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3. IKONOS 画像の特徴   
3.1 広域・高解像度 

IKONOS 衛星画像は、自動車や家屋まで識別できる 1m 解像度をもったデジタル画像

です。また 1 回の撮影で幅 11km 長さ数百 km の広域撮影を行うことができます。その

ため、航空写真に比べて継ぎ目の少ない美しい画像を作成することができます。さらに

は高度 680km の宇宙空間から撮影するので建物などの倒れ方にバラつきがなく、歪の

ない均一な画像が得られます。 
 
3.2 正確な位置精度 
得られる画像データは位置情報をもっています。カメラ位置すなわち衛星の位置は衛

星に搭載された GPS により、またカメラの撮影方向すなわち衛星の姿勢角は衛星に搭

載された恒星トラッカーにより正確に決まります。結果として、680km の宇宙から地表

の撮影ターゲットをメートル単位の位置精度で撮影できます。さらに高さデータと地上

基準点を利用してコンピュータ処理を行うことによって位置精度 2m 以上の高精度写真

地図が得られます。 
 
3.3 豊富な情報量 
① 画素あたりの情報量は 11 ビット 

従来の衛星画像では画素あたりの情報量は 8 ビットが多いのに対し、IKONOS 衛星

画像では 11 ビットとなっており、その豊富な情報量を活かして解析等さまざまな分

野に役立てることができます。  
② 近赤外センサー 

近赤外領域のデータは人間の目に見えない植生の活性度などの解析に役立ちます。 
 

3.4 充実した画像整備 
 IKONOS 衛星画像は、日本全国約 97%に当たるエリアのデータがライブラリーとし

て揃っています。 
 
3.5 グローバルネットワーク 
 IKONOS 衛星は全世界を撮影することが可能です。日本スペースイメージングは世

界のスペースイメージング・パートナー企業と提携しているため、世界中の画像を取得

することが可能です。 
 
4. 中越地震での対応 
高解像度衛星画像の利用の一つに災害対応があります。代表的な利用例として記憶に

新しい中越地震発生時の対応についてご説明します。 
新潟県中越地震は 2004 年 10 月 23 日の夕刻に発生しました。翌日の衛星パスは鳥取

県上空を午前 11 時頃通過するものであり既に撮影候補は決まっておりましたが、同晩
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広がる非接触ＩＣカードの応用 

本法人会員 渡辺紀久男 

 

 気が付けば、非接触ＩＣカードの時代。「かざすだけ」の便利さが町中に広がる。小銭

を持ち歩かなくてもよい電子マネーとして、あるいは交通機関の定期券や乗車券の代替

として、さらには会員証やポイントカードへの利用など、その用途は拡大の一途を辿っ

ている。そもそも非接触ＩＣカードとはどのようなものか、歴史的な背景はどのような

ものか、そして現在どのような応用分野が広げりつつあるかについて解説する。 

 

１． 非接触ＩＣカードの技術と開発の歴史 

 非接触ＩＣカードとは簡単に言うならば「無線通信用のアンテナとメモリとＩＣチッ

プをプラスチックのカードに埋め込んだもの」ということになる。更に言うならば、電

波の送受信やＩＣの駆動に必要な電力も無線電波自身から取り出していること、大勢の

人が利用する中で電波の混信が生じないよう近接通信の無線仕様となっていること、Ｉ

Ｃに組み込む基本ＯＳ（Operation Software）や応用ソフトウェア、セキュリティ対策

が備わっていること、また当然のことながら、カードのリーダ・ライターと連動して動

くシステムであることを理解する必要がある。 

 

非接触ＩＣカードは人が利用するものである。他に、類似の技術を用いるものに、商

品などに貼り付けて主に物流管理に用いる小形のＩＣチップがある。こちらの方は無線

タグ（RF-Tug）とかＲＦＩＤ（Radio Frequency Identification）チップと呼ばれてい

る。本稿では紙面の関係で非接触ＩＣカードのみを取上げる。 

 

 データを電子的に記録するカード媒体としてはＩＣカード以前に磁気カードがある。

その中にはテレホンカードのように今なお使われているものもある。しかし、磁気カー

ドは高々80文字と記憶容量が限られ、構造も比較的簡単なため、しばしば偽造などの不

正行為に悩まされることがあった。そこで、セキュリティを強化するためにも、またよ

り高度なサービスを提供するためにも、コンピュータチップと不揮発性メモリを埋め込

んだＩＣカードが新しいソリューションであると言うことになった。 

 

○ 欧米に始まる接触形ＩＣカード 

無線技術を使わない接触形ＩＣカードの歴史は古く1970代の後半まで遡る。ブルとモ

トローラが1973年から1979年にかけて共同開発したメモリカードやＣＰＵ搭載のマイ

コンカードがＩＣカードの始まりとされる。そこで生み出された技術は世界中のカード

メーカーにライセンスされた。 

  

その後、デンマークのDanmont社やフィンランドのFinnaland社が1992年に電子マネ
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ー（小口決済）への利用を目的として価値再充填不可形のＩＣカードを開発している。

再充填可能形のものは1994年から1996年にかけて、上述のFinnaland社やイギリスの

モンデックス、米国のVISAcashが試行実験を始めている。 

 

これら初期のＩＣカードは接触形であり、日本でも多くの企業が開発に挑戦したが、

接触形は磨耗や破損の問題があり、カードスロットを通す手間や時間がかかる点では磁

気カードとそれほど差がないこともあり、普及は限定的であった。 

 

○ 非接触ＩＣカード方式「FeliCa」＜注１＞ 

日本やアジア地域では欧米の電子マネーとは異なる側面からの展開となる。ソニーが

開発し、現在、日本国内およびアジアの一部で も普及している非接触ＩＣカードの技

術方式である「FeliCa」の開発経緯を辿るのは参考になる。ソニーは香港の地下鉄会社

が「かざすだけ」の非接触ＩＣカードを導入したいと考えていることを知る。地下鉄は

大勢の人が改札を通るので、接触形では遅くて使いものにならない。ソニーが提案した

ものはアンテナ内蔵のワイヤレス形（非接触形）で、当初は電池を内蔵していた（１）。電

池は寿命や構造上損傷しやすいなどの問題があり、客先のＯＫは出なかったと言われる。

そこで電池の内蔵を止め、顧客の要求に従い、ひとつのカードで複数の用途に使える方

式とし、併せて無線通信の標準化を進めるなど奮闘努力することになる。 

 

ＩＣカードの核となる不揮発メモリとしては、従来形の EEPROM（Electrically 

Erasable Programmable Read Only Memory）やフラッシュメモリ（特にNAND形が高速、

駆動電流は小、フラッシュ電圧は高い）、高誘電体メモリ（高速、低電圧、低消費電力）

などがあるが、「FeliCa」ではフェライトベース（Ferrito-electｒic）のFeRAMを採用

している。いずれのタイプも用いられ、優劣の判断は難しいが、FeRAM が消費電力、駆

動電圧、チップの製造し易さなどの点でバランスが取れていたと考えられる。 

 

ソニーの「FeliCa」方式は1997年、香港地下鉄の「オクトパスカード」に採用され、

以来、交通乗車券や自販機などに幅広く使われるようになる。「FeliCa」とは Felicity

（至福）とCardを組み合わせた造語（２）。「FeliCa」方式はその後、国内ではビットワレ

ット社の電子マネー「Ｅｄｙ（エディー）」＜注２＞や「Ｅｄｙ」と連動するセガのゲーム

センター用会員証兼ポイントカードなどへと、次第にユーザを広げる。 

 

2001 年 11 月、ＪＲ東日本がそれまでの磁気媒体による定期券・乗車券用プリペード

カードの「ＩＯ（イオ）カード」に代えて、「FeliCa」チップを搭載した非接触ＩＣカー

ド「Suica」（スイカ）を投入する。2004年７月、今度はＮＴＴドコモが携帯電話に「FeliCa」

チップを搭載し「おサイフケータイ（電子マネー）」サービスを始める。「Suica」や「お

サイフケータイ」により「FeliCa」チップの出荷は急増、2005 年 10 月にはついに累計

１億個を突破＜注３＞。これにより「FeliCa」方式が国内では事実上の業界標準となる。 
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○ 世界レベルの標準化 

「FeliCa」に対し、世界的にはオランダのRoyal Philips Electrics社が開発した非

接触ＩＣカード方式の「Mifare」（マイフェア）が広く使われている。Philips社の技術

が進んでいたこともあるが、普及の理由はむしろ同社が世界レベルの標準化にひときわ

熱心だったことによる。非接触ＩＣカードの無線インタフェース（近接通信方式）は国

際規格 ISO14443 として制定された。この規格には変調方式の相違により Type-A と

Type-B がある。Type-A は Philips の「Mifare」方式であり、Type-B は米モトローラ社

が開発した方式である。規格化に当たりType-Cとしてソニー社から「FeliCa」方式も提

案されたが、採用には至らず、後に国際規格ISO18902として制定された。 

 

Type-A/B/Cは、いずれも13.56MHzの無線周波数による10cm以下の近接通信方式であ

る点で共通しているが、符号化を含む通信方式の細部が異なっている。詳細は割愛する

が、ＩＣカードとカードリーダ間の通信方式は、Type-A／B では上下「非対称」である

のに対し「FeliCa」方式では「対称」になっており、データ速度も規格化時点で、前者

は106キロビット／秒、後者は212キロビット／秒であった。このためType-A、Type-B、

Type-Cの間には互換性がなく相互の通信は出来なかった。その後、Philipsとソニーが

共同開発を進め、相互に交信できるＮＦＣ（近接形通信）方式を工夫、通信速度も 212

キロビット／秒から現在は424キロビット／秒にアップしている。また、国際規格には

「カードＯＳ」が含まれないが、「FeliCa」方式には「カードＯＳ」と「メモリ分割技術」

が含まれている。ＩＣチップの開発上Type-AとType-Bはほとんど差がなく両用にでき

るものが製造されている。 

 

２．非接触ＩＣカード方式「FeliCa」の導入事例： 

（１）電子マネーカードとして 

ビットワレット社の電子マネー「Ｅｄｙ」 

（２）携帯電話搭載の電子マネーとして 

  ＮＴＴドコモの「おサイフケータイ」（上述）、ＫＤＤＩ(au)の「EZ FeliCa」、 

Vodafone（現ソフトバンクモバイル）の「ボーダフォンライブ！FeliCa」 

（３）定期券・乗車券として 

ＪＲ東日本が2001年11月「Suica」に「FeliCa」方式を採用（上述）。 

ＪＲ西日本の「ＩＣＯＣＡ」（イコカ）もこれに倣う。 

ＪＲ東日本はさらに2006年１月、「Suica」機能をドコモの「おさいふケータイ」 

に搭載した「モバイルSuica」をスタート。 

（４）搭乗手続き・マイレージカードに 

ＡＮＡの「スマートｅサービス」では「おサイフケータイ」を使って購入からチェ 

ックイン、チケットの受取りまで待たずにでき、貯めたマイレージを電子マネー「Ｅ 

ｄｙ」に交換することも可能。ＪＡＬも同様なサービスである「ＩＣチェックイン 

サービス」を開始。 
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（５）会員証・ポイントカードとして 

セガのゲームセンターでは電子マネー「Ｅｄｙ」でゲームが楽しめるようになって 

いる（上述）。セガの会員サービスに入会するとゲームプレイ金額に応じてポイン 

トが貯まり、「セガＥｄｙカード」や「おサイフケータイ」にポイントを移して次 

のゲームに利用することができる。 

（６）社員証として 

  タイムレコーダや特定エリアへの入退室管理、社員食堂や売店での支払いなど。 

（７）多機能ＩＣカードに 

  銀行各社はセキュリティ対策を含む新しいサービスの提供を追及している。なかで 

も、三菱東京ＵＦＪの「スーパーＩＣカード」は従来形の接触形ＩＣカードと 

「FeliCa」方式の非接触ＩＣカードの機能を合わせて１チップで実現したデュアル 

インターフェース形ＩＣカードを採用し、セキュリティの強化に加えて顧客の利便 

性を考えた多機能化＜前払い（「Ｅｄｙ」）、即時払い（キャッシュカード）、後払い 

（クレジットカード）の３種類の支払い方法を選択できる＞を提供。 

（８）マンションの鍵 

ＫＥＳＡＫＡシステムは「おサイフケータイ」にアプリケーションを追加し、マン 

ションの鍵として使うシステムを開発。余分な電子キーを持たずに済むとともに、 

外出先から施錠や施錠確認ができる。 

（９）ネットクレジット 

  ソニーファイナンスの「ｅＬＩＯ」（エリオ）はパソコンに接続した「FeliCa」方式 

対応リーダ／ライタにカードをかざすだけで、ネットクレジット決済ができる。 

また、「FeliCa」ポート搭載形パソコンを用いれば、ポート部分に「FeliCa」対応 

カードをかざすだけで使用履歴の確認やネットショッピングが可能となる。 

（１０）海外の事例 

・ 香港の「オクトパスカード」（前述） 

・ インド・デリー市の「トラベルカード」：価値充填（バリューチャージ）により何

度でも使用可能、カード形のチケットや「トークン」と呼ばれる片道切符として

利用されている。 

・ アメリカの学生証：一部の公立高校で導入、出欠管理の効率化と構内の保安強化。 

・ シンガポールの「ez-linkカード」：Land Transport Authority（ＬＴＡ）が採用

した公共交通機関の自動料金徴収システム 

・ 中国広東省シンセン市の「トランスカード」：バス・タクシー・地下鉄の乗車券と

して利用されている。香港との相互乗り入れも計画あり。 

・ タイ・バンコクの「地下鉄カード」 

 

