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湘南藤沢地域におけるＮＰＯのＩＴコミュニティビジネス活動
寄稿

ＮＰＯ法人 湘南ふじさわシニアネット 副代表理事 畑 昭彦

１．シニアのパワーを地域に活かす
シニアが人生を楽しみながら、永年培ってきた知識・経験・ノウハウや知恵を活かし
て地域への社会貢献をしたい、そして自分自身も生涯現役でいたいという話を良く耳に
します。定年後も企業で仕事を続けたい希望の人もいるでしょうが、リタイア後はやは
り生きがいを持って、それまで培った技能・知識を活かして地域へ貢献したい、多少の
収入を得たいということだと思います。
実際に地域へデビューする場合、ボランティア、市民活動、又はＮＰＯとして参加す
るか、
さもなければ法人格のあるＮＰＯを通じてコミュニティビジネスを目指すかです。
前者は、
・モチベーションが続かない、新たな参加は馴染みにくい、お金がかかるばかり
で難しい、最初は楽しいが途中から義務になってくるなど、参加者のマインドを如何に
高めていくか、収入源をどうするかに気を配らねばなりません。
一方、後者は事業型のＮＰＯですので事業責任が伴う厳しい選択ですが、成果に対し
て事業としての対価が期待できる、楽しく喜ばれることを仕事にできる、地域が豊かに
なり自分にも帰ってくるなどのメリットがあります。地域での活動は、住民から歓迎さ
れるなら、継続し、発展させることが大切で、その点を考えると、ボランティアでなく
経済性を含めた事業展開が望まれます。
藤沢市には、設立５年目の「市民活動推進センター」が、
「市民活動」
（＝市民の自主
的かつ自発的に行う営利を目的としない活動）を目指す個人および団体の相談・支援に
当たっており、現在約４００団体が登録しています。
２．コミュニティビジネス（ＣＢ）
最近注目されているコミュニティビジネス（以下、ＣＢという）は、意欲あるシニア
（アクティブシニア）の思いを実現する格好の場と言えます。今後も働き続けたいとの
意向が強いとされる団塊の世代が、今年から大量にシニアの仲間入りをしますが、
「団塊
の世代の活躍の場所づくり」としてもＣＢが大きく期待されています。
ＣＢの定義は、現在明確に統一されたものはないようですが、
「地域の課題を地域住民
が主体的に、ビジネスの手法を用いて解決する取り組み」と言われ、ボランティアとビ
ジネス、あるいは官と民の中間的存在です。
これまでは、地域の問題は行政が解決に当たってきましたが、財政が逼迫し、十分に
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手を回すことが出来なくなってきました。このため、地域住民が立ち上がってコミュニ
ティが抱える問題を解決しようと、行政、企業、ＮＰＯを巻き込んだ動きが生じ、そこ
から「地域コミュニティを基盤とした新しいビジネス」--コミュニティビジネス（ＣＢ）
が生まれてきました。
ＣＢの効果は、地域における創業機会や地域雇用の拡大、地域社会の自立・活性化、
地域コミュニティの再生などがあります。ＣＢが成功するためには、地域での明確な役
割分担が必要です。まず、地域の方向性を示すナビゲータ役の「コーディネータ」
、次に
ＣＢの実践者である「プレイヤー」
、もう一つは、ＣＢの応援団すなわち「サポーター」
の三者がフイールドで一体にならねばなりません。
ＮＰＯはとかくうさん臭く見られがちですが、ＣＢを標榜するＮＰＯは、地域の課題
（地域のニーズや地域に必要なこと）を掘り起こし、行政、企業、市民とのネットワー
キングの中から（場合によっては、経営資源提供を受けて）
、問題を解決する主体になる
ことが出来るのです。すなわち、ただぽつんと地域に点在し、何かあればやりますでは
発展はなく、地域にどんな問題があるかをアンテナを立てて把握し、さまざまな団体と
ネットワークを結んで行動する必要があります。事業として採算が合うか、足りない部
分をどのように補うか（スキル、金等）も慎重に検討しなければなりません。
３．藤沢市におけるＮＰＯ法人
神奈川県のＮＰＯ法人数（認証団体）は、２００７年２月末で１８８１件です。この
うち藤沢市は９９件で、横浜市の８８２件、川崎市の２１８件に次いで県下では３番目
に多い件数です。以下、相模原市９６件、横須賀市７７件、鎌倉市６７件と続きます。
また、
藤沢市に登録する活動団体は約４００件で、
そのうち９９件がＮＰＯ法人であり、
３月末の統計では１００件を越すのは確実です。残り約３００件が任意団体です。
市の登録団体の活動分野をアンケートから見てみると、ＮＰＯと任意団体での複数回
答から、
「保険・医療・福祉」
、
「社会教育の推進」と「子供の健全教育」が１２～１４％、
「まちづくり」
、
「学術・文化・芸術・スポーツの振興」
、
「環境の保全」が８～１０％、
「情報化社会の発展」は２％となっています。
藤沢市のＩＴ関連のＮＰＯ法人といえば、湘南ふじさわシニアネットや映像関係のＮ
ＰＯを含め、まだ４～５団体しかありませんが、今後は団塊世代が中心となって、ＩＴ
事業を起こす兆候はあると見ています。ＩＴ関連ＮＰＯ「K」は、６年前にパソコンのリ
ユース事業で、再生されたデスクトップやノートパソコンを東南アジアに教育利用目的
として輸出してきましたが、近年他国からの追い上げが厳しく、利益が減少し、事業を
縮小している状況です。また、映像関係では、市民ＴＶ系のＮＰＯ「S」が、市の音楽祭、
中学・高校の映像作成を支援し、発展しつつあります。
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４．ＮＰＯ湘南ふじさわシニアネット
シニアが人生を楽しみながら生きがいを持って社会貢献が出来るように、それまで培
った技能・知識を活かした事業を創造することを目標に、4 年前の２００３年６月、二
宮欣司氏（当ＮＰＯ代表理事、ＮＥＣ出身）と筆者および筆者のテニス仲間の３人のメ
ンバーで当ＮＰＯを設立しました。
発端は、藤沢市の情報化について全国でも上位の評価であることが雑誌に載り、
「市民
電子会議室」の開設がその目玉として紹介されているが、電子会議室で発言する人や電
子会議室を見に来る人が少ない。分析すると、インターネットやメールのできる市民が
まだまだ少なく、とりわけ、シニア層や主婦がパソコンをやりたくてもわからないこと
が判明し、
それなら藤沢市のＩＴレベルの向上を草の根でやろうと立ち上げたものです。
呼びかけに賛同した共通の思いを持つ多数のシニアが集まり、同じ目的を持つもの同
士がワーキンググループを作り、相互交流を行い、自主、自律のサービス事業を始めま
した。
現在、会員は８０名で、１１のワーキンググループがそれぞれＣＢを展開しています。当
ＮＰＯの地域活性化の行動指針は、
（ⅰ）地域・社会への貢献を目指す（ⅱ）得意分野を
活かしたＣＢを創造する（ⅲ）市、企業、商店街、大学とパートナーシップを組み、協
働事業（コラボレーション）を展開する（ⅳ）地域・人・世代間等の交流の広場を創出
することにあります。

４．１ 湘南ふじさわシニアネットの沿革
２００４年３月にＮＰＯ湘南ふじさわシニアネット（以下ＳＦＳと呼ぶ）の設立総会
（会員２５名）を開き、その後、朝日、毎日、神奈川新聞などのメディアが取り上げて
会員が一気に倍増（５０名）しました。
この黎明期は、会員の思いのたけのすり合わせの時期で、パソコンを教えたい、ソフ
トを開発したい、ＬＡＮ構築をしたいなどの思いのほか、スキル調査で、ＩＴ以外にも
様々なスキルを持った会員がおり、ＩＴを基盤とする中で、５月には、１１のワーキン
ググループ（図１）を作り、それぞれのグループがプロフィット・ユニットであるとの
認識で活動を開始しました。
また、ＮＰＯは会社組織でありますが、代表と会員は社長－社員の関係ではなく、フ
ラットな関係であり、命令を出すわけにはいかず、ベクトル合わせに時間はかかりまし
たが、自分のやりたいこと、出来ることは何かを徹底的に話し合いました。
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会員・個人向け

ワーキンググループ活動
（200７.２現在）

IT
グラフィック
高齢者 デザイン ＰＣ
支援
支援
＆ＬＡＮ

事業支援型

事務局

ビジネス
サポート

営業・
マーケティング

ホーム
ページ

アプリケーション
開発

事業型

ＩＳＯコンサルティング

協働
（商連、大学、行政など）
企業・団体・行政向け

図１ 湘南ふじさわシニアネットのワーキンググループ活動
２００４年７月には ＮＰＯ法人登記、
１１月にはＪＲ藤沢駅付近に事務所を開設し、
市役所、(財)藤沢市産業センター、商工会議所、商店会連合会、企業等にアプローチを
開始しました。
事務所を持つことについては、収入は会費のみだから、事業収入を上げてから持つべ
きだとの意見と、集まる場所があってこそ知恵が湧き、事業が生まれるとの意見に分か
れましたが、結局後者の意見が通り、事務所を持つことになりました。開設時は、電話
も鳴らず仕事はほとんどありませんでしたが、各ワーキンググループは、常に会議や内
部研鑽を行ない、志気は旺盛で、地域に必要なことは何か、地域のニーズは何かを話し
合っていました。
２００６年３月には、藤沢市に初めて生まれた「藤沢市相互提案協働モデル事業」に
応募し、ＣＢとして本格的な事業参入を決心しました。
この間、藤沢市広報課などのバックアップもあり、メディアが注目してくれました。
なかでも、日経新聞の全国版に当ＮＰＯのＩＴ活動が紹介され、また藤沢市の広報番組
で、ケーブルＴＶの「Ｊｃｏｍ」が１週間、当ＮＰＯが商店街活性化のためホームペー
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ジ作成やパソコン講座支援を行っている様子を放映し続けてくれたりして、応援団、つ
まりサポーターとして背中を押してくれました。
４．２ 事業運営
２００６年度の事業運営は、助成金はありませんでしたが、若干の収益をあげること
ができました。２００７年度は、市との協働事業を見込み、事業収入が一段と拡大しま
す。プロフィット・ユニットであるワーキンググループ（ＷＧ）は、事業収入の２０％
を会社（当ＮＰＯ）に入れ、残りは対価として各当事者に配布されます。２０％が家賃、
設備などの運営費、経理・事務方費用になります。
執行機関は、理事会と運営委員会があり、運営委員会はＷＧリーダーと理事会メンバ
ーで構成されています。
４．３ ワーキング・グループの活動
ＩＴ関係では、シニア・主婦へのパソコンの使い方、商店や企業へのパソコン指導・
ホームページ作成やＬＡＮ構築・業務改善のためのアプリケーション開発、他ではＩＳ
Ｏ認証取得のコンサルティング・グラフィックデザイン・経理業務指導・経営コンサル
ティング及び高齢者支援など多岐にわたる分野での活動を展開しています。特にＩＴ絡
みで顕著なのは、行政や藤沢市の主要団体、大学とパートナーシップを組み、いくつか
の協働事業を立ち上げつつあることです。
また、藤沢市商店会連合会傘下の４４商店街のホームページの新規作成・更新の受託
と、商店街協同組合振興会に対する頻繁なパソコン講座の支援が、ＣＢの成功例として
芽生えてきています。各商店街のトップとＳＦＳの一年にわたる商店街活性化の話し合
いの中から、教育の一環としてパソコン講座が組まれ、相互の信頼関係が生まれたこと
は、地域への貢献が出来、地元との交流が育ってきたものと実感しています。
４．４ コミュニティビジネス（ＣＢ）の事例
①藤沢市商店会連合会及び市内４４商店街活性化支援
■ ２００４年より、商店会連合会より、４４商店街に加盟する１７００店舗のホーム
ページ制作（新規・更新）・維持運営業務を受託継続し、店舗より作成依頼がある
と、デジカメで店構えや商品を写し、ＰＲ文、お得情報を添えて作成しています。
■ 商店街３件のＰＣ講座受託：遊行通り５丁目（２００５年８月～１１月；１５名）、
遊行通り４丁目（２００６年３月～６月；１５名）、鵠沼海岸（２００６年５月～
６月、９～１０月、２００７年２～３月の３回とも毎週５コースで３５人、５～６
月予定）の３件です。各商店街は大型店の進出で危機感を持っており、同役員と「商
店街の活性化」について夜遅くまで酒を飲み交わし、「ＩＴが必要」と結論が出る
まで相当の時間がかりました。その後、鵠沼商店街では、商店街独自のＨＰ作成、
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携帯、インターネットによるお得情報、特産地情報や、イベント情報サービス、電
子マネーの計画が自発的に始まりました。商店街に頭から「商店街情報化構想」を
持ち出すのでは理解が得られず、ＰＣ講座を開いてあげるなど、地道な努力が大切
で、地域との付き合いとはこのようなものだと認識した次第です。
②ソフト/アプリケーション開発受託
レンタル花屋の業務管理ソフト、霊園管理ソフト、売上げ管理ソフト
③協働事業
■ 慶応義塾大学ＳＦＣ（湘南キャンバス）
・藤沢市との協働事業
ｅ-ケア・コンソーシアムの２プロジェクトに参画
－ 介護・医療・健康に関する実証・実験活動
・ MYSSIプロジェクト（My Staff Members and I；介護情報共有システム開発）
（２００５年４月～２００７年３月）１１人参画
・ 健康コミュニティ構築 （２００６年４月～１２月）１２人参画
■ 藤沢市相互提案協働モデル事業
○市からの提案事業
・地域ポータルサイト（えのしま・ふじさわ）（２００７年４月より３年間）
（市のホ-ムページで「電縁都市ふじさわ」のもう一つの顔であるポータルサ
イトの運用）
○活動団体からの提案事業
・ＩＳＯ国際規格等の無料講習会（２００７年４月より１年間）
５．地域ＮＰＯとしての自覚
藤沢市で生まれた「藤沢市相互提案協働モデル事業」に応募し、初めて２つの協働事
業を受託したことは、当ＮＰＯにとって湘南藤沢地域の中での存在を認められたことの
証であると同時に、大きな期待と責任を背負ったことになります。
一昨年より始まった慶應義塾大学ＳＦＣとの e-ケア・コンソーシアムの協働事業にし
ても、これをきっかけに、行政、各種団体、大学、企業とパートナーシップを組み、協
働し、交流の場を広げていくことが地域全体を元気にするものと考えます。
また「ふじさわ団塊塾」の支援団体として、他のＮＰＯや団体とともに直面する「２
００７年問題」への対応を検討し、
「団塊世代の活躍の場作り」を創出していきたいと思
っています。
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去る２月１５～１６日には、財団法人ニューメディア開発協会主催の「シニアネット
フォーラム２１in２００７」が開催され、全国からＩＴにかかわるシニアのＮＰＯや活
動団体が参加し、ワークショップで、シニアの更なる飛躍をテーマに討論が行われまし
た。筆者は、ワークショップ「シニアの知見・ノウハウを生かすコミュニティビジネス
を目指して」で藤沢代表として課題提供し、講演しました。参加されたＩＴのＮＰＯの
方々の多くは、ＮＰＯ運営の基盤が弱く、ＣＢの形成にまで至っていないのが現状のよ
うです。
今後とも当ＮＰＯは、
「地域コミユニティを基盤とした新しいビジネス（ＣＢ）の創造」
を目指し、
地域に信頼され、
イニシアティブがとれるＮＰＯでありたいと考えています。

