの通貨単位の｢デナリ｣を選びました。

単純な紙幣方式を選んでいます。＜図１＞ 

 学生の間に広めるために、1 デナリを 100

円相当とみなし、1 デナリで大学と 寄りの

ＪＲの駅とを結ぶ学バスに乗れることにしま

した。限定的に円とリンクさせるようにしました。その後、学内の売店とも交渉し、売

店でも使用できるようにしました。 

 現金の代わりとしても使えるようにしましたので、1 デナリを配布するごとに 100 円

プールせざるを得ません。いわば、円本位制の地域通貨です。学バスで使われたデナリ

が総務課に行き、それがＮＰＯに戻り、その分の円を総務課に払う仕組みになっていま

す。従って、途中だろうが、 後だろうが、誰かが円の負担をせざるを得ないメカニズ

ムだけを考えると、面倒臭いことを始めてしまったということになりますが、地域通貨

を発行している大学は少なく、デナリはその先駆けの一つと自負しています。 

 大学の行事にボランティアとして参加してもらった学生にお礼としてデナリを渡す、

先生は学生にパソコンを教えてもらったお礼や、研究室内の本棚の配置換えといった力

仕事などのお礼としてデナリを渡しています。 

今後の課題は、学内だけではすぐに円の代わりとして使われてしまい、なかなか循環

しないので、地域に広げることです。地域のイベントなどで学生に手伝ってもらった場

合、アルバイト代の代わりにデナリを渡す、学生はそのデナリで宮原地区のラーメン屋

で大盛にしてもらったり、戸崎地区で野菜を分けてももらったりというような具合にな

れば理想です。地域と大学の関係がより深められるでしょう。 

 

（２） ホタル再生 

 大学の横を流れる鴨川には1960年代頃まではホタルが生息していたということです。

自宅でホタルの幼虫を飼育し、そのホタルを再生しようとしている上尾市役所職員の方

がおられ、｢大学でも幼虫の飼育をやりませんか｣といわれ、ＮＰＯとしては地域にとっ

ても、学生にとっても好ましいということで深く考えないで2003年６月に開始しました。 

 当然幼虫は貰い物で、上尾市西貝塚センターからヘイケボタルの幼虫５０匹をいただ
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図２ せせらぎ 

きました。プラスティックの容器に1日置いた水を入れ、幼虫の隠れ家になるように植

木鉢のかけらを適当に入れます。ヘイケボタルの餌は、巻貝のカワニナやタニシで、貝

をペンチでつぶして中身だけ与えます。ホタルですから暑さに強いように見えますがそ

うでなく、せせらぎなら別ですが容器の水では暖まってしまい、クーラーをかけた部屋

に置かなければなりません。 

ホタルの飼育を担当する学生をブリーダー募集ということで募集し、夏休み交代で餌

探し、餌やり、クーラーの調整などお願いしました。これらの作業はかなり大変で7月

中旬数匹が光ったときには、皆大感激しました。 

しかし、飼育していたのではホタル再生にはなっていないのでせせらぎを人工的に作

り、自然循環でホテルが飛ぶようにしようという意見が自然に出てきました。50万ぐら

いで出来るでしょうという話があり（後でとんでもない話であることが判明しましたが）、

それくらいなら、学内にそのようなせせらぎがあるのはキャンパスとしては良い環境で

あり、夏ホタルが飛ぶ光景は地域の方々の和みにもなると学長は決断し、2004年5月一

応完成しました。 

板橋区ホタル飼育施設の阿部宣男さんに支援を仰ぎました。阿部さんは自称、融通の

利く公務員ということで10 年以上ホタル一筋に取り組んでおり、2005 年 3 月に茨城大

学から理学博士を授与され、名実ともホタル博士になりました。 

せせらぎは研究室棟の裏庭の芝生を削り、幅 1～２ｍ、長さ１５ｍの長い池を作り、

水を濾過しながら循環させます。せせらぎの周りには、蛍殖土という特殊な土（この土

が値段的に高価です）で上陸地が作られました。いわば、高さ３０cm 程度の土手です。

ホタルの幼虫が自ら上陸し、この土手にもぐり、

繭から成虫になります。 初は防水がどこか不

完全でもれたり、循環のポンプがうまく水を循

環できなかったりで、試行錯誤でしたが、現在、

写真のようなビオトープが出来ております。 

＜図２＞ 

2004 年の夏は当然ホタルの幼虫を阿部さん

の関連施設からいただき、せせらぎに放し、水

の中にはホタルの幼虫の餌である貝のカワニナ

が撒かれました。夏には十数匹のホタルが光り

ました。 

昨年（2005 年）の夏には 2 日間の夕方のホ

タル祭りを開催し、近隣の子供たちをはじめ

400 名以上の方に来ていただきました。１日目

には70、80匹のホタルが舞いました。２日目に

は残念ですが20数匹でした。ホタルが何時成虫

になり、光るかはある程度予測はつきますが自

然のことですので、正確な日にちを知るのは困難です。ホタル祭りの開催日の決定には
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図３ 平修久先生の本 

本当に悩みます。無論、昨年のホタルは大学のせせらぎで再生したホタルでした。ホタ

ルはゲンジボタルとヘイケボタル（成虫になる時期はゲンジボタルのほうが一ヶ月程度

早い）が再生していますが、ホタル祭りは体の大きなゲンジボタルの時に行っています。 

今年度のホタル祭りに何匹のホタルが乱舞？してくれるかが楽しみです。 

 

４．終わりに 

 非常に雑駁な大学ＮＰＯ｢コミュニティ活動支援セン

ター｣の紹介になりましたが、お許しください。 

 この活動の記録は、活動の中心的な先生のお一人であ

る平修久教授が書かれた 101 ページからなる｢おもしろ

そうから始まるまちづくり｣の本（頒価600円）に、詳し

く、かつ非常に面白く書かれております。＜図３＞ 

 皆様ご存知のようにNPOは千差万別、玉石混合です。

NPO としての聖学院大学は画一でない、特色を持った玉

になるべく頑張っています。コミュニティ活動支援セン

ターも何処へ行くか分からない、発展途上のNPOです。

学生を活性化し、地域を活性化し、地域に大学在りと思

っていただくように今後も活動してゆくつもりです。ご

声援をお願い申し上げます。 

 

 

＜奥山正彦（おくやままさひこ）氏のプロフィール＞ 

   

・過去の経歴 1967～98年 ＮＥＣにて小型コンピュータのオペ 

レーティングシステム開発、その後、ＪＲ、新聞、電力、放送 

などのシステム開発プロジェクト管理。 

・現職 1998～現在 聖学院大学事務局事務局長 
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シリーズ：事業目標を達成するためのプロセスのWhatとHowとTarget 

③ プロセスのTargetはプロダクトライン 

寄稿  佐谷ソフトウェアプロセス研究所 佐谷鉄夫 

 

はじめに 

 プロセスには３つの次元（What、How、Target）がある。 

 WhatはCMMI（Capability Maturity Model Integration）,HowはPSP（Personal Software 

Process）と TSP（Team Software Process）、そして Target はソフトウェアプロダクト

ライン（以下 PL という）であると位置づける。第１回はプロセスの What である CMMI

に焦点を当てた。前回はプロセスのHowであるPSPとTSPについて述べた。 

 プロセスのもう１つの次元はそのTargetである。なんのためのプロセスか、というこ

とである。プロセスのTargetは事業目標でなければならない。事業目標を忘れた改善活

動になることが多い。たとえばCMMIではいついつまでにレベルいくつを達成することが

目標になったり、ISO9001 では認証の獲得あるいは定期審査での不適合項目の減少、な

どということが目標にされることがよくある。時間が経って、これらの活動がなんの事

業上の効果もなかったことに気が付き熱意がさめ元の木阿弥となる。 

 

再利用がソフトウェア生産性向上の決め手である 

事業目標は、例えば、生産性向上、品質向上、サイクルタイムの短縮、シェアの拡大、

顧客満足の向上、売上高／利益の拡大などである。 

事業目標達成のための施策はいろいろあるであろうが、その決め手は「再利用」にあ

る。ソフトウェアはとてつもない技術である。一瞬の中に全世界に大量にほとんどコス

トゼロで配布できる。物理的に劣化しない。この性質を十分に活用し「再利用」を効果

的に実現すること、これがソフトウェア生産性向上、そして事業目標達成施策の決め手

であると思う。 

再利用というとコーディングの再利用を考えるが、それだけではない。設計、見積も

りと計画、測定、テスト計画、プロセス、手法、ツール、アーキテクチャ、などなど、

いっぱいある。 

 