 非接触ＩＣカードの導入は、より良いサービスの提供や企業連携による新しいビジネ

スモデルを追及する上で、多くの企業にとって極めて重要な戦略事項となっている。 
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３．国レベルでの取り組み 

 日本では住民票や印鑑証明書など公的な証明書類の取得手続きが電子化され、便利に

なった。しかし、そうした「電子自治体サービス」の端末で用いるカードは未だに接触

形の磁気ストライプの入ったカードである。駅の改札と違って人の移動は無く、「非接触

形」にする必要がないとも言える。高度な個人認証機能を入れるのであれば所詮ＩＣ化

が必要であり、導入するならいっそ「非接触ＩＣカード」の方が良い。そのような判断

から、新しく導入された「住民基本台帳」のサービス端末では非接触ＩＣカードが使わ

れている。このカードは国際標準ISO14443のType-Bに準拠し、セキュリティに公開鍵

暗号方式を組み合わせている。 

 

ＩＣカード化が進んでいないものは他にもある。自動車の運転免許証もその一つであ

る。運転免許証は携帯こそ義務付けられてはいるものの、これを用いて何かの手続きを

しなければならないということはない。個人の側からはカードがいくつもあり、わずら

わしいだけとも言える。他の例は医療分野の「電子カルテ」である。日本全国どこの病

院に行こうとも、どの医者にかかろうとも、必要に応じて個人の過去の治療暦を参照で

きる仕組みができれば理想的である。ＩＣカードにどこまでのデータをいれるのか、個

人情報の管理問題や膨大なデータの相互融通の仕組みなどが議論されている。 

 

世界的に大きな動きは「電子パスポート」の標準化である。特に米国はテロ対策強化

の観点もあり、2005年の評価実験を経て、2006年10月から、米国への「ビザ無し入国」

において非接触ＩＣチップを１つのページ貼り込んだパスポートの導入を義務付け、各

国に協力を呼びかけている。生体認証などの高度な個人認証技術が使えることが条件で

ある。当面は顔写真を用いるが、将来的には指紋や虹彩認識などの高度な技術への対応

も検討されている。この分野では既に、独インフィニオン社（実際には同社のアメリカ

社）や、Philips の半導体部門が独立（実際は投資企業へ売却）して出来たＮＸＰ 

Semiconductors 社が開発した非接触ＩＣカードチップが米国務省のプロジェクトで評

価され、供給の認可がおりている。日本を含む各国とも米国に歩調を合わせる形で電子

パスポートの導入を始めているが、詳細は割愛する。 

 

＜注１＞「FeliCa」はソニーの登録商標   ＜注２＞「Ｅｄｙ」（Euro-dollar-yen の頭

文字）はビットワレット社（ソニーなどが出資）の登録商標 ＜注３＞2006年11月現在

１億７千万個出荷、内国内８８００万個（朝日新聞2006.11.21） 

 

文献（１）神尾寿「FeliCa／モバイルFeliCaの歴史を振り返る」Itmedia社ホーム 

ページ：www.itmedia.co.jp/enterprise/mobile/articles/0510/26/news097.html 

（２）ソニーの「Felica」関連ホームページ：www.sony.co.jp/Products/felica/ 

 

＜渡辺紀久男氏のプロフィール＞ 本誌「第３号」p.30、新編集委員紹介の項参照
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IT企業の事業戦略 

本法人会員 監事 高橋哲夫 

 

はじめに 

「戦略とは、古来、戦いに勝つためにどうしたら良いかという課題にこたえるための

ものであり、より具体的には、軍事力を行使すべき戦争に対処するためのものであった」

と野中郁次郎等はその著書『戦略の本質』文献（１）の第 8 章「戦略の意味するもの」の中

で述べています。更に、「一般的には、いかにして戦争に勝つか、という問いが提示され

ることになるが、負けないためにはどうすべきか、という課題もそれと同じくらい重要

性を持つ。このような戦略をめぐる思考方法が、軍事の領域を超えて幅広く適用される

ようになり、・・・以下略」と続けています。とりわけ、同じ8章の「戦略の構造とメカ

ニズム」はIT企業（ソリューション・ベンダ、ソフトウェア・ベンダなど）にとっても、

事業戦略を考える上で、非常に役立つものと考えます。 

 

IT企業の事業を考えるとき、一般的には、プロジェクト管理が中心課題となり、事業

戦略については、各企業の経営者や管理者の暗黙知として存在し、あまり表立った議論

が行われていないように思います。 

 

そこで、本稿では、『戦略の本質』の「戦略の構造とメカニズム」の考え方を拝借し、

IT企業の事業戦略に対して適用した一つの考え方を述べて見たいと思います。 

 

１．IT企業の事業戦略の構造 

『戦略の本質』では、戦略を構造的に大戦略、軍事戦略、作戦戦略、戦術、技術の５

つのレベルで捉えています（表１参照）。 

表１ 戦略の５つのレベル（『戦略の本質』から表8-1を引用） 

レベル 課題 構成要素 

大戦略 国家的資源の動員 

目的、意味の付与 

国家理念（国家目的、価値） 

軍事戦略 戦争遂行能力（軍事的資源配分） 

軍事的合理性の追求 

政治優位 

戦域、軍種の特性 

作戦戦略 複数の戦術単位の配置、指揮運用能力

作戦計画の妥当性 

正面攻撃と策略動機 

戦術 戦闘遂行能力発揮 士気、技能、錬度、集団凝集性 

技術 兵器／兵器システムの質的極大化 攻撃力と防衛力のトレードオフ 

 

IT企業の事業戦略にも、この戦略の構造化の視点を応用することができます。 
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IT企業の事業戦略は４つのレベルで捉えることができます（表２参照）。一方の極の戦 

略は経営戦略で、他方の極の戦略は技術です。その間にプロジェクト戦略、戦術のレベ

ルがあります。企業が市場で生き残るために、これら４つのレベルの戦略を重層的に活

用するのです。 

 

戦略というからには相手が存在します。IT企業では、市場という“場”における競合

他社が相手ということになります。相手の出方に応じてこちらの出方を決める必要があ

ります。市場はいろいろな要因で変化しますので、その中で、自社が も有利となるよ

う行動するのです。 

表２ IT企業の事業戦略の４つのレベル 

 

経営戦略のリーダは企業にとって も有利となるよう、他のレベルの戦略にも気を配

る必要があります。各レベルの戦略は自社が市場で も有利となるように、それぞれの

立場で行動します。相手がどう出てくるか常にウォッチし、普段から相手に勝る準備を

しておく必要があります。 

 

以下では、主として、今日の IT システム構築サービス市場を中心に、IT 企業が各戦

略レベルで想定しておくべき課題について考えます。 

 

２．技術のレベル 

システム開発における技術として、ソフトウェア工学の方法論やそれにもとづくツー

ルがあります。他社が使用している開発ツールよりも圧倒的に生産性・性能・品質が高

いツールが使用出来るならば、優位に立てるチャンスが生まれます。ITシステム構築サ

ービス市場をターゲットにするIT企業にとって、これはなかなか容易ではありません。

自社のみが優位に立てるツールを独自に開発するには、莫大な費用がかかります。また、

独自であるが故に非標準となるツールは将来のコスト要因になる恐れがあります。多く

レベル 課    題 

経営戦略 
・経営資源（人、もの、金、情報）の配分 

・経営合理性の追求 

プロジェクト戦略 

・プロジェクト計画立案と進捗管理 

・プロジェクト目標達成のためのチーム編成 

・プロジェクト内チーム統括 

戦術 

・チーム内結束・士気向上 

・チーム目標に照準を合わせたメンバ連携 

・方法論、技術、各種ツールの錬度向上 

技術 ・ 適な方法論/開発ツールの採用 
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の企業における技術のレベルの課題は自社にとって如何に優位な標準の方法論やツール

を採用するかです。標準的方法論やツールを使用する場合、それらを使いこなす錬度で

勝負する必要があります。これは「３．戦術のレベル」の問題となります。 

 

３．戦術のレベル 

IT企業は複数のプロジェクトを継続的かつ同時並行的に遂行させています。プロジェ

クトを推進するために、プロジェクト管理が重要となります。プロジェクト管理と言う

と、方法論や開発ツールを駆使し、淡々とこなせば旨く行くと考えている向きがありま

すが、それだけでは不十分です。プロジェクト活動を実践するのは、プロジェクトの状

況に合わせて編成する小規模の実行チームです。チームを運営するのはチーム・リーダ、

システム技術者、プログラマです。戦術のレベルの主役は彼等です。 

 

チーム・リーダ、システム技術者、プログラマは顧客の要求を満たすべく、関係者の

出方を見ながら、チームで立ち向かいます。彼等は上位のプロジェクト・リーダから与

えられた役割をこなすために、チームの能力を 大に発揮すべく努力するのです。 

 

チームのメンバ（システム技術者、プログラマ）は、チームの目的を達成するよう行

動します。戦術のレベルの課題は次の通りです。 

１）規律 

チームには規律が求められます。個人が別個に行動することは許されません。た

とえば、規律の一つである会議の開始時間を守らないメンバは排除されなければな

りません。規律を守ることはチームワークの基本です。 

２）結束 

チームのメンバにはチームの役割に沿った、それぞれの役割が与えられます。時々

刻々変化する環境の中で、メンバは互いに状況を報告し、他のメンバと協調して自

己の役割を達成します。チームが結束するためには、共通の仕事を通して、メンバ

同士が信頼関係を築いていることが必要です。 

３）リーダに求められる資質 

信念、先見性、持続力、情熱、迫力、集中力、体力、判断力、理解力、決断力、

勇気、積極性、実行力、説得力、信頼感、強い責任感、冷静さ、着実性、緻密さ 

４）リーダシップ 

リーダは企業、プロジェクト、およびチームの目的をメンバに納得させることが

要求されます。 

リーダはチームの規律・結束を強化維持し、メンバの士気を高揚させます。 

リーダは刻々変化する環境を確認しながら、各メンバの役割を見直し、指示し、

チームの目的を達成するよう調整します。 

５）錬度 

機能設計・構造設計・詳細設計・品質・性能については勿論のこと、システム開
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発に使用する方法論やツールについても、メンバおよびチームの錬度が要求されま

す。システム開発を開始する前にこれらの錬度を上げておく必要があります。市場

で競合する他社も同じ方法論やツールを使用している場合、上記の１）～４）や錬

度で勝負します。 

 

４．プロジェクト戦略のレベル 

プロジェクト戦略レベルでは、プロジェクト計画立案とプロジェクト推進が課題とな

ります。プロジェクト・リーダは、プロジェクト推進チームを立上げ、このチームを活

用してプロジェクトを統括し、開始から終了に到るプロジェクト運営に関わる全ての責

任を負います。本稿ではプロジェクト戦略のレベルを説明するために、以下、広く使わ

れているWaterfall型の場合を取上げて説明します（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

図１ Waterfall型のプロセス 

 

Waterfall 型は、機能設計＆構造設計→詳細設計→コード化→単体テスト→結合テス

ト→総合テスト＆評価というプロセスからなります。 

 

プロジェクト推進チームはWaterfall型の前工程に対して次の作業を行います。 

・プロジェクト計画立案 

・前工程計画立案 

・機能設計チーム→構造設計チームの立上げ 

・前工程の進捗状況把握 

・後工程のチーム編成 

・後工程チームの訓練 

 

 プロジェクト推進チームは、顧客要求機能を実現するプロジェクト計画を立案しなけ

ればなりません。通常、プロジェクト計画は、要求機能や実現手段が確定しないまま立

案することが多く、リスクの大きい仕事です。要求機能が曖昧ならば、プロジェクト計

画は立てようがありません。しかし、顧客は大まかな機能要求で納期と見積費用を知り

たがります。不確定要素が多い場合、プロジェクトとしては、大上段に構えて納期と費

用を決定することは避けねばなりません。前工程と後工程とを区切って分割契約するこ

とがリスク回避に役立ちます。前工程が終了し、機能設計と構造設計に曖昧さがなく、

後工程の要員調達の見通しがあるならば、確度が高い納期と費用を提示できますが、そ

詳細設計機能設計 
構造設計 

コード化 単体テスト 結合テスト 
総合テスト 
評価 

前工程 後工程
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れができなければ、幅を持たせた契約にしておくべきです。情報不足のまま走り出さな

いことが肝要です。 

 

 プロジェクト計画立案に先立ち、顧客と合意の下、プロジェクトを大づかみに捉えた

スケジュールを立てます。このスケジュールはWaterfall型の各プロセスの作業規模と

要員＆設備調達見込みに従うプロセスの開始・終了期日を盛り込みます。更に細かいプ

ロセス毎のスケジュールは、各プロセスの開始に先立ち別途立案します。 

 