＜畑 昭彦（はた あきひこ）氏のプロフィール＞
１９６５年～２００２年 ＮＥＣにて ＭＩＳ、公共・官庁システム関
連の事業に従事、さらに、技術戦略・政策調査など本社スタッフとして
予算・企画立案・販促業務に携わる。この間２０００年から（財）社会
経済生産性本部で地域情報化推進事業に従事。現在、ＮＰＯ湘南ふじさ
わシニアネット副代表理事、藤沢市市民活動推進委員会委員、藤沢市の
「ふじさわ・えのしまポータルサイト」市民記者、ふじさわ団塊塾事務
局長、鵠沼公民館パソコンサークル代表などを勤める。
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私の海外体験と起業
本法人会員
磯崎 一郎
アイマティック株式会社 代表取締役社長
１．私の海外体験
技術導入から製品販売へ
1960 年代にNEC のコンピュータ部門は米国ハネウェル社から技術導入をして製品系列
を増やし、日本での生産・販売を行っていました。私自身は直径 24 インチの円板を使っ
た大型磁気ディスク装置の導入で悪戦苦闘をしました。これが海外とのお付き合いの始
まりです。その後少しずつ自社開発の磁気ディスク装置を増やし、直径 14 インチの当時
としては小型の装置を開発し、オフコンやミニコンに使ってもらいました。この製品の
さらに販路拡大を図るため、米国に輸出することになりました。1980 年にボストンにあ
ったシステム研究所に出向して、米国でのディスク装置のマーケットリサーチと販売支
援を行いました。まだ海外出張も少ない時代で、東京本社の日本人とボストンの現地法
人販売会社の米国人とのカルチャーギャップを埋めるのに苦労しました。3 年半の米国
駐在中に 20 州以上を駆け巡り、販売支援・市場調査・競合調査・製品企画提案などをし、
ディスク装置以外にも、オフコン・パソコン・プリンタ関係のお手伝いもしました。そ
のお陰で、英語にも慣れ、幅広く知り合いも増えました。

14 インチ HDD

ボストンの NEC 情報処理拠点（Boxborough）
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海外生産の推進─工場なき生産会社
1985 年のプラザ合意により、円高が急速に進みました。日本で部品調達・生産をして
いても追いつきません。エプソン・ユニデン・スミダなどいち早く東南アジアに工場を
作り、
海外生産を進めているところがありました。
ドルで買ってドルで売ることにより、
為替変動のリスクを避けることもできます。NEC も HDD の輸出が増え、米国・西欧諸国
にかなりの数量の出荷をしていましたが、円高進行で利益が出ません。フィリピンに工
場を作りたいと上部に提案しました。担当役員も大いに賛成していただき、プリンタ・
パソコンを含めてどこに会社を作るべきか調査するよう命じられました。私はフィリピ
ンをはじめ、インドネシア・タイ・マレーシア・香港・中国などを調査して回りました。

香港ビクトリアハーバー
その結果香港に海外生産のコントロール会社を置き、フィリピンで HDD を、中国でプ
リンタを、台湾・香港・中国でパソコンを生産することになりました。自社工場は持た
ずに、協力会社・地場工場で生産をお願いする工場なき生産会社でした。1989 年 7 月に
正式に NEC テクノロジーズ香港を設立しました。中国で天安門事件が起きて 1 ヵ月後の
ことでしたので、設立発表の記者会見には 50 人もの記者が集まり、香港のテレビでも記
者会見の様子が放映されました。私は設立プロジェクトへの参加から始まって第 1 期生
として赴任し、約 6 年駐在しました。その間、香港内の日系各社・協力会社・地場会社
の人たちと幅広くお付き合いをさせていただきました。英語や海外生活に慣れない出向
者や香港・フィリピンでの従業員の採用・教育に苦労しました。ISO9000 の認可取得も
行い、英語の資料・規定を多数作りました。
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米国一流企業との激しい提携契約
1995 年に府中のストレージグループに帰任しましたが、すぐ米国 I 社との技術・生産
受託契約の折衝が始まりました。超大企業の I 社は弁護士も多く、詳細にわたり規定を
入れることを主張しました。本社の法務部と相談しながら、激しい応酬がありました。
毎月 1 回、隔月ごとに日本と米国で交渉し、これが 8 ヶ月も続きました。テーブルをた
たいて帰国するぞといきまくこともしました。休憩時間に裏で話すこともありました。
苦労の結果、かなり NEC 寄りの有利な 70 ページの契約書ができました。交渉相手は非常
に手ごわい人でしたが、交渉が終わればディナーでなごやかにワインを酌み交わしたり
しました。
２．日本の国際化の遅れ
1980 年代に日本の技術は飛躍的に向上し、海外への販売も増えて行きました。小型の
プリンタ（バトミントンプリンタ、米国名スピンライタ）は、ワープロの米国での普及
の波に乗って販売が飛躍的に伸びました。HDD も 5 インチから 3.5 インチに移り価格低
下とともに販売が欧州を中心に増えました。技術力はあるのですが、国際化という点で
は遅れが多々目立ちました。英語ができるだけではだめで、自分の主張を欧米人にも臆
せず言えることが重要です。常に欧米のほうが上位にあって、とかく日本人は卑屈にな
ります。東南アジアでは日本は技術を出す立場でしたが、地元の技術者
に伝えるのに苦労しました。ドキュメント化の苦手な日本人が、片言の
英語で伝えることになります。ISO9000 は、ドキュメント化が重要な要
素です。最近は英語のできる技術者も増えてきましたが、交渉まででき
る人はまだまだ少ないのが現状ではないでしょうか？ 英語だけでなく
仕事ができる---「英語もできる」人材の育成が重要です。
３．何が起業を成功に導いたのか
海外と IT の結びつき
在職期間中に、米国・香港での合わせて 9 年の駐在経験と欧米・アジア各国訪問の経
験と多くの知人という大きな財産をいただきました。それに、海外駐在時には本社のい
ろいろな事業部の方とのお付き合いも増えました。退職後の身の振り方を考える中で、
海外経験の豊かさ・多くの知人や先輩・IT 関係の技術や市場に関する知識を生かせる仕
事が、自分にとって一番いいと考えました。そして 1999 年４月にアイマティック社を起
業し、日本と海外を結ぶビジネスの架け橋になることにしました。 日本でビジネスを展
開しようとしている海外の会社、及び海外に進出または海外の会社と手を組みたいと思
っている日本の会社に対するお手伝いをします。
最初にお手伝いしたのは、香港時代に親交のあったセキュリティ機器のメーカで、侵
入検知器や監視カメラなどの日本市場への販売を推進しました。次には、米国のコンピ
ュータのインターフェース用チップとボードの国内販売です。米国への出張と国内顧客
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の訪問を重ねて、売上を確保しました。さらに、シンガポールの指紋認証付き USB メモ
リの販売を推進しました。その後も台湾や香港のメーカーの日本市場開拓を進めていま
す。 日本メーカーからも依頼があり、HDD のデータ消去ツールの国内販売の推進と海外
販売支援をしました。
オフィスレス会社の運営
会社を興すに当たって、コストミニマム・リスクミニマムを徹底しています。SOHO に
とってオフィスを借りることは、一番大きなコストです。いずれは自社スタッフが同じ
場所で仕事をするきちんとした場を作ろうと思っていましたが、
その必要はありません。
オフィスレス会社で十分やって行けることがわかりました。IT 技術（情報技術）
・ICT
技術（情報通信技術）のお陰です。ブロードバンドが当たり前になって、FTTH（光通信）
・
ADSL などが普及し、パソコンの高機能化高速化・携帯電話の高機能化で、オフィスに集
まらなくてもスタッフや顧客・仕入先とコミュニケーションが楽に取れます。 紙ベース
の情報のやりとりはほとんどなくなりました。
画像も表も文章も電子メールで届きます。
国際ビジネスコンサルティング

iMatiq Homepage

アイマティック iMatiq Corporation

多量の写真や文章は、Yahoo などが提供する無償の搬送ソフトで、掲示または搬送でき
ます。音声は、光通信電話で 050-番号で同一または提携プロバイダ同士は無料です。ス
タッフとはこの電話で長時間話しても基本料だけで済みます。海外とは、Skype を利用
します。インターネットを使った IP 電話ですが、世界で数百万人が加入しており、加入
者同士は無料です。主婦の力もオフィスレス会社で大いに活用できます。家事や子育て
をしながら会社のスタッフとして仕事ができます。
でも、スタッフと全く会わずに仕事をしているわけではありません。週に一度くらい
は昼食を共にしながら話合いをします。もちろん顧客にはできるだけ顔を出すようにし
ています。
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海外との連携の強化
創業当初から力を入れているのは、海外のユニークな製品の
導入・普及です。
今となっては大はやりの USB メモリーですが、
世界で最初に開発したシンガポールの会社の製品を日本市場で
販売促進しました。USB メモリーという言葉すら世の中に知ら
れていない時代でした。シンガポールの中小企業を支援して、
日本の大企業に紹介しているということで、NHK の海外最前線
というテレビ番組にも出演しました。
これからは、ワイヤレスの時代です。いつでもどこでも連絡がとれるユビキタス社会
で重要なのは、オフィスや家から離れていても、パソコンから離れていても使える機器
です。
人間が線で機器につながれるのを避けるツールです。
それがワイヤレス技術です。
ブルートゥース（Bluetooth）はスウェーデンで開発された技術ですが、今年は一段と普
及が進む年です。用途は３つあります。 第１は携帯電話のイヤホンをワイヤレス化する
ことです。携帯電話が手で持たずに使えるようになります。車の運転中やかばんに入れ
た携帯電話の使用に便利です。第 2 に Skype のような IP 電話のワイヤレス化です。 資
料のあるところへ移動しても、トイレに立っても電話を切る必要はありません。第 3 の
用途は、ステレオミュージックをワイヤレスで聞くことです。iPod の音楽をわずらわし
い有線イヤホンから解放します。音楽携帯その他の音源からも Bluetooth の電波で聞く
ことができます。

海外の優秀な人材の活用
日本はこのまま進むとどうなるのか、少子化によりますます労働力率は減少します。
高齢者や女性の活用をもっともっと進めて、労働力人口を確保しなければいけません。
ニート・フリータになってしまった人たちの戦力化も必要です。日本は電子二等国とい
われ、韓国・台湾のメーカーに負けてきています。日本の活性化の一助として、私は中
国・韓国・フィリピン・インドの優秀な人材を日本の工業、特に ICT 産業にご紹介した
いと思います。とにかくまじめで強いやる気を十分持っている若者が大勢います。 一流
大学の電子工学や情報工学を卒業した若者を選抜し、技術トレーニングセンターで約 1
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年間教育します。ソフト技術が主体ですが、LSI 開発技術もあります。この優秀な技術
者にさらに日本語と日本ビジネスマナーについて勉強してもらいます。人材派遣を業と
している会社はいろいろありますが、このようなトレーニングを積んだ技術者をご紹介
できるところはまだ少ないと思います。

４．おわりに
これからも海外と日本の架け橋となって、いろいろな分野でお役に立ちたいと思って
います。 物の交流・技術の交流・人の交流でさまざまな場面に会うことでしょう。 欧
米先進国だけでなく、
アジアの国々の人たちともっと心を通わせたいと思います。特に、
若いアジアの技術者のまじめさ真剣さを見ると、もっと助けてあげたいという気持ちに
なります。アジアの若者の頑張りが日本の若者への大きな刺激になることを祈ります。

