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ベンチャービジネスについて 

寄稿   カイノア・テクノロジーズ（株）代表取締役 

白田 耕作 

 

「ベンチャー」と云うキーワードで表現できる事柄についていろいろと私が考えてき

たこと、体験してきたことなどをこの拙文で書いてみたい。 

私自身がＮＥＣ社内起業家制度で１９９５年に起業し現在２００７年４月からはじま

る予算年度で１３期目の経営に当たっており、その仕事の形態は一言で云えばベンチャ

ービジネスである。 

この拙文は誰かに役に立つメッセージを送ると云うわけではなくいわば気ままに書い

たものである。適切な表現でない部分、前後で違った意味で解釈されるような文脈があ

るかもしれない。その場合は軽く読んでほしい。 

振り返ると１２年というのは時代の風潮も少しずつ変わってきている。経済の状態も、

企業の盛衰にも変化がある。１９９５年はバブルが弾け社会全体に閉塞感があり、大企

業の経営者にも行き詰まり感があって行き場のない状況であったがバブルの余韻という

ものがまだ残っていたと思う。 

現在は経済状況としては少し落ち着きを取り戻してきているが新自由主義の跋扈、格

差問題の拡大、内部統制監査の強化、セキュリティ対策などギスギスした息苦しい世相

であり、ベンチャービジネスとしてはやりにくくなっていると思う。 

また、いつの時代においても変わらない原理のようなものがある。ベンチャー精神は

１つのこだわりのある技術やアイディアによるチャレンジであり意欲である。ベンチャ

ーの成り立ちは 初は志を同じくした小さな技術集団の活動からはじまり、何かのきっ

かけで飛躍してより強固な集団になる。時代にマッチしていればさらに大きく成長する

チャンスが生まれる。 

ビジネスゲームのようなはじめからスケールの大きな構想の下にスタートし、企業統

合をシナリオ通りに進めて行くあら手の手法もある。このようなベンチャーは私の想像

も及ばない手法や理念があるようで話題の圏外である。 

Wikipediaではベンチャーとは「ベンチャー企業、ベンチャービジネスの略であり、新

技術や高度な知識を軸に大企業では実施しにくい創造的・革新的な経営を展開する中小

企業を指す」との解説がある。これは執筆した人の考え方である。逆に大企業だからこ

そ創造的・革新的なチャレンジ精神が求められていると思う。 

 

１．社内起業家制度とは何だったのだろうか 

１．１ 社内起業家制度との関わり 

ＮＥＣの社内起業家制度は名称には変遷があったようである。ＮＥＣグループから起

業家希望者を公募することになる。１９９２年１月に 初の公募を行い、２３４人が応

募した。その中から１件が１９９３年４月に１号会社としてスタートした。その会社は

２年後の１９９５年６月に清算登記し解散している。 
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私の場合はそれと入れ替わるように１９９５年６月に第３号目の社内ベンチャー企業

としてスタートした。 

事業内容は、コンピュータグラフィックス（ＣＧ）技術を応用したシステム開発・販

売、システムインテグレーション、パッケージソフトウェアの開発・販売である。これ

までＣＧ技術の活用が少なかった流通・サービス業への応用に注力する。ＳＩ事業によ

って蓄積した技術から、パッケージソフトウェアの開発も進めることである。 

 

１．２ 経団連「新産業・新事業委員会」の提言 

当時の資料を少し調べてみると、日本経済は長いバブル期が弾け停滞期に入っており、

景気を本格的な回復軌道に乗せるために経済団体連合（経団連）ではいろいろの提言を

行う。その一つが社内起業家制度の奨励である。 

経団連「新産業・新事業委員会」から１９９５年７月１８日に「新産業・新事業創出

への提言 ─ 起業家精神を育む社会を目指して」が提言されている。 

この提言には「基本認識」としてこのような章を設けている。 

・なぜ今「起業」が必要か 

・「起業」を阻んでいるものと変革の方向 

など。以下ではこれらの骨子を紹介する。 

（１）なぜ今、「起業」が必要か 

① 今、産業界自らが大胆な変革に取り組まなければ、長期にわたる景気停滞から脱し、

将来に向けてわが国経済の活力を維持・発展させることは困難である。  

② 経済の活性化を図り、雇用を創出するためには、社会的なニーズと技術的なシーズ

を適合させた新たな産業とそれを担う企業が登場し成長することが重要である。  

③ 米国経済の活性化は以下のように推進された 

・多くのベンチャー企業が誕生し成長を遂げ、新たな産業分野を形成しつつあること 

・既存大企業がリエンジニアリング等によってダイナミックな展開を図ったこと 

・1980年代に大胆な規制緩和、税制改革が進められ企業の活性化を促した 

・ 欧米、アジア諸国も、大幅な制度改革を含む変革に迅速に取り組み、ボーダーレスエ

コノミーにいち早く対応しようとしている。  

（２）「起業」を阻んでいるものと変革の方向 

これに対し、わが国の現実は、 

① 起業への動きには力強さが無く経済に新鮮な力を与えていない。 

② 既存企業は、厳しい環境の中で経営の刷新を図っているものの、必ずしも明確な将

来展望を描き切れていない。  

③ わが国において、新産業・新事業の展開が進まないのは安定をよしとする風土が定

着し、反対に何事にも失敗を恐れず取り組む意識や創造的な試みや挑戦への気概の

希薄化によるものである。 

④ 事業活動や資金調達に係わる様々な規制の存在、既得権重視型の制度や政策運営の

仕組みが自由で活力のあるべき市場メカニズムの働きを妨げている。新たな企業の

創設や既存企業の創造的な事業展開を阻んでいる。これらの制度・環境的要因が、
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国民の意識を起業家精神からさらに遠ざけ、社会全体が「起業」に重要な価値を見

いだせない構造を作り出している。  

このような現状を改めるには、まず何よりも、国民・企業自らが自己革新を図り、自

己責任原則の下に新たなチャレンジを行おうとする気風を養わなければならない。 

 以上、経団連の提言はもっともなことである。 

 

１．３ ＮＥＣはどうだったか 

 先の経団連の調査に対してＮＥＣは報告書を出して次のように述べている。 

「時代の変化を鋭敏に先取りし、大企業病からの体質改善を目指し、新事業の創出と

起業家の育成を重点的に推進している。」  

「テクノロジーを基盤とする企業として、先進市場でのコア・テクノロジーの育成と

新事業機会の探索を図る。」  

「新事業発掘、育成に向けて経営資源の重点配分及びマネジメントの対応を強化する」

そして、さらに次のようにつづく。  

（１）ベンチャー企業の位置づけ 

ＮＥＣは、ベンチャーキャピタル的視点から事業のインキュベートサポートを行うが、

将来は一本立ちをすることを前提とする。設立時には本人の出資を認め、株式上場を実

現し、創業者利益のフィードバックを促進する。インセンティブについては、税制の改

正等をふまえて 適な方法を検討している。  

（２）新事業推進上の要点 

①「ベンチャー推進委員会」による意思決定機関の設置（役員からなるデシジョンボー

ドを設置し、意思決定の集中化、迅速化を図る）  

② 戦略的資金投入（フィージビリティスタディでの効果的資金活用、および事業成長

期・拡大期への集中投入を図る）  

③ 起業家精神を持つ人材の投入  

④ 自主独立経営の促進（ベンチャー企業に適した評価尺度の適用、及びプロフィット

シェアに基づくインセンティブ付与）  

などと説明している。 

 

１．４ 提言についてのコメント 

 この経団連の提言は１９９５年に始まり２００２年まで続く。内容はつぎのようであ

る。 

①「新産業・新事業創出への提言 ─ 起業家精神を育む社会を目指して」(1995.7.18) 

②「日本型コーポレート・ベンチャーを目指して」（1996.12.26） 

③「大学・企業の起業家精神の発揮を望む」(1998.6.18) 

④「大企業の活性化と企業内起業家の活用に向けて」（2000.3.28） 

⑤「誰もが起業家精神を発揮できる社会へ」（2002.4.16） 

 

結論を急げばこの経団連の社内起業家制度への提言は大した成果も上げないまま終息



4                                                  IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 

 

したようである。 

なぜだろう。日立製作所の報告では「問題点としては、時間の経過とともに提案内容

の質や応募件数が落ち、 終的には提案自体が殆どなくなること、提案者が本業の傍ら

フィージビリティスタディを行うのは困難なことがわかった。また、提案者は素人であ

ることが多いため、事業化に伴うサポートが不可欠である。良い提案をする人は、仕事

ができ、期待されていることが多いため、上司の説得に時間がかかるという問題もある。」 

ＮＥＣは日立報告の後半部分は別にして前半部分とよく似た内容の報告をしている。

選定対象になるような応募者がいなくなり５号会社で終了した。 

結局、経団連「新産業・新事業委員会」の提言は成功しなかったといえる。日本の大

企業においては社内起業家制度というのは魅力のある制度ではなかったことである。本

来の目的である新製品・新事業の開拓はこのような制度運用でなくとも現在の事業部制

のもとで多くの企業が十分やって行けるということである。 

 

２．カイノア・テクノロジーズの場合 

２．１ 起業当初と ExitStrategies 

１年半の評価期間（フィージビリティスタディ）があって１９９５年６月に創業した。

今から１３年前になる。 

どのような事業会社なのか。先にも触れたが「ＣＧ技術を応用したシステム開発・販

売、システムインテグレーション、パッケージソフトウェアの開発・販売」である。 

時代背景としては次のようである。当時ＣＧと云えば専用のグラフィックス・ワーク

ステーションから漸く汎用ワークステーションでもグラフィックス処理が可能になりか

けた時代である。数年してパソコンのグラフィックス性能も向上し広く使えるようにな

った。製造業ではＣＡＤが普及していたがグラフィックスの表現能力が不足しており図

面制作（ドラフティング）が中心であった。次に３次元ＣＡＤが話題になりだした。ど

のように使うかがよく議論されていた時代だ。 

一方ＰＣの用途を広げるために「マルチメディア」という概念が出てきた時期でもあ

った。テキストだけではなく音声、画像、動画をミックスした表現を時系列的に可能に

して行ける時代であると言われた。当時大変話題になったが性能不足、割高感はぬぐい

去れなかった。残ったのはゲームである。 

私はＣＧ技術を今まで使われていなかった流通・サービス業でも使うことができるは

ずで身の回りの商品を試着する疑似体験（シミュレーション）ができれば売る側、買う

側お互いの商談方法として有効なものになると考えた。ひいては便利なコミュニケーシ

ョンツール（発展すれば「基盤」）になる。キャッチコピーとしてはSimulationBasedDesign

である。インターネットの条件が改善され、しばらくしてCRMSimulationBaseWebSolution

が可能な時代になる。 

このように考えて行くことができたのはいくつかの事例に遭遇できたことである。Ｎ

ＥＣ在職中に京都室町の友禅染メーカーの仕事として着物試着シミュレーションシステ

ムを、めがねフレーム販売の 大手パリミキでのツーポイント・メガネ・シミュレーシ

ョンシステム（Mikissimes）を開発する機会に出会えた。またテキスタイルＣＡＤシス
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テム開発にも関係した。丁度「マルチメディア」ブーム、インターネットの便利性の改