 プロジェクト推進チームは初めにプロジェクト計画に沿って前工程の機能設計に関わ

る作業項目、設計担当、日程をスケジュールします。構造設計のスケジュールは機能設

計が終わる前に立てますが、この時点ではプロジェクト計画のスケジュールのままにし

ておきます。 

 

 プロジェクト推進チームは配下に機能設計チームを編成します。このチームは戦術の

レベルで述べたチームとして行動します。機能設計チームの作業が終盤にかかると、プ

ロジェクト推進チームは構造設計に関わる作業項目、設計担当、日程をスケジュールし、

構造設計チームを編成します。このチームは機能設計の終了と同時、あるいは機能設計

と並行して、戦術のレベルで述べたチームとして行動を開始します。 

 

 構造設計チームが活動している間に、機能上の修正が必要になることがあります。構

造設計を行ってみなければ気がつかないことがあるからです。機能設計チームと構造設

計チームはプロジェクト推進チームの配下で連携して作業することが要求されます。 

 

 機能設計と構造設計の進捗状況は担当チームからプロジェクト推進チームに報告され、

プロジェクト計画を満足しているならば作業を続行します。何らかの問題があるなら、

プロジェクト・リーダは原因究明を指示し、対策を講じます。 

 

 前工程の終盤に、プロジェクト推進チームは後工程の体制を編成します。前工程と後

工程の大きな違いは、後工程では実行チームの数が多く、プロジェクトの要員数が一挙

に増えることです。そのため、機能設計書と構造設計書に誤りや曖昧さがあってはなら

ず、十分練られたものでなければなりません。小さなミスや曖昧さが後工程で増幅され

て大きなコスト要因となるからです。前工程で決定された技術や管理手法に不慣れな要

員が後工程に配置される場合には、事前に後工程担当チームの錬度向上訓練を行ってお

く必要があります。 

 

 図２はWaterfall型のプロセスを推進する体制の例を示しています。後工程は複数チ

ームが一体となって効率的に行動しなければならないため、この例に示すような体制が

必要となります。 
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図２ Waterfall型プロセス推進体制の例 

 

図１における各チームの役割は次の通りです。 

① 機能設計チーム 

   《前述の通り》 

② 構造設計チーム 

   《前述の通り》 

③ 詳細設計チーム 

  機能設計と構造設計をもとにモジュール毎の詳細設計を行う。 

④ コード化チーム 

  詳細設計をもとにモジュールをコード化／単体テストを行う。 

   ＊詳細設計チームとコード化チームは密接に連携 

⑤ システム統合チーム 

  コード化／単体テストが完了したモジュールをシステムとして組上げる。 

⑥ 結合テストチーム 

  システムとして組上げられた一部から段階的に結合テストを行う。 

機能設計T

構造設計T

プロジェクト推進T

詳細設計T コード化T

ペア･プログラミング

障 害 処 理

品質管理T

指示 報告

機能設計

構造設計

単体テストor結合テスト1完了 

システム統合 結合テスト2 完了 

１チームで複数ロッ

開発機 本番機

結合テストT

（前工程） （後工程）

障 害 処 理

問題・課題処理

詳細設計/コード化/単体テスト/結合テスト

結合テスト2
総合テスト

：作業の流れ

：製品の流れ

：情報の流れ

T1
T2

Tn

＊T,T1,T2,・・・はチームの略 

総合テストT 

障害修正済 

障害修正済 

問題･課題処理票 
をこなす場合もある 

（自社、顧客） 
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⑦ 総合テストチーム 

  全てのシステム統合、結合テストが完了した時点から、利用者視点からのテス

ト、負荷テスト、性能評価、etc.を行う。 

⑧ 品質管理チーム 

 品質・生産性面からプロジェクト推進チームを始めとする他チームを支援する。 

 

 プロジェクト戦略のレベルで も大切なことは、 

・ 資源の配分が適切なこと 

・ プロジェクト状況が的確・迅速に把握されること 

です。そのため、プロジェクトのチームおよびメンバの規律、結束、リーダの資質、リ

ーダシップ、錬度はプロジェクト戦略のレベルでも非常に重要です。「戦術のレベルの課

題」はプロジェクト戦略のレベルにも当てはまります。戦術のレベルよりも規模が大き

くかつ複雑になりますので、プロジェクト・リーダのリーダシップが特に問われます。

プロジェクト・リーダには、技術、チームおよびメンバの活動状況に目を配り、判断・

決断・実行指示の適切さ・迅速さが求められます。そうした意味から、プロジェクト・

リーダの人選は大変重要です。良くプロジェクトの成功はプロジェクト・リーダの能力

に依存すると言われますが、具体的には上記のことを指しています。 

 

 プロジェクトのレベルで注意すべきことは、攻勢に出て、守勢に回らないことです。

一旦負け戦になると、プロジェクトやチームの士気は一気に下がります。下降加速度が

ついたプロジェクトやチームを上昇加速度に変えるには、２倍以上の加速度をつける必

要があります。それだけエネルギーが必要になります。従って、下降加速度になること

は絶対に避けなければなりません。プロジェクト・リーダの役割は決して負け戦になら

ない手を打つことにあります。失敗するITプロジェクトの多くは自滅型です。つまり、

上記の体制運営がうまく機能していないために失敗するのです。これでは競争相手と“戦

う”というレベルに到っていないことになります。企業が市場で競う以上、これまで述

べてきた、技術のレベル、戦術のレベル、プロジェクト戦略のレベルは問われるまでも

なく達成していなければならない事柄です。 

 

５．経営戦略のレベル 

 市場で競合他社との対戦を指揮しているのは複数のプロジェクトを継続的かつ同時並

行的に遂行させている企業の指揮官、即ち経営者です。 

 

経営戦略のレベルで も重要な課題は経営合理性です。経営者は、市場という“場”

の変化・動向、他社の動きをウォッチ（自ら現場を見て理解）し、自社の経営資源を背

景に出方を決定する必要があります。市場はいろいろな要因で変化しますので、その中

で、自社が も有利となるよう行動するのです。経営者は、自社のプロジェクト戦略の

レベル、戦術のレベル、技術のレベルに目配りし、自社の力（強み、弱み）を理解して
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おかなければなりません。新規のプロジェクト案件が現われたとき、手を出すべきか否

かの判断は所与の経営資源で可能か否かを見極めることが前提となります。 

 

 自社の利益追求のために、プロジェクトに対する経営資源の配分に優先順位をつける

ことも経営者の課題です。大きな利益を生み出すプロジェクトに必要十分な経営資源を

配分し、赤字案件からは手を引くことが必要です。また、ある特定のプロジェクトが他

のプロジェクトに配分されるべき資源を横取りし、企業全体に悪影響を与えることがあ

ります。経営者は経営資源の配分に十分配慮しなければなりません。 

 

 プロジェクトによっては、経営資源不足のため、他社と提携することもあります。昨

日の敵は今日の友になるかもしれませんが、生きのびるためにはそのような選択も必要

です。 

 

 資金力がある企業では、経営者はプロジェクト戦略のレベル、戦術のレベル、技術の

レベルをコントロールできます。不足する資源を外部から調達することが可能だからで

す。しかし、資金力があっても、技術や戦術のレベル、プロジェクト戦略のレベルでの

能力の限界が制約になることがあります。戦術のレベルの限界がプロジェクト戦略のレ

ベルの制約になり、それが経営戦略のレベルの制約になります。経営者はこうした能力

の限界と資金力を見極めながら、経営戦略を考える必要があります。 

 

 経営者は各戦略のレベルの能力の限界を上げるために、各戦略のレベルを背後から支

援する必要があります。経営者の理解なくして、各戦略のレベルの能力向上は期待でき

ないからです。 

 

おわりに 

 IT企業（ソリューション・ベンダ、ソフトウェア・ベンダなど）の事業戦略は、ター

ゲット領域と、ターゲットをどのように攻めるかの二つに分けて考えることができます

が、本稿は後者についての解説を試みました。どのようなターゲット領域に対しても、

後者の事業戦略がキーとなります。IT企業が事業戦略を考える上で、本稿が役立つこと

があるならば幸いです。 

 

文献（１）野中郁次郎、戸部良一、鎌田伸一、寺本義也、杉之尾宜夫、村井友秀著 

   「戦略の本質」日本経済新聞社発行、１版１刷2005年8月5日 

 

＜高橋哲夫氏のプロフィール＞ 創刊号p.35「役員紹介」の項参照 
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ソフトウェアの開発経験と新規製品開発 

本法人会員 理事 内田幸久 

 

１．はじめに 

私がソフトウェアの仕事を始めたのは40年ほど前のことである。当時のソフトウェア

はハードウェアを販売するための手段として開発するもので、ソフトウェアを製品とし

て販売する考えはなく、ハードウェアの添付品の時代であった。しかし、時代と共にソ

フトウェアの多様化とハードウェアの価格低下でハードウェアの利益でソフトウェアの

無償提供ができなくなり、ソフトウェア有償化の流れが生まれた。このため、筆者にお

いてもハードウェアへの売上貢献と同時にソフトウェアの売上でも利益を得たいと考え、

ソフトウェアのヒット製品を目標に開発に努めてきた。以下、この流れの中での新規製

品の開発について筆者の経験を紹介する。尚、新規製品の意味は現行製品の機能強化や

他社製品の追従ではなく、他社を含めて未だ開発されていない新たな製品を意味するも

のである。 

 

２． 新規製品の開発経験 

約 40 年間のソフトウェア開発の仕事はほぼ 10 年刻みで内容が変化した。 初の 10

年強はメインフレームの基本ソフトウェアとしてデータベースシステムと簡易言語、次

の10年は端末とパソコンの基本ソフト、続いてパソコンからスーパーコンまでのアプリ

ケーションソフトウェア、 後は基本ソフトとアプリケーション全体であった。この中

で 初の基本ソフトウェアと次のパソコンソフトでの経験を紹介したい。 

 

入社したのは昭和41年で、メインフレームの発展期でありNECは米国のハニウエル社

から技術導入したコンピュータを NEAC2200 シリーズとして発売し大成功を収めていた

時代であった。ファイル装置は逐次アクセスしか出来ない磁気テープが主体で、磁気デ

ィスクファイルの利用は緒についたばかりであった。入社半年後に磁気ディスク装置を

有効に利用するソフトウェアの開発を部長から命じられた。当時の国産メーカーは IBM

製品の追従が大きな課題で、自社固有の基本ソフトウェアの開発は非常に限定されてい

た時代であった。筆者の磁気ディスク用のソフトウェアはIBMも行っていないものでNEC

として自由に設計、開発できる仕事であったが、指導してくれる上司は無く新入社員の

筆者が独力で開発を行なわねばならない時代であった。自分で米国の資料を調べてデー

タベースと言う用語を発見し、開発するソフトをデータベースシステムと呼ぶことにし

た。現在ではデータベースは常識的な用語であるが当時は社内やユーザーからデータベ

ースとは何かと質問され、説明すると「何だ、ファイルのことは、何故ファイルと云わ

ないのか」と批判された時代である。その後開発が完了し、ユーザーから説明に招かれ

ることが多くなった。しかし、ユーザーの中には、なかなかデータベースを理解しても
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らえないことが多かった。その理由を考えると必ずしも自分の説明が下手なだけではな

く、磁気テープベースでの処理が強く頭に焼きつき新しい処理形態が理解できないこと

も原因と考えた。この解決は“巧い説明”でなく“実証”して見せるのみと考えた。そ

の後の説明会は訪問前に営業に依頼してユーザーのデータファイルの内容を知らせて貰

い、これよりデータベースの事例を設計した。客先訪問では“データベースとは”の説

明を止めて、準備したユーザーデータでの業務事例を解説し、磁気テープと異なりこの

ようなことができるのがデータベースですと説明し漸く理解を得られるようになった。

この説明方法はユーザーの理解を得る効果と同時に、開発者としてユーザーニーズを知

るのに非常に役立った。従来は一方通行の説明であったが、この方法はユーザーとの議

論となりその過程でユーザーの業務とニーズを習得することができた。説明の目的はシ

ステム設計ではないため実業務を全く理解せず適当な仮定でアクセス手順を解説するが、

ユーザーの方はデータベースの理解と同時にその利用法に関心が移り、実際の業務内容

を説明して、そのためにはどの様に利用するのかを質問してくる。これはその後の開発

の参考となり、開発組織の整備された現在の若い技術者には得難い経験を積むことがで

きた。 

 また、データベース開発の過程でユーザーニーズとして簡易言語の必要性を感じ、パ

ラメータ形式での指定で「本年1月と2月の製品Aの売上が予算の110%以上か90%以下

の支店名、製品Aと支店全体の下期の各月の売上と前年同月比を印字せよ」というよう

な処理を行なうものを開発した。当時はパソコンは勿論、オンラインの端末も普及せず、

コンピュータの利用はCOBOLのプログラムを高価なコンピュータを占有して開発する必

要があり、このような処理でも数日を要することもあった。開発した簡易言語は専用に

作った用紙の欄にパラメータを記述し、これをカード（当時のコンピュータへの入力は

プログラムもデータも1枚が80桁の紙カード）にパンチして、カードリーダーで読取ら

せる方式であった。現在の画面入力は考えられない時代であった。この簡易言語の仕様

決定の方法はユーザー訪問時に客先のコンピュータ室で印字しているレポートの内容を

収集し、これらのレポートが作成できるものを考えた。開発目的は簡易性を重視し、標

準的なものは簡易言語で、複雑なものは現状通りのＣＯＢＯＬでの方針として、集めた

レポートの 80%が処理できれば良いと機能を絞り込んだ。当時、この種のソフトウェア

は他社にも存在しなかったため慎重を期し、先ずNECの社内のスタッフ部門で半年間試

用した。社内のプログラムの組めないスタッフに大きな反響があり、夕方コンピュータ

室にカードを提出すると翌朝にレポートが入手できることで高い使用頻度となり好評を

博した。試用期間の利用内容を調査して使用頻度の高い機能は強化し、低いものは簡素

化して製品に自信が持てる段階でユーザーへの正式出荷とした。 

当時の開発グループの考え方は“足で開発しよう”であった。この意味はユーザーニ

ーズを満たす製品を開発するためには足を使って利用の場を訪れ、直接ニーズに接しな

ければならないとの考えである。尚、ユーザーに“何に困っていますか、何が欲しいで

すか”と直接的な質問をしても現行システムの問題点の指摘には有効であるが、新規の

製品開発に関して真のニーズを聞き出すのは困難であった。本簡易言語においても、完
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成後に口頭での紹介では多くのユーザーは不要と答えた。理由はCOBOLで簡単に組め、