再利用の歴史は悲惨だった 

 再利用の重要性はもちろん広く認識されていていろいろの試みがなされた。 

再利用するためにはまず再利用される部品（一般には成果物）がなければならない。

大号令をかけて登録を促進し集める。 

利用する時には先ず使えそうな部品を探す。それらしきものを見つけたら、どこまで使

えるか調査する。求める機能、環境、インタフェースが違って変更が必要かもしれな

い。問い合わせに答えてくれるだろうか、バグ解析に協力してくれるだろうか、メン



Vol.3 2006/7 9

テナンスしてくれるだろうか。使う方は心配だし、使われる方は迷惑だ。結局自分で

解読して修正しなければならないのなら、いっそ新しく作った方が早い。こうしてま

た同じようなものがもう一つできる。 

 

Opportunistic Reuseからプロダクトラインへ 

 集めて捜して使え、というやり方をOpportunistic Reuseという。これがうまくいか

ないことはこれまでの多くの事例が証明している（にもかかわらず、活動として始め易

いので、いまだにこれを奨励している組織があるらしい）。 

 コードを再利用しようとすれば設計が問題になり、設計を再利用しようとすればアー

キテクチャが重要になる。アーキテクチャを問題にするとどの領域を対象にするかが問

題になる。こうしてプロダクトラインという考えに辿り着いた。 

そんなに古い話しではない。この10年くらいのことである。ヨーロッパの方が先かも

しれないが、先頭に立っているのは例によって SEI(ソフトウェア工学研究所)である。

本稿ではSEIの単行本“Software Product Lines”にもとづいて解説する。 

 

プロダクトラインの定義 

「ソフトウェアプロダクトラインは、 

ソフトウェア集約的システムの集合であって、 

共通で管理された機能集合を共有し、 

特定のマーケットセグメントあるいはミッションからの特定のニーズを満足し、 

あらかじめ処方された方法によって共通のコア資産の集合から開発される。」 

この定義は極めて重要で意味深長である。念のため原文を記しておく。 

“A Software Product Line is a set of software-intensive systems sharing a common, 

managed set of features that satisfy the specific needs of a particular market 

segment or mission and that are developed from a common set of core assets in a 

prescribed way.” 

この定義を聞くと、「そんな風にできたら再利用できるのが当たり前だ。そんな手間ひ

まかけて特定の領域を対象にすることはできない」と感じる人も多いであろう。再利用

は事業のTargetである。たまたま再利用できたら儲けもの、というのではない。再利用

が前提なのである。プロダクトラインは計画的再利用であり、戦略的再利用である。 

 

２種類の成果物 

 プロダクトラインでは２種類の成果物がある。共通のコア資産と個々の製品群である。

個々の製品は共通のコア資産を基にして作られる。コア資産はある製品の一般化として

作られるかあるいは製品が作られる前に共通製品として作られる。 

 プロダクトラインでは、各製品は共通資産から作られるので単一製品として作るより

は少ないコストでできることが期待される。しかし一方では共通資産への投資が必要で

ある。共通資産から作られる製品が多ければ多いほど共通資産への投資が正当化される。 



IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 10

いくつ製品があればいいのだろうか？いろいろの報告をみると、3 個で元がとれるとい

う。似た製品が3個あるなら単一製品として3個の製品を開発するより、共通資産を作

ってそれを基に個別の製品を作った方が経済的であるという。 

 

   

コスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロダクトラインのコスト 

  

この初期投資をすることができて、うまくコア資産を作ることができれば、プロダク

トラインが回りだす。いつでも目先の製品を作ることに追われている組織はプロダクト

ラインの世界に入れない。 

 プロダクトラインには直接売上にはならないコア資産の開発と、直接の顧客を持ち売

上に直結する個別製品の開発の間にいつも葛藤がある。コア資産としてどの顧客の要件

を優先するか、共通資産として回りくどく作るのに我慢できるか、などなどである。コ

ア資産と個別製品の葛藤、その運用をうまくやる管理機能が極めて重要になる。 

 

プロダクトラインのキーとなる考慮事項 

 プロダクトラインを始める、あるいは継続するにあたって単一製品開発とは違うプロ

ダクトライン特有の考慮事項がいくつかある。 

（１） 範囲決定：プロダクトラインはある特定のマーケットを対象とする。その範

囲を決定しなければならない。広ければ散漫になり、狭ければペイしない。

市場分析、ドメイン分析、技術調査に基づき、プロダクトラインとする正当

性を吟味して範囲を決定する。 

（２） 共通性と可変性：１つのプロダクトラインに含まれる製品群は共通のアーキ

テクチャを持つ一方、いろいろな可変性をもつ。その異なる点をアーキテク

チャ・設計・コードでどう表現するか、可変点をどの時点で解決するかを決

定しなければならない。例えば、オブジェクト指向のインヘリタンス、動的

リンクライブラリ、静的ライブラリ、条件コンパイル、などなどがある。共

通性と可変性はプロダクトラインのいたるところで話題にされる。 

（３） アーキテクチャ：アーキテクチャはプロダクトライン全体と個別製品の基本

製品の数 

単一製品として開発した場合のコスト 

１  ２  ３  ４  ５ 

プロダクトラインとして 

開発した場合のコスト 

ペイポイント 

（製品の数が3より少ないという報告が多い） 

初期投資 
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構造を定め、含まれる構成要素の機能とインタフェースを定める。アーキテ

クチャレベルで、重要な品質特性（例えば、性能、保守性、使用性、再利用

性など）の基本が決まる。 

（４） 組織構造と運用：組織構造としての基本問題は、誰がコア資産を開発するの

か、その資金をどこから出すのか、である。会社としての投資、あるいは製

品部門の出資が考えられる。2種類の開発活動自体をどのように運用するかも

重要である。顧客との関わり方も単一製品の場合と異なって来る。顧客要求

を共通機能に誘導する、顧客グループが共通仕様を決定するという例もある

という。 

（５） 構成管理：単一製品の場合と比べると、プロダクトラインの構成管理は格段

に複雑になる。単一製品の場合であれば、各構成要素の 新版さえ間違えな

ければ済んでいたかもしれない。しかしプロダクトラインの場合は、コア資

産が進化しそのいろいろの版が複数の製品で使われる。トレーサビリティの

維持、再構成を可能にすること、修正の影響範囲の把握などが必要となる。

折角再利用しても構成管理ができず個別製品化し別個にメンテナンスしなけ

ればならなくなるかもしれない。 

 

プラクティス領域  

 プロダクトライン活動（コア資産開発、製品開発、管理）を支えるため 29 のプラク

ティス領域がある。29というのはいかにも数が多いが、簡単に説明する。 

 プラクティス領域は、ソフトウェアエンジニアリング、技術管理、組織管理の３つに

大きく分けられる。 

 

 ソフトウェアエンジニアリングのプラクティス領域 

アーキテクチャ定義 プロダクトラインの全製品に適用され、その構成要素、

インタフェースを定める。 

アーキテクチャ評価 アーキテクチャから製品の品質を評価する 

コンポーネント開発 プロダクトラインの共通な、または製品に固有の構成要

素を開発する 

COTS利用 商用市販製品を入手しコア資産として活用する 

既存資産の発掘 既存資産から役立つコンポーネントを見つけコア資産と

する 

要件エンジニアリング プロダクトラインあるいはそれに含まれる製品の要件を

確立し維持する 

ソフトウェアシステム統合 構成要素を統合し、製品出荷する 

テスト コア資産･製品をテストする 

関連ドメインの理解 それぞれの専門分野を理解し、コア資産開発に資する 
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技術管理のプラクティス領域 

構成管理 コア資産と製品の構成を管理しトレーサビリティを

維持する 

データ収集／メトリクス／追跡 プロダクトラインの効果を測定する 

内作／購入／発掘／委託の分析 コンポーネントの入手方法を決定する 

プロセス定義 各プラクティス領域のプロセスを定義する 

範囲定義 プロダクトラインの範囲を定義する 

技術計画策定 プロジェクトとして、コア資産や製品の開発計画を

策定する 

技術リスク管理 プロジェクトのリスクを管理する 

ツール支援 望ましいツールを入手して利用可能にする 

 