善とも同期した。マルチメディア・プレゼンテーションツールの活用について応用シス

テムを検討した。NEC Telecom‘95メインブースにおけるプレゼンテーションにこれを使

った企画が採用された。日本における世界文化との融合などをテーマに 新の通信技術

を披露するものであった。 

このようにＮＥＣでやってきた仕事を設立した会社でそのまま引き続きやって行くこ

とが可能になった。会社設立後すぐにTelecom’95のためにジュネーブに１ヶ月近く出張

しそのツールを使う仕事を手伝った。このようなこともあり初年度決算は黒字になった。 

しかし、起業するということは同時にExitStrategiesを描くことが必要で重要なこと

であることは当然なことである。しかし当初はどのようにして会社として収入をあげて

行くことができるかが 大唯一の課題であった。ベンチャーとして何を 終の目標とす

るかの考えは十分とは云えなかった。成長物語を夢見たわけでもなく強いて云えばコツ

コツと経験を積み上げて行けば知恵が付いてくる、その後で考えて行けばよいと云う考

えであった。ただ赤字だけは出せないと考えた。 

だから会社を１０倍もの価値をもつ会社にして、 適な時期に売り渡し豊かな生活の

一部の資産とするという目標を立てるなど考えも及ばない。私にとってはこんな考え方

があるのかと云う後知恵でしかない。 

ExitStrategies（出口政策）は必要なことである。事業としての目標であるから成功

かどうかを計る場合にも、すべてではないが、これが大きな基準になるはず。この目標

を立てることが如何に重要かを理解するのはずっと後になってからである。考えてみれ

ば採用基準の何番目かに入るテーマである。 

 

２．２ コア技術と安定成長 

ＮＥＣで培ったいくつかの仕事、技術がベースになり事業を進めて行くことになる。

これらについて少し紹介する。 

２．２．１ 友禅染ＣＧシステム 

技術的な面では友禅染めデザインシステムで利用した２次元デザインシステム、ドレ

ープマッピング機能、透過処理、型紙の自動作成のための技術である。型紙の自動作成

とはカッテイングプロッタでやや硬質な渋紙をフラットベッドの上に置いて、染めもの

の一色毎に必要な型紙をカッティングして型紙を作る。また切り抜かれた領域の残さな

くては行けない部分が剥がれないように渋紙の裏に台紙を置き糊で接着させる。切り取

った部分の中でゴミに当たる部分は人出でピンセットで剥がして行く。その上から紗（編

み）を貼り付け固定化する。この作業はそれまでは職人さんが骨紙の上から鋭利な刃物

で手でカッティングしていた大変な労力を必要とした仕事である。 

ドレープマッピング（図１参照）は例えばファッションの世界で服を着たモデルの姿

（元絵：ターゲット）を３次元表現するために２次元の写真（画像）を矩形の小片で覆

って行く。これに対応する素材（デザイン部分：色・柄に当たる）も矩形で張り付ける。

この素材から元絵への対応する小片へマッピングを行う。これによりターゲットはパー

ツに分けられる。衿のところ、袖のところなど。正しく素材がターゲットにマッピング
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図１．ドレープマッピングと着せ替えシミュレーション 

されるためにマスク（描いて良いところ、描いてはいけないところを区別する１ビット

データ）をパーツ毎に作成しておく。また、陰影情報は元絵の状態を保持し生かす。着

物のように形がハッキリしているとこの仕組みを一式作成しておけば素材を変えること

によりいろいろな着物のデザインができそれを試着した状態が作れる。洋装の場合は形

が多様なので一工夫が必要であるがパーツをより細分化して行くことで試着した姿が作

れる。 

カイノアの技術はこのドレープマッピングとその応用から始まったと云える。カイノ

アのホームページにはドレープマッピングを応用した事例がいくつもあり、「なんでもシ

ミュレーション」を見ていただきたい。 

http://www.kainoa.co.jp/から入って下さい。 

２．２．２ パリミキ・メガネ・デザインシステム 

三城（パリ三城：日本のめがね小売業 大手）向けに開発したメガネ・デザインシス

テム（Mikissimes）は国内外１０００店舗で活用されている。ツーポイントのメガネを

お客様のライフスタイルに合わせてその人のためだけに一点一点つくるためのシステム

である。好きな色、「ことば」（形容詞）からレンズの形を設計するものでレンズの特徴

点とそれらを引き当て、レンズの形を決め特徴点の間をベゼ曲線で近似しレンズを切削

器にかけてカッティングする。フレーム部品（ブリッジ、ツルなどに当たる）は一覧か
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ら選択しレンズと合成してメガネができる。コンピュータでデザインし実際に作成する

ということで、世界のメガネデザインの品質を引き上げたシステムである。 

２．２．３ アパレルデザイン・システム 

ＮＥＣ在職中と新しい会社で引き継いだ仕事のもう一つはテキスタイルデザイン・シ

ステムを開発する仕事であった。 

縦糸、横糸の糸の種類（色、柄、撚り方）と織り方の組織図を設定して織物を作成す

るテキスタイルＣＡＤである。このシステムでは専門的な織機（モケット、ドビー、ジ

ャカードなど）との関係はないが織物がどのようにしてできるかを学習するテキスタイ

ルデザイン・システムとしては有効なシステムである。実用のためには織機と連動する

ことが必要である。 

２．２．４ 自由手書き郵便番号認識プログラム 

もう一つはＮＥＣ入社後の 初の仕事のことである。１９６６年のこと。今では当た

り前の技術であるが当時としては大変なことであった。２０代に遭遇した仕事で思い出

がいっぱいできた。自動手書き数字による郵便番号を認識するプログラムを開発したこ

とである。文字領域を矩形で分割しその領域上にある文字部分をＯＮ／ＯＦＦのビット

で表わし、これをパターン化しマスター（辞書）とマッチングさせ手書き数字を認識す

る簡単なＯＣＲ機能である。 

どんなニーズに対してどのようなシーズがあるか、それをどのように適応させれば解

決して行くことができるか、これを見通せる力が重要である。理論におぼれず実務に翻

弄されずバランス良く判断して行く力が重要であり、それをベースに方式を提案し解決

して行くことである。これは１つの力だと思う。 

これらの仕事はお客様や先輩、関係者の支えがあっての仕事であり本当に大勢の人々

の助けにより支えられた仕事である。これらの方々に常々感謝している。 

２．２．５ 事業としてのつながり 

（１） 友禅染めシステムの技術はドレープシミュレーションにつながっている。「自分

だけの靴下」システムや鹿児島県大島紬技術指導センター「紬デザインシステム

(つむぎ）」、「絣ＣＡＤシステム（かすり）」の開発にもつながった。 

（２） パリミキ・メガネ・デザインシステムはフレーム販売のデザインシステムにつな

がった。「どこでもメガネ」（ビジョン・メガネ）、「ＧＤＢ」（伊藤忠／シード合

弁会社（メガサーチ））、「宝石セレクションシステム」（南青山サンミシェル）な

どのシステム開発にもつながった。 

（３） アパレルデザイン・システムについては川島織物自動車工場のテキスタイルＣＡ

Ｄシステム、大島紬つむぎ／かすりシステムなどの受注・開発につながった。 

（４） 自動手書き数字による郵便番号認識プログラムの開発経験はＷＥＢカタログか

ら商品番号を自動抽出認識するプログラム開発の可能性を確認し実用化するこ

とになった。 

（５） 現在、活動している主な仕事はこれらを基礎とし多岐にわたり応用・発展させた

ものであると云える。 

このようにしてこの１３年間の事業が継続でき新しい境地が拓けたと考えている。こ



8                                                  IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 

 

れからの仕事に対しても基礎となり応用力の源となるに違いない。 

 

２．３ 業績：配当と累積黒字 

１９９５年から始まり、一時は年商２億円、年間営業利益２千万円を目指す時期があ

った。それが難しいことが実績としてはっきりしてきたので無理をせず下方修正した。 

平均で見ると損益分岐点は売上１．３億円と見ている。売上に対する原価、経費、損

益は特別なことが無い限り売上に対してモデル化できている。 

１８年度（１２年目）までの累積黒字は資本金に対して４倍強である。その間の配当

累積は資本金相当である。ベンチャーで配当するのは非常識であり投資に回すのが筋で

あるとの説もある。赤字を出した年度は２期ある。一度目は日本全体がＩＴ不況に陥っ

た年度で売上高が前年度の１／３になった。しかしその時は地球シミュレータから出力

された気候データを使い「エルニーニョ」の研究の手助けができた。3次元空間の点に対

して時間と状態の変化を表現する５次元の楽しい仕事にめぐりあった。翌年にはこの赤

字は取り戻せた。もう一度は取引上のミスからの赤字である。下請法抵触ギリギリの商

談の進め方でカイノアが毅然とした立場での取引を行えばこのような結果にはならなか

ったと考えている。 

結果的には配当を含め現金ベースで投資額の５倍の剰余金になっている。またパーク

資産（導入ユーザ側の利用価値）も含みにして考えればどれくらいの企業価値を持つ会

社なのだろうかと思う。 

私のような不勉強な経営者としては立派なものだと自負している。 

 

２．４ 投資への意欲 

１２年間でパッケージ開発への投資は行ったが大した成果は得られていない。ものに

ならなかったソフトもあるが回収できているものもある。 

① ファッション・デザイン・システム（ＦＤＳ－アパレルデザインソフト、ドレープ

シミュレーション用ツール） 

② ＦＤＳ－ＥＸ（繰返し柄を作成するソフト。布に直接インクジェットプリンタで柄

を染める（印刷する）ダイレクトプリントを行うソフト） 

③ ＷＥＢカタログ（印刷カタログをディジタル化しワンタッチで買い物ができるソフ

ト。特許を持つ） 

④ 新聞社向けアーカイブシステム（全文検索エンジン付き） 

⑤「何でもシミュレーション」（パッケージではないが）SimulationBaseWebSolutionの

ひな形 

などである 

１つの目標はパッケージソフトの売上だけで年間の経費が賄えることである。これが

可能になるためにはさらに数年はかかるが、実現できるとさらなる投資ができ企業価値

は飛躍的に高まると考えている。 

年度毎の受託事業だけではなくパッケージソフトの売り上げがコンスタントにあれば

経営は安定する。これはどこの会社でも目指す目標ではある。テーマを厳選しパッケー

ジソフト開発に投資を集中して行くことが安定した経営につながると考えている。 
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２．５ 反省すべき問題点－人材育成 

反省すべきことはケチケチ経営から来るマイナス面である。だれもが云うことである

が企業は人・もの・金・情報と云える。 

「人」は創業来殆ど変わらないメンバーで安い給料で経緯している。人員の補強が出

来ていないことが問題である。 

以前から一緒に協力しあっている会社、当社のメンバーを合わせると常時１０名から

１５名で仕事を行っている。後継者のことを考えるとコンスタントに増員計画を立て実

行すべきことである。 

「金」は先にも触れたが無理な事業をやらない限り問題はない。思い切った事業拡大

も可能かもしれないと思う。 

「もの」＝技術、これも今までやってきた仕事はニッチな領域ではあったが段々表に

出てきている面がある。いろいろ分析して見るが似て非なるものは多い。内容はカイノ

アのものの方がはるかに質が良く優れている。受注において価格だけの問題になるよう

であれば辞退してそのエネルギーをより先を見越した仕事に向けて行きたい。常に原点

に立ち返りよりすぐれた技術、アイディアへ挑戦して行くことだと考えている。 

 

２．６ これから 

近の仕事は以下のように整理できる。 

① 新聞社向けアーカイブシステム（検索エンジンを含めた） 

② ＷＥＢカタログ（ニッセン、コープこうべ、生協関係） 

③ 商品シミュレーション（メイクアップ・シミュレーションなど） 

④「ビジュアルコミュニケーション基盤」（これは現在評価中） 

である。 

この「ビジュアルコミュニケーション基盤」はここでは説明を省略するが重要で戦略

的な仕事だと考えており、また、紹介する機会があると思う。 

 

３、結び－これからどうするか 

１９９５年に創業したときにＮＥＣ ＢＩＧＬＯＢＥのコラムにベンチャーの志につ

いて寄稿する機会があった。その頃スポーツでは１０代の若い人たちが台頭していた。

そのことを引用した。相撲の栃東、テニスのヒンギス、野球の野茂が大活躍をはじめた

時期である。その人たちから力をもらって頑張るのだと書いた。いずれもスポーツ選手

だから１０年以上続くのは大変なことである。すべて現役から引退した。 

起業家の定義にもよるが一攫千金を目指すことであるとすれば１０年経っても企業価

値が大きく飛躍できなければ廃業するのが本来の姿ではないかという議論もある。 

これは起業目的の設定の問題である。起業家というわけではなく社会的に何らかの貢

献を続けて行く事業であってもよい。 

 