何の問題も感じていないから要りませんであった。しかし、面白いことに強く否定した

ユーザーほど後で良く使って頂き、多くの機能強化要求を受けた。この事実は通常のユ

ーザーは現在の延長線上でものを考え、その線上に無いものはたとえ高い潜在ニーズが

あっても意識していないものである。 

 

 次の開発経験がビジネスパソコンN5200の開発であった。端末事業部からデータベー

スを止めて端末ソフトの開発をやらないかとの誘いを受けた。当時、端末事業部はイン

テリジェント端末のN6300シリーズが大ヒットしてソフトウェアの開発量が急増し、ソ

フトウェア技術者が不足していた。この新しい装置の開発に魅力を感じ、上司に端末事

業部に異動させてくれと依頼した。 初は驚いていたがそれ程強く希望するならと認め

て貰い、半年後にインテリジェント端末のソフトウェア開発をすることになった。 初

の1年間は基本ソフトウェアの改造や強化を行なったが、その過程で何故NECのインテ

リジェント端末が成功したかを考えた。以前はダム端末と云い、端末内ではソフトウェ

アの処理機能はなくデータの入出力のみを行い、処理は全て中央のコンピュータ側で行

なうものであった。インテリジェント端末とはマイクロプロセッサの出現とメモリーの

値段の低下を活用して端末側でもかなりの処理ができる装置として新たな市場を開拓し

たものである。筆者がN6300に注目したのは単に端末機の高級化ではなく、当時大きな

売上を挙げていたオフィスコンピュータの下位機種として端末と異なる市場にも対応で

きる装置となっている点であった。そこで学んだことは“新規製品”とは高機能、高性

能、低価格等と従来製品の改良ではなく、従来にない概念で市場を開拓するものでなけ

ればならないことであった。全く新しい画期的な技術を必要とするものでなく従来技術

を僅かな発想の違いで新しい用途に活用するものであると考えた。 

そこで自分も何か新規製品を開発したいと考えた。インテリジェント端末が端末機と

オフィスコンピュータの何れでもない製品として開発されていることをヒントに考えた

のがインテリジェント端末とパソコンの組合せであった。両者の利点を組合せ、パソコ

ンでないパソコン、インテリジェント端末でないインテリジェント端末が出来ないかと

考えた。当時のパソコンは現在と異なりOSは無く、BASICがROMで搭載され、主にゲー

ム用等ホビー用で利用されていた。このパソコンにOSを開発し、ファイルを強化し、パ

ソコンの持つ簡易な操作性で業務処理を行なえば現在のインテリジェント端末と異なる

市場が開拓できないかと考えた。当時私は新任の課長であったが、端末事業部の方針は

中堅管理者でも提案が認められれば予算を貰い、開発責任者となることができた。ハー

ドウェアの主任と「俺はソフトを開発するからお前はハードをやらないか」と話し合い、

2 人の提案で開発は受理された。 初の仕事はハードウェアの仕様決定で、これはソフ

トウェア側より具体的な要求を示す必要があった。当時のマイクロプロセッサは8ビッ

トが主流であったが、散々迷った結果、殆ど利用されていない16ビットプロセッサーに

決め、インテル8086を採用した。メモリサイズは迷いがなく標準で128Kバイト、オプ

ションで256バイトに拡張可能、価格は100万円を切るとした。現在のパソコンから見
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ると想像できない低仕様、高価格であるが、当時としては画期的なものであった。この

計画に事業部内から批判が続出した。上位機のN6300 が 8 ビット、64K バイトなのに下

位機種がこれを越すとは何を考えているのか、8ビットで性能に問題が出たことはない、

メモリサイズも64Kで充分であると言うのに何故、過度に高性能なものを安く売るのか

であった。仕様の判断基準は当時日本語処理の黎明期であり、この日本語処理とグラフ

ィック処理のニーズが増大すと考え、これに対処可能な製品を狙ったため、当時のN6300

以上の性能が必要と判断した。価格面では製品のライフサイクルを2年と考え、この間

に部品価格の大幅低下が予測できるため発売当初の採算が悪くとも他社が進出する前に

シェアを確保すればライフサイクル全体では充分な利益が得られると考えたためである。 

直ちに開発に着手したが、ソフト開発の社員の数は5名と弱体なため自社開発から外

部購入が出来ないかと考えマイクロソフトを訪問した。当時は50名を切る小さな会社で

とても現在のマイクロソフトを想像できる状態ではなかったが、ビルゲーツは中小企業

の経営者らしからぬ立派な社長室で仕事をしていた。ビルゲーツに製品の企画を説明し

たら、16ビットを考えるのは日本人だけであると事業部内と同様な批判を受け、結局購

入を断念して自社開発の道を選ぶことになった。 初に開発したソフトウェアは OS、

COBOL、BASIC、オンラインを含む各種サービスプログラムで、次の機能アップで表計算、

ワープロ、グラフィックプログラムとFORTRANを出荷した。 

このインテリジェント端末とパソコンの混血児のような製品は製品発表日に会社の交

換機がパンクする程の反響があったが営業には評判が悪かった。その理由は大手ユーザ

ーからの1,2台の注文が大半で、僅か200万円程度の売上に数人月の工数を要するサー

ビスを要求され採算が悪く仕事にならないと言うものであった。しかし、その後は継続

的に注文が入り、 盛期には年商1000億円近い規模となり、追加注文にはサポートが不

要なため営業の評価は変わってきた。 

端末事業部ではソフトウェア部門が装置の事業統括を行なう方針のため、筆者はソフ

トウェアの開発に加えてN5200事業全体の責任者として営業対応の責任も負っていた。

筆者を含め事業部としてもパソコンのノウハウがないため、週6日は会社で働き、日曜

日には秋葉原のビットインに行き、ユーザーとの対話に努めた。これは前述の足での開

発の信念によるもので、パソコンのユーザーとはどのような人達で、どのような使い方

をしているのかを人からの話でなく直接自分の目と耳で確かめたいと思い3ヶ月以上秋

葉原に通った。当時はNECのPC8000がヒットし、日曜日にはビットインに多くのマニア

が訪れていた。N5200も展示したため注目を集め、多くの人の意見を聞くことが出来た。

マニアの中に大学を出て親の家業を継ぎ、趣味でパソコンを楽しむだけでなく、事業管

理にパソコンを利用しようと言う人も多く、彼らは事務処理機能の強いN5200に注目し、

いろいろと要望を述べてくれた。 

N5200 の出荷後、ビジネスパソコンのニーズが認識され IBM はパソコンに進出して同

じインテル8086 を用いた製品を発売した。NEC ではN5200 に続いてPC8000 の上位機と

してPC9800 を開発し爆発的なヒットとなった。N5200 は端末機としてPC8000 との互換

性よりはメインフレームと親和性を重視した製品であった。このため自社に加えて多く
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の他社のメインフレームユーザーに販売できたが、既に多くのユーザーを獲得している

PC8000の市場を維持、発展させるため、N5200の16ビット技術をPC8000に移殖したの

がPC9800であった。N5200が本格的なパソコン時代到来の幕開けに位置したことは筆者

にとって大きな感激である。 

  

３． 新規製品開発で成功するために 

 以上は筆者が主任、課長時代の経験であり、部長、事業部長となるに従い開発を部下

の力に依存する立場となっていった。部下を啓発するために、先ず「君の担当分野で売

上を伸ばす製品を開発するにはどうしたら良いと思うか」と意見を聞くことを度々行っ

た。その都度部下の反応は、「内田さん新製品開発にはマーケティングが大切だと思いま

す。そのためには専任の組織を作り市場調査から始めるべきです」と誰からも同じ答え

が返ってくる。これに対して筆者は、「そうか、その市場調査はどのようにやるのか」と

云うと、この答えも何時も同じで「調査会社に依頼すべきです」、さらに質問を続け「調

査会社は依頼すれば受けると思うが、我々の専門分野を理解できる調査会社が見つかる

と思うか、君はどのような調査会社に頼むつもりか」の答えは、「探せばあると思ったの

です」、再々質問は「君の期待通り、あったとしよう、どのような調査をしたら市場が解

るか、君が調査するならどうするか説明してくれ」、ここで沈黙となり応答が終わる。こ

の会話は製品開発に対する部下教育の準備運動であり、教育として説明する要旨は以下

の3点である。 

ⅰ) 新規製品の開発の企画は他人の力に頼るものでない。顧客に何が欲しいか聞いて決

めるものでもない。自分で調べ、考え、自分で決めるものである。評判の良いレスト

ランは客に味付けや出汁の取り方を聞いて料理を作るか。シェフは先ず自分の舌を磨

き、客の反応を観察することで料理を作っていると思う。 

ⅱ）このためには、常に問題意識を持って客と接し、自分はどの様な製品を開発すべき

かを常に考えていなければならない。自分の企画した製品に対して人の意見を聞くこ

とは必要であるが、充分考えないで 初から市場調査等はありえない。 

ⅲ) 意見を聞いた結果、否定的なことを言われて引き下がるようではだめだ。何故、否

定されたかを考え、それが納得できれば中断や変更を行なえ。納得できず、自分の企

画に自信があれば開発を行なえ。全員が賛成するものは逆に巧く行かないものが多い。

妥協からは成功は生まれない。 

何時もこの説明を繰返している。 近亡くなった経営学者のピーター・ドラッカーも

その著の中で、新規製品の市場調査は意味がない、何故ならば現在市場のないものが新

規製品であるから市場調査のやりようがないとの趣旨の記述を行なっている。筆者もこ

の考えに同感であり、既に使われている製品に関しては現在の売上状況、利用者の満足

度等の調査は意味あるものであるが、新たに開発する新規製品は日頃の顧客の観察とそ

こから生まれる製品に対するビジョンから生み出されるものと思う。この件に関してゼ

ロックスとソニーの事例を説明する。 

○ゼロックスのコピー機発売 
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ソフトウェアの事例でもないが自己の製品に確固たる信念で成功したのがゼロックス

のコピー機である。話は古く1955年から56年にかけてゼロックス社は914型複写機を

計画し、アメリカ 大の調査会社3社に同機の成功確率と潜在市場の調査を個別に依頼

した。その結果、2 社は失敗は確実で中止すべきである、他の 1 社はある程度は売れる

がその市場規模は大きく見ても8,000台、しかもこの8,000台は発売後6年後の値との

結論であった。しかし、ゼロックス社の社長はこの調査結果を否定し、1961年に発売を

行なった。その結果、3 年間で 8 万台の実績を達成した。この成功の原因は社長のジョ

セフ・ウイルソンが『人々は良質のコピー機を見せて初めて欲しいと考えるものでそれ

を示せない現在は否定的な回答をするものである。914 型機により市場を刺激し、人々

の欲求を掘り起こす』との強い信念により多くの反対を押し切って決断したことによる

ものと考える。この事例においては、先ず市場調査はドラッカーの云うように意味がな

いことが示されている。新規製品については人々には理解されず、高い潜在需要のある

製品でも否定的に判断されることが示された事例である。新規製品を市場に出すには開

発者の強い信念と実行力が必要である。 

○ソニーのマイクロテレビ 

日本においても 1962 年にソニーがマイクロテレビの名称で５インチの小型テレビを発

売した。テレビの発売当初は14インチが普通で、その後次第に大型化してインチ数の大

きいテレビが高級品として好まれた時代に逆に小型を発売したため、市場調査でも売れ

ないとの評価であったが実際には大ヒットとなった。当時、未だ真空管であったテレビ

をトランジスタを用いて小型化したものであった。キャッチフレーズは「トランジスタ

がテレビを変えた」であつた。「変えた」の意味はトランジスタでの小型化と多くの人は

解釈したが、開発者の狙いは茶の間で家族全員で楽しむテレビを自分の部屋で一人で楽

しむパーソナルユースにとテレビの「利用形態を変える」ことであった。この事例は技

術的には同じテレビであるが、開発者は一般の人と異なる視点でこれを捉え新規用途を

開発したものである。新規製品においてはそれを開発する技術要素以上に、用途や製品

のコンセプトが大切である。同じソニーの成功事例は1979年発売のウォークマンがある。

これも開発当初、社内外で再生専用では売れない、外出先でまで音楽を聞くニーズはな

いと評価された。しかし、開発者の信念はこの批判を超えて成功した製品であった。 

 