組織管理のプラクティス領域 

事業ケース作成 プロダクトラインを始める正当性を検討する 

顧客対応管理 顧客をプロダクトライン採用に向けて組織化する 

調達戦略開発 コア資産あるいは製品を外注する 

資金供給 特にコア資産開発のため資金を供給する 

立ち上げと制度化 組織をプロダクトラインに向けて立ち上げ維持する 

市場分析 市場の動向を調査／分析する 

運用 プロダクトラインを組織の仕組みとして運用する 

組織計画策定 組織全体のプロダクトライン計画を策定する 

組織リスク管理 プロダクトラインの組織的なリスクを管理する 

組織編制 プロダクトラインのための 適な組織構造を作る 

技術予測 ドメインの技術動向を予測する 

トレーニング プロダクトラインに向けて人員を教育する 

プロダクトラインのプラクティス領域はＣＭＭＩのプロセス領域に似ている点がある。

いくつかのプラクティス領域はＣＭＭＩプロセス領域をプロダクトラインという環境に

適用したものだとみなすこともできる。プロダクトラインという環境を規定しているだ

けにＣＭＭＩよりHowに踏み込んでいる面もある。ただしプロダクトラインには標準と

か能力成熟度レベルといった考えはない。評価基準はひとえに事業目標の達成というこ

となのであろう。 

 

事例 

 プロダクトラインの事例はSPLC(Software Product line Conference)において参加者

の投票で選ばれる Product Line Hall of Fame(プロダクトラインの殿堂)などから知る

ことができる。すでに10数件が表彰されている。その中から有名なものをいくつか紹介

する。 
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（１） Celsius Tech 社：スウェーデンの会社で船舶運行管理システムを全世界に販売

する。ある時、類似しているが大きく異なる３つのシステムを同時に受注した。

これに対処するためやむを得ずプロダクトラインを採用した。３システムのみな

らずその後のシステムが極めて効率的に開発できるようになった。 

（２） Cummins 社：ディーゼルエンジンの 大手である。ばらばらに開発していた 10

数個の製品を管理者の強烈なリーダシップで 1 本のプロダクトラインにまとめ

た。サイクルタイムは年から月に激減した。費用対効果は１：10であるという。 

（３） Nokia社：ご存知、携帯電話の 大手である。世界中の多数の言語、多数の環境

／標準に対応。年間32種類の製品を出荷。プロダクトラインを採用することで

これらが可能になった。「Nokiaでは全てがプロダクトラインである」 

（４） Market Maker 社：ドイツの Web ソフトを数人で開発する小さな会社。株情報を

顧客の要望に合わせて多様な表現方法でわずか数日で提供する。プロダクトライ

ンを小さな開発組織でも効率よく採用できることを示す好例である。 

  

プロダクトラインの終わりに 

 すべての成功している工業製品はプロダクトラインである、といっても過言ではないであろ

う。トヨタが多数の車種を個別に開発しているわけではない。多数のニーズに応えて多数の

車種の共通性を把握し可変性を制御して開発し販売している。レストランのメニューもプロ

ダクトラインである。共通の材料や調理法により、またそれらの可変性を制御して多様な料理

を提供する。ソフトウェアも一品料理から脱却してプロダクトラインとして提供すべきである。 

 

終わりに 

 これで３回の「プロセスのWhat と How と Target」シリーズを終わる。プロダクトラ

インは事業目標である。しかし組織としてのプロセスがCMMIの少なくともレベル3を達

成していなければ、プロダクトラインを立ち上げ制度化するプロセスを定義し遵守する

ことはできないであろう。 

CMMIはプロセスの大きな枠組みを提供する。これを具体的な手順として展開するのは

現場の役割である。PSP と TSP は現場の一人ひとりの技術者に規律の重要性を教え、プ

ロセスをトレーニングする。 

 Bosch 社のWagner さんのSEPG2004 における基調講演では、ソフトウェア革新の3軸とし

て、プロセス（CMMIレベル1－＞レベル2－＞レベル３－＞レベル4－＞レベル5）、人間（PSP

－＞TSP－＞チーム間協調）、テクノロジー（機能―＞設計―＞アーキテクチャ―＞プロダクト

ライン）を挙げ、それぞれの軸での向上が必要であることを述べた。またBoeing社では、CMMI

レベル4の焦点を事業そのものであるプロダクトラインにおいているとのことである。 

 私の「プロセスのWhat と How と Target」はそれらをもじったものであることを 後

に白状します。お読み頂きありがとうございました。 

 

＜佐谷鉄夫氏のプロフィール＞ 創刊号p.21 本シリーズ末尾参照 
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シリーズ：インターネットの動向と課題（３） 

本法人会員 副理事長 伊藤 敦之 

 

 今回は前回に引き続き、インターネットのセキュリティ問題に関して述べます。 

 

３．インターネットのセキュリティ問題（その２） 

（１）VPN 

 企業では、本社と工場／支社など固定的な相手との通信が多くあります。このような

通信には、専用線（Private Network）やフレームリレー網などの固定的接続サービスを

用いて社内ネットワークを構築してきました。社内の人しかアクセス出来ませんので、

比較的安全なネットワークです。このような固定的接続サービスをインターネットを使

って安価に、専用線と同等なセキュリティレベルで提供するのがVPN（Virtual Private 

Network）です。VPNでは、二地点間のルーティングパスを固定化し、この二地点間の通

信はすべて暗号化することによりこのパスを遮蔽します。物理的な回線を特別に引くの

ではなく、インターネットの一部を使った論理的な回線ですから、安価に、専用線と同

等な接続サービスを利用出来ます。 

 

（２）セキュリティ対策の今昔 

 前号から、認証、暗号化と署名、ファイアウォール、VPN といった直接的セキュリテ

ィ対策について述べてきましたが、セキュリティ対策というのは、忍者や幕府隠密が活

躍した時代と基本的には同じことをやっているナ、と思っています。 

 江戸にいる殿様から密書が国家老に発せられます。まずは、本当に殿様が書いたこと

を証明しなければなりません。この時代は花押という人には真似がしにくい記号を書き

ました。後には印鑑になりました。インターネット上ではディジタル署名を行います。

要は他人には作れない署名文を添付します。花押が殿様のものであるという認証は、何

処かで本物を見て覚え込んだのでしょうが、印鑑では印鑑証明書という手段を使いまし

た。ディジタル署名では、書名を確認する公開鍵に対する証明書を用います。署名がも

っと普及すれば、ガセメールで踊ることも少なくなるでしょう。 

 出来た密書は、国元まで安全に運ばねばなりません。途中で盗まれたら大変です。そ

こで密書は腹巻に隠し、運ぶ武士も変装して道中人目につかないように遮蔽します。イ

ンターネットではVPN（Virtual Private Network）です。運ぶ途中、隠れ家に泊ること

もあります。隠れ家に入るためには合言葉が必要でした。インターネットではパスワー

ドです。用心のためにパスワードを日によって変えることも行われていました。今で言

う、ワンタイムパスワードです。 

 お城は外敵の侵入に対して、お堀や逆茂木で囲まれました。箱根には関所が設けられ、

入鉄砲と出女は厳しくチェックされ、通過するには手形が必要でした。インターネット

ではファイアウォールです。手形の代わりに指紋などの生体認証が実用化されています。 
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 このようにご先祖様たちは、当然のようにセキュリティ対策を行い、そのための投資

も管理もきちんとやっておりました。インターネットで行われているセキュリティ対策

も基本的には同じことです。インターネットはオープンでグローバルなネットワークで

す。我々も必要なセキュリティ対策は当然のように行わねばなりません。 

 

（３）フィルタリング 

 もう一つの脅威として、猥褻画像などの不健全なサイト、爆弾の作り方など犯罪を助

長するようなサイト、自殺志願者サイトなど、青少年に見せたくないサイトが多く存在

することが挙げられます。インターネットはグローバルですから、一国の規制だけでは

十分ではありませんし、何が不健全であるかの判断も国情や宗教によってちがいます。

また表現の自由という基本的権利もあり法律などで規制することになじまない面もあり

ます。そこで、利用者側の自己責任で、見ることが出来ないサイトを設定するための仕

掛けがフィルタリングです。フィルタリングでは、各サイトを、性、暴力、差別用語な

どの要素ごとに5段階にレイティングし、フィルタリングソフトによりブラウザである

レイト以上のサイトにはアクセス出来なくする設定が可能です。レイティング情報とフ

ィルタリングソフトを提供するサイトもありますが、公平で、網羅的なレイティングを

することが課題となっています。 

 