３．１ 起業家とは制度として作るものだろうか 

経団連では先にも触れたが社内起業家制度を提言した。しかしシステムとしては定着

しなかった。ベンチャーというのは制度ではできないものであると思う。 
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社会として必要なものは起業し定着して残るだろう。また、事業として必要なものは

必要な規模として成長するだろう。そのためにはいろいろな形の支援者が必要である。

しかし無理して作るものではない。技術者なら無駄なエネルギーを使わずに目的に向か

ってまっすぐに進むのがよい。これが社会的な基本だ。 

社内起業家制度は人材育成の別な道筋として定義してもよいと思う。企業でも研究者

の多くは自分でテーマを見つけ業績を上げて行く人もいる。これも起業家の一つかもし

れない。または一切の制度的な拘束を外すから勝手に何年間か目的にかなった仕事をや

るような制度があってもよい。 

私はいろいろな人の助けを得て事業を始めることができた。制度を担当する部署の人

たちとは初めからそりがあわなかったようである。会社が期待しているものと私が目指

したモノとは違うように思えた。組織を通すと会社の意思とは何かわからなくなる。た

だいろいろと私にとっては個人的に支えになってくれた人がそのつど出てきてくれたこ

とは幸いであった。改めて考え直すとこのような個人的に支えてくれる人が出てくるこ

とが社内起業制度の特徴であると考えればそれはそれで納得できるものである。 

社員全員がハイリスク・ハイリターンを指向する会社とは奇妙なものである。社会常

識として「ハイリスク・ハイリターン」を目指すというのは道徳的に良いことではない

はずである。普通は正当なリスクに対して正当なリターンを目指すはずだ。制度的にこ

のような考え方があるとすればそれは「いじめ」のようなものである。リスクなどない

のに越したことはない。自由に仕事をさせる特殊な集団を作るというのがよい。 

経団連の提言のような起業家制度についての意味づけは理解されないのではないかと

思う。大企業の技術者の中にはあのような取り立てた切実感はないと思う。しかし技術

者として優秀な人は与えられた仕事の中で探求すべきことは山ほどあり、より深く課題

を広げて行く能力を持つ人はいる。情熱を傾注していく課題をうまく発掘する人は存在

する。それは一握りの人かもしれない。その中に起業できる本物がいるのだろうと思う。 

性善説に立つような人でないと起業家制度の運用は無理ではないかと思う。能力のあ

る人は会社の諸制度を自分に引き寄せてそれを上手く自分の志のために使うことができ

る。そのような中でとんでもない成果をあげる事業があるかもしれない。経営が振るわ

ないと干渉する仕組みだけでは困る。これは不愉快なことである。 

必要なことはとにかく早く黒字になり多くの人から経営を応援してもらうことが大事

だと思う。そのような裏付けがないと社内起業家になるのは困難なことである。私の体

験ではだから注意深い経営に徹し 低の利益を確保して行くことになる。本来はもっと

面白い事業ができるはずだと思う。 

 

３．２ ＩＴソフト技術からは起業家が生まれるのは難しいのではないか 

ＩＴソフト技術から起業家が生まれるのは困難なことだと思う。活用する技術が広く

使われるものでないと影響力は高まらない。個々のシステム開発からは一般化できる新

規性のある技術は生まれてこない。特別に効率よくシステム開発する技術力がある集団

ができたとしても起業にはなりにくい。それは既存の企業でもできることである。 

ニーズがどこにあるかを正確に把握したとしてもよほどの洞察力と情報を分析する力

がないと結果はついてこないだろう。レベルの高いブレーンストーミングを繰り返し繰
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り返し行った結果、何かを見つけることができるかもしれない。これが繰り返される中

で、ものとものとの同定ができそれを抽象化して行ける。 

それに似たような手法がＩＴソフト技術にもあるのだと思う。それにしてはこの実業

は忙しすぎて探究する心が養われない。抽象化して行く力も備わらない。しかし同じこ

とが繰り返し経験できればその中に本質が見えてくるかもしれない。 

実務の多くの体験を通して、またはこれと同程度の思考訓練を通して共通化できる技

術が見えてくるかもしれない。共通化の結果がパッケージ化である。このように考える

とかなりの投資が必要である。実際その通りで、パッケージ化のための投資は大きく回

収を行うのは簡単なことではない。 

いずれにしてもコツコツやっているうちに何か大きなものにぶつかることがあるかも

しれない。それはチャンスである。賭けみたいなものであるかもしれない。 

何かあるはずだと思うものだからいつまでも仕事をしたくなる。ＩＴソフト技術の創

造性は社会的なニーズをどのように一般化できるかである。多くの個性と知識と技術の

協力からしか生まれない。議論できる仲間とそれぞれのレベルアップが常にあり、その

ような集まりができてこそ創造性の仮想体験ができる。（２００７．１１．１８） 

 

 

 ＜白田 耕作（しろた こうさく）氏のプロフィール＞ 

 

現職：カイノア・テクノロジーズ㈱代表取締役 

興味、重点課題など：知性の擬似体験とは 

趣味：読書（藤沢周平の文章などきれいな文章にであうこと） 
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インターネットにおける脅威 

本法人会員 奥村 悌二 

 

はじめに 

今日私たちはインターネットを利用して証券取引、バンキング、オンライン販売等そ

の利便性から多くの商取引を行うようになりました。さらに企業による情報やサービス

提供だけでなく、次世代インターネットWeb2.0が提唱され、ソーシャルネットワークサ

ービスによるコミュニティの形成やネットワークコラボレーションなど個人によるイン

ターネット利用も活発に行われるようになり、まさにインターネットは必要不可欠なイ

ンフラとして位置づけられるようになりました。 

その一方で、個人情報漏洩、金銭詐欺、情報システムへの攻撃等インターネットにお

けるネットワーク犯罪が増加しています。従来は自分の技術力を誇示するようなテクニ

カルな脅威が中心で社会的なニュースになったのですが、 近 ウイルス騒動が報道さ

れなくなりました。しかしウイルスが根絶されたのではありません。現在のハッカーは

破壊活動より金銭目的の活動が中心となり、ウイルスは標的を定め侵入を探知されない

よう密かに活動しているのです。また技術的な背景を持たなくてもスパムメールを大量

無差別に配布し詐欺を行おうとする等、いわば犯罪の垣根が低くなっています。 

 

第Ⅰ部ではインターネットでの脅威を概観し、第Ⅱ部でウイルスの実体とそのメカニ

ズムを解明し、第Ⅲ部では進化するウイルス機能を解説したいと思います。 

 

第Ⅰ部 インターネットにおける脅威の概要 

過去のインターネットにおける脅威はコンピュータシステムやパソコンへの破壊的な

攻撃を行うウイルスが中心でしたが、現在はウイルスだけでなくスパイウェア、ボット

など新しいタイプの脅威が出現し、被害も金銭詐欺や情報漏洩が社会問題にまでなって

きました。 

 

１．ウイルス、ワーム、トロイの木馬 

ウイルス、ワーム、トロイの木馬を、「自身の実行ファイルが独立しているかどうか」、

「単独で増殖することができるかどうか」の観点で区別しています。この技術的な特徴

で区別しないで、ウイルス、ワーム、トロイの木馬を広義にウイルスと呼ぶことがあり

ます。 

1.1 ウイルス 

ウイルスの実体はコンピュータから見れば他のアプリケーションプログラムとなんら

変わらない「プログラムコード」なので、ウイルスは妨げられることなく不正な活動を
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行う事ができるわけです。コンピュータウイルスは既存のプログラムファイルに寄生し、

メールやポータブルディバイスを使用し人手により次々に PC を感染させながら増殖し

ていきます。感染や増殖はバックグランドで秘密裏に行われるので利用者はウイルスの

存在に気が付かず発病します。プログラムにすぎないウイルスの活動を、自然界のウイ

ルスに例えて「感染」、「増殖」、「寄生」、「発病」というのは直感的に判りやすい命名か

と思います。 

1.2 ワーム 

ワームは人の手を介さずに自己増殖でき、ウイルスのように他のプログラファイルに

寄生する必要なく、自身のコピーを作成しネットワーク経由で感染していきます。クラ

イアントを標的としてメールを自動送信して増殖するタイプと、サーバのセキュリティ

ホールを利用し先ずサーバに感染し次にサーバにアクセスしたクライアントに感染する

タイプ、クライアントからクライアントに直接感染するタイプがあり、すべて今も主要

な感染手段です。 

管理者権限を逆手にとることに由来して命名（スペルが管理者を意味する"admin"の

逆）されたNomadは2001年9月当時既存技術であったダイレクトアクション感染技術、

ファイル感染技術を改良し完成度を高め、４つの感染技術を組み合わせた相乗効果によ

り爆発的な感染力を発揮して、世界規模の被害を発生させ、以降に続くウイルスのモデ

ルとなった大量破壊型を代表するワームです。 

Nimdaは短期間に、Webサイトを運用しているIISサーバ、Webを閲覧したクライアン

ト、クライアントの友人や取引先、と世界中に広がり以下の被害を及ぼしました。 

① 友人や取引先に送信した覚えがないウイルスメールを送信し迷惑をかける。 

② パソコンの動作が不安定、パーフォーマンスが低下する。 

③ IISサーバを攻撃する際膨大なトラフィックが発生し、発生当時多数のサーバをダ

ウンさせた。 

1.3 トロイの木馬 

トロイの木馬は自ら増殖できないプログラムでいろいろのタイプが確認されています

が共通していることは、通常のプログラムを装う悪意を持ったプログラムであるという

ことです。 

（１）情報収集型 

「K2PSteal.Trojan」はK2PS.EXEというファイルを添付し配信されるトロイの木馬で、

メールの本文は「 近 TX-500 という新型ウイルスが発見され、添付ファイルはこの

TX-500を駆除するアンチウイルスプログラムですから実行してください」という内容で

す。実行すると利用者のダイアルアップ接続のパスワードを盗み出し匿名の電子アドレ

スに密かに送信します。そして盗み出したパスワードを使ってダイアルアップ接続を行

ったため、利用者に覚えのない接続による料金請求が送られてくる結果となりました。 
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（２）データ破壊型 

「Feliz.Trojan」はメールの添付ファイルとして侵入し、右の画像を表示します。この

画像の「EXIT」をクリックすると、Windows に必要不可欠な

ファイルを削除してしまい、 後に「新年おめでとう」を意

味するメッセージを表示して終了します。修復するには再イ

ンストールが必要な大変凶悪なトロイの木馬です。 

（３）バックドア型 

バックドアは、侵入したPCの個人情報の送信、外部サイト

から悪意あるソフトのダウンロード、外部の攻撃管理用 PC

との通信などの目的で設置されます。 

2007年02月Microsoftは Security Advisoryで「特殊な

細工を施したOffice文書を開くとユーザのマシン上で任意のコードを実行できる。」と

いうOfficeの脆弱性を公表しました。セキュリティベンダーのシマンテックはこの脆弱

性をついたトロイの木馬（Trojan.Mdropper.Y）は「特殊なExcel文書を開くと、バック

ドアを設置し外部のサーバに接続して、攻撃者がリモートからアクセスできる状態にす

る」と発表しました。そして Office アプリケーションが共用しているライブラリ

「MSO.DLL」のセキュリティホールが使われており、「まだパッチが提供されておらず注

意してEXCEL文書を開くように」と警告を出しております。 

 