 以上が新規製品開発に対する筆者の経験である。新規製品開発において筆者が経験か

ら学んだことは常に問題意識を持って顧客を観察し、現在有している開発技術を用いて、

現在開発している製品を超える製品を見つけることである。この件に関し、比較的 近

の事例を示す。 

 

 筆者の部下が“一見君”と言うソフトを開発してヒットした経験がある。SFA（セール

スフォアスオートメーション）の開発に従事している若く優秀な技術者であったが、ユ

ーザーとの折衝経験が乏しいため、教育として開発業務を中断し一次的に営業に席を置

き自分の開発した製品の営業支援に従事させた。ユーザー訪問を繰返している内に、納
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入したソフトウェアが自分が想定しているのと異なる方法で利用がなされていることを

発見した。各パソコンは個人が占有すると考えていたが、工場では個人ではなく各工程

毎にパソコンが置かれ、これを数人で共有して利用している。このため、自分宛のメー

ルを見る場合にIDを入力して自分用に画面を切り替えることが必要である。生産業務に

おいて社員相互の機密やプライバシーの問題はないためそのパソコンを利用する全社員

に対する情報を１画面に全て表示するようにしたのが“一見君”である。これにより、

毎回の画面切替の操作が不要となり３000本の売上を挙げた。1本1万円であるが、対象

も現有の大手ユーザーへのまとめ売りで販売費用も殆ど要せず、開発費も200万円程度

であった。この事例が示すことは顧客はこれを当然と考え、不満も要求も持っていない

ことに関し、顧客を観察することで今まで考えていたことと異なるニーズがあることを

検出したことである。 

 他の事例としては植木屋の親方から将来伸びる職人は心がけが異なるとの話を聞いた

ことがある。これは道を歩いているとき漠然と歩く人間と通りの家の庭を覗きながら歩

き、良い庭があれば記憶し、悪い庭があれば何故悪いか考える。仕事中もトラックから

クレーンで木を下ろすときの僅かな時間もその木を観察し、庭にどの角度で植えれば良

いかを考える人間は有望であると言っていた。ソフトウェア開発者もこれと同じではな

いだろうか。 

 次に重要なことは、この観察より得た事を自信を持ち、妥協せず開発することである。

競争他社がビジネスパソコンの新製品を発表したとき、そのカタログ見た瞬間これは売

れないと感じたことがある。長年、同じ仕事をしている私の部下も内田さんこれは売れ

ませんねといった。感じた理由は、現行機種との継続性を重視した結果、無難な仕様で

魅力点がないことであった。新製品に対する企画会議では、いろいろと問題点が指摘さ

れ対応に苦労するものである。この他社製品は指摘されるようなことに全て配慮され批

判される事項が少ない反面、開発者の主張が感じられず、単に現行機の性能と容量を増

加させたに過ぎないものであった。この製品は我々の予想が当たり非常な短命な製品で

終わった。 以上より、よく観察し、よく考え、妥協せず信念をもって開発することが

成功の要諦と考える。 

 

４． おわりに 

 以上、筆者の拙い経験を基に新製品開発の考え方を紹介させて戴いた。産業界では日々、

多くのヒット製品が生まれ、同時にこれを上回る失敗製品も作られている。この成功と

失敗の原因は何か、それは多様なものであり一つに纏められるものではないと思う。従

って、新製品開発の考え方も多様なものであり、筆者の経験はあくまでもその一つであ

ると認識している。ただ、読者の方々が新製品開発を企画するとき、自己の経験と考え

方と筆者の考え方を対比して頂き、より多面的な視点で製品開発に望んで戴ければ幸い

である。 

 

 ＜内田幸久氏のプロフィール＞ 創刊号p.35「役員紹介」の項参照 
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シリーズ       パソコンは考える道具（１） 

               本法人会員 新居尚道 

 

 ワープロは、『清書の道具』として始まったが、『文章を作る道具』としての性格を強

く持っており、そのような使われ方が広まってきているといえる。さらに一歩進めて『考

える道具』ないしは『創造の道具』として活用するなら、より強力なツールと成りうる

ものと考えられる。 

そこで、パソコンを考える道具として活用していく上での考え方ならびに活用方法な

どについてシリーズで紹介してみたい。今回は、「パソコン（なかでもワープロ）を考え

る道具として活用する」という点を中心に基本的考え方について実例を示しながら考察

する。 

 

著者は、現在大学でコンピュータリテラシー講座を担当しているが、担当するに当た

って依頼主の先生から、半年の講座期間内に２～３時限程度の「コンピュータの基礎」

についての講義を含めて欲しいとの依頼があった。この件に関し、コンピュータの基礎

について講義をすること自体何ら問題なかったが、受講者が文系の学生であること、時

限数が２～３時限であるということから『どんな内容を取り入れれば良いか』かなり時

間を掛けて検討し講義案を作った。 

 

それでも実際に講義を進めていく中で、いろいろ問題があることに気が付いた。そこ

で、次年度のことも考え毎回反省し改善点を整理していった。 

 

予定していた講義が終わった段階で、それまでの改善点を再整理し全体的な観点から

評価してみたところ、単なる改善だけでは今一つ納得できる内容とは成りえないと思え

た。すなわち、単にこれまでの授業内容を改善するようなことでなく、何か根本的に授

業展開の方向を変える必要があるように思えた。 

 

 そこで、パソコンを利用して問題点を整理し改善案を検討する作業を開始した。 

 

 

○ 発想を記録する 

まず第１段階の作業として、現状認識についてワープロを使って図１のように整理して

みた。 

専門的にコンピュータをやらない人に、どのようにコンピュータを教えたら

よいか 
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の活用」などについては実際の使用状況が分かるような説明をするのが望ましいと

考える。 

（２）知っていて欲しい用語とそれを理解するための知識は必要 

コンピュータ利用に関連する用語で“デジタル”といった言葉や“GB（ギガバイト）”

といった言葉は是非とも理解しておいて欲しいところである。 

そこで、どのような言葉を知っておくことが望ましいか検討し、それらの言葉を理

解する上で必要な 低限の専門的知識は取り上げることが望ましいと考える。 

（３）基本的概念の理解 

コンピュータと情報通信の基本的概念についても少しは取り上げたいところであ

る。そこで、どの範囲をどのように取り上げるかを検討することが必要となろう。 

 

○ 改善点をまとめる 

以上の検討を踏まえカリキュラムの検討を進めた結果、次に示すカリキュラム案にま

とめることができた。 

（１） コンピュータの歴史 

ＮＨＫの放映を録画した約３０分のビデオは内容も充実しており、学生たちも関心

を持って見ていた様なのでこれを使いたい。 

（２） コンピュータの基礎 

講座初日のビデオ３０分の残りの６０分をコンピュータの基礎（ハードウェア、情

報の表現、ソフトウェア）に当てたい。特に情報の表現についてしっかり取り組む

ようにすることが望ましい。 

（３） ネットワークとインターネットの働き 

ネットワーク、中でも『インターネットがどのような分野で活用されてきており、

社会生活にどのような影響を与えているか』と言った点に焦点を当て１時限を割り

振りたい。 

インターネットを活用して活動する主婦の活躍を取り上げた録画ビデオがあるが、

女子学生の興味を喚起するものと思われるので、是非とも放映できる時間を確保し

たい。 

（４） コンピュータ活用で広がる世界 

コンピュータを活用することで広がる世界について、１時限割り振りたい。内容と

しては、実際の活用まで具体的に紹介するものとして『写真編集』と『データベー

ス活用』を取り上げ、それ以外の活用と有効性はお話で紹介したい。 

 

これまでワープロを活用した思考の展開について実際の例を示して紹介してきた。こ

のようにワープロを活用することで、思いついたことをどんどん記録し編集することが

でき考え方をまとめることができる。さらに、記録された考えを自由に発展・展開させ、

その上で整理することができることから、個人の持つ創造力を高めることができるもの

と考えている。 
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○ 紙へのメモに代わる携帯電話のメール機能 

 今回紹介した例では、紙にメモしたものを利用している点があり、情報・通信機器の

活用という面からは改善が求められる。ただ、現在のコンピュータは立ち上げるとき時

間がかかるという欠点は否めない点ではある。 

 

そこで、携帯電話のメールテキストの保存機能を活用し、メールテキストとしてメモ

し、ある程度貯まった段階で送信する方法を実験してみた。この方法なら直ぐにメモの

記録ができ、メモした内容をコンピュータに送ることができることから、発想の記録と

いう点では強力なツールになりうるものといえよう。 

 

今回の紹介では、簡単な例を取り上げたことから思考の発展過程や活用のポイントま

では説明できなかったが、「パソコンを考える道具として活用することの有効性」につい

てある程度はご理解いただけたものと考える。 

 

今後、さらに思考の発展過程や活用のポイントなどを取り上げていきたい。 

 

 

＜新居尚道（あらい なおみち）氏のプロフィール＞  

日本女子大 非常勤講師「基礎情報処理」講座担当 

得意分野： データベースを活用したシステム構築 

趣味： スキー（スキー検定２級に挑戦中） 

 

 

 

 



IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 30

 

＜ニュースクリップ＞ 電子カルテの共有を容易に 他 

 

＜電子カルテの共有を容易に－システムの標準化＞ 日本経済新聞 2006.7.2 朝刊 ─ 

経済産業省は治療経過を電子データで記録する「電子カルテ」を複数の病院間で共有す

るためのシステムづくりに着手する。医療機関がカルテを共有すると、患者の過去の投

薬・治療の履歴や検査結果などが簡単にわかるようになり、効率的な医療が可能になる。

第一弾として７月中に名古屋市の約３０の医療機関で実証事業を開始。システムを標準

化し、全国への普及を目指す。 

これまで電子カルテはシステム会社別に仕様が異なるため、相互接続が難しかった。

病院間の患者情報の共有が進めば、別の病院で実施した検査の結果などがわかるため、

重複検査・診療による医療費のムダを省く効果がある。自宅から離れた場所で急に持病

が悪化した患者も診断内容を正確に伝えることができる。新システムはまず富士通や日

立製作所など約３４０の医療システム会社が加盟する保険医療福祉情報システム工業会

（ＪＡＨＩＳ）を中心に、病院外にデータを送るときの標準仕様を決める。個人情報で

あるカルテが目的以外に使用されないように、セキュリティールールも作る。７月中に

始める実証事業は、名古屋大学医学部付属病院を中核として、近隣の約３０の医療機関

の電子カルテシステムを相互接続する。 初に緊急治療が必要な脳卒中患者を対象に ─

（中略）─ 同時に東京都港区の愛育病院や千葉県鴨川市の亀田総合病院など４地域の

医療機関で、それぞれ地域内の１０前後の産婦人科病院とシステムを連携し、流産の危

険性が高い妊婦の情報を融通する。 

政府は電子カルテシステムを標準化して使いやすくすることで、現在１４％の電子カ

ルテ普及率を早期に６割に引き上げたい考えだ。 

 

＜流通取引システムの標準化＞ 日本経済新聞 2006.7.19 夕刊 ─ 経済産業省は三越

やイオンなど約３０社の大手流通企業と組み、高速インターネットを使った共通の取引

システムの開発に乗り出した。個別企業や業界でばらばらの受発注システムを統一して

標準化する。各社のシステム開発費用を減らせるうえ、取引先メーカーとの間で受注や

出荷業務を大幅に効率化できる。生鮮品やアパレルなど幅広い分野で実証実験し、２０

０７年度中にも実用化する。百貨店業界からは三越や高島屋など約２０社、スーパーで

はイオンやイトーヨーカー堂など約１０社が参加する。今後はオンワード樫山や花王、

全国農業共同組合連合会などの取引先も加わる見通し。（中略）─ 政府・与党は６月に

まとめた「経済成長戦略大綱」でサービス産業の生産性向上を掲げており、経産省の支

援はその一環。書籍や医薬品業界にも導入を呼び掛ける。 

 

＜ＩＴ化指数＞ 朝日新聞 2006.7.10 夕刊 ─ 国際電気通信連合（ＩＴＵ）がまとめ

た世界情報社会報告書０６年版によると、情報通信インフラや携帯・インターネット普
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及度、利用料金などを加味した「ディジタル利用機会指数」の国別ランキングで、日本

は韓国に次ぎ世界２位となった。 

 指数は、０５年の携帯電話を持つ人の人口比率、１人当たりの国民所得に占めるイン

ターネット料金比率、コンピュータを持つ家庭の比率、インターネットを持つ家庭の比

率、インターネット利用者に占めるブロードバンド化率などを総合。上位は韓国、日本

の後にデンマーク、アイスランド、香港、スウェーデン、英国などが続く。下位にはア

フリカ諸国が集中し、 下位はチャドだった。（中略）─ ０１年調査との比較で指数が

大きく向上したのはインド、中国、ロシア、ハンガリーなど。中国のブロードバンド普

及率は２％に過ぎないものの、利用者数は約２６００万人で日本の約１９００万人をす

でに大きく超えている。 

 