＜磯崎 一郎（いそざき いちろう）氏のプロフィール＞
・現職 アイマティック株式会社 代表取締役社長
ホームページ: http://www.imatiq.com
・得意領域：情報通信技術
・趣味：ゴルフとウォーキングとワイン
・今後の重点：国際交流
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私のゴルフスイング理論とソフトウェア考
本法人会員 小尾 優三
この原稿を書いている中で私が明確に意識したことは「書いて伝えることの大切さ」
である。実のところ、当初からこのようなメッセージを思い浮かべていたのではない。
ＩＴに関する「技術」や「ビジネス」について、自分なりの考えを持合わせているつも
りではあったが、投稿に値するメッセージを発信できそうもなく、投稿を辞退したいと
いう気持ちが働いた。しかしながら、それでは「義」を欠くことにもなり、また、自分
の心根がおさまらない気分にさせられたのである。
「私だってソフトウェア・エンジニア
として会社生活の大部分を過ごしてきたじゃないか」という内なる声が出てきて、それ
を打ち消すことができないでいる自分に気づいたからである。さらに言えば、最近では
私の好奇心が別な世界へと移ってしまい、ゴルフスイングに対する研究に燃えており、
「私のゴルフスイング理論<さらなる進化に向けた６５歳からの挑戦>」と題するものを
書き上げることが現時点での最大関心事であった。そのために、投稿原稿を書くことよ
りもそちらの方が優先してしまいかねず、原稿締切りまでに間に合わないことになるか
もしれない危惧があった。しかし、よくよく考えてみると、人間と同じレベルの精巧な
ロボットをして理想的なゴルフスイングをなさしめるソフトウェアを組み込むとしたら、
「私は何をどのようにしなければならないか」という設問に置換えて考えてみるのも面
白いと思った。いつの時代になろうとも、ソフトウェア・エンジニァリングの世界には
いかにしてその論理を表現すべきであるかという「スペシフィケーションのあり方」が
問われている。そこで、私は次のような３部作として投稿することにした。今回の投稿
はそのプロローグと位置づけ、これからの展開を紹介することとしたい。なお、その展
開上、今回の投稿内容の大部分が「私のゴルフスイング理論・・・」なる愚編で占めら
れることにならざるを得ないのである。上記の如きソフトウェアの組み込みとなれば膨
大なスペシフィケーションが必要とされる。しかし、そのようなことは事実上不可能な
ので、考察されうる概括的な論理だけを展開することとし、いわゆる「ソフトウェア・
アーキテチャー」と呼ばれることにとどめる。かくして、投稿の目的意識も完全に一致
することになった。
第一部：プロローグ
第二部：ソフトウェア設計のあり方
第三部：組み込みソフトウェア・エンジニアの現状と提言
このようなストーリ展開にしたもう一つ別な理由はこの機関誌の読者の方々からいろ
いろな意見が寄せられるかもしれないという期待もあるからである。要するに、手段や
いきさつはどうあれ、
「技術者同士は常に心を通わし、いつでも議論し合える仲間意識が
あってこそ、エンジニアリングなのである」と私は思う。つまり、
「奥深い議論ができる
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仲間意識」なしにエンジニアリングの世界は存続しえないのである。最近のソフトウェ
ア・エンジニァリングの世界においては「ノウハウ」が先行し過ぎているかのように思
われる。特に若いエンジニアの人たちが原理原則論なき方法論に偏ってしまっている観
が強いように見受けられる。つまり、原理原則論は世代を越えてその技術や文化を伝達・
継承できるが、方法論はそのときの環境条件や価値観に左右されやすく、継承される風
土に恵まれないことが多い。最近の世相を見ると、論理構造をしっかりとした構文で「書
く」能力が低いように思われる。
「業務の進捗報告を書く」といったプロジェクト管理に
とって必要不可欠なことにすら苦手意識がある。このような状況の中ではエンジニアリ
ングは成立しえないのである。ここで、強調したいことは「書く」ということを億劫が
ってはいけないということである。文書化がその組織の習慣になっていなければならな
い。では、今回の本論に・・・。
なお、当スイング理論編は投稿後も方法論を中心にした加筆修正が予想され
るので、関心がある方は「y-obi@mvi.biglobe.ne.jp」にご一報ください。

第一部：プロローグ

〔私のゴルフスイング理論

<さらなる進化に向けた６５歳からの挑戦>〕

◆用語の定義
（１）モジュールとその定義： ゴルフスイングを構成する重要な状態を基本的要素とし
て定義したとき、それらを「モジュール」と呼ぶこととし、ここでは７つのモジ
ュールが定義される(後述)。各モジュールにはアドレス状態から切返しまでの状
態に名称「Ａ」
「Ｂ」
「Ｆ」
「Ｉ」
「Ｌ」が付与され、
「Ｂ」
「Ｌ」の切返し後に再現
されるべき状態には英小文字の「ｉ」が追記される。各モジュールはその一般的
特性としてそれぞれが互いに独立した機能単位として定義できるということであ
る。すなわち、これらのモジュールを組み合わせることによって種々のスイング
が可能になる。例えば、ショートスイング／ハーフスイング／フルスイングなど
によってさまざま飛距離のショットが可能であること、あるいは、フェード系の
ショットとドロー系のショットとを打ち分けることもできるのである。これらの
ことはいくつかのインターフェースでモジュールを連結することによって可能に
なるのであり、それぞれのモジュール間で生起する状態遷移の過程がスイングを
成すと言える。各モジュールは「身体の各部位(特に、関節部)の状態」／「クラ
ブとの接合関係にあるグリップの状態およびその位置づけ」／「クラブヘッドの
状態およびその位置づけ」／「連結されるべきモジュールとのインターフェース」
などで定義される。
（２）ヒンジングおよびワッグル：上記のモジュールは「首／腰／膝／足首／足指、お
よび、肩／肘／手首／手の指」の各関節部が蝶番化(ヒンジング)された状態で形
成されるのであるが、それぞれの関節が支点となって、さらに下位部の関節がぶ