２．DoS攻撃によるサイバーテロ 

DoS攻撃(Denial of Service Attack)はPCやサーバを標的とする「サイバーテロ」で、

大量のトラフィックを発生させ標的を攻撃し標的のサービスを停止させてしまう脅威で

す。通信パケットを連続送信する攻撃方法で、現在のOSは従来の攻撃パターンに対して

対応済みですが、シマンテックのインターネットセキュリティ脅威レポートは2006年下

半期1日平均5213件（2006年上半期17%減）のDoS攻撃があったと報告しています。ま

た新たなる攻撃方法が出現しておりDoS攻撃も油断出来ません。 

DoS攻撃は小規模な攻撃ですが、DDoS攻撃（Distributed Denial of Service Attack）

は数百～数千台ものPCが参加する大規模な攻撃です。2003年8月にMS社を敵視し「金

儲けよりソフト欠陥を修正せよ」との意図をもってMicrosoft Updateサイトを攻撃目標

としたMS Blasterは著名なDDoS攻撃ワームです。MS Blaster はWindowsのRPC(Remote 

Procedure Call)に存在する「バッファーオーバラン」と呼ぶセキュリティホールを利用

して DoS 攻撃を開始する機能が仕組まれていました。MS 社は徹底的に防御したので

Microsoft Update サイト攻撃は失敗に終わったのですが、WindowsXP/2000 を搭載した

PCをインターネットに接続するだけで「パソコンの強制終了」という被害が大規模に発

生しました。 

 

３．個人情報の漏洩 

不特定多数のコンピュータ間で文書ファイルを共有する方法として、ファイルリスト
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や利用者情報を集中管理せず、ネットワークを構成するノードがバケツリレーで情報転

送し各ノードが分散管理するタイプがあります。 

日本ではファイル共有ソフトとして「Winny」が知られており、特定のサーバに負担を

かけることなく利用者間で情報を共有できる画期的な技術ですが、ファイルのアップロ

ードやダウンロードした人が判らないという「匿名性」が高いため、動画、音楽、ゲー

ム等著作物を無料で入手する目的で多くの人が使用しています。それまではPCを利用し

なかった人々も音楽等を入手するためにPCを購入し高速ネットワークに接続したので、

パソコンとブロードバンドが普及する原動力になりましたが、「Winny」の制作者が著作

権侵犯幇助にて有罪判決になった事件にまで発展しています。 

一方「Winny」を狙ったウイルス「Antinny」が大流行しました。感染してもPCから情

報が流出している自覚がなく指摘がなければ長期間流出状態が続き、情報漏洩事件とな

るのが特徴です。またメール本文やデスクトップ画面を掲示板に暴露するウイルスも出

現し、これも被害に会うと辛い限りです。今尚この事件が発覚し収束する気配がないの

は、多くの人が共有ソフトを利用（参考１）する一方、自宅に業務文書を持ち帰り、フ

ァイル共有ソフトを使用している個人用 PC で仕事せざるを得ない状況に根深い問題が

あろうかと思います。 

 

４．スパイウェア 

インストールされたソフトウェアが無断で個人情報やアクセスログを取得するようで

あれば、スパイウェアである可能性があります。スパイウェアはバックグラウンドで動

作し、システムの監視やスキャンによって採取した情報を外部に送信します。個人情報

を特定しないマーケティングに利用する目的であれば許容範囲とも考えられますが、個

人の趣味情報やアクセス記録を収集すればプライバシー侵害であり、別称「グレーウェ

ア」とも呼ばれています。日本国内でスパイウェアは1300種、21万7500件検出と報告

されており、ますます増加すると予想されます。 

スパイウェアはネットサーフィンやスパムメールからダウンロードしたフリーウェア

と共にインストールされるケースが大半です。フリーウェアをインストールする場合情

報収集を行う旨が記述された使用許諾契約書をよく読まずに「同意」してしまうと正々

堂々と、あるいは「同意」なく本体のソフトと共に密かに侵入してきます。 

スパイウェアの目的は金銭詐欺、知的財産や個人情報窃盗であり、破壊を目的として

いないので、ウイルス探索ソフトに発見されないよう密かに活動する必要があります。

近はステルス化を目的に本体と共に「ルートキット」を密かに侵入させ、侵入したコ

ンピュータに秘密工作を行います。もともと「ルートキット」はUNIX管理者が管理ソフ

トの実行を利用者から隠す目的の管理ツールでしたが、コンピュータ犯罪者により不正

コードの存在や不正活動の隠匿などに悪用されるようになりました。 

4.1 金融資産を狙ったスパイウェア 

「Srv-SSA-KeyLogger」は、金融資産を狙った 悪のスパイウェアの一つです。このスパ
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イウェアはキーストローク、クリップボードデータ、キャッシュのパスワード情報を盗

み出します。また「invest」、「money」、「casino」、「member」、「login」等の文字列を含

むウィンドウタイトル情報やWindowsの保護領域に格納されたパスワード、メールアカ

ウントなど重要個人情報を盗み出し外部に送信するスパイウェアです。またアンチウィ

ルスサイトやソフトベンダーサイトからのアクセス妨害処置を行い自身が駆除されない

工作をします。 

4.2 PCを脆弱化させた音楽CD 

ルートキットが一躍注目を浴びた事件が、2005 年米国 SONY BMG 社が販売した著作権

保護ソフトウェアXCP（Extended Copy Protection）が添付されていた音楽CDで発生し

ました。 

セキュリティ研究者Mark Russinovich氏が「このXCPはルートキットと同等であり、

XCPのインストール方法（利用者許諾範囲を逸脱）や実装方法（カーネルレベルで実行）

に懸念があるのだが、 も重大な問題は“$SYS$”で始まる全てのファイル、フォルダー、

レジストリキ－を容易に隠匿出来るためシステムの脆弱性が増す」と指摘しました。実

際にも不正コードを利用者に気づかせる事なくインストール可能にさせるマリシャスコ

ード（参考２）が検出され、訴訟まで起こされる事態に発展しました。 

ソニーは WEB ベースでアンインストーラを提供したのですが、XCP を除去するために

使用したActiveXコンポーネントは利用者のPCを更に著しいセキュリティ脅威にさらす

ことが指摘され、ソニーは問題の音楽 CD を回収し、XCP 機能がない CD に無償交換せざ

るを得ない事態となってしまいました。 

この事件をきっかけにルートキットが多くのマリシャスコードに組み込まれ、SONYは

セキュリティ専門家から非難を受けることになりました。 

 

５．アドウェア 

アドウェアはプログラム起動時に広告バナーをポップアップウィンドウやバー上に表

示させるソフトウェアです。プログラム開発費の回収や利用者の無償使用に寄与してい

るのであれば認められる範囲ですが、中にはアダルトサイト広告の強制表示など有害な

広告としてブロックしたいアドウェアもあります。不正なサイトに誘導し、架空請求、

金銭詐欺等犯罪を目的とする悪意あるアドウェアや利用者の認知なしに個人情報を第三

者へ送信するアドウェアが報告されています。 

5.1 アダルト漬けにさせるアドウェア 

日本で4万件以上被害届が出され亜種が100種以上存在する「CoolWebSearch(CWS)」

は、マイクロソフト社の「Java仮想マシン（JVM）」に存在する脆弱性につけ込みInternet 

Explorer(IE)を攻撃するアドウェアです。CWS に感染すると「ホームページ」がアダル

トサイトに改変、「お気に入り」に100以上のアダルトサイトが追加、アダルトサイトの

広告が数分おきにポップアップ表示されるなど、アダルト漬のPCになるだけでなく、IE

のセキュリティ設定を変更して、信頼済みサイトに危険なサイトを数多く登録し更なる
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スパイウェアやウイルス感染を誘発させ、スパイウェア対策サイトへのアクセス禁止等

の工作を行う、除去が大変困難で極めて危険なアドウェアです。 

5.2 偽装アンチウイルスソフト 

「SpyAxe」は偽装スパイウェア対策アプリケーションで、利用者のコンピュータにいく

つかの不要なプログラムと一緒に侵入する、極めて危険なアドウェアです。このアドウ

ェアは様々な欺瞞によって、例えば利用者PCのデスクトップ画面をhtmlページに変更

して、スパイウェアに感染していると脅迫し、不要なプログラムの除去を有償で求めま

す。 

 

６．フィッシング攻撃 

利用者は金融機関やカード会社を信頼しインターネット取引していますが、犯罪者は

この信頼感を悪用し本物そっくりのスパムメールと偽のウェブサイトを組み合わせたフ

ィッシングと名付けられた手口によって、利用者から口座番号やパスワードなど秘密情

報を盗み出そうとします。 

このスパムメールには、本来の会社のロゴ、カラー、グラフィック、フォント等を似

せて使用し正規の送信者になりすまし、受信者を動揺させる内容（例えばアカウントの

問題、セキュリティの更新や確認など）を記載しています。そして至急対応するように

促すメッセージが書かれており、指定されているリンクをクリックすると偽ではあるが

本物そっくりのWebページに誘導され、ユーザ名、パスワード、アカウントID,ATMの暗

証番号、クレジットの詳細情報といった機密情報を引き出すように仕組まれています。 

フィッシングは金銭目的だけあって、金融機関や利用者が用心するようになるにつれ、

高度の技術を使用するようになりました。さらには金融機関正規のサイトのホームペー

ジを背景に、ID、パスワード入力させる偽のポップアップ画面を表示するなど、本物と

偽物との区別が難しいフィッシングも出現しております。ハーバード大学で本物そっく

りの偽サイトを構築し実験したところ、被験者の 90%がフィッシング攻撃を見抜けず、

半数以上がこのサイトの証明書は不正であるというポップアップをクローズしてしまい、

4 分の 1 はセキュリティ警告を無視したと報告しています。人は一度正しいと判断して

しまうと、せっかくのセキュリティ警告や注意も役立ないことが判り、技術的対策の限

界を感じさせられます。 

6.1 米国における被害状況 

APWG （Anti-Phishing Working Group）は 2004 年 11 月には 1518、2005 年 5 月には

3326のフィッシングサイトが稼動していると報告しています。オンライン金融が普及し

ている米国でフィッシングは社会的問題となりGartner社が2003年後半から2004年前

半にかけて調査を行ったところ、5700 万人がフィッシングメールを受け取っており、

1100万人がサイトクリックしその内178万人が個人情報を入力して、銀行やクレジット

会社は12憶ドルの被害を受けたと報告しています。ここまで被害が大きいのは犯罪組織

が関与している様子をうかがわせます。被害者は金銭的な損害だけでなく、事件に対応
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するために費やした時間、信用調査書に一度掲載されたネガティブな情報の取り消し、

被害にあった苦い思い出など精神的苦痛も大きいと報告されています。 

6.2 日本での被害報告 

日本国内で、2004年に「VISA認証サービス」をかたりロゴを盗用し、メール、セキュ

リティ強化やサービス継続の名目で、詐欺サイトへ誘導するという手口のメールが発見

されました。詐欺サイトはあたかも本物のサイトであるかのように偽装されており、カ

ード番号や有効期限、パスワードを入力させるように仕組まれていた事件が発生しまし

た。平成 16 年 11 月には数十万円のフィッシング被害が初めて確認され、平成 17 年 2

月にはUFJカード22枚がフィッシングにより偽造され、内８枚がル－マニアの現金支払

機で使用され150万円の被害があったと報告されています。警視庁の調査では2006年暗

証番号が盗まれた被害は698件で、内フィッシングによる盗難は一番多く220件と発表

しています。 

 