＜ワープロソフトの規格共通化─主導権争い＞ 朝日新聞 2006.6.2 ─ ワープロソフ

トで現在市場をほぼ独占しているのが、世界シェア９割以上を占めるとされるマイクロ

ソフトの「ワード」。このソフトを使って書いた文書は専用のファイル形式で保存され、

原則的にワードが搭載されていないパソコンでは読んだり書き加えたり出来ない。 

しかしビジネスや行政、医療など様々な分野で文書の電子化が進み、専門分野ごとに

様々なソフトでデータを入力するケースが増えている。ソフトが違うとデータを入力し

直さなければならず、利用者の間では規格の共通化を望む声が高まっていた。 

解決手段として注目されているのが「ＸＭＬ」と呼ばれるコンピュータ言語だ。ワー

ドなど各ワープロソフトにＸＭＬの規格を導入すれば、異なるファイル形式の電子デー

タでもＸＭＬが仲介者の役割を果たし、データの交換が可能になるというわけだ。 

米ＩＢＭやサン・マイクロシステムズは、米国の非営利団体が０２年からＸＭＬの標

準規格を目指して開発を進めてきた「ＯＤＦ（オープン・ドキュメンメント・フォーマ

ット）」を支持している。今年３月にはＩＴ企業など３５社・団体が普及団体を設立、「一

太郎」のジャストシステムも加わった。 

ところがマイクロソフトは独自に「オープン・ＸＭＬ・フォーマット」と呼ぶ規格を

開発中。ネット上に仕様を公開し、昨年１１月には欧州の業界団体に開発を委ねた。東

芝やアップルコンピュータなどが賛同を表明しているという。ＯＤＦ陣営とすれば、シ

ェア１位のマイクロソフトを取り込まなければ計画が骨抜きになりかねない。これに対

しマイクロソフトが「ＯＤＦではワードの多彩な機能に対応できない」としており、両

者に歩みよる気配はみられない。 
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「Ｗｅｂサービス」（２） 

本法人会員 理事／編集長 澤井 斌 

 

はじめに 

 前回、「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サービス群」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（Extensible 

Markup Language）によるマシン処理可能な記述」にあるというＷｅｂコンソーシアム（Ｗ

３Ｃ：World Wide Web Consortium）の定義を紹介し、このような考え方に至る関連技術

の発展経緯について述べた。 

 

 今回は、同コンソーシアムを中心に検討が進められてきた「Ｗｅｂサービス」関連の

標準技術について概説する。また、「Ｗｅｂサービス」と姉妹関係にある「ｅｂＸＭＬ」

についても触れる。 

 

１． サービス志向アーキテクチャ（ＳＯＡ）と「Ｗｅｂサービス」 

 「・・・志向」と言う言葉が幾つかある。その一つは「データ志向（Data Oriented）」

である。システム設計を始めるに当たり、どこで発生したデータをどのように収集し、

どのような処理を加えて、誰に渡すのか、データを中心にシステムの構造を分析整理す

る基本姿勢をデータ志向と呼んでいる。逆に、データよりもデータに働きかけるプロセ

スを重視する考え方は「プロセス志向」と呼ばれる。一方、オブジェクト志向（Object 

Oriented）という言葉もあるが、こちらは先号でも触れたようにプログラム開発の技法

であるので注意が必要である。 

 

これに対し、「サービス志向（Services Oriented）」という言葉はシステム設計の中で

も特にシステム構築段階での新しい概念として１９９６年、米国ガートナー社から提案

されて広まった。ネットワークを介したコンピュータの利用は、汎用コンピュータと端

末を基本形態とする時代から複数のＵＮＩＸワークステーションを用いてシステム全体

を構成しようとする時代へ、そしてさらに、パソコンの登場によりサーバ・クライアン

トの時代へと変遷する。「サービス志向」という概念は丁度このサーバ・クライアントの

考え方と相前後して誕生した。 

 

「サービス志向」とはシステム全体を複数のサービス単位で構成し、サービス単位の

連携のもとに、企業や社会の様々のサービス・ニーズに応えようとするものであり、シ

ステム全体の構造は「サービス志向アーキテクチャ（ＳＯＡ：Services Oriented 

Architecture）」と呼ばれる。 

技術解説 
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ＳＯＡの設計思想は 

（ｉ）提供すべきサービス 

（ⅱ）粗粒度：サービス単位の粒度を出来る限り粗くすること 

（ⅲ）疎結合：サービスを要求する側のコンピュータととサービスを提供する側のコ 

ンピュータの結合度合いを疎にすること 

の３つからなる。 

 

一方、Ｗｅｂコンソ－シアムのＷｅｂサービス・アーキテクチャＷＧ（Working Group）

では「Ｗｅｂサービス」のシステム・アーキテクチャ（構造）を捉えるのに４つの概念、

すなわち、メッセージ、サービス、リソース、ポリシーを取上げ、それぞれにメーセー

ジ志向（Message Oriented）、サービス志向（Services Oriented）、リソース志向（Resource 

Oriented）、ポリシー志向（Policy Oriented）という言葉を用いている。これらの概念

から次の４つのシステム・アーキテクチャ・モデルが導出される。 

ａ．メッセージ志向モデル：人間やコンピュータ間で交換されるメッセージに着目 

ｂ．サービス志向モデル：提供されるサービスに着目 

ｃ．リソース志向モデル：情報の処理に必要な諸資源に着目 

ｄ．ポリシー志向モデル：セキュリティやサービス品質の管理側面に着目 

（詳細はＷＧの報告書＊１を参照されたい） 

 

なかでも、ｂ項のサービス志向モデルは「Ｗｅｂサービス」を理解する上で重要なモ

デルである。「Ｗｅｂサービス」は基本的に公共インフラであり、上述のＳＯＡ設計思想

の（ⅰ）として、例えば電子商取引や電子政府、電子医療サービスなどのサービス機能

が対象になる。（ⅱ）については特別な物差しがあるわけではないが、粒度をあまり粗く

するとサービス単位の機能が増大し、利用上のインタフェースが煩雑化する。逆に、細

かくすると個々のサービス単位に対するインタフェースは簡単になり利用しやすくなる

反面、ネットワーク上の情報の行き来が増大し、システム全体が複雑化する。サービス

単位の例としては、注文処理、在庫確認、信用照会、ホテルや鉄道・航空機・バス便の

予約、交通費精算、などが挙げられる。(ⅲ)の疎結合とは基本的にイベントドリブンの

インターフェースにすることである。イベントドリブンとは、要求があればその要求内

容に従って処理結果を返し、要求がなければ黙って待機しているタイプの処理システム

のことである。Ｗｅｂのホームページサービスを含め、インターネット上で広く利用さ

れているサービスにはイベントドリブン形で設計されているものが多い。 

 

「Ｗｅｂサービス」では上記の（ⅰ）～（ⅲ）以外に、（ⅳ）として、相手コンピュー

タへの要求メッセージをＸＭＬで記述することを特徴としている。この点でＸＭＬを使

わないＨＴＭＬで記述するＷｅｂのホームページは「Ｗｅｂサービス」の定義に含まれ

ない。もし、Ｗｅｂのホームページのサービスを敢えてＷｅｂサービスに含めるならば、

それは「＜広義の＞Ｗｅｂサービス」であり、本稿で言う「Ｗｅｂサービス」は「＜狭
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義の＞Ｗｅｂサービス」となる。この曖昧さを排除するならば本稿の「Ｗｅｂサービス」

は、より適切には「＜ＸＭＬベースの＞Ｗｅｂサービス」と呼ぶ方べきであろう。 

 

２．Ｗｅｂサービスの立ち上げ 

上述のように、「Ｗｅｂサービス」はＸＭＬで記述したメッセージ交換を基本にしてい

る。ＸＭＬはコンピュータに言葉の意味を伝える手段であり、連携するコンピュータ同

士が同じ解釈をすることが前提である。このため、特定のＷｅｂサービスをスタートさ

せるに当たって、共通の理解を確立することが必要である。 

 

Ｗｅｂサービスは、所定のサービスを要求する側とそのサービスを提供する側があっ

て成立する。全く白紙の状態であれば、要求側は自ら考える所定のサービスが実際に受

けられるのかどうかは定かでない。同様に、サービスを提供する側もどのような機能を

用意すれば利用者側が満足してくれるのか不明である。このような場合は、システムを

構築する以前に、お互いが名乗りを上げ、意志表示をし、会合を設けて開発すべき内容

を協議することが必要になる。 

 

これに対し、白紙の状態ではなく、サービスの提供者側があらかじめ市場調査により

サービス内容を企画し、率先してシステムを構築する場合もある。この場合は提供者側

がそのサービス内容について様々な広告媒体上でＰＲすることになる。サービスの利用

者（この場合は要求者というのは適切でないであろう）は広告などを見てカタログを取

り寄せる。提供者側も、個々の要求をその都度システムに組み込むのは大変なので先ず

は出来上がっている機能を変更しない範囲で利用してもらうことを望むであろう。 

 

いずれの場合であっても、Ｗｅｂサービスの立ち上げプロセスは、図１に示したよう

に、まず「１．関係者がお互を知る」、次いでサービス内容の確認、契約書の交換、すな

わち「２．ＳｅｍとＷＳＤについて合意」のプロセスで始まる。ここで、Ｓｅｍ（筆者

が簡単のためSemanticsを短縮したもの）はＷｅｂサービスで交わされるメッセージに

対する意味付け（意義・目的の明確化）のことである。また、ＷＳＤ（Web Services 

Description）はＷｅｂサービスの記述（内容）である。いずれもＷｅｂコンソーシアム

で用語として定義されている。プロセス２に続いて、合意したＳｅｍとＷＳＤに従った

エージェント（代行者）と呼ばれるアプリケーションソフトウェアがそれぞれの側でコ

ンピュータシステムに組み込まれる。図の「３．ＳｅｍとＷＳＤの組み込み」がこのプ

ロセスに対応する。エージェント同士は「４．メッセージの交換」によりシステム連携

を行なう。 

 

ＷＳＤを記述する言語としてＸＭＬをベースにした言語「ＷＳＤＬ（Web Services 

Description Language；ウィズデルと呼ぶ）」が整備されている。 
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 Ｗｅｂサービス ｅｂＸＭＬ 

狙い 公共インフラ ＸＭＬ/ＥＤＩ 

ビジネスプロセスの定義 ＢＰＥＬ４ＷＳ他 ebＸＭＬ BPSS 

サービスの登録、参照 ＵＤＤＩレジストリ ebＸＭＬ RR 

インタフェース定義 言語仕様：ＷＳＤＬ ebＸＭＬ CPPA 

メッセージ交換プロトコル ＳＯＡＰ ＳＯＡＰ 

BPSS：Business Process Specification Schema、RR:Registry & Repository、 

CPPA：Collaboration Protocol Profile Agreement 

    表１．「Ｗｅｂサービス」と「ｅｂＸＭＬ」の狙いと関連技術の対応関係 

セキュリティ問題は通信やＳＯＡＰメッセージ以外の技術スタックの各レベルに及ぶ。

「Ｗｅｂサービス」は社会的なインフラであり、上位の管理レベルでは、利用者の認証

（Authentication）とサービス提供者の認証の双方向認証、資源へのアクセス権限の確

認（Authorization）が組み込まれている。また、サービスの運用側面として、諸資源の

安全管理・災害対策など、システム全体のセキュリティポリシーや具体施策の徹底が謳

われている。 

 

５．「ｅｂＸＭＬ」技術との対応関係 

 前回、Ｗ３Ｃの「Ｗｅｂサービス」とｅｂＸＭＬ団体の「ｅｂＸＭＬ」とが、技術的

に極めて近い関係にあることを述べた。表１に両者の狙い、関連技術の対応関係を示す。 

「Ｗｅｂサービス」は公共性に主眼があるのに対して、「ｅｂＸＭＬ」はＸＭＬベース

のＥＤＩ（Electronic Data Interchange）に主眼がある。両者の比較は文献＊２に詳し

いので、ここでは説明を省略する。また、「Ｗｅｂサービス」についてさらに詳しく勉強

されたい方は文献＊３などを参照願いたい。 

 

次回は、応用面の課題を整理してみようと思う。 

 

文献： 

（１）Ｗ３ＣアーキテクチャＷＧ報告書、2004年2月 

（２）藤田悟「ダイナミックコラボレーションビジネスに向けたＷｅｂサービスの動向」 

  ＮＥＣ技法 Vol.57、No.2、2004 年 2 月 

（３）中島洋、小泉明正「勝者のＩＴ戦略－ユビキタス時代のウェブメソッド革命」

（Webmethod社の技術が中心）、発行日経ＢＰ企画、2005年2月 

 

＜澤井 斌氏のプロフィール＞ 創刊号p.35「役員紹介」の項参照 
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北米だより 

寄稿  田代駿二 

 