Vol.5 2007/6

15

らさがりの状態で上下左右に動かされることを「ワッグル」という。そして、最
終的にクラブヘッドが大きくスイング(ワッグル)されるのである。ドアの開閉を
例にすれば、ヒンジングの特性がよく理解できる。すなわち、ドアが上下動もな
く安定的に作動するのは蝶番がドアの重みを支え、柱がその重みに抗するだけの
張力をもっているからである。この柱の張力に相当するのが首／腰／膝／足首／
足指の各関節が蝶番化された状態で背筋や腹筋、
あるいは、
臀部筋や大腿筋など、
いわゆる「大きな筋肉」と呼ばれるものの力である。このヒンジング状態はセッ
トアップで準備されなければならない最重要事項であるが、
重いもの(クラブヘッ
ド)を持ち上げたまま運動をするには足のつま先で全重心を支えていることがそ
の絶対的前提条件なのである。
（３）初動負荷：フィニッシュを除くと、スイングにおける「静的状態」は「ボールに
対するアドレス時」と「スイングの方位が変わる際にできるほんの僅かな切返し
のタイミング(間)」しかない。この二つの静的状態から「動的状態」へと移行す
るきっかけとアクセルが「初動負荷」である。そのとき、身体のどの部位にその
役をはたさせるかによって、そのスイングの質(精度と飛距離)が決定される。
（４）スクェア性：ある方向に対して「直角」な面決め(正対、プレースメント)が要求
される性質を「スクェア性」という。特に、打球の目標方向に対して、インパク
ト時にクラブフェースの「スクェア性」が要求されるのは当然である。さらに言
えば、インパクト後においてもこの「スクェア性」は持続されなければならない。
このような理由から、フォロースルーの重要性が説かれているのである。また、
セットアップ時に正面を向いたとき、両肩／両肘／両腰／両膝のラインも「スク
ェア性」が要求される。つまり、両肩／両肘／両腰／両膝のラインがクラブフェ
ースのリーディングエッジに対して「スクェア」でありさえしたら、ボールに対
してクラブフェースをスクェアにアドレスした時、これら身体のラインは打球の
目標方向に対して平行になっていることが保証されていることになる。
（５）クラブフェースのオープン性：クラブヘッドはネック側からトウ側にかけて扇の
ような形状をしている。つまり、スイングという円運動をするクラブヘッドはト
ウ側の方に大きな慣性モーメントが働くように設計されているのである。したが
って、クラブフェースはクラブヘッドの速度に比例して閉じようとする強い力が
働くので、可能なかぎりインパクト時の直前までクラブフェースを開いた状態に
保つ必要がある。つまり、クラブヘッドのネック側の方がトウ側よりもボールに
近い状態に保つことを「オープン性」という。この「オープン性」はクラブヘッ
ドの慣性モーメントを生かすことになるので、飛距離を生み出す源泉となる重要
な性質である。それと同時に、クラブシャフトにより強い捻れを生じさせ、ボー
ルにバックスピンをかける必要がある場合、さらにその重要性が増すのである。
◆いくつかの原理原則論：
（１）インパクトの定義：ここでは正しいインパクトの成立条件を定義する。アドレス
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したときには左手のグリップエンドが左股関節のやや内側で鼠頭骨にいたる線上
に位置づけられているはず(クラブヘッドはこの位置よりもボール１個分だけ右
にセットされているはず)である。つまり、このグリップの位置づけは打球の目標
方向においてボールの左側を指していることになる。すなわち、ボールをアタッ
クした後のクラブが地面の芝をはぎとりはじめることになる地点を指している。
この状態を「Ａ－モジュール」と定義する。インパクトとはダウンスイングして
きたクラブヘッドがこのＡ－モジュールの状態を再現させることである。この状
態を「Ｉ－モジュール」と定義する。Ａ－モジュールとＩ－モジュールとの相違
点はクラブヘッドの位置であり、前者がボールのところであるのに対して、後者
はインパクトゾーンの右端のところである。テークバックを開始した直後はＡ－
モジュールからＩ－モジュールへの遷移そのものであるとも言え、Ａ－モジュー
ルで設定されていた両腕とグリップとで形成されていた逆三角形状態はほとんど
そのままである。インパクト時にはＩ－モジュールが再現されていなければなら
ない。上記の逆三角は後述されるであろう「Ｘ字」をなす捻転軸の交点「鼠頭骨」
と相似形をなしており、この逆三角形を「インパクトの祖形」と呼ぶこととし、
次のように定義される。
（ⅰ）インパクトの祖形は両肩と両肘でつくられる逆台形部と両肘とグリップで
つくられる逆三角形部からなる。前者はインパクトの祖形の上部で土台を
なすので「インパクトの祖形土台部」と呼ぶ。後者はインパクトの祖形の
下部でスイングを作動させるので「インパクトの祖形作動部」と呼ぶ。
（ⅱ）
「インパクトの祖形土台部」は左肩と左肘および右肩と右肘のそれぞれが上
腕部で結ばれており、その両腕部はスイングを通じて胸部に接しているた
めに非能動的である。後述される「Ｘ字」捻転軸の基本部をもなす。特に
右肘はテークバック完了時に鼠頭骨の上部に位置する股関節と接合してお
り、右肘を通じて下半身の捻転エネルギーが伝達される。
（ⅲ）
「インパクトの祖形作動部」は両肘の内側をほぼ上向きにし、その両肘をし
て上下の作動性が発揮できるように能動的である。つまり、
「インパクトの
祖形土台部」
の張力によって両肘が蝶番化され、
「インパクトの祖形作動部」
がぶらさがっている状態である。そして、肘関節は「ものを抱きあげ、か
つ、
それを降ろすときに発揮される」
という機能性を本来的に持っており、
「インパクトの祖形作動部」はクラブを上下動させることに特化すべきで
ある。
「インパクトの祖形作動部」の先端はグリップであるが、厳密に言え
ば、
両手首のところで接合された両手の拇指丘の重なり部である。
つまり、
グリップの大部分は「インパクトの祖形作動部」に属さない。
このように、スイングを通じての基本的な動作は「左右の動きではなく上下の動
きにその本質があること」を認識すべきである。
「インパクトの祖形」を崩さずに
テークバックを完了させ、なおかつ、クラブフェースのオープン性が保持される
には「インパクトの祖形」に属さないグリップの機能が重要である。すなわち、
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テークバック時にはあたかもチューリップの花が開いたように左グリップと右グ
リップとを互いに左右へ引き合い、インパクト時には左グリップと右グリップと
を互い押しつけあうことが重要である。この場合、右グリップが能動的で、左グ
リップは受動的である。この左右の動きを「コッキング」という。つまり、後述
されるように、上下および左右への動きは「アクセルとその制動」によってバラ
ンスを保ち、かつ、
「可逆性」の原理が働いていなければならない。さらに重要な
ことは実際にインパクトを意識しなければならないタイミングがＩ－モジュール
の状態ではないということである。それはテークバック完了状態であるべきであ
り、その状態を「Ｂ－モジュール」と定義(後述)したい。この状態はダウンスイ
ングの過程で再現されるべきことであり、この状態を「Ｂｉ－モジュール」と定
義する。Ｂ－モジュールおよびＢｉ－モジュールはスイングの質を決定づける極
めて重要なベース・モジュールであり、つぎのように定義される。
（ａ）グリップはボールにアドレスしたときの高さと同じで、グリップエンドが
インパクトゾーンの右端からボールの真後ろを指している。
（ｂ）クラブシャフトは打球の目標方向と地面に対して平行、つまり、グリップ
とクラブヘッドとは同じ高さ。
（ｃ）クラブフェースのリーディングエッジも打球の目標方向に対して平行、か
つ、地面に対して垂直(ネック部がトウ側の真下)。
（ｄ）左手の小指と薬指が右手の人差し指(トリガーフィンガー)を支点にしてク
ラブヘッドの重みに対してバランス。
（ｅ）左手の甲側は左腕と平行で、かつ、右手の甲側は右腕とほぼ直角(「ハーフ・
コッキング」)。
このＢ－モジュールの重要性をさらに強調するために、Ａ－モジュールおよびＩ
－モジュールとの関連性について触れておく必要がある。それはある種のモジュ
ール間インターフェースであり、それ故に方法論と言えることでもある。つまり、
打球の目標方向に対してほぼスクェア状態であるＡ－モジュールのクラブシャフ
トを打球の目標方向に対して平行なＢ－モジュールの状態にする方法が実に重大
な問題である。単にくるりとまわせばそのようになるのであるが、それでは「イ
ンパクトの祖形」を崩してしまい、スイングを台無しにしてしまう。そこで、さ
らなるインパクトについての考察(イメージ)が必要になる。そのイメージとは次
のようなことであり、これを「逆Ｃイメージ」と呼びたい。
（イ）水平面上で９０度回転した「Ｃ」という字をイメージ
（ロ）この「Ｃ」という字に対して、１８０度回転させた線対称形「逆Ｃ」をイ
メージ
（ハ）上半身の捻転は背骨を軸とした「Ｃ」でイメージ
（ニ）クラブヘッドの平面回転はグリップを軸とした「逆Ｃ」でイメージ
（ホ）インパクトとは上記の「Ｃ」と「逆Ｃ」との接点であるというイメージ
すなわち、テークバックではクラブヘッドを打球の目標方向よりもアウトサイド
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へ、右股関節と右肘は「インパクトの祖形」を崩さないようにインサイドへ、と
いうイメージである。インパクトに向かってはその逆のイメージである。フォロ
ースルーではクラブヘッドを打球の目標方向よりもアウトサイドへ、左股関節と
左肘は「インパクトの祖形」を崩さないようにインサイドへ、というイメージで
ある。なお、このようなイメージによるクラブヘッドおよびグリップの実際的動
きは打球の目標方向に対して近似的直線となるのである。この考え方はすでにふ
れた「クラブフェースのオープン性」がその主な論拠になっているのである。
（２）アクセルとその制動：右にグリップを動かす(アクセルする)ときは左サイド(左膝
と左腰)をその反対側である左へと引くことが必要になる。このことは左サイド
(左膝と左腰)をして制動役を果たさせしめることになる。また、切返しにおける
ほんの僅かな静的状態からグリップをダウンスイングするときには右サイド(右
膝と右腰)をその反対側である右へと引くことが必要になる。つまり、上半身と下
半身とは捻られるべきであり、テ－クバックは捻れの蓄積であり、ダウンスイン
グはその解放である。つまり、
「ある作用はそれに拮抗する反作用でバランスが保
たれるという力学的原理」と「可逆性の原則」がゴルフスイングにおける鉄則な
のである。
（３）スイングの捻転軸：インパクトゾーンの右端で最下点に位置づけられたグリップ
を左肩のあたりまで引上げることがインパクトおよびフォロ－スル－である。ス
イングの捻転軸は「左肩と右足の拇指丘とを結んだ線」と「右肩と左足の拇指丘
とを結んだ線」である。つまり、
「Ｘの字」を想定すべきであり、その交点である
ところは「逆三角形をなす鼠頭骨」である。クラブとの接合点であるグリップは
鼠頭骨の正面に可能な限り接近したところに位置づけられるべきである。テーク
バックではグリップを左手の拇指丘で下方の右足の拇指丘」へと押し下げる。右
手の指およびその上部である右ひじと右肩はその圧力に反発しつづける。ダウン
スイングではグリップを右手の拇指丘で下方の左足の拇指丘」へと押し下げる。
左手の指およびその上部である左ひじと左肩はその圧力に反発しつづける。鼠頭
骨を交点にして「可逆性」をイメージし、アドレスしているボールを支点にした
下半身始動のボディターンが必須なのである。そして、インパクトの直前(インパ
クトゾーンの右端)においては鼠頭骨のところでクラブのグリップエンドがボー
ルを狙っている状態になっている。このことがいつの時代にも「Behind the ball」
と言い古されてきたことなのである。
（４）クラブとの接合点：それがグリップであることは言うにおよばないが、真の接合
点は左手の小指と薬指なのである。特に右手の人差し指(トリガーフィンガー)と
中指はクラブヘッドのトウ側に働きかけてクラブフェースを閉じさせるのに対し
て、左手の小指と薬指にはクラブフェースのネック側を走らせうる機能性を備え
ている。つまり、左手の小指と薬指をしてグリップの主役をなさしめることで、
「オープン性」を保つようにすべきなのである。その上で、クラブを大きくワッ
グルさせるためには左手の小指と薬指がその支点になっていなければならない。
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（５）初動負荷と制動役：静的状態からスイングを開始する際にはその初動のためにな
んらかの負荷が必要とされる。つまり。それを「初動負荷」と呼ぶこととする。
ボールにアドレスしたときは静的状態であるが、スイングを開始する際の「初動
負荷」は右サイドの下半身(特に右腰と左膝)によってなされなければならない。
そして、テークバックからダウンスイングへと切返すためには再び静的状態が必
要になる。そのような状態にするためには右手の人差し指(トリガーフィンガー)
が制動役を果たさなければならない。また、切返し直後に必要とされる「初動負
荷」は左サイドの下半身(特に左腰と左膝)によってなされなければならない。そ
して、インパクトでも制動役が必要になるが、それは左手の人差し指(トリガーフ
ィンガー)である。なお、当然のことながら、いずれの制動役もそれ以上の動きを
ブロックする機能を果たすのであって、静的状態に至らしめるものではない。な
お、切返し直後の初動負荷は左サイドの下半身(特に左腰と左膝)に同期して、グ
リップエンドを支点した打球の目標方向に対して反対側へと能動的にワッグルさ
せることが必要になる。すなわち、ダウンスイングにおける初動負荷はこのとき
だけである。その後のスイングにおいてはこの初動負荷による慣性モーメントに
従うべきであり、この初動負荷以外の力みは有害になるだけのことである。
（６）クラブヘッドの重みとその感じ方：すべてのゴルフクラブにはそのバランスを規
定するために「スイング・ウェート」といわれる度量がある。この度量はクラブ
ヘッドの重さとそのクラブの他の部分の重量との比率を示すものである。いわゆ
る「ヘッドの重みがきいたクラブ」とはこの比率が高いクラブのことである。ク
ラブヘッドの重さはクラブの総重量の６０％以上を占める。ヘッドの重みはボー
ルにアドレスした時にグリップで直接的に感じているが、その感じ方がスイング
の質の決定要因となる。すなわち、上記（４）
「クラブとの接合点」で触れている
ように、右手のトリガーフィンガーを支点にして、左手の小指と薬指でその重み
を感じていることが原則であり、スイングを通じてこの原則が守られていなけれ
ばならない。しかも、グリップを通して、ヒンジングされているすべての関節で
その重みを感じていなければならない。繰り返して強調されるべきことは足の指
先でこの重みを感じていなければならないことである。テークバック完了後、グ
リップが左肩の高さになったとき、クラブシャフトが左腕に対して垂直な状態に
なる。この状態を「Ｌ－モジュール」とし、次のように定義される。
（ⅰ）グリップは左肩と同じ高さ。つまり、左腕が地面に対して平行。
（ⅱ）クラブシャフトは地面に対して垂直、つまり、グリップとクラブヘッドとの
高低差は最大となり、左腕とクラブシャフトとは「Ｌ字」をなし、かつ、右
肘も「Ｌ字」をなす。
（ⅲ）クラブフェースのオープン性が保たれている。
（ⅳ）左手の小指と薬指でクラブヘッドの重みを垂直に感じているが、その重みは
むしろ消えてしまったが如くに軽い。
（ⅴ）左手の甲側は左腕と平行で、かつ、右手の甲側は右腕と直角(「フル・コッ
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キング」)。
また、切返し直後にはこの状態が再現される。この状態を「Ｌｉ－モジュール」
と定義することとする。このときもヘッドの重みが消えかかるように感じている
はずであり、ヘッドの重みを実感できない場合は無駄な力みが働いていると思わ
ざるをえない。このように、原理原則に沿ったスイングをしていない場合はこの
Ｌ－モジュール(Ｌｉ－モジュール)が実現できないために、軽いヘッドのクラブ
しか使用できないことになる。ところが一方ではクラブヘッドの重さを正しく感
じることでボディターンによるスイングが可能となり、重いクラブも扱えるよう
になるのである。従って、ヘッドの重みをいかに感じるかということの重要性は
強調し尽くせないのである。ここで再確認すべきことは正しい肘関節の使い方に
関することである。すでに、
「インパクトの祖形作動部」の定義で触れたように、
肘関節は実のところ重いものを持ち上げるときにその機能性を発揮する。
従って、
Ｂ－モジュールからＬ－モジュールまで重いクラブヘッドを持ち上げるには両足
指先のふんばりとこの両肘による持ち上げが不可欠である。しかも、持ち上げら
れたクラブヘッドはインパクトゾーンに落下してくるのであるが、さらに重くな
ったときのクラブヘッドの落下に対抗しうるのも肘関節の上下動能力である。し
たがって、
「インパクトの祖形」における両肘の内側は上向きになっていなければ
ならないのである。
（７）ボディターンとその本質：ボディターンとは前述した「Ｘ字」の捻転軸をその交
点である鼠頭骨のところで捻ることである。つまり、下半身をベースにして、上
半身を捻転させることである。しかしながら、それだけではボディターンと言い
難く、
「Ｘ字」のそれぞれの捻転軸そのものを両肩で同時的に捻ることをもってよ
り高いレベルのボディターンと言えるのである。そこで、ボディターンによって
クラブヘッドをワッグルさせるというのが常識的であるが、この考えは正しいと
は言い難い。実のところ、コペルニクス的発想の転換とも言える意識の逆転が必
要なのである。つまり、クラブヘッドを中心して自分がターンするのであって、
自分を中心にしてクラブヘッドを旋回させるのではないのである。すなわち、天
動説に固執するゴルファーはボディターンの本質を知りえないということである。
（ⅰ）
ボールにアドレスしたクラブヘッドのネック部を支点にして右股関節を抜く
ことで下半身を始動させる。
（ⅱ）このことによって下半身だけが約３０度ほど旋回しながら左に移動する。
（ⅲ）このとき、クラブヘッドのネック部を支点してクラブフェースは開かれ、イ
ンパクトの直前までクラブフェースはオープンであるべきという
「オープン
性の原則」が守られる。
（ⅳ）
やがてグリップエンドがインパクトゾーンの右端に移動するにつれ右のトリ
ガーフィンガーを支点して左手の小指側を押し下げることで
「Ｂ－モジュー
ル」へ。
（ⅴ）さらに右に移動したクラブヘッドを支点して、捻転軸をグリップで絞りなが
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ら、
「Ｘ字」の交点を支点にして上半身を捻転させてＬ－モジュールへ。
これらの動きで言えることは「インパクトの祖形」を崩さずに「Ｘ字」の上半身
だけを打球の目標方向に対してスクェアになるまで捻転させるのである。この状
態からその捻転エネルギーを一気に開放することができれば、素晴らしい飛距離
のショットが生まれるのである。
（８）切返しのあり方：グリップは打球の目標方向に対して反対側にワッグルされ、や
がてそのグリップは打球の目標方向に戻される。この方向転換を「切返し」とい
う。
通常、
切返しはフルスイングにおけるトップオブスイングで問題にされるが、
すべてのスイングは切返しなくして成立し得ない。無論、短い距離のアプローチ・
ショットにおいてさえも、切返しのあり方が問われるのである。私の場合はロフ
ト５８度のＳＷのピッチ・ショットで、Ｉ－モジュールで切返えされると５ヤー
ドの極小のアプローチ・ショットになり、Ｂ－モジュールで切返えされると１０
ヤードほどのアプローチ・ショットになり、Ｌ－モジュールで切返えされると３
０ヤードほどのアプローチ・ショットになる。実のところ、私は切返しを論ずる
ほどその本質を理解してはいないけれども、小さくてゆったりとした鞭打ち
(Whipping)のような反動が必要とされることは確かであると思う。しかも、この
反動は左サイドの下半身によって発動されるべきであり、それに呼応した上半身
による初動負荷を同時的に伴わせるべきであることも確かである。今のところ、
これ以上のことに言及することは避けたい。
（９）フォロースルーのあり方：すでに触れたように、インパクト後もクラブフェース
をスクェアのままにしておくことが必要であり、フォロースルーにはそのような
合目的性がある。そのためには、Ｌ－モジュールと左右対称な状態でフォロース
ルーを完了していることが求められる。この状態を「Ｆ－モジュール」と定義す
る。ただし、Ｆ－モジュールは次の点でＬ－モジュールと非対称である。
（ⅰ）左手が左腕と平行。
（ⅱ）右手はフルコッキングのまま。
なお、もしかしたら、本来のスイングにおいてはこの２点の非対称性も実は対称
な事項なのかもしれない。現時点でははっきりと言明できないのが正直なところ
である。
＜小尾 優三（おび ゆうぞう）氏のプロフィール＞
得意分野：長いＯＳ開発経験
現在の活動：(株式会社)宮川製作所に勤務、常任顧問
趣味：
「考古学」
、
「天文学」ゴルフ暦約４０年／熟年スキー
これからやりたいこと：日本全国の旅とその紀行文集出版
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＜トピックス＞ ICT 国際競争力懇談会「中間とりまとめ」の紹介
本法人会員

岩上 卓哉

昨年 10 月に発足した総務大臣主宰の「ICT＊１国際競争力懇談会」は、本年 1 月 22 日
の第２回会合で掲題の「中間とりまとめ」を審議の上承認した。この「中間とりまとめ」
は、日本の情報通信産業が海外で全く競争力を失っている現状を分析し、その抜本的変
革を早急に行なうために、産学官が連携して取り組むべき基本戦略の考え方と具体的施
策を提言している。ここではこの「中間とりまとめ」の概要を紹介する。
なお、同懇談会ではこの提言をもとに具体的施策を更に議論し、その結果を本年 4 月
23 日に「最終報告書」としてとりまとめた。その内容の詳細は本トピックス原稿の執筆
時点でまだ公表されていないが、概要が新聞に報道されたのでその内容を付記する。
（*1: Information and Communication Technology；情報通信技術）