７．ボット攻撃 

ボットは、「ロボット」から生まれた造語です。オンラインショップサイトの商品を

検索収集し商品価格を比較するなど多くのロボット（ソフトウェア）が人の指示に従っ

て働いていますが、「ボット」は悪意ある指示者に従うソフトウェアです。既知の脆弱

性を利用して第三者のPCに侵入すると次々と隣接PCへの感染活動を行い、階層構造（参

考 3）のボットネットを構築します。構築したボットネットの管理人はインターネット

経由でボットを操作し、DDoS攻撃、スパムメール送信、個人情報窃盗等不正な活動を行

います。ボットネットは管理者の一元管理の元、配下の全PCに同一動作を指示できるの

で、1台1台のPCの能力は貧弱でも何千～何万台が一斉に同一動作すれば、破壊的なパ

ワーを発揮することが出来る非常に危険な攻撃兵器となります。 

ボットはソースコードが流通しているため多くの改良版（亜種）が開発され、またカ

ストマイズ項目（DoS 攻撃、迷惑メール送信、キーロガー、パスワード収集など）をコ

ンパイルすれば異なるボットを製造できてしまうソースコードも存在し、2003年には1

ヶ月で約1000以上の亜種が発生する非常事態がありました。短期間に次々と亜種が発生

するため防御できず多くのPCがボットに感染し、駆除出来ていないPCがいまだ世界に

多く存在していると推測される状況です。 

ボットの隠蔽機能は大変強力で、侵入すると自身や挙動が解析されない環境であるこ

とを確認し、自身の隠匿や、セキュリティベンダーサイトへのアクセス妨害活動を行い

ます。バックグランドで活動するため、探索ソフトを使用しない限り侵入していること

が判らないと報告されています。 

McAfee Avert labsのResearch Scientist であるMichael Davis氏はボットのソース

コードを分析し、ボットの開発手法は、複数のプログラマーがボットの共同開発に携わ

っており、モジュールの再利用、バージョン管理、開発者自身による品質評価などオー

プンソースのソフトウェア開発で用いられている開発手法が利用され、信頼性や堅牢性



  Vol.6  2007.12 19 

 

が向上していると推測しています。 

ボットは、侵入技術、ステルス技術、インターネット標準技術（参考３）を組み合わ

せて実装し、プロジェクト管理手法によって信頼性を向上させ、インターネット犯罪の

プラットフォーム商品として今後成長すると、従来のマリシャスコードとは比較になら

ないほどの脅威になると推測されます。 

7.1 ボットに感染したPC 

ボットが出現し短期間に多くの亜種が制作されボット感染したPC（ゾンビ）が次々に

感染活動を行った結果、Telecom-ISAC Japan は「2003年8月には30秒に1回攻撃パケ

ットが飛んでくる状態となり、セキュリティパッチ未適用のPCをインターネットに接続

すると平均4分で感染する。」と報告しています。ISP数社に分析した通信特性を提供し，

ボット特有のトラフィックがどの程度発生しているのかを調査した結果、いずれの ISP

からも2～2.5％のマシンがボットに感染しているとの結論が得られ、ブロードバンド・

ユーザが国内で2000万人いるとすると，40～50万人（台）が感染しているとTelecom-ISAC 

Japan は推測しています。 

7.2 ボットネットによるアングラビジネス 

ボットの用途として武器だけでなく、ボットネットをスパムメール配信者やアドウェ

ア広告業者に有料で貸し出すアングラビジネスがあることが判明しており、2006年6月

にはスパムメールの80%はボットから送信されたと推測されています。 

ハッカーのJeanson James Ancheta (20歳)はインターネットに接続されている11万

台のコンピュータを密かに乗っ取り、ボットネットを構成してポップアップ広告表示に

利用して手数料を稼ぎました。さらにウェブサイトへのDDoS攻撃やスパム配信の道具に

変身させこのボットネットを貸し出したとして裁判で有罪となりました。Ancheta が運

営していたウェブサイトには、ボットネットレンタル価格表に加えて、特定のタイプの

ウェブサイトをダウンさせるために必要なボットの数の目安まで掲載されており、2004

年6月から3ヵ月の間に、少なくとも10人の「悪意のある利用者」にボットをレンタル

および販売したと報道されています。 

7.3 ボットによるDDoS攻撃の例 

2007年2月12日にルートDNSサーバにたいして12時間に及ぶ攻撃があったと報じら

れています。ルートDNSサーバとはドメイン名をIPアドレスに変換するサーバで、階層

構造で運用されています。ルートDNSサーバはその 上位に位置し、ルートDNSが利用

不能となった場合、Web 閲覧や電子メール通信に大きな影響を与えます。今回の攻撃で

は世界に13あるルートDNSサーバの内3箇所のサーバが攻撃され、ボットが使用された

と推測されています。 

 

８. スピア攻撃（Targeted Attack） 

「スピア」とは槍の意味で、特定の企業や団体に属する個人を狙ってあたかも本物の

ようにカスタマイズしたTargeted mailを送りつける手口が顕著になりました。こうし



20                                                  IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 

 

た特定の相手を狙っての攻撃を日本ではスピア攻撃、海外ではTargeted  Attackと呼び

ます。スピア型攻撃の危険な点はターゲットを知った上で攻撃してくるので、受け取っ

た側は仕事の一環と思いメールを開封し添付ファイルを実行してしまう事にあります。

一旦侵入を許してしまうと特定部門の機密情報が流出する等一見内部犯行の如き惨状を

呈します。このためスピア攻撃が発見されても社内で密かに処理されてしまうと社会ニ

ュースにならないため、スピア攻撃の脅威が一般に認知されず防御対策が不十分な状況

にあります。このスピア攻撃は組織内を標的にしているだけに工夫を施した手ごわい脅

威で、セキュリティパッチが公開される前にそのセキュリティホールに対して行われる

ゼロデイ攻撃（Zero-day Attack）や、攻撃ファイルが新たにダウンロードした「トロイ

の木馬」が窃盗した機密情報を、既存のファイアウォールをすり抜けて外部に情報を送

信した例があったと報告されています。 

日本国内では、大企業の情報システム部の担当社員をかたって、支店勤務の社員に対

して「調査が必要なため、パスワードを教えてほしい」といったメールを送り、聞き出

したパスワードを使ってその企業のネットワークに不正侵入した事件や、上司や取引先

になりすまして特定の社員にメールを送り，業務上の機密情報や知的財産を盗んだ事件

が報告されています。 

「第Ⅱ部 ウイルスのメカニズムと心理作戦」は次号で解説します。 

（参考１） ネットエージェントは、「Winnyの製作者が有罪判決を受け利用者は一時減少した

が、2007 年のゴールデンウィークのピーク時、2006 年 4 月の観測開始以降 大

値となる56万台のノードがWinnyネットワークに接続している。」と発表しまし

た。 

（参考２） 悪意あるコードの意味でスパイウェア、アドウェア、トロイの木馬、ルートキッ

トなどの総称で、マルウェアとも呼びます。 

（参考３） ボットが利用しているインターネット標準技術 

SOCKS：トランスポート層で動作しプロシキ機能を持つSOCKSを利用し、SMTPを中継させ

発信元を隠蔽します。 

IRC(Internet Relay Chat)： 複数のPC間でメッセージをリアルタイムで交換できるIRC

を利用し、管理者PCと感染したPC間で通信します。ボットネットは、管理者PC、

管理者の指令を中継するC&C(Command and Control)サーバ、ボットネットに感染

した PC から構成された階層構造となっています。そして IRC サーバは世界中に

存在するので世界的な大規模ボットネットを構築することができます。 

 

奥村 悌二（おくむら ていじ）氏のプロフィール 

専門領域： 通信・セキュリティ技術、経験30年 

現在興味をもっている分野： 暗号を利用した認証技術 

趣味：テニス、囲碁、美術鑑賞、ディジタル写真によるDVD制作、 

iPODによる絵画、家族記録、旅行記の編集 
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第２部 

「ソフトウェア設計における原理原則論と方法論」 

本法人会員 小尾 優三 

 

◆はじめに： 

本編では私が若いときに関わったＯＳ(オペレーティング・システム)の設計・開発を

思い出しながら、その体験を通じて得たソフトウェアの設計・開発についての原理原則

論と方法論について述べてみたい。その意図はＯＳの開発に従事できる機会にめぐまれ

ることが希になった 近の若いＩＴ技術者に対する想いから、私なりのメッセージを送

くりたいという思いからである。そして、たとえ一人の方のためにでも、その後の糧に

なることができれば同慶の至りである。ところで、「あるべき姿のゴルフスイングをイメ

ージとして思い描き、それを技術書として記述し、自分のものとして体現すること」が

「ソフトウェアを設計し、それを開発すること」に酷似しているという観点から、前編(本

ジャーナル)の「私のゴルフスイング理論とソフトウェア考」と題する第１部をソフトウ

ェアの設計・開発について考察する上でのプロローグとした。 

しかしながら、紙面の制約もあり、ゴルフスイングの原理原則論だけにとどまり、そ

の方法論にまで言及できなかったことが悔やまれる。そもそもなにごとによらず、原理

原則論だけでは実体が見えてくることはなく、それらに則ってどのような方式を実現す

るかという方法論なしに終わってしまっては中途半端の謗りは免れがたい。したがって、

その後の方法論に関心がある方は私のホームページ「http://www5e.biglobe.ne.jp/~y 

-obi/」を覗いてみていただければ、「扇モデル理論」「天秤棒モデル理論」「剣玉モデル

理論／ヨーヨー・モデル理論」という三つの方法論で「私のゴルフスイング理論」の実

体を垣間見ることができることを蛇足ながら言い添えておきたい。 

 

◆当時の状況： 

私がＮＥＣに入社したのは東京オリンピックが開催された昭和３９年で、戦後疲弊し

た日本経済が高度成長の波に乗らんとする時期であった。今から４０年余前のこと、コ

ンピュータ技術の黎明期であり、まだＯＳと呼ばれるにふさわしいソフトウェアが存在

していなかった時代である。そのような中で、コンピュータ・ビジネスの世界を圧倒的

にリードしていたＩＢＭ社が３６０シリーズのＯＳを開発すべく、その開発思想ともい

うべきドキュメント「Concept and Facilities」を発表したのが昭和４０年(１９６５年)

であったかと記憶している。このドキュメントを読むにつれて、ＯＳに対する関心が異

常なほどに深まっていった当時の私のことを懐かしく思い出しているところである。そ

して、私は入社２年目にして、新しいコンピュータ(ＮＥＡＣ－３１００)に必要とされ

るソフトウェア・システムの設計開発を任される機会に恵まれたのである。このときの

私はコンピュータに関する知識も経験も未熟で、何をどのようにすれよいのかわかって
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いなかった。かといって、私をリードしてくれる先輩もいなかった。今にして思えば、

新人も旧人もなく、夜明けの地平線をみんなで眺めている状況だったといえなくもなか

ったのである。事実、このようなことは私の場合だけでなく、地図も持たずに山の中に

それぞれが分け行ったようなものであった。 

 

◆ＯＳ開発の体験録： 

その後の約３年間、私はＮＥＡＣ－３１００のＯＳ開発に没頭した。まさに、寝食を

惜しんで熱中していた。休日も出勤し、徹夜もいっぱいした。「いつまでにこれだけのソ

フトウェアを開発しなさい」と誰かに言われた訳ではなく、「Concept and Facilities」

に書かれているＩＢＭ３６０シリーズのＯＳがやがて世に出てくることを意識し、それ

らしいＯＳを自分で勝手に開発することにしたのである。まったくもって無茶苦茶な判

断であったが、当の本人である私はそんなことに頓着していなかった。言うなれば、無

知で無鉄砲な馬鹿者と言える。それからは悪戦苦闘の毎日であったが、新しいことに挑

戦して、困惑の果てに見えてくる発見に満足し、自らが選んだ道を実体験できる日々を

楽しんでいたように思われる。ただ、私は胃腸が弱く、いつも潰瘍性の病に悩まされて

おり、机の脇にあったごみ入れに吐きながら仕事をしていたことだけはほろ苦い思い出

となっている。当初のＮＥＡＣ－３１００には入出力装置といえばタイプライター式キ

ーボードと紙テープのリーダとパンチャーしかなく、主記憶装置も４ｋワードしかなか

った。いまでは呆れる程に低性能なコンピュータシステムであった。特に、誤ったデー

タを修正入力するのが実に厄介で、鋏でテープを切って正しいデータを継ぎ合わせると

いう作業が実に面倒なことであった。それから２年後の昭和４２年(１９６７年)のころ

にはカードリーダ装置や磁気テープ装置などが構成できるようになったが、それらの信

頼性はあまりにも低かった。そのために、開発は進まず、原因不明な障害が頻発するた

めに、作業的進捗もなく、単に徹夜しただけに終わったことも多かった。当時のハード

ウェアの周辺装置技術はかなり遅れていたのである。それでも、遅ればせながら、この

ＯＳは難産の末にやっとの思いで完成した。 

 