（４）社会的インフラとして 

 電子的書類は法的にも有効になってきておりますが、紙に比べて消去や改ざんが容易

であるという側面があります。電子商取引（EC：Electronic Commerce）がより普及す

るためには、電子公証システムが必要だといわれています。電子公証は、ネットワーク

で行われた契約や、電子的な遺言などを、タイムスタンプを付けて公証所がディジタル

署名して公的に証拠保全を図るシステムです。公証所の秘密鍵で署名しますから、後で

内容を改ざんしたり日付を変更したりすることは出来なくなります。 

 また、暗号化した情報に関し、秘密鍵の紛失、受取人の死亡、犯罪捜査などの理由で、

正当な鍵以外で緊急避難的に暗号文を読まねばならない事態が考えられます。そのため

に、キーリカバリーという対策が考えられています。一つの解決策として、信頼出来る

キーリカバリーセンターを作り、そのセンターの公開鍵で、暗号化に使ったセッション

鍵（前号２（３）参照）を暗号化して文書上に残しておき、いざという時には、リカバ

リーセンターに持ち込んで、センターが厳密に管理している秘密鍵で、セッション鍵を

復元し、暗号文を解読する仕組みです。文書上に残っている暗号化されたセッション鍵

は、センターの秘密鍵でしか元に戻せないことで成り立ちます。 

 健全な社会を守るための対策は、もっともっと色々必要になってくるものと思われます。

インターネットのオープン性と社会的制約との調和という難しい課題が残っています。 

 

（５）間接的セキュリティ対策 

 ファイアウオールや暗号化／ディジタル署名、アクセス制御、ウイルス対策ソフトなどの直接
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的対策だけでセキュリティを１００％守ることは不可能です。法制度の整備による抑止力、シス

テム監査による不正やモラル低下の防止などの間接的なセキュリティ対策も重要です。 

 

・セキュリティ評価：セキュリティレベル、弱点、コストバランスなどを評価 

          し、システムとその運用の改善を図る。 

          セキュリティホールをチェックするソフトウェアなどもある。 

・セキュリティ教育：一般ユーザ、システム管理者を教育し、意識向上と協力 

          体制の構築を図る。 

・セキュリティ監査：定期的にシステムやその運用が適切に行われているかを 

          監査する。 

・セキュリティ監視：ネットワークやコンピュータを監視し、脅威を発見した 

          ら、その手段や経路を解析する。 

・回復対策：セキュリティの被害にあったときシステムを回復するためのバックアッ 

プやログの採集、場合により損害保険を設定する 

 

などの対策とそれらを推進するための組織が必要になります。 

 

セキュリティ対策組織は、システム管理部門とユーザ部門の代表による委員会組織が

一般的です。監査法人や、教育業者などの外部の専門家の活用も必要になる場合があり

ます。当研究所もお役に立てる場面があると思います。 

 

（６）セキュリティポリシー 

 ソ連邦が健在なりしころ、党書記長の無能ぶりを告発したジャーナリストが機密漏洩

罪で逮捕された、というジョークがありましたが、セキュリティ対策は何を誰からどの

程度のコストをかけて隠すか、という方針を決めるところから始まります。「隠すほどの

情報は無い」ということも隠した方がよいかも知れません。多少大袈裟ですが、このよ

うな方針をセキュリティポリシーと言っています。しっかりしたポリシーが無いと、部

門ごとにバラバラの対策をしますから、一番弱いところから侵害を受けてしまいます。

ハッカー達はセキュリティ対策の落とし穴を見つけて、そこを踏み台にして全社どこへ

でも入ってきます。水は一番低いところから溢れますから、一箇所でも低い堤防がある

と他をいくら高くしても意味がありません。 

 

 セキュリティポリシーとは、保護の対象と脅威を明確にし、システムの利用形態を描

き、運用体制と管理責任者を定め、費用対効果のバランスを考えながら、セキュリティ

対策の基本方針を決めることです。セキュリティを強化しますと、接続時のアクション

が増えたり、レスポンスタイムが多少遅くなったりして、使い勝手が悪くなることがあ

ります。安全性と費用、使い勝手とのバランスが、セキュリティポリシーを決めるとき 

の大きなテーマになります。 
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ウィルス名 検出数 届出件数 

Ｗ32/Netsky 30,918,224 12,782 

Ｗ32/Sober 12,955,209 1,240 

Ｗ32/Mytob 5,152,918 5,123 

Ｗ32/Bagle 658,663 4,060 

Ｗ32/Lovgate 456,343 2,867 

Ｗ32/Mydoom 390,344 4,149 

Ｗ32/Zafi 358,266 2,000 

Ｗ32/Bagz 122,283 1,865 

Ｗ32/Klez 93,898 2,697 

Ｗ32/Bugbear 10,325 1,438 

その他 203,985 15,953 

合計 51,320,458 54,174 

 以上、3 回にわたって、インターネットの動向と課題に関して解説してきました。イ

ンターネットは社会のインフラになってきましたが、まだまだ未熟な面が多々あります。

インターネットを正確に理解し、上手に利用していただく参考になれば幸いです。        

                                  ～完～ 

＜伊藤敦之氏のプロフィール＞ 創刊号p.34「役員紹介」の項参照 

 

 

 

＜ニュースクリップ＞ コンピュータウィルス 

 

○＜2005 年のコンピュータウィルス届出状況＞ 独立行政法人「情報処理推進機構（ＩＰ

Ａ）」2006.1.10プレスリリース  ウィルス届出機関に指定されているＩＰＡの報告に

よれば2005年のウィルス届出件数は54,174件で前年の52,151件を超える史上 多とな

った。 

これに対し、実際にパソコンに感染

した（実害があった）ケースの割り合

いは毎年減少する傾向にあり、2003年

7.0%、2004 年 1.2%、2005 年はわずか

0.4%にとどまった。これはメールサー

バへのウィルス対策ソフトの導入など、

セキュリティ対策への意識が向上して

いるためとされる。 

届出されたウィルスは 171 種類

（2004年は142種類）で、そのうち2005

年に初めて出現したウィルスは 51 種

類（2004 年は 53 種類）であった。ウ

ィルス名を検出数の多い順に並べると

右表のようになる。 

 

○＜ボット・ウィルス＞朝日新聞2006.2.1朝刊  ロボット（Robot）が語源。ボット

のウィルスに感染したパソコンは外部から自由に遠隔操作できる。ボットのネットワー

ク全体は「一人の指揮官が何千人もの兵士を率いる軍隊」のようなもの。指令を受けて

特定のウェブサイトに大量にアクセスしてサイトの運営を妨害したり、迷惑メールを大

量に発信したり、個人情報を盗み出したりする。不審メールの添付ファイルをクリック

するなどにより感染。ボットの種類は 2003 年～2005 年にかけて急増し、現在、亜種を

含めて１万種類以上ある（トレンドマイクロ社調査）。 

件数は亜種を含む 2006 年 1 月 10 日 ＩＰＡ報告より 
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＜トピックス＞ＩＳＭＳの国際標準化 

本法人会員 石川明彦 

 

 本ジャーナル Vol.2 にて、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）が 2005

年 10 月には国際標準 ISO になると書いたが、実際 2005 年 10 月 15 日に国際規格

ISO/IEC27001:2005 として発行された。これのJIS規格化は2006 年 5月20日と予定さ

れているので、本紙がお手元に届く頃にはJIS Q 27001として発行されているはずであ

る。今後はISMSの認証はこのJIS Q 27001規格に従って審査されることになる。 

 

 従来のISMS認証基準Ver2.0と基本的に大きな違いはないが、より効果的に、より現

実的に見直され、全体としてわかりやすくなった。章立てでは、従来マネジメントレビ

ューに含まれていた内部監査を一つの章として独立させた。また、付属書Aとして、従

来の127項目の詳細管理策を133項目に増やし、A.5からA.15までの11に分類した。 

 

 内容面での大きな変更はいくつかあるが、代表的なものは以下の通りである。 

１）ISMS 確立における適用宣言書の作成は、残留リスク及び ISMS 導入・運用について

経営陣の承認を得た後に行うことになり、より実際的になった。 

２）ISMSの運用において、管理策の有効性をどのように測定するかを定義し、有効性の

見直しを行うことを要求している。 

３）文書化に関しては、選択した管理策がリスクアセスメントの結果、さらには ISMS

基本方針まで遡って関係づけられているように文書化されることが要求されている。 

４）管理策の内容が、分散処理、モバイル、ワイヤレスなど現実的な情報処理環境を考

慮したものとなっている。 

５）管理策のなかで、人的資源のセキュリティに関して、雇用前、雇用中及び退職時と

分けて役割・責任が述べられており、わかりやすく現実的になった。 

６）情報セキュリティ事件・事故については、事件・事故ではないがそれに発展する可

能性のあるセキュリティ事象と、実際に被害を発生するセキュリティインシデントとに

分けて記述している。 

 

 以上、ごく簡単に従来との違いを述べたが、詳細についてはJIS規格を参照されたい。 

 

＜石川明彦氏のプロフィール＞ 創刊号p.36「編集委員紹介」の項参照 
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「Ｗｅｂサービス」（１） 