「中間とりまとめ」の概要
(1) 我が国の ICT 産業の現状
1980 年代の我が国は「ものづくり大国」として世界の高い評価を受け、情報通信分野
でも当時の日本企業には「技術力」と「価格」に裏打ちされた「自信」と「輝き」があ
った。しかし現状を見ると、ネットワーク機器、ソフトウェア、コンテンツなどの ICT
の世界市場では、一部の機器を除き日本企業は惨憺たる状況にあり、復活の兆しさえ見
えない。例えば携帯電話やパソコンなどの情報通信機器市場では、日本の主要メーカー
の売上高をすべて合計しても、海外主要メーカー１社の売上高に及ばない（下図）
。
海外主要メーカーとの売上高比較
携帯電話端末

コンピュータ・ソリューション
（パソコン以外）

パソコン端末
兆円
5

兆円

兆円
3

10
4
8

2.5
3

2

6

4.7

1.5
1

2

10

2

2.6
1.8

4

3

1.8

2

0.5
0

0
日本企業
合計

ノキア
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ナル・プロジェクト」の推進、⑤「プラットフォーム＊２の開発」への注力、⑥国際展開
に備えた実証実験ができる「ユビキタス特区」の創設、⑦「技術外交」政策の創設・展
開、の７つである。
（*2: ICT 産業を構成する４つのセグメント「端末」
、
「ネットワーク」
、
「コン
テンツ・アプリケーション」
、
「プラットフォーム」のうちの１つを指す。
）
(5) 具体的施策
前記トリガー施策を、
「基本サイクル」各ステップの具体的施策に展開する。
ステップ１（国際競争力戦略への産学官によるコミット）における具体的施策として
は、①「ICT 研究開発強化プログラム」の策定、②「ICT 標準化強化プログラム」の策定、
③「ICT 知的財産強化プログラム」の策定、④「ICT 人材プログラム」の策定、⑤「ソフ
トパワー強化プログラム」の策定、⑥「ICT ブランド向上プログラム」の策定、⑦「国
際展開支援プログラム」の策定、を行なう。
ステップ２（産学官の連携による具体的プログラムの実行）における具体的施策とし
ては、①「集合知センター」の整備、②高度 ICT 人材育成のための基盤構築、③「ICT
総合的人材」の育成、④「ICT 国際競争力強化支援制度」の充実、⑤政府調達の活用、
⑥情報通信ソフトウェア開発力の強化、を推進する。
ステップ３（国・地域ごとの戦略の実行）における具体的施策としては、① EPA
（Economic Partnership Agreement; 経済連携協定）等の推進、企業連携によるコンソ
ーシアムの結成等、②戦略的な国際広報活動の実施、③在外公館との連携強化・国際機
関の活用と官民連携の推進等、④「ICT ブランド」力の向上、⑤海外の人材育成支援や
交流の促進、⑥戦略的な ODA（Official Development Assistance；政府開発援助）の活
用、⑦公的ファイナンスの拡充、⑧アジア・ブロードバンド計画の推進、を行なう。
[出典：総務省報道資料 http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070122_3_bt.pdf]
4 月 23 日にまとめられた最終報告書の概要（日本経済新聞 4 月 24 日記事より）
最終報告書では、2011 年度をメドに情報通信分野の国内総生産（GDP）を 2004 年度（62
兆円）に比べ倍増する、という目標を掲げた。欧米などの携帯電話がいずれ高機能の第
３世代に移行すると見て、技術や機能面での優位性を保ちつつ、端末仕様の共通化によ
りメーカー同士が部品などを相互に融通できるようにして、開発コストの引き下げを目
指す。また日本の地上デジタル放送の方式を南米に売り込むため、現地での試験放送や
受信機の無料配布も提案している。
5 月には総務大臣の直属組織として「ICT 国際競争力会議」を設置し、具体的な官民の
役割分担などを詰めていく、としている。
＜岩上卓哉氏のプロフィール＞ 本誌「創刊号」p.36、編集委員紹介の項参照
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技術解説

「Ｗｅｂサービス」
（３）
本法人会員 理事／編集長

澤井 斌

前回までに「Ｗｅｂサービス」関連技術の発展経緯やＷｅｂコンソーシアムの場を中
心とする標準化技術の概要を解説してきたので、今回は「Ｗｅｂサービス」の適用場面
に焦点を当て、業界各社から報告されている導入事例を参考にしつつ、導入面の課題お
よび今後の方向を探ることにする。
１．Ｗｅｂサービスの適用場面
既述のように、
「Ｗｅｂサービス」はＸＭＬ（Extensible Markup Language）で記述
した情報をＷｅｂサービス用の通信プロトコルであるＳＯＡＰにより相手側プロセスに
伝えることにより、インターネット上にある複数の情報システムを連携させ、容易に、
より総合的な運用サービスを生み出そうとするものである。ＳＯＡＰは元来、Simple
Object Access Protocol として開発されたものでＲＰＣ（Remote Procedure Call）の
機能を持っているが、セキュリティ対策などの拡張機能が追加されている。ＳＯＡＰを
使わない、Ｗｅｂのホームページ上でＸＭＬデータをやり取りするだけのものは本稿の
「Ｗｅｂサービス」に含まれない。
Ｗｅｂサービスの技術が登場する以前は、
Ｗｅｂページにアクセスして情報を得ても、
他のデータと組み合わせて加工・利用する場合には転記などの手作業が必要であった。
商取引の伝票も、異なる企業では様式が合わない、品名、品番が異なるなどの問題が絶
えず生じる。ＯＳ（Operating System）が違うためデータベースの連携をとることを諦
めていたケースもあったであろう。Ｗｅｂサービスの活用はこのような状況を一変させ
つつある。
表１は、国内のシステム構築企業による顧客事例の中から、Ｗｅｂサービスの適用事
導入企業・機関名

システム構築支援

事例紹介時期

備考

東急観光
郵船航空サービス
ＮＴＴｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
トッパン・フォームズ
札幌市

日立ＩＮＳｿﾌﾄｳｪｱ
日本ユニシス
日本ユニシス
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ・ｼﾞｬﾊﾟﾝ
日本ＩＢＭ

2002 年 7 月＊１
2002 年 11 月＊２
2004 年 9 月＊３
2005 年 4 月＊４
2006 年 6 月＊５

出張の一括手配
グローバル物流
IP 電話支援ｻｰﾋﾞｽ
ｅコマース
総合行政情報ｻｰﾋﾞｽ

表１．業界各社によるＷｅｂサービスの適用事例
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例を選んで紹介時期の順に並べたものである。事例の詳細については対応する文献＊１～５
を参照してもらうとして、ここではそれぞれの事例においてＷｅｂサービスがどのよう
に取り込まれているかを辿ることにする。
顧客企業内
出張申請

手配情報

ＳＯＡＰ／ＸＭＬ

旅費精算
ＳＯＡＰ／ＸＭＬ （支払い指示）

関連データ
東急観光・旅行手配
Ｗｅｂサービス

金融機関
決済（入金）

ＳＯＡＰ／ＸＭＬ
ホテル・航空会社等
図 1. 東急観光のワンストップサービス適用事例
最初の例は東急観光の事例である。フライトやホテルなどの出張手配を一括でサービ
スするもので、Ｗｅｂサービスの適用形態は「取引の仲介・情報集約型」＊６である＜図
１参照＞。顧客企業は東急観光と取引契約を結ぶことにより、無料でこのサービスを利
用できる。東急観光を中心に顧客企業や、ホテル・航空会社等の旅客サービス機関との
間でＳＯＡＰ／ＸＭＬデータがやり取りされている。
表１の２番目はグローバル物流の倉庫事業向け在庫管理システムの事例である。倉庫
業者側には「認証・在庫照会」
「出荷指示」を単位とするＷｅｂサービスが用意され、複
数の荷主（顧客）が自らの注文・出荷管理システムを通じて、これらのＷｅｂサービス
にアクセスすることにより、リアルタイムに倉庫の在庫状況を把握しながら出庫指示を
出すことができる。荷主側のプラットフォームは何であっても良い、いわゆるマルチベ
ンダー環境であることがＷｅｂサービスを導入する前提になっている。この事例は、倉
庫事業の在庫管理という特定の領域において、倉庫業者と荷主が相互に連携する「業務
プロセス統合型」＊６であると理解できる。
３番目の例は、ＮＴＴコミュニケーションズにおけるＩＰ電話サービス支援システム
（ＯＳＳ：Operation Support System）への適用事例である。同社のＯＳＳは、直接の
顧客であるインターネット・サービス・プロバイダ（ＩＳＰ）に対し、ＩＳＰ側に置か
れている顧客側ＯＳＳと連動する形で、ネットワーク管理の一部機能が利用できるよう
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に構成されている。従来は、各ＩＳＰのＯＳＳプラットフォームが異なるため、データ
をバッチ処理でＮＴＴコミュニケーションズ側ＯＳＳにファイル転送にしていた。本事
例では、Ｗｅｂサービスの導入により、バッチ処理形のファイル転送を排除し、随時オ
ンラインで連携が取れるようにしている。適用形態はＷｅｂサービスによる「業務プロ
セス統合型」と理解される。
４番目の事例は、携帯電話を通じてｅコマース（電子商取引）を行なうモバイルｅコ
マース事業者を対象にしたものである。この事例のトッパンフォームズはＡＳＰ
（Application Service Provider）を業態とする企業である。従来より、パソコン利用
のｅコマース実現のため様々なプラットフォームを開発して来たが、携帯電話の普及に
より携帯電話からインターネットを利用する人口が急増した。そこで、同社はパソコン
を使わない携帯電話利用のｅコマースに必要な機能として「情報配信」から「店舗管理」
「商品管理」
「会員管理」
「売上管理」
「即時決済」まで一連のサービスをＷｅｂサービス
の形で提供することにした。ｅコマース事業者はこれらｅコマース機能の一部、または
全部を必要に応じてアクセスし、利用することができる。また、
「即時決済」ではカード
会社への「与信確認業務」が必要になるが、これをトッパン・フォームズが代行管理す
ることで中小の事業者に対してもｅコマースを導入し易くしている。システムの構成図
など詳細は文献＊４を参照されたい。Ｗｅｂサービスの適用形態はｅコマースのインフラ
機能を提供する「機
能提供型」＊６である。
総合行政情報システム （マルチベンダー環境）
表の最後の例は札
財
総
文
契
環
幌市の事例である。
業務システム
務
務
書
約
境
札幌市は 2000 年に
会
管
管
管
管
定めた 20 年に及ぶ
計
理
理
理
理
長期総合計画の最初
の５ヶ年計画として
総合行政情報システ
ムの構築を進めて来
た。対象となる行政
Ｗｅｂサービス インターフェース
情報システムの業務
範囲が多岐にわたる
職員認証
職員
職員情報
電子決済
こと、また、従来と
基盤
ポータル
管理
基盤
同様にマルチベンダ
共通基盤
ー環境による運用・
保守を前提にすると
図２．札幌市の事例
ころから出発し、徹
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底的な共通基盤づくりを進めた結果、Ｗｅｂサービスの導入が妥当との結論に至った。
サービス要素を中心にしたシステム構成を文献＊５より引用し図２に示す。共通基盤とし
て「職員認証基盤」
「職員ポータル」
「職員情報管理」
「電子決済基盤」などのサービス要
素が用意され、Ｗｅｂサービスインターフェースを通じて「財務会計」
「総務管理」
「文
書管理」などの業務をサポートする形になっている。導入形態はマルチベンダーの業務
システムと共通基盤プロセスとが連携する「業務プロセス統合型」である。
上で用いた「業務プロセス統合型」
「取引仲介・情報集約型」および「機能提供型」と
＊６
いう呼称は文献 で用いられているものである。これらの型のうち初めの２つはＷｅｂ
サービスの連携形態に着目している。
「業務プロセス統合型」は、特定の業務が親企業と
子企業、あるい取引先企業との間に跨って行なわれる場面や、上の札幌市の例に見られ
るように、一つの組織体ないし企業内でも中央のスタッフ部門と事業部門ないし工場部
門との間がマルチベンダー環境のため連携が難しかったような場面で導入される。
「取引
仲介・情報集約型」は上記事例で紹介したようにワンストップサービス的な利用場面で
登場する。
「機能提供型」については誤解が生じ易いので少し説明を加えておこう。一般に、Ｗ
ｅｂサービスそのものがＸＭＬ／ＳＯＡＰメッセージを通じて何らかの機能を提供する
ものであり、その意味で「機能提供型」は全てのＷｅｂサービスに当てはまることにな
り、上述のような分類は意味が無くなってくる。そこで、このような矛盾を回避するた
め、
「機能提供型」の「機能」とは汎用的に提供されるサービス機能、例えば計算サービ
スやｅコマースのアプリケーションサービスの機能、調査機関やホテル・輸送機関など
の情報提供サービスの機能、あるいは電子政府などで役所と企業や個人が連携した作業
をする上で切り出された公共的なサービス機能などに限定するのが適当である。
以上、国内の事例を中心に述べたが、海外の状況についても少し触れておこう。もと
もと、米国はＷｅｂサービス技術の先進国である。中でも書籍販売のアマゾン社
（Amazon.com）は販売活動の一環として同社の商品カタログベースをＷｅｂサービス化
して利用者に無料で開放している。在庫状況を確認したり、タイトルや著者、発売時期
などをもとに検索をかけることが出来る。この例は「機能提供型」に分類される。
検索サービス大手のグーグル（Google）は、検索エンジン用のＡＰＩ（Application
Programming Interface）として、Ｗｅｂページから利用するのに便利な Google ＡＪＡＸ
Ｓｅａｒｃｈ ＡＰＩ（AJAX: Asychronous Javascript-based XML）の他に、より多角的な利用
が可能な、Ｗｅｂサービスインターフェースに基づく Google ＳＯＡＰ Ｓｅａｒｃｈ ＡＰＩ を
提供している。こうしたＡＰＩも「機能提供型」のＷｅｂサービスである。
Ｓ．Ｍ．Ｋｅｒｎｅｒ氏（Internetnews.com）のレポート＊７によると、Ｗｅｂサービスの世
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界市場（ソフトウェア、管理、システム構築、セキュリティ）は２００４年の９億５０
００万米ドル(約１１４０億円)から２００８年には６２億米ドル（約７４４０億円）へ
と急拡大するとされる。さらに、市場規模の地域別割り合いで見ると、２００４年時点
で、北米が５２％、欧州が３９％、アジア太平洋地域が６％、その他地域が３％と北米
が過半を占めると推定している。これらの数字が実際にどのように実現しつつあるかは
定かではないが、関連市場を理解する一助になるであろう。