このＯＳの特徴はおよそ次のような機能と構造を備え、当時のＯＳと呼ばれるものの

中では極めて出色なものと言える。 

１） ビットデータが定義でき、論理演算が可能なＦＯＲＴＲＡＮコンパイラーを持ち、 

２）そのオブジェクトはリエントラント構造で、 

３）かつ、オンライン・リアルタイム処理によるマルチプログラミングが可能 

であった。 

 

当時のＯＳはバッチ処理が主体であったことからみて、実に異能なＯＳであったと言

える。しかし、開発当初から主力製品として位置づけられておらず、この製品は短命で

あった。このコンピュータシステムの機能および性能があまりにも貧弱であったために、

私がやりたいことを実現するには限界が見えていた。当時、私の直接の上司が「こんな
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コンピュータシステムではものにならない。早いところ、お蔵に入れてやる」と言って

くれ、私は「ほっとして開放された気分」になったことが思いだされる。それにしても、

「イメージしたことは実現できる」ということであり、「イメージしなければ何ごとも

生まれない」ということである。これが若い技術者に送りたいメッセージである。そし

てまた、「ゴルフスイングにおいても全く同じこと」で、正しいゴルフスイングのイメー

ジを追いもとめ、そのイメージをいかにして実現するかを考えつづけなれば、自分が納

得できるスイングにたどり着けないことをゴルフ愛好家にも言い添えておきたいのであ

る。くどくなってしまうけれども、私はどうしてもソフトウェア設計とゴルフスイング

の設計とを重ねあわせてしまいがちになるのである。 

 

そして、昭和４４年の春、私はＮＥＡＣ－３１００のＯＳ開発から開放されて、超大

型のコンピュータシステムの開発プロジェクトに参画できる幸運にめぐまれたのである。

このプロジェクトは巨人ＩＢＭの３６０シリーズに対抗できる国産のコンピュータシス

テムとそのＯＳを開発すべく電信電話公社（現、ＮＴＴ）の電気通信研究所／日本電気

株式会社／日立製作所／富士通株式会社の４社による共同研究として発足した。この国

家的プロジェクトは「ＤＩＰＳ」と略称され、そのＯＳも「ＤＩＰＳ－ＯＳ」と呼ばれ

るようになった。発足当初から昭和６２年まで、延べにして１８年間、この壮大なプロ

ジェクトに参画することができた。いまでも、その幸運に感謝したい気持ちである。そ

れにしても、ＩＢＭ３６０シリーズのＯＳに対抗意識を燃やすこのプロジェクトは私に

とっても挑戦意欲を燃え立たせる絶好の機会であった。そしてその結果、上記の共同研

究各社の中にいわゆる「同じ釜のめしを食った」という仲間意識を共有する素晴らしい

同胞(友人)と出会う機会に恵まれたのである。今にして思えば、まさに私の企業人生の

中で長い至福を味わわせてくれた期間であった。そして、実に多くのことを学ばせても

らったが、紙面の制約からこれ以上にＤＩＰＳ－ＯＳのことにふれることは避けたい。

なおこの間、ＮＥＣの大型コンピュータシステム「ＡＣＯＳ－６ＯＳ」の開発、また、

ＤＩＰＳ－ＯＳの開発を続けながら「ＥＷＳ－４８００シリーズのＵＮＩＸ－ＯＳ」の

開発に従事した。「ＥＷＳ－４８００シリーズのＵＮＩＸ－ＯＳ」の開発ではＮＥＣの商

用機にＵＮＩＸを 初に導入したことを言い添えておきたい。特にＵＮＩＸの開発では

「本業のＤＩＰＳ－ＯＳの開発がおろそかになっているのではないか」という叱責まが

いのことを上司から注意されたことがある。そのときは「ＵＮＩＸの開発はあまりやっ

ていない」とうそぶき、隠れてやっていたことが思いだされる。なぜこのことに触れる

かと言えば、私がＵＮＩＸとの取組みをこのとき始めていなければ、ＮＥＣにおけるＵ

ＮＩＸ事業は３年ほど遅れたにちがいないと思うからである。 近の若い技術者を見て

いると同情を禁じえないところがある。挑戦すべき技術とそのビジネス領域を自分の好

奇心と判断で選択することができず、命令されてやっていることが多いように思えるか

らである。このことはあくまでも企業経営者側の問題であり、個としての技術者に責任

をおしつけるべきでないことは明白である。確かに、企業経営には優先すべき選択肢が

ある。しかしながら、たとえそれが極わずかでも、技術者が拘りを持っているのであれ
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ば、その技術者の選択に委ねるべきところがあっていいはずと思っている。なお、若い

技術者の側にもそれなりの矜持がなくてはならないが・・・。 

 

◆ソフトウェアの設計開発における原理原則論の必要性： 

ソフトウェア技術の習得はまず「フォルト（過ち）」を体験することから始まる。そし

て、フォルトをおかさない(おかさせない)ようにする方法を学んでいくにつれて、ある

種の原理原則に至る。このこともゴルフスイングの開発に似ているところである。つま

り、いろいろな方法論を自らの創意工夫で切り開いていくはじめのうちは「複雑さ」や

「混沌」に支配されがちになる。しかし、あきらめずに方法論をつきつめていくと原理

原則のイメージが見えてきて、やがては「単純さ」「規則性」を内包した方法論にたどり

つくのである。その前に「なぜ、原理原則論とか方法論とかいった硬い表現をするのか」

ということについて補足的な説明を加えておきたい。それはいろいろに見える現実的な

現象を「多様な振舞いとして具象的に捉えるか」「いくつかの法則があり、その組合せと

繰返しであるとして抽象的に捉えるか」のいずれがものごとの本質を理解し易いかとい

う設問におきかえることができる。ソフトウェアの設計においてもゴルフスイングの設

計においても、「『あるべき姿(＝法則)』がイメージできなければ、『あるべきではない

姿(＝フォルト)』の本質的原因が見えなくなってしまう」ということであり、私が「論」

という言い方をしている理由はそのところにある。以下に、ＯＳ開発の体験から得たソ

フトウェアの設計開発についての原理原則論と方法論を展開してみたい。３０年以上に

もなる過去に遡行することはおそらく難しいであろうが、確かに原理原則論とか方法論

とかと言えそうな事柄を認識していたということだけは鮮明に私の記憶の中に残ってい

る。もし、当時において、それらのことを「私のゴルフスイング理論」のように書き残

していたら、この原稿の執筆も容易であったろうと悔やんでいるところであるが・・・、

とにかく、思い出すことである。 

 

◆ソフトウェアの設計開発における原理原則論と方法論： 

ＯＳが備えていなければならない機能要件の中で も重要なことは「発生する可能性

がある種々の障害にどのように対処するかということ」であり、そのために、ＯＳ上で

実行されるＡＰ(アプリケーションプログラム)の「動的な振舞い」を把握し、その上で、

「被害を 小限にとどめ、かつ、復旧時間を 短にすること」である。言いかえると、

次のようなことになる。 

（１）管理されるべきコンピュ－タ・リソース：ここでいう「リソース」とはＡＰが実

行するのに必要とされるＣＰＵおよびメモリ空間やデータの入出力装置、さらに、

データおよびその集合体としてのファイルなど、これらの総称である。前者は「物

理的リソース」、後者は「論理的リソース」と呼ばれることがある。物理的リソー

スについては明確な基準のもとで正常に使用可能なものと正常に使用可能でない

ものとに区分され、前者を正常系リソース、後者を異常系リソースと呼ぶことが

ある。つまり、異常系リソースはコンピュータシステムとして構成されているが、
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通常の運用からは隔離された状態のリソースである。特に、一時的ハードウェア

の障害に関してはその切分けができにくいことがあり、その頻度によって異常系

リソース扱いとなる。異常系リソースは故障診断システムのもとで診断がなされ、

その結果、正常と診断されたものは正常系リソースとして組入れられる。異常系

リソースとなったときの障害に関するログ情報と正常系リソースとして組入れら

れたときのログ情報をその判断基準とともに保存管理しておくべきであり、しか

も、人為的ミスが発生しない方法で管理されるべきである。上述したように、私

がＮＥＡＣ－３１００のＯＳを開発していた頃にはこのような考え方を持合わせ

ていなかったため、辛酸を舐め尽さざるを得なかったのである。 

（２）データ障害と復旧に関する基本的な考え方：システムが復旧した後においても、

論理的リソースであるデータおよびファイルの障害に対する復旧には障害の波及

範囲を的確に把握できる仕組みが重要であり、その仕組みによっては多くの時間

が必要とされ、しかも、 新の状態に復旧できるとは限らない場合がある。デー

タ障害の原因は大別して２つのケースが考えられる。その一つは外部記録媒体(Ｈ

ＤＤのディスク面など)の損傷やデータ書込み中に発生した電源断障害やＣＰＵ

障害などによる不確定な情報の書込みなどによる障害である。この障害に対処す

るには更新前のデータと更新後のデータを対にして冗長化しておくことが原理原

則であり、その冗長化の方法が復旧時間の短縮と復旧されたデータの 新性を決

定づける。 近ではミラーリングというハードウェア技術で完全２重化方式が可

能になっている。もう一つの原因はＡＰのデータを更新した後にそのＡＰが異常

な状態で終了してしまった場合であり、論理的データ障害ということができる。

近のＯＳはＡＰによるデータ更新は仮想的にメモリ上で行い、外部記憶媒体へ

の更新(実更新)はそのＡＰが正常に終了した場合に限って行っている(ここでは

仮想更新方式と呼ぶこととする)。それでもなおかつ、ＡＰの正常終了時に実更新

することになるが、すでにふれたように、電源断障害やＣＰＵ障害などによるデ

ータ障害の可能性を考慮して、更新前のデータを冗長化しておくことが原理原則

的に必要とされる。仮想更新方式は大容量の主メモリが実装できるようになって

初めて可能になったのであり、私がＯＳを開発していた頃には、データ更新の都

度、更新前のデータを冗長化していたのである。 

（３）定義されるべき状態とその遷移：各種の障害に対処できるようにＡＰの動的振舞

いを必要に応じて「いくつかの状態」として定義することがＯＳの設計開発に求

められる原理原則なのである。この「いくつかの状態」について簡単にふれたい。

すなわち、障害などでＡＰが正常に終了しなかった場合に備え、ＡＰは復旧すべ

きファイルの状態(チェックポイント)をＯＳに対して宣言することができなけれ

ばならない。上記のデータ復旧に関する考え方はＡＰが正常に終了しなかった場

合はＡＰ実行開始時点(チェックポイント)にデータが復旧されることを暗黙のう

ちに宣言されているケースなのである。つまり、「ＡＰの実行開始時点における状

態」と「ＡＰの実行終了時点における状態」とを基本にして、「ＡＰが必要とする
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チェックポイントの状態」が定義され、その遷移に従って復旧ポイントが決定さ

れるのである。そして、ＡＰが正常に終了したか否かということが重要であり、

正常系と異常系とを明確に区分することが基本的な原理原則なのである。 

 