本会会員  理事 澤井 斌 

 

はじめに 

インターネットの発達で私達の生活は非常に便利なものとなった。今日、企業を含む

社会のほとんどの活動主体がＷｅｂサーバをインターネット上に開設して情報提供を行

なっている。私達はパソコン上でブラウザソフトを開き、遠隔のＷｅｂサーバにアクセ

スしてＷｅｂページ情報をダウンロードして読む。ブラウザソフトのお陰で、従来形の

新聞や雑誌あるいは商品カタログを見るように、様々な電子情報に接することができる

ようになった。 

 

「Ｗｅｂサービス」とは、一般には企業などがＷｅｂサーバを通じて提供するインタ

ーネットのサービスである、と言えよう。しかし、ＩＴ分野のＷｅｂ関係者の間で「Ｗ

ｅｂサービス」という時、この言葉は特別の意味を持つ。「Ｗｅｂサービス」とは「ＸＭ

Ｌ（eXtensible Markup Language）とＷｅｂ技術を組み合わせてシステム連携を実現す

るサービス機能（の集まり）」のことであり、抽象的なサービス（便益）でもなく、また

経済用語としてのサービス（役務）の概念でもない。Ｗｅｂブラウザが人間とコンピュ

ータとのインターフェ－ス手段であるとするならば、「Ｗｅｂサービス」はコンピュー

タ・コンピュータ間のシステム連携を効率化する手段であると捉えることができる。 

 

今回を含め２～３回のシリーズの中で、この特別な意味を持つ「Ｗｅｂサービス」と

は具体的にどのようなものか、どのようなニーズのもとで生まれ、発展してきたのか、

関連する技術、類似技術との関係、新しいビジネスモデルの形成にどこまで役立つのか、

などについて論じてみようと思う。 

 

 

１．「Ｗｅｂサービス」とは何か 

Ｗｅｂ技術のコンソーシアムＷ３Ｃ（World Wide Web Consortium）では「Ｗｅｂサー

ビス」について次のように述べている。 

Web services provide a standard means of interoperating between different 

software applications, running on a variety of platforms and/or frameworks. Web 
services are characterized by their great interoperability and extensibility, as 

well as their machine-processable descriptions thanks to the use of XML. 

 

要約すると、「Ｗｅｂサービス」とは「様々なシステム基盤上で実行される異なるソフ

技術解説 
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トウェアアプリケーション間に標準的な連携手段を提供する‘もの’であり、その特徴

とするところはアプリケーション間の大きな相互運用性や拡張性と、ＸＭＬによるマシ

ン処理可能な記述にある」とされる。英語では“Web services”と複数形で表現されて

おり、見た瞬間に「サービス」が抽象名詞ではないことが分かる。上では‘もの’と訳

したが、より分かり易くするならば、‘もの’＝ service ＝「サービス機能」、‘（複数の）

もの’＝ services ＝「サービス機能群」というのが妥当であろう。「サービス機能／機

能群」というのが分かりにくければ「サービス技術／技術群」と言っても良いであろう。 

 

 

２．「Ｗｅｂサービス」を導く技術の流れ 

 「Ｗｅｂサービス」を理解するためには、Ｗｅｂ（World Wide Web）を始めとする幾

つかのキーワードと関連技術の歴史的な背景を理解する必要がある。 

 

２－１．ＷｅｂとＣＯＲＢＡとＷｅｂ－ＥＤＩ 

Ｗｅｂページを記述する言語は「ＨＴＭＬ（Hyper-Text Markup Language）」である。

「Ｗｅｂブラウザ」はＨＴＭＬ文書を解読して、人間にやさしい分かり易い形で電子情

報をパソコン画面上に表示する。通常のテキスト文書を越えた「ハイパーテキスト」の

考え方はＷｅｂが登場する以前から米国のアップルコンピュータなどが使い始めていた

が、アプリケーションの実現には専用のプログラミングをする必要があった。ハイパー

テキストをＨＴＭＬというマークアップ言語の形でインターネットアプリケーションに

取り込んだのはTim Berners Lee（プロジェクトによる実証<1990年>）であり、ハイパ

ーテキストの交信プロトコルである「ＨＴＴＰ（Hyper-Text Transfer Protocol）」の開

発と合わせて、その功績は歴史に深く刻み込まれるものとなった。 

 

ＨＴＴＰを介したＷｅｂサーバと個人のパソコン間の連携はいわゆる「クライアン

ト・サーバ」の環境を構成している。しかし、ＷｅｂサーバとＷｅｂサーバ同士が直接

対話する考え方はＷｅｂには存在していない。Ｗｅｂのシステム（インターネットとそ

の上に設置されたＷｅｂサーバ群全体）は、パソコン上に表示されるＷｅｂページの「リ

ンク」部分を人間がクリックすることにより、アクセス先のサーバやファイルを変更す

るという簡単な仕組みで機能している。Ｗｅｂサーバ同士のこうした対話・連携の欠如、

すなわち独立性が、逆にプラスとなってＷｅｂシステム全体の安定性を生み、システム

発展の原動力となっている。 

 

コンピュータシステム間の連携は、同じ基本ＯＳ（Operating System）を持ったシス

テム間では早い時期から様々な取り組みがなされてきた。オープンなＯＳであるＵＮＩ

Ｘでは、初期のバージョンから、遠隔のアプリケーションプロセスにアクセスする「Ｒ

ＰＣ（Remote Procedure Call）」機能が組み込まれていた。ＲＰＣは比較的簡単な仕組

みであるが、密結合にすればするほど、システム間の同期をとることが重要になる。 
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コンピュータシステムの連携は結合が密（tightly-coupled）になるほどシステム全体

が複雑化し、導入コストや維持コストがうなぎ昇りに増大する。このため、始めからシ

ステム連携を諦めるか、疎結合（loosely-coupled）を求めて試行錯誤を繰り返すなど、

密結合のシステム設計を根本から洗い直す必要に迫られるのが常であった。基本ＯＳが

異なるコンピュータシステムの間では事態はさらに深刻であった。 

 

システムに依存しないオープンな環境でシステム連携を取ろうとする努力は「オブジ

ェクト志向」に基づく「分散コンピューティング環境」の整備の中で展開されて来た。

「オブジェクト（物、対象、＜文法の＞目的語）」とは「親子関係や兄弟関係、データ形

式、ローカルな利用かパブリック利用か、などの属性が定義されたデータないしデータ

群」であり、関数呼び出しの機能がなく、データを関連付ける条件処理や計算手順など

はオブジェクトの内部に隠蔽されていて外部からは見えない。 

 

オブジェクト志向の分散コンピューティング環境ではＲＰＣに代わって相手コンピュ

ータにオブジェクトを要求する共通のブローカー（仲介役）を使う。規約はＯＭＧ（Object 

Management Group）により「ＣＯＲＢＡ（Common Object Request Broker Architecture）」

バーション１.０(1991.10)として整備された。５年後、同バーション２.０（1996.8）、

さらに６年後、同バーション３.０（2002.7）とアップグレードされる。ＣＯＲＢＡを利

用したシステム間の結合は単なる連携（Collaboration;疎結合）を越え、統合

（Integration;密結合）の領域に達している。 

 

ＣＯＲＢＡを使いこなすには高度な知識とそれなりの経験が必要である。そこで、ユ

ーザの多くは理想的なシステム統合を追求するのではなく、コンピュータ間でデータ交

換する「ＥＤＩ（Electronic Data Interchange）」がインターネット上で実現できれば

より効果的だと考えた。ＥＤＩそのものは金融業界を中心に、インターネットの商用化

以前から専用線サービス上で実施されてきた。ＥＤＩ標準としては我が国の全銀手順や

国際標準であるEDIFACT<1988年>などがある。こうした標準の利用には大きな投資が必

要であり、資金力に乏しい中小企業にとって、導入は高嶺の花であった。多くの企業は

受発注の伝票を郵送からＦＡＸに切り替えるなどして効率化をはかって来た。 

 

Ｗｅｂが登場すると、多くの企業にとってこれは真にＥＤＩの救世主ということにな

った。伝票などのやり取りをＷｅｂを介して行なう動きが強まり、インターネットの商

用化（米国<1991>、日本<1992年>）とともに、いわゆる「Ｗｅｂ－ＥＤＩ」が一般化し

た。しかし、Ｗｅｂ－ＥＤＩでは、交換した伝票データを人間の手で基幹系システムに

移し換える必要があり、システム連携による自動的な解読処理にまでは至っていない。

なお、日本におけるＷｅｂ－ＥＤＩの普及で中心的な役割を果たしたのは日本ＥＤＩ推

進協議会（ＪＥＤＩＣ）である。 
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２－２．ＸＭＬのインパクト：ロゼッタネットとｅｂＸＭＬ 