２．Ｗｅｂサービス導入の優位点と留意点
前回の解説と重複する面もあるが、改めてＷｅｂサービス導入の優位点を纏めると以
下のようになる＊６。
（ⅰ）交換したデータを人手を介さずにコンピュータ上で容易に加工できる
（ⅱ）インターネット上のＷｅｂ環境がそのまま使える
（ⅲ）個々のコンピュータ企業が提供するプラットフォームに依存しない
（ⅳ）汎用機を含む既存システムのアプリケーションを活かすことができる
（ⅴ）管理責任やセキュリティポリシーの異なるシステム間での連携が実現できる
（ⅵ）既存のツールや追加のツールが整備されているので開発が容易である
（ⅶ）システムの導入や更改のコストが安い
（ⅰ）は「Ｗｅｂサービス」の基本技術がＸＭＬメッセージの処理とメッセージ交換の
ための通信プロトコル（ＳＯＡＰ）を用いることの当然の結果である。
（ⅱ）は特にコメ
ントの必要はなかろう。
（ⅲ）も（ⅰ）と同様で、ＸＭＬ／ＳＯＡＰの処理環境が備わっ
ていることは必須であるが、ＯＳやハードの問題は無視できるということである。現実
的にはＰＣサーバーであれば .ＮＥＴ環境、ＵＮＩＸ系サーバーであればＪ２ＥＥ環境
が代表的なプラットフォームとなっているが、この他、Ｌｉｎｕｘのようなオープンな
ＯＳ上でもプラットフォームの整備が進んでいる。さらに（ⅳ）のように既存システム
で構成されているシステムであってもラッピング（Wrapping；包み込み）を施すことに
より外部とインタフェースを取ることが可能になる。
（ⅴ）は特にコメントの必要はある
まい。
（ⅵ）の開発側面は、先々のメンテを考えるとしても（ⅲ）における判断と同様、
基本的にはＰＣサーバーでもＵＮＩＸ系サーバーのいずれでも良く、つまるところ、ツ
ール類が整備された、使い慣れた環境が一番良いと言うことになる。
（ⅶ）の導入コスト
が安いということは、システム連携のための複雑且つ大規模な基礎から積み上げるソフ
ト開発は必要ではないということである。勿論、サービス内容やその品質・性能と言っ
たシステムの根本に関わる基本設計が重要なことは言うまでもない。むしろ、そうした
基本設計に対してより多くの時間を割くことにより、合理的で合目的なシステム開発が
行なえることになる。
良いことずくめのＷｅｂサービスではあるが、問題が無いとも言えない。

30

IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ

（ａ）ＸＭＬメッセージの処理に時間がかかる
ＸＭＬメッセージは基本的にテキストベースで記述される。また多くの場合、セキュ
リティ対策のため暗号化される。このため、暗号を復元したり、テキスト内容を翻訳し
てアプリケーションプロセスに伝える手間がかかるわけで、リアルタイム性が強く要求
される用途には向かない。ＸＭＬメッセージは短いほど良く、特に、長文のファイルを
添付することは避けるべきであろう。本来、Ｗｅｂサービスは異機種の連携に主眼があ
り、大きなファイルのダウンロードを目的とするものではない。テキストベースでなく
バイナリーベースのＸＭＬメッセージの提案もあったが、相互運用性に難があり、人間
の目で理解できるテキストベースの表現力と比べても魅力がなく、一般の利用には供さ
れていない。尤も、こうしたＸＭＬ処理の問題点はネットワークやサーバーの処理能力
が高まるにつれて次第に軽減される傾向にある。さらに最近では、ＸＭＬメッセージの
処理を専用機にまかせて高速処理しようとする動き＊８も出て来た。
（ｂ）ＳＯＡ＊９の考え方である「疎粒度」
「疎結合」に徹すること
容易にコンピュータ連携が実現できるということで際限なく連携を強めると予期しな
い状態が生じる。これはとりわけ、ピア・ツー・ピア（peer-to-peer）型のプロセス連
携で生じやすい。プロセスが停止（dead-lock）したり、停止しないまでもお互いに相手
からのレスポンスを待ち続け（live-lock）たり、アクセス違反を惹き起こしたり、トラ
フィック状態に依存し不安定になったりする。この問題を解決する一つの方策はワーク
フローベースの設計を徹底させることである。また、他のアプローチとして、Ｗ３Ｃで
は、各サービス要素がどのような順序でどのように協調動作するかを記述する言語とし
て「Ｗｅｂサービス・コレオグラフィー記述言語（ＷＳ－ＣＤＬ; Web Sevices
Choreography Description Language,現在 Version1.0）
」を整備した。連携の異常（ル
ール違反）をチェックする高度な機能を組み込むため、言語の開発には数学の専門家が
参加している。コレオグラフィーとは「ダンスの振り付け」のことである。Ｗｅｂサー
ビスの「ダンス」とは連携するサービス要素全体の振る舞いを指す。こうしたコレオグ
ラフィー言語を用いてＷｅｂサービスの高度な連携を計るのも一つの方向であろう。
（ｃ）Ｗｅｂサービスの「自動化」は夢の世界？
Ｗｅｂサービスの登録台帳としてＵＤＤＩレジストリがあることを前回述べたが、Ｗ
ｅｂサービスの数が増えてくると、その中から適切なＷｅｂサービスを探し出すことは
次第に困難になる。Ｗｅｂのホームページと同様な検索問題にぶつかる。そこで、ＸＭ
Ｌ／ＳＯＡＰベースのＷｅｂサービスに限らず、Ｗｅｂのホームページを含め、インタ
ーネット上のあらゆるサービス要素を対象に、発見の自動化、タスク起動の自動化、サ
ービス要素に対する連携の自動化の研究が続けられている。この領域は「セマンティッ
クＷｅｂ」と呼ばれるもので、提唱されてから既に５年以上が経過している。Ｗｅｂサ
イトに意味情報（セマンティックス）を付与し、自動的なデータ処理空間を作り出そう
とするものである。この領域は高度な専門用語が多いので、これ以上の説明は割愛する
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が、コンピュータに推論を行なわせる領域でもあり、有用性の実証が必要である。理想
を追求し過ぎると、かつてのＡＩ（Artificial Intelligence）研究や第５世代コンピュ
ータプロジェクトなどと同じ運命を辿らないとも限らない。ということで、これら先端
技術の発展に期待するとともに、その動向を注意深く見守りたいと考える。
３．さらなる利用を期待したい分野
民間分野では競争原理のもとで今後とも積極的な導入が図られるものと期待し、以下
では、発展の遅れがちな公的機関のＷｅｂサービスを中心にコメントする。
現在、電子政府、電子自治体の名のもとに各所で行政の電子化が進められているが、
公的機関の業務は多岐にわたるため、部門毎、あるいは特定のサービス対象毎に電子化
が進められることが多く、徐々に便利にはなってきてはいるが、依然、利用者の多くは
更なる改善を期待している。
住民票や印鑑証明書の申請は既に電子化されている。
ＩＣカードを専用端末に差込み、
ＩＤと暗証番号を打ち込んで承認が得られれば、後は画面の中の申請書に書き込めば良
く、間違いの訂正もでき、書き損じの心配や訂正印を押す必要もなくなった。
それでは登記手続はどうであろうか。登記申請書や関連資料を用意しなければならな
いのは当然としても、登記所に出向く前に住民票や印鑑証明を取り寄せなければならな
い。収入印紙を購入して登記申請書に貼らなければならない。司法書士に代行を頼む場
合もあろうが、その場合には代理人への依頼状に署名捺印をしなければならない。全て
の書類において表記のミスは許されず、訂正の場合は訂正のやり方と訂正印を押すこと
が決まっている。交通機関の利用を含め、多くの時間と労力がかかる。一連の登記手続
きが電子化で連携されることが切に期待される。
他にも、税の確定申告は面倒なものである。源泉徴収票や税控除の費目毎の領収書を
整備しなければならない。特に、医療費控除を受ける場合は領収書の整理に手間がかか
る。税申告を支援するｅ－Ｔａｘの仕組みが整備されたが、パソコンにＩＣカードリー
ダが接続されていないと使えない仕組みであり、利用状況は期待に遠く及ばない。領収
書にしても領収書リーダのようなものがあれば良いのかもしれない。無線タグを利用す
るのも一法かもしれない。改善が期待される分野の一つである。
公的機関に準じるものとして医療分野がある。医療費請求の電子化が進み、明細が分
かるようになってきた。薬の適用明細も示されるようになった。しかし、上で述べたよ
うに医療関連の領収書を税控除で自動連携させる状況にはない。電子カルテの連携も
徐々にではあるが前進しつつある。しかし、誤診や訴訟問題もからみ、個人が参照した
り、センカンドオピニオンを得るために参照するなどの場合にはなお障害が多い。Ｘ線
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診断、ＭＲセンサーなどの画像データの扱いが大変とも言われる。出来るところから全
国共用化に向けて更なる改善を進めて欲しいものである。
最後に個人が利用するパソコン環境について期待を述べる。Ｗｅｂサービスの利用で
一番問題になるのは「認証」問題であろう。先に述べたように、現在パソコンにはＩＣ
カードの読み込み機能が付属していない。
個人認証を効果的に行なうためにも、
今後は、
接触、非接触に拘わらず、パソコンにＩＣカードの読み取り機能を備えることを義務づ
けるのも一案である。アクセス先の正当性については正規の配信所より「ルート証明書」
をダウンロードする仕組みがあれば良く、
後は個人が作成した書類に対する公的署名や、
取り寄せた資料に対する正当性確認を効果的に行なうための認証局を中心とする最小限
の手続きをＷｅｂサービス化することが期待される。
以上、今回で本稿の「Ｗｅｂサービス」のシリーズを終わる。歩みが遅く、とかく揶
揄されがちなＷｅｂサービスではあるが、今後ともサービス要素の拡充や新しいビジネ
スモデルへの挑戦を含めて発展を続けるものと期待される。
文献
（１）日経ＢＰWindows2000 ソリューション CaseStudy, http://premium.nikkeibp.co.
jp/win2000/user/tokyu_kanko/index.shtml, 2002.7.29
（２）マイクロソフト・ジャパン CaseStudies, http://www.microsoft.com/japan/
showcase/yusenglobal.mspx, 2002.11.14
（３）日本ユニシス・ユーザ事例 http://www.unisys.co.jp/club/jirei/nttcom/,
2004.9.1
（４）マイクロソフト・ジャパン CaseStudies, http://www.microsoft.com/japan/show
case/toppan-f.mspx, 2005.4.20
（５）日本ＩＢＭお客様導入事例 http://www-06.ibm.com/jp/ solutions/casestudies/
20060524sapporocity.html, 2006.5.26
（６）岩本のぞみ「事例でわかるＷｅｂサービス・ビジネス」日本能率協会マネージメ
ントセンター発行、2004.1.1 初版
（７）Sean Michel Kerner ”Web Services Market to Explode”, Internetnews.com,
September 27, 2004
（８）日本ＩＢＭ発売のアプライアンス機器「ウェッブスフィア・データパワー」
：従来
サーバーの１０倍以上の処理能力を実現、日経産業新聞、我が社の『イチ押し＜
６＞』2007.1.16
（９）Service Oriented Architecture；筆者の「Ｗｅｂサービス（２）
」本ジャーナル
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＜ニュースクリップ＞ 日本の経常黒字、投資で稼ぐ傾向鮮明に
＜２００６年経常黒字１９兆円＞ 日本経済新聞 2007.2.14 夕刊 ─ 財務省発表の２
００６年国際収支速報によると、海外とのモノやサービス全体の取引状況を示す経常黒
字は前年比８.７％増の１９兆８３９０億円。２年ぶりの経常黒字の拡大であり、現行方
式の統計が始まった１９８５年以降、この２２年間で最大となった。経常収支は貿易収
支と所得収支の合計。所得収支は、日本の企業や投資家が海外から受け取った利子・配
当金収入や日本企業の海外法人の収益の合計から、これとは逆に、日本から海外に支払
われた額を差し引いたもの。２００５年に所得黒字が初めて貿易黒字を上回った。昨年
の所得黒字は前年比２０.８％増の１３兆７４４９億円、３年連続で過去最大を更新。こ
れに対し貿易黒字は原油高などにより前年比８.５％減の９兆４５９６億円となった。
＜ＧＤＰの輸出依存度＞ 貿易黒字が減少したとは言え、ＧＤＰ（国内総生産）に占
める輸出の割り合いは年々増加している。日経 2007.2.15 朝刊 ─ 日本経済センターの
推定では、２００６年の輸出額は８０兆円を突破、実質ＧＤＰ対比で１４.７％ と過去
最大となる見通し。特に、自動車と鉄鋼の輸出額が増大。電機では電子部品メーカーの
攻勢が目立つ。全体に、中国を筆頭にした世界市場の拡大があるが、日銀はさらに「技
術力向上で日本製品の付加価値が高まった」と分析する。
＜外貨準備高、９０５０億ドルに＞ 日本経済新聞 2007.3.17 朝刊 ─ 外貨準備高も
年々積み上がり、今年２月末には９０５０億ドル４８００万ドル（１ドル１２０円換算
で、約１０９兆円）に達し、中国に次いで世界第二位。外貨準備は運用を過たなければ
十分な利ざやを手にすることができるが、中長期には円高で評価損を蒙るリスクをはら
んでいる。積み上がった外貨準備を将来どうしてゆくのか「出口戦略」は描けていない。
＜米国の２００６年経常収支は８５７Ｂ＄の赤字＞ 日本経済新聞 2007.3.15 朝刊 ─
米商務省が３月１４日に発表した２００６年の米国経常収支は８５６６億５５００万ド
ルの赤字で前年比８.２％増大。原油高で輸入が拡大したのが主因。
＜中国のＧＤＰと貿易黒字＞ 日本経済新聞 2007.1.25 夕刊 ─ 中国国家統計局が１
月２５日に発表した２００６年のＧＤＰ総額は２０兆９４０７億元（１元＝約１５円）
で、中国経済の規模は５年で２倍近くに膨らんだ。ＧＤＰの実質成長率（速報値）は対
前年１０.７％で、政府目標の８％を大きく上回った。経済の急膨張による資源不足や公
害は深刻さを増す。中国政府は景気の過熱を懸念し２００７年も８％前後の低めの目標
を設定。一方、貿易黒字は前年比７４％増の１７７５億ドルと過去最高を更新。原油な
どの資源輸入が増大する反面、米国向けの自動車関連電子部品の輸出が好調であった。
また、中国人民銀行の発表によると２００６年末の外貨準備高は１兆６６５億米ドル。
２００５年末に日本を抜いて世界一位となって以来、
さらに２７７３億米ドル増加した。
＜健康保険証のＩＣカード化＞ 日本経済新聞 2007.3.15/3.17 朝刊 ─ 厚生労働省が
策定を進めてきた医療・介護分野の「質向上と効率化プログラム」の全容が明らかにな
った。それによると、健康情報の電子化は０８年度から、医療保険の運用者がレセプト
（医療機関が出す診療報酬明細書）の電子データを０９年度から段階的に蓄積、１１年
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度からは厚労省が全国規模での医療費の動向を分析・公表、ＩＣ化された健康保険証は
１２年度から導入する。これら一連の施策により、ＩＴ化の徹底、重複診療の解消、診
療報酬体系の見直し、医療の標準化、後発医薬品の利用促進、公立病院の高コスト構造
の是正を進める、としている。効率化を進めなければならない理由は、２００４年度の
２７兆円の医療給付費が２０年後には５６兆円と倍増する見通しで、国が支給する社会
保障費を圧縮するためにも、国民の医療費削減が重要な課題となっているため。
＜高機能の電子地図製作＞ 日本経済新聞 2007.3.15 夕刊 ─ 政府は国や地方の機関
が持つ様々な行政データを一元化した高機能の電子地図づくりを始める。地図情報の電
子化は、これまでにも中央省庁や地方自治体ごとに進められてきたが、全国を一覧でき
る体制は整っていない。情報の一元化により、市町村にまたがる広域的な福祉・防災対
策などの効果的な立案・実施が可能になる。また、交通量情報などを活用すれば物流や
小売り分野の効率的なビジネス展開にも役立つ。完成は２０１０年度を目指す。日本の
真上に設置予定の準天頂衛生の打ち上げが２００９年度に予定されるのを睨んだもの。
＜コンピュータウィルスの感染被害状況＞ 日本経済新聞 2006.12.21 朝刊 ─ 情報セ
キュリティ大手のトレンドマイクロが纏めた「２００６年コンピュータウィルス感染状
況」によると、１２月１５日までに同社に寄せられた感染報告は全部で８万８１０６件
と前年の２.１倍に達し、調査を開始した０１年以降で最高となった。感染報告が多かっ
たウィルス１０個のうち８個が犯罪・営利目的の「広告表示」や「遠隔操作」型で、１
０個の報告総数（約１万件）の７９％を占めた。逆に、世間を騒がすことを狙った「愉
快犯」型の比率は前年の４３％から２１％に低下した。２００６年流行のトップ５は、
１位：ゲーター（ホームページの閲覧暦を覗き込み、関連広告を表示）2,178 件
２位：エージェント（外部からパソコンを操作するための進入口を開設）1,423 件
３位：ストレーション（ウィルス入りメールを他のパソコンに大量送付）1,240 件
４位：アールボット（パソコンのキーボードの入力記録などを盗む）1,074 件
５位：バイトバー（別のウィルスを活動させるソフトなどを勝手に実行）904 件
＜コンピュータウィルスの手口の例＞ 日本経済新聞 2007.2.20 朝刊）
：
○押し売り型（ワンクリック詐欺）
：アダルトサイトなどの利用料金請求書を画面に
しつこく表示、指定口座への入金を促す
○振り込め詐欺型（フィッシング）
： 金融機関などを装った偽のホームページに誘導
し、カード番号や暗証番号を盗み出す
○遠隔操作型（ボット）
：外部からパソコンを遠隔操作し、個人情報を盗み出したり、
他のパソコンを攻撃させたりする
○広告表示型（アドウェア）
：アダルトサイトなどの広告をパソコン画面に勝手に表示
する
○情報スパイ型（スパイウェア）
：パソコン内の個人情報やパスワード入力の履歴を
特定の第三者に送信する
○情報暴露型（暴露ウィルス）
：
「ウィニー」などのファイル交換ソフトを悪用し、
パソコン内の情報をネットで勝手に公開する ///☒
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北米だより
寄稿