◆あとがき： 

これまで、ＯＳが備えていなければならない基本的な機能にふれながら、その中に包

含されている技術者が認識していなければならない原理原則の重要性について述べたつ

もりである。この他にも、多くの原理原則があるはずである。次号では組込みソフトウ

ェアに関して考察しながらこの点についてもふれたいと思う。ＯＳの設計開発は組込み

ソフトウェアのそれと類似しているところが多いと思うからである。しかしながら、私

には組込みソフトウェアの開発経験がないので、その違いについては分からない。次回

ではそのような点も考察してみたい。 

後に、原理原則が守られていなかった実例として、マイクロソフトがＯＳ「ＷＩＮ

ＤＯＷＳ－ＸＰ」でおかしたフォルトについてふれておきたい。これは私が遭遇した次

のような 悪のトラブルであった。今年(２００７年)の初夏、メールソフトである「Ｏ

ＵＴＬＯＯＫ」で送信したメールが「送信済フォルダ」に移ったのでメールは送信され

ているものと思っていた。ところが、なんらのエラー報告もなしに送信されていなかっ

たのである。なかなか通じないマイクロソフト社のコールセンターにやきもきしながら、

幾度か問合わせてみたが、一向に原因がわからなかった。そのうちに判明したことは、

Ｍｃａｆｅｅ社のソフトによって送信メールがブロックされていることであった。する

と、マイクロソフト社の技術陣は自分たちの非を認めず、Ｍｃａｆｅｅ社の責任を主張

するばかりであった。そこで、つぎのような私の原理原則論を認めさせ、 終的に謝罪

させた。 

（１）メインプログラムがサブプログラムに制御を渡すときはサブプログラムの処理

結果が正常であったかどうかをリターンコードで知らせなければならない。 

（２）メインプログラムはリターンコードを必ずチェックして、しかるべき処置しな

ければならない。 

（３）ＯＳ中核部に他社のソフトを常駐させる場合は上記のことも含めたインタフェ

ース条件を定め、かつ、その安全性の責任を他に転嫁してはならない。 

マイクロソフト社の技術部門はソフトの修正を約束し、その措置を文書で回答すること

も約束したが、訴訟を恐れてか、いまだに履行されていない。実に、だらしがない対応

である。私としては呆れるばかりで、その後はほったらかしにしている。このような基

本的な原則が守れないようでは、そのうちに、自己崩壊していくマイクロソフト社が見

えてくるにちがいないと思っているので・・・。 

 

 

＜小尾優三氏のプロフィール＞ 本誌「第５号」p.22 を参照のこと 
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写真１．第15回ウォーキング  

＜高尾山山頂で＞ 

お客様に育てられて 
（ACOS-2：200club の集い） 

本法人会員 理事 井崎 博行 
 
2007年11月8日、快晴。高尾山に登った。 
 
高尾山口駅からケーブルカーで高尾山中腹の山麓駅へ、そこから表参道と呼ばれる1号

路を山門や薬王院、いくつかの社寺にお参りし、さわやかな風とおいしい空気を吸い込

みながらちょっと汗ばむ程度で疲れるまもなく頂上へ。 
頂上の見晴らし台からは幾重にも連なる山並みや八王子市街、もうすぐ色付きそうな落

葉樹林、ところどころに鮮やかに色付いたもみじやかえで、少しくたびれたような常緑

樹の緑が、秋の深まりを感じさせてくれた。 
599 メートルの三角点で記念写真をとって

ビールと名物のとろろそばや山菜そばを食

べながら高尾山の自然を満喫。 
下山は吊り橋のある山歩きの4号路。急な

斜面を足元に気を付けながら、だらだらと

高尾山口まで1時間ほどで到着。 
駅前の｢高尾山トリックアート美術館＜

http://www.trickart.jp/＞｣に寄り、トリッ

クアート（だまし絵）に見事にだまされて

満足。駅構内のイタリアンでピザとビール

で乾杯して解散。 
 
朝9時半から解散の4時過ぎまで体力には自信を失いつつも駄洒落や雑学披露で口の疲

れは知らないにぎやかな一日が終わった。 
 
参加者は、ACOS-2 と関わりのあった集まり、総称“200club”（ACOS-2 ユーザ、ACOS-2
からACOS-4 やオープンシステムへ移られた皆さん、ユーザ会の役員会で親しくなった

方など）のメンバーである。 
 
一昨年の12月、｢ボケ防止と老化防止にと都内や近隣の昔懐かしい町並みや山などを歩

こう｣ということで“200club”の現役引退者中心にこのウォーキングの会は始まった。

原則として毎月一回、今回で第15回目である。お付き合いが始まって30年近くになる

方も多い。 ＜写真説明：今回は参加者が６名と少なかったが、登録メンバーは10名を超えた＞ 
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写真２．居酒屋“天狗” 

＜＜始まりは“天狗”＞＞ 

1978 年（昭和 53 年）ころだったと思うが、C&C ユーザ会の下部組織、関東 NUA 
ACOS-2 分科会が開かれるようになり ACOS-2 のお客様と、NEC から製品計画部門、

ユーザ支援部門、SE 部門、保守部門それに府中工場からはＯＳ開発担当者が集まった。 
 
府中から出席した私たちは、お客様とのお付合いに慣れておらず、 初はいろいろと要

求を出されるお客様と防戦する私たちメーカーの対決のような重苦しさを感じていた。

お客様はそうではなかったのだろうが私たちが勝手に思い込んで緊張していたのだろう。 
 
何回目かの分科会の後、慶応仲通から NEC 本社のほうに少し入った路地にある居酒屋

“天狗”で飲み会を持つようになった。 
ぎこちない自己紹介から始まったが、直ぐに打ち解けることができ、安いつまみで 5 時

過ぎから7時半頃までビール片手に公の分

科会では言えなかった問題や、言い尽くせ

なかった要望などをとことん話し合うよう

になった。 
 
回を重ねるうちに様々な業種から集まられ

たお客様の人柄や思いが段々と理解できる

ようになり、口数は少なくても本当に困っ

ておられる問題の発見や、強い口調でまく

し立てられていてもこれはもう少し待って

もらえるなとか、現実的な判断も出来るよ

うになり、毎回参加するのが楽しみになった。 
府中から新しく分科会に出席した開発担当者も必ず“天狗”の飲み会には参加するよう

になり、情報交換の場は広がった。 
 

＜お客様と共に育ったACOS-2＞ 

・ ACOS システム 200 が救世主として出荷される 
ACOS-2（システム 200）は ACOS シリーズのトップバッターとして 1974 年（昭和

49年）9月に初出荷された。 
 
販売促進チームが強いリーダシップを発揮し販売用ツールや利用方法などを提案し、

営業部門、SE 部門はトップから担当者までがACOS システム 200 の販売とシステム

構築に一丸となった。 
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写真３．コンピュートピア1980.1号P.27 

開発部門のメンバーも猛烈に頑張った。 
出荷当初からの懸案だったジョブの立上げ時間の抜本的改善のための開発がピークに

達していた時期（リリース4.1）には、真夜中の12時半頃ハードウェア部門との会議

を終えて職場に戻ってくると、職場のほぼ全員が真昼間と同じように忙しく働いてい

ることもあった。リリース4.1ではこのような光景がかなりの期間続いた。 
 
この頃から先に述べた ACOS-2 分科

会が開かれるようになり“天狗”での

情報交換も始まった。 
 
ACOS システム 200 は、それまでのキ

ャラクター（6 ビット）マシン

NEAC2200 シリーズが時代遅れと言

われ競争力を失って売るものの無かっ

たNEC の救世主となり、4年強で960

台を出荷した。 
 
・ ACOS システム 250 が爆発的ヒット商品に 
1979年（昭和54年）7月 ACOS システム 200 の後継機として｢‘79年度日刊工業新

聞社の10大新製品賞｣を受賞するACOS システム250が出荷された。 
 
企画の初期段階から販売促進チームも一緒になって、出荷時の製品から営業部門やSE
部門のニーズを取り込んだ。 
 

ACOS-2 分科会や“天狗”でお客様と直接議論して得た意見も大きな助けになった。 
 
出荷直後には、開発部門のオフィスの一角に、初期導入された10社ほどのお客様の円

滑な運用をサポートするためにホットラインチームが立ち上げられた。 
 
ＯＳ開発部門の私たちとハードウェア開発部門、保守サポートのNEFS（現在のNEC
フィールディング）、それに製品計画部門のメンバーも集結してお客様に常駐していた

担当ＳＥからの問合せに即時対応できる体制を敷いた。 
開発部門が自ら発見した問題や別のお客様で発生した問題を、ホットライン対象の全

てのお客様にすぐに処置した。幸いにもハードウェアも初期段階からから予想以上に

安定しており、大きなトラブルは一件も発生しなかった。 
 
少しでも長引きそうなトラブル発生時には、すぐにお客様の現場に出向いた。トラブ
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写真４．bit 1986 年 3 月号 

ル発生の現場に開発の担当者がいてその解決に集中することで、お客様に安心して頂

けると考えていた。 
 
ACOS システム 250 の出荷が順調に増加しだした頃、お客様と何回か合宿もした。 
お客様同士で ACOS-2 の問題点を議論してもらい我々は黙って聞かせてもらったり、

優先順位を上げてもらったこともある。 
 
ジョブの起動時間短縮やデータ処理の高速化等には大きな工数がかかるものが多かっ

たが、少改造でユーザニーズに対応できるものが多くあることも分かった。これらを

素早く対応することで随分便利になったと言ってもらえた。例えば数日の改造で 2 回

～3 回のキータッチをワンタッチで済むようにすることなどである。 
 
当時のコンピュータサイエンス誌“bit 1986 年 3 月号”ではお客様のS電算課長様が

取材に応じられて 
｢・・・・（NEC の）サポートは（以前利用し

ていた）F 社と比べてユーザ会が盛んで、かつ、

お遊び会ではないんですね。月3回あって、基

本ソフト、データベース、SEA/I の分科会また

はワーキング・グループがあります。そこへは

主任クラスのエンジニアが出席してお互いに勉

強するのです。ユーザ会で NEC ができなかっ

たことに注文をつけると、1 年ぐらいあとでみ

んなクリアしますね。そういう点で日電の力は

凄いと思いますよ。・・・・｣ 
とほめていただいたこともある。 
お客様も自分たちのニーズを出せばACOS-2 
はますます良くなっていくと感じられ、 
｢自分たちも一緒にＯＳ開発に参加しているようだ｣といわれるような雰囲気があった。 
 
お客様には色々と無理なお願いをし、大変ありがたい協力も頂いた。 
 
新しいＯＳの出荷前にはプログラムやデータをお借りし検証させてもらったり、出荷

直後に多くのバグを出し、お客様からは｢ユーザを使って品質保証をしているのか｣と

叱られながらもバグ退治に協力して頂いた。 
 
私たちも成長できたが、お客様も成長されたと思う。分科会や“天狗”では、お客様

同士が技術面で切磋琢磨され、またソフトウェアの流用や融通、消耗品の調達などお

互いの会社同士で助け合われている話も多く伺った。 
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お客様でコンピュータ部門の担当だった方も何年かの後には意思決定をされる立場に