Ｗｅｂ－ＥＤＩを進化させるためには新しい言語が必要であった。Ｗｅｂページを記

述するＨＴＭＬが人間とコンピュータ間のインターフェースを取る言語であるとすれば、

「ＸＭＬ（eXtensible Markup Language）」はコンピュータとコンピュータとが情報交換

できるようにするための言語である。 

 

ＸＭＬは不案内だ言われる方のために簡単に説明を加える。ＸＭＬの基になったのは

１９８０年から１９８６年にかけて標準化された国際的な文書管理言語（ＩＳＯ標準）

の「ＳＧＭＬ(Standard Generalized Markup Language)」である。ＳＧＭＬも Markup

言語であるが、仕様が膨大で煩雑なため普及は緩慢なものであった。ＸＭＬは、Ｗ３Ｃ

の場で、このＳＧＭＬを簡略化した上で、さらに、ネットワークリソースの参照が容易

に出来る機能を付加して策定された。より直接的に言えば、ＸＭＬはＨＴＭＬから「画

面表示」の機能を分離独立させるとともに、コンピュータが理解できるよう「文章の構

造（要素の配置や要素の属性定義を含む木<tree>構造）」や「言葉の意味（セマンティッ

クス）」を定義して使う部分が付加され、拡張性に富んだ（extensible）言語となってい

る。画面への表示方法を記述した「スタイルシート」はＸＭＬとは別に仕様化されてい

る。「ＸＭＬ文書」と「スタイルシート」とを組み合わせると、様々なＨＴＭＬ文書を生

み出すことができる。例えば、週日版のＷｅｂページを集めて週末版のＷｅｂ新聞を編

集する、あるいはＬＡＮ接続のインターネット用Ｗｅｂページと携帯電話接続用のＷｅ

ｂページを編集するなど、がその例である。 

 

「ＸＭＬバージョン１.０」が登場したのは１９９８年のことである。ＸＭＬを使えば

これまで難しかった異なるシステム間のアプリケーション連携が実現できるとの期待が

一挙に高まった。ＸＭＬがコンピュター間で「文書の構造や意味」を理解し合える共通

言語だからである。先便をつけたのは米国のシリコーンバレーに設立されたロゼッタネ

ット（RosettaNet；設立1998年）である。米国とアジアのパソコンメーカ、電子部品業

界が中心になり、いわゆる「ＳＣＭ（Supply Chain Management）」のシステム環境を整

備しようというものである。基本的な考え方は、人間の介在をできるかぎり排除するた

め、ＸＭＬを共通言語とし、「業界共通の辞書」とＸＭＬ文書の「通信プロトコル」およ

び関連ツールを整備し、どんなコンピュータシステムとも繋がるオープンで効果的なＥ

ＤＩを実現することであった。 

 

翌１９９９年１１月、ＸＭＬを用いたＥＤＩ（ＸＭＬ／ＥＤＩ）の標準を確立し、こ

れを広く電子商取引に利用しようという目的で、国連のＥＤＩ関連下部組織であるＵＮ

／ＣＥＦＡＣＴと国際的なコンソーシアムであるＯＡＳＩＳ（Organization for the 

Advancement of Structured Information Standards；1993年設立時の名称はSGML Open）

が共同で「ｅｂＸＭＬ（electronic business using XML）団体」を設立する。ｅｂＸＭ
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 プロトコル 

／言語 

ビジネスロジック層 Java,C#等 

メッセージ層 ＳＯＡＰ 

 http,https 

smtp,ftp 

トランスポート層 TCP/UDP 

インターネット層 IP, ICMP 

  表１. ＳＯＡＰの位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１. ＳＯＡＰメッセージの構造 

ＳＯＡＰエンベロープ 

Ｌには各国の標準化機関や民間企業、団体が多数参加し、“Creating a Single Global 

Electronic Market”をスローガンに活発な活動を展開するところとなった。ｅｂＸＭＬ

の標準は「ｅｂＸＭＬ１.０」となって２００１年５月に発表され、活動は終了する。そ

の後暫く、ＵＮ／ＣＥＦＡＣＴとＯＡＳＩＳで個別にフォローすることになるが、２０

０２年５月には「ｅｂＸＭＬ２．０」がリリースされ、２００３年１０月以降はＯＡＳ

ＩＳが全ての活動を引き取り今日に至っている。ｅｂＸＭＬは団体名であると同時に技

術規格の名称となっている点、注意が必要である。 

 

「ｅｂＸＭＬ」はＷ３Ｃを中心にした「Ｗｅｂサービス」と共通点が多い。ここでは

共通の要素が２つあることを指摘しておこう。一つは言うまでもなく、「ＸＭＬ」を記述

の共通言語とすることであるが、他の一つは「ＳＯＡＰ」をメッセージ通信のプロトコ

ルベースとすることである。以下、ＳＯＡＰについて少し説明する。 

 

２－３．ＳＯＡＰ 

ＳＯＡＰ（Simple Object Access Protocol）

はもともとマイクロソフトの社内プロジェクト

としてスタートした。一旦、ＳＯＡＰ＜Spec1998

＞としてまとめられたが、戦略的な理由から暫

く外部に発表されなかった。世に出たのはＳＯ

ＡＰ１.１（＝Version 1.1）で翌１９９９年秋

のことである。戦略的というのはＳＯＡＰと並

ぶマイクロソフトの社内プロジェトに「ＤＣＯ

Ｍ（Distributed Component Object Model）」＜

1996年末Windows NT4と一緒に配布される＞が

あり、こちらを外部に売りたかったためと言わ

れる（”A Brief History of SOAP” by Don Box, 
April 04, 2001 参照）。ＤＣＯＭはマイクロソ

フトのＣＯＲＢＡ相当品（システムの密結合用）

であるのに対し、ＳＯＡＰは疎結合用のメッセ

ージングプロトコルであった。ＳＯＡＰはその

後、ＷｅｂコンソーシアムであるＷ３Ｃに提出

され＜2000.4.18＞、Ｗ３Ｃから“W3C Note”＜

2000.5.8＞の形で公開された。“Note”というの

は審議したのではなく単に受理しただけ、というものである。ところが、この公開によ

り、ＳＯＡＰはその簡単さの故に、Ｗ３Ｃの「Ｗｅｂサービス」と競争関係にあった前

述の「ｅｂＸＭＬ」のメッセージングサービス「ＭＳ」の土台として使われることにな

った。しかも、それまでどちらかというと独自路線を進んでいたロゼッタネットが、こ

のＳＯＡＰ１.１をベースとするｅｂＸＭＬのメッセージングサービス仕様をサポート

ＳＯＡＰヘッダー 

ＳＯＡＰボディー 

・アプリケーション 

・データ

ソフトウェア階層 

アプリケーション層 
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すると発表した（2001.4）。このような経緯からＳＯＡＰが「ｅｂＸＭＬ」とＷ３Ｃの「Ｗ

ｅｂサービス」の共通の土台として定着することになった。 

 

 ＳＯＡＰのソフトウェア階層上の位置付けとメッセージ構造を表１および図１に示す。

ＳＯＡＰメッセージはインターネットのＴＣＰ／ＩＰ上のアプリケーションであるＷｅ

ｂの転送プロトコル（http）や電子メールの送信プロトコル（smtp）によって転送され

るオブジェクト志向のＲＰＣ（Remote Procedure Call）であり、ＯＳに依存しない特徴

を持つ。 

 

２－４．「Ｗｅｂサービス」と「ＷＳ－Ｉ」と「Liberty Alliance Project」 

ＳＯＡＰ１.１の公開とｅｂＸＭＬ１.０のリリースにより、Ｗ３Ｃの場でも「Ｗｅｂ

サービス」関連の技術を結集しようとの動きが強まる。Ｗ３Ｃ内には「Ｗｅｂサービス」

のプロトコル作業部会が作られる。２００１年秋、「Ｗｅｂサービス」の相互運用性を追

及するためマイクロソフトとＩＢＭから保有技術を公開することが提案される。その結

果、翌年の春、アクセンチュア、BEA Systems、富士通、ＨＰ、ＩＢＭ、インテル、マイ

クロソフト、オラクル、ＳＡＰの９社がメンバーとなって「ＷＳ－Ｉ団体（Web Services 

Interoperability Organization）」が結成される。ＷＳ－Ｉにはその後ＳＵＮと

Webmethod社が加わり、現在は合計１１社が理事会メンバーを構成している。 

 