田代 駿二

（１）リナックスをめぐる話題 － レポート 2006.11.20 －
１０月２５日、オラクルは奇想天外な新事業戦略を発表した。レッドハットのリナック
スをコピーしてオラクル・アンブレーカブル・リナックスなるブランドを付け、レッド
ハットの半値でサポートサービスを提供するというものである（１）。
レッドハットは、
「オラクルがレッドハット・リナックスを認知したことに満足している」
との殊勝な発表を行ったが、レッドハットの株価は３０％も下がったから、レッドハッ
トにとって今後、死活問題になることは間違いない。とうてい心意気だけで解決できる
ような問題とは言えない。
これまで、ＩＢＭやＨＰもレッドハットのリナックスをサポートしてきたが、レッドハ
ットと同レベルの価格で実行しており、レッドハットに一定のビジネスチャンスを与え
てきた。これに対して、オラクルの手法はきわめて悪辣であり、レッドハットの１０年
間の努力の結果を根こそぎに横取りするものである。オープンソースワールドの基本精
神を踏みにじるもので、オープンソースワールドにおける敵対的買収行為と言っても差
し支えあるまい。
しかし、オープンソースの性格として、レッドハットはリナックスコードに対して著作
権を主張できないから、オラクルの手法は違法ではない（１）。何でもありのシリコンバレ
ーだし、合法的でさえあれば何でも平気で実行するラリー・エリソンのことだから、こ
れも一つのオプションではあった。おそらく、ラリー・エリソンは、今回の発表でレッ
ドハットの株価が急落したところを見透かして、安価にレッドハットを買収するつもり
であろう。
しかし、これが成功してしまうと今後も同様な蛮行が増え、オープンソースの世界が混
乱することはまぬがれない。この風潮の蔓延だけは何とか避けたいところである。
オラクルの発表から１週間後の１１月２日、今度はかつての熾烈なライバル同士だった
マイクロソフトとノベルが、リナックスで協調体制を取ることを発表した。マイクロソ
フトのウィンドウズとノベルのＳＵＳＥリナックスの親和性を強化する計画である（２）。
これは、ウィンドウズとリナックスとの両方を使いたいユーザが増えてきたことと、将
来、多くのデータセンターがウィンドウズとリナックスの両方を使うと予想できること
への両社の積極的な対応であろう。マイクロソフトは、もちろん全面的にリナックスへ
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移行しようとしているわけではなく、またリナックスのサービスプロバイダになろうと
しているわけでもない。ただ、世界で２０００万のサーバーのうち３分の１を占めるに
至ったリナックスを無視できなくなったということであろう。
ノベルを支援することにより同社からのワープロ関連の独禁法訴訟を解決しようとの狙
いもあるかもしれない。いずれにしても、マイクロソフトの仕事はＳＵＳＥリナックス
のセールスサポートが中心である。
一方、ノベルは、ウィンドウズとリナックスの両方を持つユーザにＳＵＳＥリナックス
を売り込めることになる。また、これまではリナックスのユーザはマイクロソフトやＩ
ＢＭから特許係争を吹っかけられる恐れがあったのが、この協力関係により少なくとも
マイクロソフトからのいちゃもんだけは回避できることになった。
両社の協調は、具体的には次の３点になる（２）
（ⅰ）ウィンドウズとＳＵＳＥリナックスの両方を同時に実行できるバーチャル技術や
ウェブサービス管理、ドキュメントフォーマットの互換性確立などの技術協力
（ⅱ）両社のユーザに相互に特許の使用を認める特許協力
（ⅲ）リナックスを欲しがるユーザに対して共同でＳＵＳＥリナックスのセールスをサ
ポートする販売協力
この発表を受けて、ノベルの株価は１７％上昇して６.８９ドルになった。ただし、マイ
クロソフトの株価が０.２％下降して２８.７４ドルになったのはご愛嬌である。この程
度の話は、超大企業のマイクロソフトには象の背中にとまった蚊程度の影響しかないの
であろう。
以上のように、同じリナックスへの対応にしても、オラクルとマイクロソフトでは極端
な違いが出た。オラクルがなりふり構わぬあくどい手段をとったのに対して、マイクロ
ソフトは鷹揚にかまえてノベルとの仲直りを演じて見せた。
しかし、大局的に見れば、オラクルはたとえレッドハットが死ぬとしても、実質的には
リナックス陣営をさらに強化する方向に動き出したわけだし、マイクロソフトはノベル
と協力しているように見せかけながら、実はウィンドウズの推進に手抜かりがないわけ
である。オラクルもマイクロソフトも、さすがにしたたかと言えよう。
参考
(1) Ryan Blitstein: Open-Source Vendors at Risk of being Priced Out, 10/30/06, SJMN
(2) Ryan Blitstein: Microsoft and Novell Team up on Linux, 11/3/06, SJMN
＜注記＞ SJMN: San Jose Mercury News
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（２）マックワールド － レポート 2007.1.22 －
案の定と言ってよいであろう。１月９日にサンフランシスコのモスコーニセンタでアッ
プルが開いたマックワールド・コンファレンス＆エクスポは、
「アイフォーン」をお披露
目して大きな話題を呼び、ラスベガスで開催中だったお祭り気分のＣＥＳに冷水をあび
せた。このところ毎年のようにこの時期に話題を独占するのは、アップルのＣＥＯステ
ィーブ・ジョブスである。
アイフォーン（iPhone）は、一口で言えばアイポッドをベースにした携帯電話である。
現在、携帯電話とハンドヘルドの各社は、カメラやメール、ウェブ、音楽プレーヤを取
り込んで、互いに一歩も譲らず必死の戦いを続けている。そこへ第３カテゴリの音楽プ
レーヤから、アイフォーンが、アイポッドの音楽とビデオ、カメラに、電話とインター
ネット機能を加えて、突然殴りこみをかけてきたのである。アイフォーンに話題が集中
するのも当然であろう。
もっとも、ただ新規参入というだけなら競争が多少激化するだけに過ぎないのだが、ア
イフォーンの主導者がスティーブ・ジョブスだったから、新規参入が一つ増えるのとは
わけの違う話になった。なにしろ、誰がやってもうまくいかなかったアップルを奇跡的
に立て直し、アイポッドで音楽業界に革命を起こし、アイポッドをテコにマックの売上
を伸ばしたスティーブ・ジョブスである。誰もが、彼のことならまた何か新しいことを
やるだろうと期待しても不思議はない。
スティーブ・ジョブスは、マックワールドにおける２時間のプレゼンで、そのほとんど
の時間をアイフォーンの紹介に費やした。基本的にはこれまでのスマートフォーンと変
わらないのだが、彼が「アップルは電話を再発明する」、「アイフォーンは究極のディ
ジタルデバイス」、「人々の生活を変える革命的製品」などと宣言すると、なんだかま
ったく新しいＩＴ製品が誕生したような錯覚に陥ってしまう（１）。
アイフォーンの最大の特徴は、キーボードがないことである。その代わりマルチタッチ
と呼ぶタッチスクリーンがある。スティーブ・ジョブスが今までで最高のタッチパネル
と自慢する性能で、指の動きを的確にとらえて正確に動作する。スクリーンがアイフォ
ーンの中核になるので、
スクリーンサイズは３.５インチとこの種のデバイスとしては大
きい（２）。
電話をかける時は、スクリーンにバーチャルキーボードを表示して電話番号を選ぶ。マ
ックやＰＣで作成したアドレスブックをアイフォーンにダウンロードしておいてその中
からワンタッチで選ぶこともできる。電話として話す時は、耳へ持っていくことにより
センサーが働いてタッチスクリーンが無効になり誤操作を防止する。留守番電話にも工
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夫がこらされており、たくさんの留守電を頭から順に聞くのではなく、聞きたいものだ
けを選んで聞くことができる。これをビジュアルボイスメールと呼んでいる。また、簡
単なコンファレンスコールもできる（１）。
メールはヤフーと提携してヤフーのウェブメールを提供し、地図ではグーグルと提携し
てグーグルマップを提供している。ウェブブラウザはマックと同じ「サファリ」で、ウ
ェブサイトのフルページを表示する。ただし、文字が小さいのでズームイン機能が用意
してある。ウィジェットと呼ぶリアルタイムの株価速報や天気予報サービスもある（２）。
音楽やオーディオブックを聞いたりビデオや写真を見る機能はアイポッドと同様で、コ
ンテンツをアイテューンズからダウンロードできるのも同様である。カメラは２メガピ
クセルで、写真をメールに添付したり、逆にマックやＰＣから写真にアクセスしたりで
きる。
あまり目立たないが、マックのＯＳＸをエンベンデッドで使用しているのは、将来の展
開に大きなポテンシャルを持たせたことになる。現在でも、電話しながらウェブを見た
りメールをしたりと、マルチタスクができる。
サイズ（４.５×２.４×０.４６インチ）と重量（４.８オンス／約１３５ｇ）はアイポ
ッドと同等で、マイクロソフト・ズーンよりも薄くて軽い。発売時期は、アメリカが６
月、ＥＵが１２月、アジアは２００８年である（２）。
さて、アイフォーンは、ＯＳ搭載のコンピュータを核にした究極のディジタルデバイス
と言えよう。今回、アップルが同社の正式名称をアップル・コンピュータからアップル
に変更したのも、コンピュータメーカーからディジタルデバイスメーカーへの脱皮宣言
と解釈できる。
アイフォーンの４９９ドルとか５９９ドルというのは、こんな小さな製品にしては高す
ぎるが、マックを他のパソコンより高く売りアイポッドもかなり高く売りさばいてきた
スティーブ・ジョブスのことである。売る技術にかけては心配あるまい。それどころか、
アイポッドでレコード業界に革命を起こした彼は、携帯業界でも再び何かを起こすであ
ろう。今後の展開に、興味は尽きない。
参考
(1) Jon Swartz: Apple Unveils all-in-one iPhone, 1/10/07, USA Today
(2) Troy Wolverton: Is iPhone Right Call for Apple, 1/10/07, SJMN
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（３）好調のグーグル － レポート 2007.2.12 －
グーグルは、２００６年度第４四半期（１２月末締め）に売上高前年度同期比６７％増
の３２億ドル、利益同１７７％増の１０億３０００万ドル、売上利益率３２％という好
決算を計上した。この発表を受けて、普通なら株価は上昇するところだが、逆に下落し
た。グーグル株は、もはやよほど驚異的な業績を出さないかぎり、上がらないどころか
下がることになるらしい。２００４年８月の株式上場以来、四半期ごとに市場アナリス
トの予想を大幅に上回る業績を残し、株価は２年で１００ドルから５００ドルと５倍も
伸びた実績から見れば、この程度の結果ではもやは投資家を満足させるのはむずかしい
のであろう。裏を返せば、株式市場が、バブル崩壊の経験を経て過熱的な反応はしなく
なったということでもある（１）。
グーグルの好調は、ホリデーシーズン中にサーチ・トラフィックが増加したことと、サ
ーチ結果ページに掲載する広告効果改善策が功を奏したことによる。実は同社のサーチ
結果ページに掲載する平均広告数はそれほど多くないのだが、人気の広告主を優先して
いるため、広告効果も大きくグーグルの収入も大きいという一挙両得の結果になってい
る（２）。
もう一つ、ドイツやフランス、アジア、ブラジル、オーストラリアなどの海外ビジネス
が好調だったことも大きい。同社の海外売上は今や全社売上の４４％に達し、今後も増
加を続けるであろう（１）。
グーグルの広告は、
これまでは商品広告が主流で、