（１）どこでもＩＴ － レポート 2006.7.17 － 

情報時代に突入して、今やＩＴは第１次産業から第３次産業まであらゆる分野に幅広く

展開しはじめた。産業分野別にそれぞれ卑近な例を紹介しよう。 

 

第１次産業の農業においては、特に、アメリカは広大な農地を持ち機械化が進んでいる

ため、ＩＴの適用も容易で効果も大きい。例えば、肥料・殺虫剤の散布頻度やその効果

のデータ管理とフィードバックによる生産性の向上は広く行き渡っている。牧畜経営で

も、ＲＦＩＤによる牛の個体管理が進みつつあり、現在、牧畜経営者の５％が使用して

いる。ブッシュ政権は、農務検査官に狂牛病に罹患した牛の居場所を４８時間以内に特

定させるシステムの構築を計画中で、２００９年にアメリカ全土の牛１億頭の完全オン

ライン化を目指している（１）。 
 
しかし、ＲＦＩＤには問題も多い。電源を持たない受動素子であるため電波が数メート

ルしか届かず、遠方からの監視はできない。また、牛は必ずしも１頭ずつ整列して歩く

わけではなく、まとまってゲートを通ることも多い。そうなるとＲＦＩＤでは管理しき

れない。そのような場合には、人間が牛の耳についているタグからデータを判読するこ

とになるが、牛はストレスに弱いので体重が増えなくなる。つまり、牛肉の量が減るわ

けで利益減になってしまう。 

 

そこで、ＲＦＩＤに代わるアクティブ素子を使う動きが出てきた。ジグビーフ社が開発

したジグビーと言うタグである。電波は１００メートルも届くが、ＲＦＩＤが１個２ド

ルで電池が不要なのに対し、ジグビーは１０ドルもするうえに電池交換が必要である。

また、牛の流通ルートでは同じシステムで互換性を保つ必要があるから、一部の業者の

みにジグビーを売りこむのはむずかしい。しかし、農務省はジグビーフに 初８万ドル

を支援し、次回は３０万ドルの予定なので、絶対額は少ないが農務省のお墨付きになる

可能性もある。そうなれば本格的な採用も夢ではない。 

 

第２次産業においても、自動車をはじめあらゆる分野でエレクトロニクスがメカニック

スと同レベルまで重要な役割をにないつつある。電力会社でも、ＩＴを使って電力消費

量のピーク値を抑制する方法を検討中である。カリフォルニア州の電力会社は「スマー

トメーター」を導入し、昼間の電力消費の大きい時間帯に料金を高くして消費量を抑制

する方法を検討している（２）。 
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消費者ごとに設置されたスマートメーターは、電力消費データを電話線または電力線経

由で電力会社に自動送信する。電力会社は時間帯により異なる課金を行ない、消費者は

インターネットで現在の電力料金を見ることができる。こうすることで消費者が料金の

高い時間帯の電力消費を節約することを期待している。一般に、消費者は少しでも安く

なると思えば多少の融通はつけるのが普通だからである。新メーターの取りつけには数

年がかりで総額１６億ドルもかかるので、電力会社はそれを補うために毎月６９セント

の電力料金値上げを申請する予定でいる。 

 

しかし、一般企業はスマートメーターの導入に反対である。カリフォルニア公共ユティ

りティ委員会が新システムを承認すると、企業はピーク時には高い電力料金を支払うこ

とになるからである。シリコンバレーのビルオーナー協会は、企業はすでに電力消費節

減に取り組んでおり新しいシステムを一方的に押しつけるのはコスト増につながるとし

て反対している。 

 

第３次産業は、流通やサービス業などもともと情報産業に近い産業だったから、あらた

めてＩＴを取り上げたらきりがないが、ここでは交通渋滞の緩和システムを紹介したい。

近い将来、渋滞に巻き込まれる前に渋滞予報を出すカーナビが登場するかもしれない。 

 

このシステムは、マイクロソフトからスピンオフしたインリックスが開発しているもの

で、ＧＰＳを搭載した商業車両からトラフィックデータを収集する。そのデータを処理

して渋滞予想を行ない、ウェブサービスのＭＳＮや携帯電話のシンギュラー、カーナビ

のトムトムなど２０社に配信する。８月末には４０都市、２万５０００マイル、５００

万市民に、年末には５０都市、３万５０００マイル、１０００万市民にサービスする予

定である（３）。さらに、各種のイベント・カレンダーを参考にしてトラフィック予想の精

度を上げることも検討中である。これは、特に商業車両の配車計画などに有効になる。

また、地図会社のテレアトラス社と組んでカーナビにトラフィック情報を組み込むこと

も検討中である。 

 

以上、いろいろな分野でＩＴにより管理精度を高めて生産性や性能の向上に取り組んで

いる実例を紹介した。今後、どこでもＩＴがますます活用されることになろう。いよい

よ本格的な情報時代を迎えることになる。 

 

参考 

(1) Brian Bergstein: Livestock Tracking comes under Fire, 5/29/06, Associated Press 

(2) Sarah Jane Tribble: Variable Electric Pricing on Tap?, 5/25/06, San Jose Mercury 

News 

(3) Matt Nauman: Navigation Nation, 5/29/06, San Jose Mercury News 
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（２）堅実経営のＨＰ － レポート2006.9.25 － 

ＨＰは、今年の売上高で９１０億ドルを計上し、僅差ながらＩＢＭの９０５億ドルを抜

いてＩＴ業界のトップに躍り出そうである。理由は簡単で、ＩＢＭが昨年、売上高１１

０億ドルのパソコン部門をレノボに売却したからである。来年については予断を許さな

いが、 近、急速に伸びているＩＴホーム市場に力を入れているＨＰがさらに勢いづく

との予想もある。もしそうなった場合、両社ともにロゴカラーがブルーなので、ビッグ

ブルーの称号はＩＢＭからＨＰに移る可能性もある（１）。 
 
ちなみに、ＩＴ市場の内訳は、依然としてコーポレート市場が圧倒的に大きく、売上総

額は１兆ドルに達しており、ホーム市場はその１０分の１しかない。しかし、伸長率で

はホーム市場のほうがコーポレート市場をしのいでおり、例えば、インターネット対応

携帯電話は年率１５.４％も伸びているのに対し、 ユニックスサーバーは年率１％で減

少している。そこで、ＩＴ各社はホーム市場への進出をはかっており、シスコはホーム

ネットワークに、デルはテレビに、ＨＰはホームプリンタやモニタ兼用のテレビにと領

域拡大に余念がない（１）。 
 
ただし、ホーム市場は価格競争が激烈でＧＰは限りなくゼロに近いから、各社とも利益

を出すのは大変である。利益を確保する唯一の秘訣があるとすれば、特定の市場で圧倒

的な寡占状態を作りスケールメリットを出すとともに、ＧＰの出しやすいサービスサポ

ートに力を入れることである。例えば、ＨＰはプリンタ市場でシェア４１％という寡占

状態を作り、ＧＰ５０％のインクカートリッジで確実に利益を出している。その結果、

プリンタ部門はＨＰ全社の年間利益１７億ドルの半分を稼いでいる（１）。 
アップルのアイポッド／アイテューンズによるぼろ儲けも同類項であろう。 
 
ＨＰが第３四半期（１０月末締）で過去５年間で 高のＧＰを記録し、売上で前年度同

期比５％増の２１９億ドル、営業利益で同２２％増の１５億ドルを計上しそうなのも、

プリンタ事業の貢献が大きい（２）。 

 

これに対して、ＩＢＭは依然としてコーポレート市場に照準を絞っており、特にソフト

ウェアの高いＧＰ率に頼る形で別の展開をはかっている。しかし、それだけで売上を急

増させることはなかなかむずかしい（１）。株式市場はその辺の事情を勘案したのであろ

う、この１年間でＩＢＭは４％下落したが、ＨＰは２０％上昇しており、過去３年間で

はＩＢＭの１１％下落に対してＨＰは６０％の上昇である。 
 
ＨＰが好調なのは、単にホーム市場への領域拡大を狙っているからだけではない。第３

四半期にはこれまでの１９００人に加えて期末までにさらに５３００人をレイオフし、

１月からの累計レイオフを１万５３００人にする計画で、これが経費減に利いている。
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全社員１５万１０００人の１０％削減である。昨年の４月に就任したばかりでこれだけ

のリストラを着実に進めたＣＥＯマーク・ハードの実行力はすごい（２）。 
 
もう１つ、マーク・ハードになってから、ＨＰの堅実な社風が回復したのも大きい。Ｈ

Ｐの技術者は、今回デルやアップルで問題を起こしたソニーのバッテリに対して慎重に

評価した結果採用しなかったし、ＩＴ廃棄物の処理問題でも率先して州政府に協力する

姿勢をとっている。ＨＰは、製品のカッコ良さや技術トレンドの方向付けではアップル

にかなわないが、堅実経営により投資家から強い信頼を勝ち取っている（３）。 

 
さらにもう１つ、ＨＰ復活の 大の決め手になったのがＣＩＯランディ・モットの貢献

である。彼は、ウォールマートでサプライチェーンのＩＴ化やデータマイニングの実用

化に取り組み、同社を世界１の小売店チェーンに押し上げた立役者だが、次にはデルで

在庫管理のＩＴ化を担当して同社の直販システムに磨きをかけた（４）。 
 
彼は、３年前にＨＰに来て、それ以来同社の社内システムのリストラを手がけ、１億ド

ルをかけて世界中に散在する８５のデータセンターをアメリカの６箇所に、７８４のデ

ータベースを１つに、それぞれ集約した。ＨＰが買収したコンパックは、それまでタン

デムを買収し、さらにＤＥＣを買収していたから社内システムは複雑で、この作業は大

変だったと思われる。しかし、これにより同社の経費が半分に減るのみならず、これま

で無数のＳＢＵがそれぞれ勝手に動いて横の連携がまったく取れなかったのが、統一的

に把握して動けるようになった（４）。 
 
ランディ・モットは、実はマーク・ハードがＮＣＲでデータマイニングを売り歩いてい

た時に、ウォールマートやデルでＣＩＯとして相手をした重要顧客であり、相互に認め

合う間柄だった。マーク・ハードが、ＨＰのＣＥＯに就任するや 重点課題の解決のた

めに彼を１５００万ドルで引き抜き、さらに、ランディ・モットはウォールマートやデ

ルから１０人以上を引き抜いた。適材が適時適所に流動的に移動するというアメリカの

企業文化の長所が、ここでも強力に働いたことになる（４）。 
 
参考 

(1) Peter Burrows and Steve Hamm: Tech has a New Top Dog, 6/19/06, Business Week 

(2) Nicole C. Wong: Great PC Race, 8/17/06, San Jose Mercury News  

(3) Peter Burrows: Apple vs. HP, Who's Got the Mojo Now? 8/28/06, Business Week 

(4) Peter Burrows: Stopping the Sprawl at HP, 5/29/06, Business Week 
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（３）ソフトに賭けるＩＢＭ － レポート2006.10.9 － 

ＨＰは堅実経営で業績を奇跡的に改善し、株価も順調に値上がりを続けている。ただし、

依然として正当技術の改善を進めるだけで、次の異端技術を探しあぐねているのが現状

である。 

 

これに対してＩＢＭは、トップグループで競っていたプリンタ事業を売却し、常に新技

術で 先端を走ってきたハードディスク事業も売却し、さらにはオープン化路線で事業

規模を世界に拡大させたパソコン事業までも売却し、今やソルーション事業に焦点を絞

って、世界一のソルーションベンダーへのジャンプを目指している。 

 

ちなみに、世界一の技術を誇るＩＢＭのハードディスク部門を買い取った日立は、その

後大赤字で苦しみ、当初の思惑通りには行っていない。アメリカの企業は、ピーク直前

で市場価値が高いうちに売りに出すから、買うほうはだまされないようによほどの注意

が必要である。あと数年でピークを過ぎそうなら、株式市場はもちろんのこと優秀な人

材もどんどん逃げ出していくから、買ったほうはもぬけの殻の事業を引き継いで四苦八

苦ということになる。 

 

さて、ＩＢＭはソルーションベンダーへのジャンプを目指していると言ったが、大局的

には変わらないものの、厳密に言えばソルーションよりもソフトウェア自身に力を入れ

ていることが目に付く。この３年半で、小粒ながら急成長中のソフトウェアベンダーを

３０社も買収した。 近の大口ではコンテンツ管理のファイルネットを１６億ドルで、

コンピュータシステム管理のＭＲＯソフトウェアを７億５０００万ドルで、アプリケー

ション統合ソフトのウェビファイを１億ドル以下で、そして８月にはインターネット・

セキュリティ・システム（ＩＳＳ）を１３億ドルで買収した。ＩＳＳは今年１２番目の

買収になり、これらの４社だけでＩＢＭのソフトウェア売上の４～５％分を増加させた

ことになる（１）。 

 

ちなみに、ファイルネットは、この３年間の 大の買収でＩＢＭ創業以来４番目の規模

になる。テキストやメール、写真、オーディオ、ビデオなどの分類・整理・蓄積・検索

を容易にするソフトウェアである。これまでＩＢＭは、コンテンツ管理では３位で、上

にはＥＭＣとファイルネットがいたが、これでＩＢＭは１８％シェアとなり、１１.３％

のＥＭＣを抜いてトップに立つ（２）。 

 