ＳＵＮは当初「Ｗｅｂサービス」のリーダシップを廻りマイクロソフトと競争関係に

あり、ＷＳ－Ｉの設立以前から、業界メンバーとともにjava環境での相互運用性確保の

ため、Liberty Alliance Project＜設立 2001 年＞を結成していた。Liberty Alliance

は現在、ユーザ認証やシングルサインオンの分野を重点に活動している。 

 

 ｅｂＸＭＬ団体の「ｅｂＸＭＬ」とＷ３Ｃの「Ｗｅｂサービス」は共に電子商取引の

インフラ技術であり、ＸＭＬとＳＯＡＰをベースにしている点を含めて、両者は姉妹関

係にある。将来は収斂して一つに纏まる可能性もあるが、両者の現時点での相違点は概

ね次のようなものである。 

 

 「ｅｂＸＭＬ」は、どちらかと言うとＸＭＬ／ＥＤＩを出発点にしてＢ２Ｂ

（Business-to-Business）の電子商取引を安全かつ効率良く実現することを目標とし、

ビジネスモデルの記述やデータ交換、用語統一などの観点を重視している。これに対し

てＷ３Ｃの「Ｗｅｂサービス」ではＢ２Ｂ、Ｂ２Ｃ（Business-to-Consumer）を包含す

るインフラ整備（要素技術）に重点があり、「Ｗｅｂサービス」のインターフェース（利

用方法）のＸＭＬによる記述と、その公開・管理の仕組み、セキュリティ対策に多くの

力が注がれている。 

 

「Ｗｅｂサービス」関連団体や主要技術の流れなど、歴史的な経緯を表２に纏めた。 
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「分散コンピューティング」（オブジェクト志向；密結合） 

  ＣＯＲＢＡ 1.0  ＣＯＲＢＡ 1.1  ＣＯＲＢＡ 2.0  ＣＯＲＢＡ 3.0 

    <1991.10>           <1992.2>            <1996.8>             <2002.7> 

                   ＤＣＯＭ 1.0/Draft<1996.11>  1.0<1998.1> 

「Ｗｅｂサービス」（ＸＭＬ、オブジェクト志向；疎結合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      表２. 「Ｗｅｂサービス」関連団体と主要技術の流れ 

          ①③が要素技術、②④が利用技術と相互運用性の追求 

 

なお、次回は「Ｗｅｂサービス」の要素技術を中心に解説する。 

 

 

＜澤井 斌氏のプロフィール＞ 創刊号p.34「役員紹介」の項参照 

ＳＯＡＰ  ＳＯＡＰ 1.1   

 <spec 1998>    <1999.4Q>                     

ＲosettaＮet 

<設立1998年>

ebＸＭＬ団体 

  <設立1999年>
 ebＭＳ、ebＸＭＬ 1.0  

            <2001.5> 

Ｗ３Ｃの“Ｗeb Ｓervices Protocol 

WG”スタート <2001.4Q>

ＷＳ―Ｉ 

<設立 2002.2> 
ebＭＳ支持宣言

<2001.4> 

Ｗ３Ｃ 

ＸＭＬ 1.0 

 <1998.2> 

ＳＯＡＰ 

“W3C Note” <2000.5>

Ｗ３Ｃへ提出

<2000.4> 

Liberty Alliance 

<設立2001年> 

マイクロソフト

ebXML 2.0

<2002.5> 

① 

③

④ 

② 

ユーザ認証／ＳＳＯ 

（Single Sign-On）など

ＯＡＳＩＳが引継ぐ 

<2003.10> 

ＷＳＤＬ， 

ＵＤＤＩなど 

の仕様化 
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北米だより 

寄稿  田代駿二 

 

（１）業務用検索エンジン  - レポート 2006.5.22 - 

検索エンジンと言うとまずグーグルが頭に浮かぶが、グーグルは検索キーに関連する情

報を持っていそうなウェブサイトを教えてくれるだけで、欲しい情報を直接提供してく

れるわけではない。グーグルの検索エンジンが評判が高いのは、検索キーに関連しそう

なウェブサイトを被リンク数の多い順に並べている結果、関連情報を持っている確率が

高いというに過ぎないから、それ以上の機能は期待できない。 

 

いろいろな事業体でマーケットリサーチや財務報告書の作成、技術文書の作成などに利

用する情報検索の時間は増えており、例えば、企業や大学、政府期間、医療機関などが

使った１人週当りの情報検索時間は、２００４年の１０.９時間から２００５年には１２.

０時間に増加した（１）。 

 

検索エンジンの性能が上がっているにもかかわらず事業体における検索時間が増えてい

るのは、事業体の情報は一般社会の情報に比べ、 

 ① 多くのサーバーやメインフレーム、クライアントに分散している 

 ② 情報が統一的に整理されておらず部門ごとにまちまちに存在する 

 ③ 文書のみならず図形やＨＴＭＬ、ＥＲＰ、ＣＲＭなど様々な形式がある 

 ④ 機密データが多く一律に扱えない  

 ⑤ ファイヤウォールで遮蔽されアクセス権が一律でない 

などの事情があるからであり、また検索エンジン側にも、 

 ① 利用者が必要とする機能や使い方が十分に分っていない 

 ② 検索結果の分析や分類、問題解決までは行なっていない 

などの問題があるからである（１）。 

 

そこで、検索エンジンとビジネスインテリジェンス機能を組み合わせて、欲しい情報を

直接提供する優秀な業務用検索エンジンが期待されるところとなった。必要なデータを

収集し、分析して、戦略決定に資する情報を提供するエンジンである。 

 

ニューヨーク州のロックランド郡は、 近、同郡の医療補助制度システムで過去２１か

月間に１３００万ドルの不正請求があったことを発見し、未然に無駄な支出を防ぐこと

ができた。ＩＢＭのビジネスインテリジェンス・ソフトが、請求情報を整理し医療補助

制度のルールに照合して多くの不正請求を発見した。このシステムをニューヨーク州全

体に拡大すれば、年間３８億ドルの節約になると期待されている（２）。 
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トラベロシティは、同社のウェブサイトで顧客が旅行計画に関連する検索操作を始める

と、その顧客の個人情報を連動させ、例えば、連休のオーランドへのフライト検索なら、

家族旅行らしいと判断して関連の広告やプロモーションサービスを案内する。 

 

また、業務用検索エンジンを財務処理やロジスティック、在庫管理などと連動させて、

例えば、自部門の業績を検索するとその現在値のみならずトップ１０の顧客の売上高や

利益も報告してくれたり、あるいはロジスティックではトラックの待ち時間の自動 適

化をはかってくれたりする例もある（２）。 

 

業務用検索エンジンはまだまだ発展の余地を残しており、事業体のＩＴ関係者の関心も

高い。５月１６日に行なわれたコディー賞選考大会でも７５部門の中で業務用検索エン

ジン部門が も競争が激しく名誉な部門として注目された。コディー賞とは映画のアカ

デミー賞に相当するソフトウェア業界の名誉賞である。業務用検索エンジンでノミネー

トされたのはエクサリードとファーストサーチ＆トランスファープロダクト、マークロ

ジック、エヌスタインテクノロジなどであった（３）。 

 

エクサリードは、例えば、「アメリカンエアライン」で検索すると、ＡＡ社のウェブサイト

の他に、検索者個人の出張計画や出張規定を表示する。ファーストサーチ＆トランスファー

プロダクトは、内容はエクサリードとほぼ同じだが、企業側がデータにレベルを付けてア

クセス制限を設けられるようにしている。マークロジックは、関連するウェブサイトの

みならず、サイトの中身を見て情報を提供する。エヌスタインテクノロジは、例えば、自社

の売上を検索すると、売上実績データに加えて条件の変化に応じて変動する売上予測も

提供する。価格は、３万ドル前後からユーザの規模に応じて２５万ドル程度まである（３）。 

 

業務用検索エンジンに関して、グーグルも手をこまねいているわけではない。実は、ビ

ジネスインテリジェンス・ソフトのベンダーと組んでいろいろな業務用検索エンジンを

開発している。しかし、まだその機能性能は十分でなく、同社の年間売上１０億ドルの

１％程度にしかなっていない。同社は広告収入が膨大だから、地道なソフトウェア事業

には関心が薄いのかもしれない（４）。 

 