クリック数と購買数がキーだったが、
最近はこれに加えてブランド広告が増加した。ボルボやＰ＆Ｇ、オフィスマックスなど
の大企業がグーグルにブランド広告を載せ始めている。グーグルのイメージが高いこと
が認められた証拠であり、また、オンラインでサーチしてオフラインで買うという消費
者が増えてきた傍証でもある（２）。
今年は、ヤフーやマイクロソフトの懸命の巻きかえしにもかかわらず、グーグルがサー
チ市場シェアの３分の２を取ると予想されている。広告主には少しでも広告効果の大き
い方を選ぶ傾向があり、グーグルの１人勝ちになる可能性も高い（２）。
グーグルは勢いに乗じて、
１月２５日、
昨年１０月に買収したユーチューブを活用して、
そこにアップロードした個人ビデオ名をグーグルのサーチ結果に加えるサービスを開始
した。例えば、グーグルで「ジョン・スチュワート」をサーチすると、ユーチューブに
ある彼に関連するビデオクリップがサーチ結果に加えられる。
グーグルの１か月当たりのビジター数は、ユーチューブの３倍弱（昨年１２月の数字で
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はグーグルは１億８００万、ユーチューブは３８００万）だったから、グーグル経由の
ビデオアクセスができるようになると、今後、ビデオユーザが飛躍的に増加し、ビデオ
サーチサービスもグーグルが独占する可能性がある（３）。
グーグルからユーチューブに簡単に入れるようになると、次はいかにうまく稼ぐかにな
ろう。おそらく、それはユーチューブにアップロードした人気筋のビデオに広告を貼り
付け、ビデオ作成者とグーグルが広告収入を折半する形になろう。収入をシェアするこ
とで、ユーザのグーグルに対する信頼度が向上しビデオの品質も高度なものになる。
問題は、私製のビデオが著名なビデオを盗用するケースも多く、放置すればグーグルの
責任になるし一律に削除すればユーザ離れが起こることである。しかし、グーグルは、
コピーライト違反ビデオやポルノビデオを自動排除するシステムを作ったり、コピーラ
イト所有者が盗用された自分のビデオをユーチューブから削除するツールを提供したり
しているから、いずれは解決するであろう（３）。
さて、グーグルは、ここまで来たからにはいよいよ最後の標的マイクロソフトをいかに
攻略するかになる。昨年１２月のデータでは、マイクロソフトのビジターは昨年同期と
同じ１億１７００万、グーグルは２１％増の１億１３００万だった。また、最近の四半
期のオンライン事業関連売上では、マイクロソフトの５％減の５億３９００万ドルに対
して、グーグルは７０％増の２６億９０００万ドルだった（４）。
これだけなら、マイクロソフトにはウィンドウズとオフィスがあるから、グーグルなど
は物の数ではないのだが、グーグルが昨年８月に試行を始めたオンラインオフィスは不
気味である。ワープロやスプレッドシート、ホームページビルダ、メール、チャット、
カレンダなどを含むので、これが根付くとウェブアクセスツールだけで大概のことがで
きてしまう（５）。そうなるとウィンドウズの世界は壊滅することになる。企業ユーザは
簡単には乗らないだろうが、個人ユーザがまず使って便利さがわかると会社に要求する
ことで企業ユーザが採用するケースも増えよう。はたして、グーグルの躍進がどこまで
続くか、見ものである。
参考
(1) Elise Ackerman: Profit nearly Triples for Google, 2/5/07, SJMN
(2) Robert Hof: Google's Brand New Appeal, 2/1/07, Business Week
(3) Jefferson Graham: YouTube Videos are Part of the Picture in Google Search, 1/26/07,
USA Today
(4) Elise Ackerman: Hooked on Google, 1/14/07, SJMN
(5) Robert D. Hof: Google Steps into Microsoft's Office, 2/12/07, Business Week
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（４）新チップ開発競争 － レポート 2007.4.16 －
１月２６日、インテルとＩＢＭは、高速で低電力の次世代チップの実用化に成功したと
発表した。
この４０年間使われてきたシリコンの限界を改良すべくハイＫメタル
（High-K
Metal）
を部分的に使ったのが特徴である。
Ｋは誘電率のことで、
Ｋが高い金属のほうが、
チップ密度を向上させやすい。これにより、プロセスは４５ナノメートルまで小さくな
る。この結果、ムアーの法則はあと１０年は通用する見通しが立った（１）。
チップ業界にとっても、
またシリコンバレーにとっても、
近来まれな大ニュースであり、
グッドニュースであった。
インテルにとっては１０年がかりの試行錯誤の研究開発だったが、ようやく実を結ぶこ
とになった。次世代チップのコードネームはペンリン（Penryn）
。これまでの２億８００
０万トランジスタの１.５倍に近い、４億１０００万のトランジスタを収容する。ペンリ
ンでプロセッサを作ると、クロックは３ギガヘルツ以上にできる。インテルは今年末ま
でにペンリンによる何らかのチップを出荷する予定でいる（２）。
ＩＢＭも、同様の製品を来年出荷する。インテルがシリコンの上にハイＫメタルを生成
させたのに対して、
ＩＢＭはシリコンの内部にハイＫメタルを生成させる方法を取った。
これだと、トランジスタを３次元構成にできる可能性がある（１）。
３月２８日、インテルはコードネーム「ネヘーレム（Nehalem）」の計画を発表した。
プロセッサとメモリコントローラ、グラフィックスエンジンの３チップを統合してワン
チップにし、インタフェースを排除して高速化をはかる。ＡＭＤがアスロンでプロセッ
サにメモリコントローラを統合した時に性能が格段に良くなったから、ネヘーレムにつ
いても２０％以上の高性能化が期待できよう。プロセスは次世代チップのペンリンを使
用する（２）。
ＡＭＤは、これと対抗するように、プロセッサとグラフィックスチップを搭載した高性
能チップセットＡＭＤ６９０を３月に発売した。現在はまだプリント板上のチップセッ
トである。２００６年８月にグラフィックスチップ・ベンダーのＡＴＩを５５億ドルも
出して買収したのだから、チップセットでお茶を濁すのは情けない。是非ともすみやか
にプロセッサとグラフィックスチップの高性能ワンチップ化をはかってもらいたい（３）。
インテル、ＡＭＤ、ＩＢＭのマルチコアプロセッサの開発競争も激しい。現在は、デュ
アルコアからクォッドコアに移りつつあるが、ここで問題になるのは、高性能チップの
実現よりも、マルチコア対応の高性能ソフトウェアの実現である。ＯＳの抜本的変革が
必要である（４）。
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インテルは、これとは別に１テラフロップスの８０コア・マルチプロセッサの計画を発
表した。プロセッサチップの上にＤＲＡＭを３次元的に直接、搭載する。ただし、５年
後の出荷予定である（４）。
ＡＭＤは、クォッドコアの電力消費を極小化したプロセッサを発表した。４個のコアの
うち、使っていないコアの電源をナノセカンド単位でオフにすることにより、消費電力
を節約する（５）。
ＩＢＭも黙っておらず、ｅＤＲＡＭと呼ぶプロセッサを発表した。少量のＤＲＡＭをプ
ロセッサに内蔵することでグラフィックスの高速化など特殊用途向け高速性能プロセッ
サを提供する。一般に、汎用プロセッサは２ＧＢ程度のＤＲＡＭを必要とするから、こ
れは汎用にはならない（５）。
一風変わったところでは、ＨＰのナノワイヤ・クロスバー方式がある。イギリスの物理
学会誌ナノテクノロジに発表したもので、これによりシリコン技術はそのままで、実質
的なチップ密度を８倍も向上できる。原理は、シリコンサブストレート上の配線を減ら
して、その分トランジスタを余分に詰め込み、サブストレート外のナノワイヤ・クロス
バーで配線を処理するものである。ナノワイヤ・クロスバーのサイズは、２０１０年に
は１５ナノメートル、２０２０年には４.５ナノメートルになる。実用化は２０１０年の
予定（６）。
以上、インテルを中心とする新チップ開発競争の現状を報告した。依然としてインテル
が話題の中心にいるのはすごい。大きくなりすぎて動きが鈍くなった面もあるが、１０
年前に次世代チップの研究を開始し実用化までこぎつけたその底力に敬服する。インテ
ルがこのまま安泰なら、シリコンバレーもあと１０年は安泰であろう。
参考
(1) Therese Poletti: Chip Advance Biggest in 40 Years, 1/27/07, SJMN
(2) T.Poletti:Intel's Next Two Generations of Chip Designs Detailed, 3/29/07, SJMN
(3) Therese Poletti: AMD to Unveil New Graphics Chipset for PCs, 2/28/07, SJMN
(4) Cliff Edwards: Intel Builds the Fastest Chip Ever, 2/12/07, Business Week
(5) Arik Hesseldahl: To Add Speed Chipmakers Tune Structure, 2/15/07, Business Week
(6) Therese Poletti: HP Claims Big Move for Small Chips, 1/16/07, SJMN
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

「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 役員異動のご紹介
２００７年３月３１日付けで小田克朗氏が理事を退任されました。
新年度の役員は小田克朗氏を除き全員が重任となりました。
理事長

登家正夫

理事

内田幸久

副理事長

辻 雄介

理事

宮崎 勍

副理事長

伊藤敦之

理事

田岸啓司

理事

原 一行

理事

井崎博行

理事

澤井 斌

監事

髙橋哲夫

○ＩＴコンピタンス研究所の活動と年間スケジュール
２００７年

１月

４月
〃
６月
７月
１０月

〃
１２月
２００８年 １月

第１回ＩＴＣＬセミナー開催
「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実施。定員を
超える方々の参加を得て、成功裏に終わりました。
第８回理事会を開催し、任期満了に伴う理事の改選を行い
ました。
第２回総会を開催し、平成１８年度の決算報告を行いまし
た。決算内容は全会一致で承認されました。
機関誌「第５号」発行
第９回理事会開催予定
第２回ＩＴＣＬセミナー開催予定
「日本のソフトウェア業界の課題」
（仮称）と題して講演会
の開催を企画中。
第１０回理事会開催予定
機関誌「第６号」発行予定
第１１回理事会開催予定
（記：磯 秋義）

編集後記
・ 湘南藤沢地域のＮＰＯ活動をご紹介いただいた畑昭彦さんに厚くお礼申し上げます。
示唆に富んだ内容ですので、会員諸兄の参考にしていただければ幸いです。
・ 磯崎さんの国際ビジネスのお話と小尾さんのモジュール化のお話はいかがでしたか。
小尾さんには今後さらに第２話、第３話の展開を期待しております。
・ 一時期ゴーストタンウンになったと評されたシリコンバレーも田代さんの北米だよ
りを読むにつれ、可成り自信を取り戻してきたなと感じました。
（編集長 澤井 斌）
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