また、ＩＳＳは、銀行や保険会社、政府向けなどのセキュリティ・ソフトウェアが得意

で、１万１０００の企業ユーザを持つ。本社はアトランタ、社員１３００人、昨年の利

益は３８５０万ドルだった。セキュリティ関連のベンダーは現在１０００社もあり、近々、

集約に向かうであろう。ＥＭＣが２１億ドルでＲＳＡセキュリティを買収したり、シマ
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ンテックが１３５億ドルでベライタスを買収したりと、風雲急を告げている。ＩＳＳは

１９９９年以来ＩＢＭと連携してきたセキュリティソフトウェアベンダーで、今回の買

収はなるべくしてなった結果だった（３）。 

 

ＩＢＭによる小企業の買収は副次効果も大きく、ＩＢＭのソフトウェア部門のセールス

マン１万２０００人が強力に加勢することにより、買収後のそれぞれのプロダクトの売

上が急進するのが普通である。例えば、２００４年に買収したコンピュータシステム管

理のキャンドル社の売上は、２００５年には２５％も伸びた（１）。 

 

また、相次ぐ成長企業の買収により、昨年末でソフトウェア部門の中で急成長部門が５

２％を占めるまでになった。その結果、今後は同部門の成長がさらに加速することにな

る。第２四半期の売上で言うと、ソフトウェア部門は前年度同期比５％増の４２億ドル

で、サービス部門の１５％減はもちろん、ＩＢＭ全社の１％増をはるかに追い越す勢い

である（１）。 

 

さて、現在、ＩＢＭは１００億ドルのキャッシュを持っており、会社の方針がソフトウ

ェア部門の強化なのだから、今後も買収はますます加速するであろう。次の買収候補と

して考えられるのは、大物ではミドルウェアのビーシステムス、無理のないところでは

ビジネスインテリジェンスに分類されるハイペリオンやビジネスオブジェクツ、コグノ

スの３社である。中でもコグノスが も有力視されている（１）。 

 

いずれにしても、ＩＴ業界を俯瞰すれば、ハードウェアの心臓部がインテルのチップに

押さえられ、ソフトウェアの心臓部がマイクロソフトのウィンドウズとオフィスに押さ

えられて、肝心の利益はみな両社に持って行かれている。パソコンがどんどん性能を上

げている現状から演繹して、近い将来、ハイエンドにおいても利益はチップとソフトウ

ェアに集中するのは明らかである。 

 

そうだとすれば、積極的な買収によりチップかソフトウェアに重心を移動させて行くの

が、現代ＩＴ企業の基本戦略であろう。特にソフトウェアは異端技術のかたまりだから

ジャンプの手段としても申し分ない。ただし、買収相手は決して峠に達せんとする有名

企業や、ましてや峠を越えた有名企業であってはならず、急成長中の新進気鋭の企業に

限ることは言うまでもない。 

 

参考 

(1) Steve Hamm: A Big Blue Feeding Frenzy, 9/4/06, Business Week 

(2) Sarah Lacy: Big Blue's Software Spree, 8/11/06, Business Week 

(3) Michelle Kessler and Jon Swartz: IBM adds to its Stable Again, 8/24/06, 

USA Today 
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（４）ソフトに賭けるＩＢＭ（続） － レポート2006.10.16 － 

ＩＢＭのソフトウェア事業部門は、今や年間１６８億ドルを売上げる急成長部門となり、

オラクルを抜いてマイクロソフトに次ぐ世界第２位のソフトウェアベンダーになった。

ＩＢＭ社内でも一番儲かる部門になっている。プログラマは２万６０００人、ソフトウ

ェアセールスは１万２０００人という陣容で、ミドルウェアからデータベース、アプリ

ケーションインテグレーション、コラボレーション、ウェブサービス、コンテンツ管理

まで幅広い展開を行なっている。特に、８００億ドル規模のミドルウェア市場では２０％

を占めるトップシェアで、マイクロソフトやオラクルの各１０％以下に大きな差をつけ

ている（１）。 

 

ＩＢＭのソフトウェア部門は、２００６年度の見通しで言うと売上が全社の２０％、利

益が３７％で、特に利益は全社のトップである。これに対してサービス部門は、売上が

５３％、利益が３５％であり、ハードウェア部門は売上が２４％、利益が１２％である。

ソフトウェア部門が他部門より好調だった期間は５四半期続いており、さらに年間伸長

率６～９％を目指す勢いである（２）。 

 

しかし、企業買収によりソフトウェアの領域を拡大し売上と利益の増大を目指している

のは、ＩＢＭだけではない。マイクロソフトやオラクル、ＳＡＰ、ＥＭＣも同様で、特

にオラクルは、ピープルソフトやシーベルシステムを買収して領域を大幅に拡大させた。

しかもデータベースを中核にしていろいろなソフトウェアをバンドルできるから非常に

有利である。 

 

近、特筆に値するのはＥＭＣである。２００２年にはディスク・ストレージ・システ

ムだけでは限界が来て大赤字となり、株価は４ドルまで下落した。しかし、そこで奇策

の一手を打ったのがＣＥＯジョセフ・タッチーである。それまでの事業とはまったく関

係のないドキュメント管理ソフトウェアのドキュメンタムとコンピュータ管理ソフトウ

ェアのＶＭウェアを買収した（３）。 

 

それ以来、４７億ドルをかけてソフトウェア企業１７社を買収し、今や売上を３７％増

の９６億ドルに伸ばし、みごとに黒字転換を果たした。買収は１億ドル以下の小企業が

多く、買収後は１７人の元ＣＥＯのうち１５人を社内にとどめるといううまい使いかた

である（３）。 

 

話は飛ぶが、ソフトウェア事業の歴史を振り返ると、１９８０年代の後半にＭＲＰⅡ

（Manufacturing Resource Planning）が一世を風靡し、生産事業計画を中心にアスクコ

ンピュータやカリネット、ダン＆ブラッドストリートが活躍した。当時は、ハードウェ

アベンダーのＩＢＭやＤＥＣ、ＨＰが儲けた時代であった。ただし、間もなく利益はデ

ータベースのインフォミックスやオラクル、サイベースに移った（４）。 
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１９９０年代に入ると、在庫から部品業者、顧客から従業員、そして資産まで含めた企

業情報の統合的蓄積と処理を行なうＥＲＰ（Enterprise Resource Planning）が登場し

た。ＥＲＰの旗印はＢＰＲ（Business Process Re-engineering）だったから、対ＢＰＲ

の柔軟性に欠けるメインフレームが嫌われ、クライアントサーバーへの移行が加速され

た。そして、ＥＲＰが２５０億ドルの規模になる間にＩＢＭや会計処理８社などのイン

テグレータは、ＳＡＰなどのＥＲＰベンダーより５～１０倍の利益を上げた。つまり、

ＢＰＲのノウハウがビジネスの中核だったことになる（４）。 

 

さて、ＥＲＰの次はどうなるか。今後はサービス・オリエンテッド・アーキテクチャ（Ｓ

ＯＡ）がＥＲＰの地位を引き継ぐというのがもっぱらの定説である。ＳＯＡを採用する

と、新システムの構築や旧システムの改造、オープン標準のビジネスアプリケーション

のシームレスな統合や古いアプリケーションの再使用が容易になる。言葉を変えれば、

ＳＯＡを使うと、ユーザは従来のように２～４年ごとにソフトウェアをアップグレード

したり、また８～１０年ごとに全取替えをする必要がなくなり、システムの維持管理が

きわめて安価で容易になる（１）。 

 

企業ユーザのＣＩＯの８７％は、次の目玉はＳＯＡだと言っており、ＳＯＡ市場は今年

の６億３０００万ドルから２０１１年には２８倍の１７７億５０００万ドルに伸びると

予想されている（１）。 

 

ＩＢＭはすでにＳＯＡの市場シェア４４％を占めるリーダーであり、これに２位のサン

が１３％、３位のＢＥＡが１０％で続いている。ＩＢＭは、これまでの１００ユーザ１

８００件のＳＯＡ契約をベースに、１５業種対応のアプリケーションとテンプレートの

カタログを作った。これには買収したウェビファイやＭＲＯソフトウェアも包まれてお

り、さらにカタログを充実させる計画でいる。 

 

つまり、これまでのＩＢＭの買収はＳＯＡの将来性を見据えた長期戦略の一環だったこ

とが分かる。ＩＢＭはこれでいよいよソフトウェア企業への転進に踏み切ったことにな

ろう。さすがＩＢＭである。 

 

参考 

(1) Steve Hamm: IBM's Revved-up Software Engine, 8/16/06, Business Week 

(2) Steve Hamm: A Big Blue Feeding Frenzy, 9/4/06, Business Week 

(3) Steve Hamm: The Fine Art Of Tech Mergers, 7/10/06, Business Week 

(4) Bruce Richardson: Software's New Predators, 8/22/06, Business Week 
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○ＩＴコンピタンス研究所 役員異動のご紹介 

 ２００６年９月５日付けで新たに井崎博行氏が理事に就任されました。 

 

＜新役員のプロフィール＞ 

理事 井崎博行（いざき ひろゆき） 

汎用コンピュータ（小型）のOS開発をリード、ソフトウエア全般のマー

ケティング／開発／整備（海外企業とのアライアンスなど）や地域のソ

フト会社2社（九州と新潟）の経営経験など。日本の中堅ソフト企業の

競争力向上（海外連携・地域連携などを通して）に貢献できることに携

わりたい。 

 

 

○ＩＴコンピタンス研究所の活動と年間スケジュール 

２００６年 

 ９月  第６回理事会開催 

１２月  機関誌「第４号」発行 

第７回理事会開催 

独立行政法人-情報処理推進機構（ＩＰＡ）の「情報セキュリティに関す 

る啓発資料改訂 公募」に対し、「リモートアクセス環境におけるセキュ 

リティ」のテーマ名で応募し採択される。平成１９年（２００７年）３月 

を納期とし、会員による改訂作業を推進する。 

 ２００７年 

 １月  第１回ＩＴＣＬセミナー開催予定 

     「情報セキュリティ対策の動向と課題」と題して、会員による講演と 

      外部有識者を交えたパネル討論を予定 

 ２月  第８回理事会開催予定 

４月  第９回理事会開催予定 

    第２回総会開催予定 

                        （記：磯 秋義） 

 

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

「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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編集後記 

・ 「衛星画像の技術とその応用」を寄稿いただいた古屋さんにはご多忙の中、また短

期間で執筆にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

・ 今号は力作が多く、密度の濃い内容が目につきました。著者の意図を汲み取り、日々

の活動に活用いただければ幸いです。 

・ 「北米だより」はいつもより多く収録しました。 

・ 薄型ＴＶの出荷が伸び、情報家電が活況を呈しています。素材産業も好調です。 

・ 企業により業績の差があるものの、日本の景気は、この１１月末時点で、これまで

長と言われた「いざなぎ景気」（1965.11～1970.7）の４年９ヶ月を超えて戦後

長の景気拡大となることが確実になりました。 

・ ５月１日、「会社法」が施行されました。これまで会社法という正式名の法律はなく

商法の一部や関連法規をあわせて便宜的に会社法と言いならわしていました。「会社

法」の施行により、会社設立に必要な 低資本金額の制限がなくなり、取締役の数

は１人以上でＯＫとなるなど、起業に対する障壁が大幅に緩和されました。 

・ 起業が容易になっても、企業の不祥事が後を断たないのは困ったことです。エンロ

ン事件の反省から、企業の不祥事を排除するため米国で導入された米企業改革法＜

ＳＯＸ法 2002.7 成立、適用開始 2007.3 末＞に対し、日本でも同様の強化が検討さ

れています。 

・ ここ１、２年、ＩＴ関連産業で買収や事業統合の話が続いています。ソフトバンク

が移動通信のボーダフォンを買収（2006.3）、ノキアとシーメンスが通信インフラ機

器事業を統合（2006.6）、米ＨＰがシステム管理・運用ソフト大手のマーキュリーを

買収（2006.7）、フィリップスが半導体部門を投資会社連合に売却（2006.8）・・・

と枚挙にいとまがありません。 

・ 米経営学者のピーター・ドラッカーさんがなくなったばかり（2005.11.11、95歳）

ですが、今度は「ゆたかな社会」や「不確実性の時代」などの著で有名な米ハーバ

ード大名誉教授のジョン・ケネス・ガルブレイスさんがなくなりました（2006.4.29）。

９７歳でした。 

・ 人の営みに比べると宇宙はなんと長久広大なことでしょう。現在見つかっている

遠の銀河は地球から１２８億８千万光年のかなたにある由。しかも、遠い銀河の上

位２０のほとんがハワイにある「すばる天体望遠鏡」を利用して発見されていると

のこと。関連する科学技術の凄さが実感されます。 

・ そう言えば「冥王星の降格」も今年の天文学界の大きな出来事でした。教育関連の

出版業界は対応におおわらわとか。 

・ 今年も残りわずかとなりました。お互い、わが身の養生に心掛け、気力を充実させ

て新しい年を迎えましょう。              （編集長 澤井 斌） 
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