しかし、業務用検索エンジンは、検索エンジンの本命中の本命である。機能性能を大幅

に改善してインテリジェンスを高め、ビジネス生産性のさらなる向上に貢献して欲しい

ものである。 
 

参考 (1) Marc Strohlein: Enterprise Search Gets Lost, 5/15/06, Business Week 
(2) Steve Hamm: Business Intelligence Gets Smarter, 5/15/06, Business Week 
(3) Sarah Lacy: The Codie Contenders, 5/15/06, Business Week 
(4) Ben Elgin: Google's Search for Corporations, 5/15/06, Business Week 
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（２）私用インターネット  - レポート 2006.6.19 – 
昔は社員の私用電話をいかに制限するかが人事管理上の重要な課題のひとつだった。た

だし、電話の場合は、とにかく声が周囲に漏れたから、長電話をしたり頻繁にかけたり

すれば目だち、自然に規制が利いていた。格別の対策を講じなくても大きな問題にはな

らず、高々会議室の電話からは外線につながらないようにする程度で済んだ。 

 

しかし、現代のコミュニケーション手段はその中心が電話からインターネットに大きく

移行した。なにしろアメリカでは、インターネットを朝飯より大事にする人が、男性で

５４％、女性で４７％にのぼり、完全に昔の電話なみになったのである以下（１）。 

 

問題は、インターネットの場合、メディアの主体はテキストと画像で、音声を使わなく

てもコミュニケーションが可能だから、私用メールや私用サーフィンを自然規制に任せ

られないことである。パソコンの前に座っている人が仕事をしているのか私用の作業を

しているのかは、覗いた程度では分からず、メールやサーフィンの内容まで立ち入らな

い限り分からない。つまり、私用インターネットは私用電話よりはるかに問題が多いの

である。 

 

（１）生産性 

呑み会の相談やカエルメール程度ならタバコの一服と大差ないが、社員旅行の計画や同

窓会の相談、さらには結婚式の計画となると、ホワイトカラーの生産性に与える影響は

大きい。電話の時代でもこれらのたぐいはあったのだが、個室を持つ幹部はともかく、

一般社員は周りに聞こえたらまずいような、例えば、結婚式の計画まではできなかった。

ところが、インターネットだと、その気になれば周りに気づかれずにできるのである。 

 

（２）ＩＴ資源 

私用インターネットは、企業のＩＴ資源の無駄使いにもなる。目には直接見えないもの

の回線容量に与える影響は大きく、しかも、インターネットのトラフィックはＭＰ３音

楽やビデオが加わってますます増加の傾向にあるから、企業が私用インターネットを規

制したくなるのも当然である。 

 

（３）セキュリティ 

私用インターネットのトラフィックが増えれば、ウィルスが進入してくる確率は大幅に

増大する。私用の場合は公用の場合より怪しげなサイトへのアクセスも多いから、その

点でも私用インターネットは企業にとって迷惑である。 

 

（４）訴訟問題 

企業が訴訟沙汰に巻き込まれた場合、社員のＥメールが重要な証拠として採用される場
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合が多い。アメリカの病院では、看護士や職員のＥメール利用を制限しているところが

多い。理由は公表していないが、おそらく患者のプライバシー問題や訴訟への対応で不

利にならないようにするための予防措置であろう。 

 

（５）セクハラ 

アメリカでは、自分のデスクトップでポルノサイトを見ている時に、女性が偶然通りか

かって覗いてしまった場合でもセクシャルハラスメントとして訴えられる可能性があり、

それを規制していなかった会社の責任まで問われる。会社がまじめに規制したくなるの

も当然である。 

 

さて、こう並べてくると、企業にとって私用インターネットは私用電話よりはるかに深

刻な問題であることが分かる。その結果、企業によっては、私用Ｅメールやインスタン

トメッセージングの禁止、スポーツ番組サイトへのアクセス禁止などさまざまな規制が

始まっている。また、ウェブサイトにアクセスするには書式に記入して管理者の承認を

必要とする場合さえある。ただし、これは仕事で情報サーフィンをする場合には非能率

的なので評判が悪い。 

 

単なる禁止令でなく物理的に機能を抑制する処置も始まっている。例えば、イリノイ州

政府は、職員にスポーツサイトへのアクセスは許しているがビデオストリームは物理的

に抑止している。これを許すと、ネットワークの性能ががた落ちになるからである。ま

た、インターネットへのアクセスを制限するソフトを使っている企業も多い。調査した

５２６社のうち６５％の企業が使っていた。特に、マカフィーのウェブアクセスを規制

するソフトは評判が良い。 

 

さらに事態が進んで、ニューヨーク市役所の教育部門のように仕事中にオンラインニュ

ースを読んだりトラベルサイトを見たりして注意したにもかかわらず、止めなかったた

めに解雇したケースも出ている。調査して５２６社のうち２６％の企業は、私用インタ

ーネットの関連で社員を解雇した経験を持っていた。 

 

しかし、研究課題の調査から備品の発注まで社用にもかかわらず私用インターネットと

区別する手続きが必要となると不満もふくらむし、監視国家のようだと不愉快に思う人

も多いであろう。新しい時代の新しい課題である。しばらくは試行錯誤を続け、柔軟な

姿勢で 適解を探すほかあるまい。 

 

参考 

(1) Eric Benderoff: Employers put Barriers to Net Surfing on the Job, 6/5/06, Chicago Tribune 
 

（ＩＴコンサルタント 北米西海岸在住） 
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○ＩＴコンピタンス研究所 役員異動のご紹介 

 ２００６年２月２７日をもって小久保靖世、相沢隆、髙橋龍太郎の３氏が理事を退任

され、新たに宮﨑勍、田岸啓司の両氏が理事に就任されました。 

 

＜新役員のプロフィール＞ 

理事 宮﨑 勍（みやざき つよし） 

基本ＯＳ、ファイル管理、ＤＢＭＳの開発に約２５年間従事、その後、

大規模システム開発(金融、自治体、等)開発統括、事業部統括、会社 

経営等に１４年間従事。現在、中小ソフトウェア会社経営者支援、 

技術系管理者の教育等に注力中 

 

理事 田岸啓司（たぎし けいじ） 

大型コンピューターのプログラム管理（Fortran、PL/１コンパイラー 

など）の開発業務に従事、その後オフコンのOS開発業務を経て、パソ 

コンの製品計画及びソフトウエア開発、商品化に従事。昨今は将来の 

ＩＴ技術者の育成に貢献すべく活動中 

 

 

○ＩＴコンピタンスジャーナル 新編集委員のご紹介 

 ２００６年３月より本機関誌の新編集委員として渡辺紀久男氏に参加いただくことに

なりました。 

 

＜新編集委員のプロフィール＞ 

渡辺紀久男（わたなべ きくお） 

専門分野は企業の経営改革。現在、中小企業を中心に経営者のリーダプ 

ログラムのあり方、顧客満足やシックスシグマ、販促・営業力強化、Ｉ 

Ｃタグの活用など事業革新のためのベストプラクティスについてセミナ 

ーやコンサルを実施中。（社団）全日本能率連盟認定コンサルタント。 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

「北米だより」は、田代駿二様が日本企業向けに発信されている「田代レポート」の 

一部を、同氏のご厚意を得て本機関誌に掲載させていただいているものです。 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 
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○ＩＴコンピタンス研究所の活動と年間スケジュール 

２００６年 

 ２月  第４回理事会開催 

 ５月  第５回理事会開催 

     小冊子「不退転の決意」発行 

 ６月  第１回総会開催 

 ７月  機関誌「第３号」発行 

 ８月  第６回理事会開催予定 

１１月  第７回理事会開催予定 

  

２００７年 

 ２月  第８回理事会開催予定  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 

・ 予定より少し遅れましたが、猛暑の中、機関誌「第３号」を無事お届けできること

を嬉しく思います。 

・ 聖学院大学事務局長の奥山さんには高橋編集委員を通じてお願いし、大学における

ＮＰＯ活動の紹介について執筆を引き受けていただき、誠に有難うございました。

ここに改めて感謝申し上げます。分野の異なる我々のＮＰＯにとっても大いに参考

になる内容と考えます。一度読んで終わりというのではなく、時にふれて参照した

いものです。 

・ 「シリーズ」でお届けした佐谷さんと伊藤さんの講座は今回で終わりになりました。

執筆いただい直接の内容はもとより、関連する分野で会員の内外にコンタクトの輪が

拡大することを願っています。ご両方には、長い間、執筆にご協力いただき有難う

ございました。 

・ 昨年度と同様、今年度も２回の機関誌発行を予定しています。皆様のご協力よろし

くお願いします。                   （編集長 澤井 斌） 

＜語句の訂正＞ 

ＩＴコンピタンスジャーナル第２号p.43、本文１行目および４行目： 

（誤）「アンソロポロジー」 → （正）「アンソロジー」 でした。 
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