昇進され、商売の上で随分とお世話になった。｢あなたが推薦するなら｣と決めて頂い

た商談もいくつもあった。 
ＯＢとなられた現在でも、未だに各出身会社から頼りにされ、影響力のある方もおら

れる。 
ACOS システム 250 は爆発的なヒットとなり ACOS410 が出荷されるまでの 4 年間

にACOS システム 200 の 2 倍以上の2100台以上が出荷された。 
開発部門では、真夜中と昼間の区別がつかないような激務をシステム 250 の出荷時な

ど 2~3 年ごとに何回か経験した。本当にモチベーションの高いチームで、胸が熱くな

り、頭が下がる思いをした。 
 
1986年（昭和61年）、私は府中工場から田町へ異動した。 
私の異動後、ACOS システム 3300 の出荷までの開発作業はより猛烈だったと聞いて

いる。 
また、天狗の飲み会には時間を空けて時々は顔を出させてもらったが、お客様との交

流も、変わらず活発に続いた。 
 
・意見交換会 
お客様と開発部門との意見交換会は遠くからのお客様も参加されるようになり、2001

年からは｢i シンポジウム｣として、NEC 全体の製品戦略説明、外部講師の講演、意見

交換会なども行われたとのこと。 
 
・事前検証への協力 

iPX7300 の製品化の時には、インテルチップを採用した新マシンということで、ご協

力頂けるお客様に事前に製品化計画を説明し、お客様からお借りしたプログラムやデ

ータで事前検証し、万全の品質で出荷できたとも聞いた。 
 

・ユーザ訪問や工場見学会 
 開発部門から個々のお客様を訪問し現場のシステムの実体の理解や開発部隊とお客様

合同のACOS-2 ユーザ様の工場見学なども行われた 
 
その時々に合せてやり方は色々であるが、お客様の声を聞き、製品に反映する姿勢は変

わっていないようだ。 
 
ACOS-2 はピーク時には四千数百台が稼動していた。汎用機としては凄い数字であると

思う。今でも非常に多くのACOS-2 が稼働中と聞いている。 
ご利用いただいたお客様には感謝の気持ちで一杯である。 
大きく育ててこられた後輩の皆さんにも敬意を表したい。 
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写真５．天狗のマーク入りの 

“200club”のTシャツ 

＜天狗の会（200Club)が発展して＞ 

1978 年（昭和 53 年）頃から始まった“天狗”での情報交換の場は長く続いたが、お客

様主導、割り勘、7 時半までで切り上げる、これらも理由になるかもしれない。 
 
天狗での飲み会の輪は広がって、いくつかの行事も始まった。 
 
・ 忘年会（毎年12月初：一泊二日本郷館） 
 毎年12月 初の金曜日に文京区本郷の修学旅行生向けの旅館である本郷館（偶然だが

広島県の高校生だった私はこの旅館に宿泊している）がシーズンオフに格安で提供し

ている宿泊忘年会を利用するようになった。30年近くも続いている楽しみな会である。 
 
ここでは宴会の席や雑魚寝の和室で、仕事のこと、会社のこと、個人的なこと、艶話

などなど･･･自分の会社内の生活だけでは味わえない新鮮な驚きが一杯あった。当然こ

れらの話題の合間～合間には ACOS-2 のＯＳについて延々と夜明け近くまで話し合

った。 
近ではACOS-2 の話題は減ってきたが、今年も11月30日(土)から12月1日(日) 

にかけて20人以上が集まる予定である。 

・ テニス会（9月：千葉県白子） 

25 年以上続いていて、私が府中工場にいた頃は盛んで 20 人以上が参加することもあ

った。テニス会では天狗のマーク入りの“200club T シャツ”が作られた。 
ACOS-2 の集まりの総称“200club ”はここからきている。 
 

・ 花見（開花する頃召集） 
上野公園の桜の開花時期になると近

くにお勤めのお客様から誘いがかか

り出られる人が集まった。 
 

・ ソフトボール大会（夏：宿河原グ

ランド） 
今ではなくなってしまったが毎年一

度宿河原グランドでお客様チーム、

NEC 開発チーム、NEFS チームな

どが家族と共に一日中楽しんだ。 
 
初期に始まった以上の 4 つの行事が 近ではメンバーの異動、高齢化、定年退職者が

増えたことなどから、 初に述べたＯＢ中心のウォーキングなどに加えて、現役の皆
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写真６．ACOS-2 同窓会の写真 

さんも混じっての 
・ 酒蔵ツアー（毎年２～３回群馬県沼田市の酒蔵で新酒を飲む会、新宿からバスでに

ぎやかに出かける） 
・ 新橋ビール会（四季それぞ

れの時期に新橋のビアホー

ル：ビアライゼで） 
・ ゴルフや博物館などの見学 

 
など多様な広がりをみせるよう

になって来ている。 
お客様のＯＢ主導で“200club”
のホームページも準備中である。 

 
ACOS-2の開発に携わったみん

なで年1回行っているACOS-2
同窓会も楽しみのひとつである。

今年は9月21日、NEC 三田倶楽部に、いろいろな職場に散らばったけれども元気な現

役の皆さん、パートナー企業の皆さん、私たちＯＢなど 40 人以上もが集まり旧交を温

めた。今でも本当にチームワークの良い集団である。 
 

今年は衝撃的な悲しい出来事もあった。 
お客様で先頭に立ってみんなをリードして頂いた、A社のSさんが6月 21日に60歳の

若さで癌に冒され亡くなられた。 
 
分科会では他のお客様からの厳しい質問に度々助け舟を出してもらったこともある。 
｢それをメーカーに言っては可哀そうだよ。うちではそれはこうやって対応しているよ｣ 
そのS さんが“天狗”では 
｢いつまでも改造してくれないからさっきのようなことを言われるんだよ。何をもたもた

しているの｣と豹変され 
｢この部分だけでも早く対応すれば、後はユーザ側で工夫して逃げられるのに・・・｣ 
などとありがたいアドバイスを何度ももらった。Sさんには本当にお世話になった。 
ご冥福をお祈りしたい。 
 

＜これからもNEC ファンとして＞ 

団塊の世代の皆さんがＯＢとなられようとしている。 
 
体のどこかにガタが来る、どこかに病気を抱えている、家族に手のかかるものを抱えて
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いる。これらが当たり前の年代である。 
体力の衰えとどう付き合っていくか、病気とどううまく付き合っていくか、病人とどう

付き合っていくか。悩ましい問題であるが避けても通れない。 
 
自分の殻に閉じ込もるのではなく、できるだけ外の世界と関わり合いを持つことで、ど

れだけ自分が救われるか。 
 
自分の会社、さらには社外の方との付き合いが、お互いに会社を離れても続けられるこ

とはＯＢ人生に大きな助けであり幸せではないだろうか。 
 
業界は違っても情報システムに携わった人の集まりである。 
集まれば情報システムのこと、新しい製品や技術のことなど、皆さん良く勉強されてい

て面白い。お客様の本業の話はさらに興味深い。 
近はボランティア活動や新しく勉強を始めた方も増えてきて、より深みのある話も聞

けるようになった。 
 
ウォーキングの会などは今後メンバーも増えてくると思われる。自分の体と相談しなが

ら続けられる楽しい集まりである。 
新しい趣味の会や旅する会なども出来てきて欲しい。 
よりオープンに新しい出会いも期待したい。 
これからさらに年をとってくると、ただ集まって駄洒落や雑談で時を過ごすだけでも意

義があるのではないだろうか。 
 
“200club”のメンバーの殆んどの皆さんが（ＯＢとなられた方も含めて）今でも、 
・PC はNEC 
・Biglobe ユーザ 
・ケータイもNEC 
である。 
 
お客様の現場の生の声を聞き、製品やサービスに反映する姿勢、これからの NEC にも

益々頑張ってもらいたいと思う。 
 
私は、ACOS-2 の一員であったこと、いつも周りに支えられてきたことを感謝し誇りに

思い、これからもNEC ファンで居続けたいと思っている。 
 
 
 ＜井崎博行氏のプロフィール＞  

本誌「第４号」p.47、ＩＴコンピタンス研究所役員異動のご紹介の項参照 
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＜トピックス＞      放送と通信の融合 

  本法人会員 澤井 斌 

 

 「放送と通信の融合」に関する議論が以前にも増して高まっている。本稿では融合の

本質に焦点を当てるとともに、規制の対象になっている両分野の改革の方向や関連する

技術課題について述べる。 

 

１．「放送と通信の融合」とは？ 

「放送と通信の融合」という言葉が使われるようになって久しい。ここで言う「放送」

とは、ラジオ放送であっても良いが、大方の関心は社会的な影響の大きい映像メディア

としての「テレビ放送」である。テレビ放送の番組は、電波により空間を通じて家庭ま

で運ばれるのが普通であるが、有線テレビ（ＣＡＴＶ）のようにケーブルでサービスさ

れる場合もある。これに対して「通信」とは何か？ベルによる電話の発明以来発展して

きた「電話通信」も通信であり、コンピュータのデータを運ぶ「データ通信」も通信で

ある。しかし、融合の対象となる通信はもう少し新しい内容が含まれているようである。 

１９７７年、米国ジョージア州アトランタ市で開催された通信会議においてＮＥＣ社

長の小林宏治氏が講演し、将来、必ずコンピュータと通信が融合すると予見、来るべき

新しい時代を「コンピュータと通信の融合（Ｃ＆Ｃ）」の時代と呼んで業界に大きな衝撃

を与えた。この予見は「コンピュータ通信」の発展を生み、１９９０年代中頃から始ま

った「インターネット」の商用化につながる。そして現在は、Ｗｅｂ（World Wide Web）

利用を中心とするインターネットサービス全盛の時代である。インターネット上では文

字や絵図は勿論、写真や音声、動画までもがディジタルな数値でやり取りされている。

「放送と通信の融合」という場合の「通信」とは、従来からある通信の技術やサービス

というよりも、この「インターネット」の技術やサービスを含めて捉えるのが適切であ

る。以下、「融合」の意味をもう少し掘り下げてみよう。 

「放送と通信の融合」が問題にされるようになった 大の要因は「テレビ放送のディ

ジタル化」である。通信衛星によるＣＳディジタル放送が開始されたのは１９９６年１

０月であり、放送衛星によるＢＳディジタル放送が開始されたのは２０００年１２月の

ことである。そして、将来、既存のアナログ放送に取って代わることになる地上ディジ

タル放送（地デジ）が開始されたのは２００３年１２月である。これらテレビ放送のデ

ィジタル化は全てこの１０年以内の出来事である。融合問題の第２の要因は「インター

ネットの広帯域化」である。元来、インターネットは通信遅延が大きく、電話などター

ンアラウンドタイム（交信の往復時間）に制約がある通信には不向きであり、どちらか

と言えば、コンピュータ通信向きであるとされてきたが、広帯域化を含む技術の進歩に

より、電話にも使えるようになり、近年は動画までもが伝送されるようになってきた。 
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合には放送と言うべきではない、ということになる。議論の結果、ビジネスの活性化の

ため、こうした従来型の放送概念を緩和し、電波法による制限を受ける通常の「テレビ

放送」と、電波とは関係ない有線テレビジョン放送法の法制下で運営される「ＣＡＴＶ」

と、放送衛星や通信衛星を使う「衛星放送」の３つの形態が出来上がった。 

一方、インターネットを通じて不特定多数のユーザに同じ番組を同時に流すことは、

情報速度の点でも、また通信の形態から見ても「放送」とは異質であると考えられて来

た。ところが、通信プロトコルの改良が進み、不特定多数ではないまでも、複数のユー

ザに同じ内容を配信する技術が生み出され、ネットワークの広帯域化とともに、インタ

ーネット上でＣＡＴＶに近いサービスが実現できるようになった、これも「放送」では

ないか、ということである。 

「通信と放送の融合」がなぜこのように騒がしく議論されるのか？インターネット上

でＣＡＴＶのサービスが出来るのなら、それはそれでどんどんやればよいではないかと

いうことになる。ところが事はそう簡単ではない。放送の分野は上でも触れたように、

従来形のテレビ放送は電波という有限な財産を効率的に運用する意味で許認可の対象と

なってきた。ＣＡＴＶは、今でこそ緩められたが、当初は地域性の強い形で事業認可さ

れ、現在は料金体系を含め、事業の開始・終了は届け出制になっている。これに対して、

同じ届け出制でもインターネットは世界中どこにでも繋がる。そのインターネット上で

ＣＡＴＶができるということは、新しい事業は世界レベルに達するわけで、一つの国の

法規制でどこまでどう対応するのか、きちんと決めておかねばなるまい。 

「放送と通信の融合」が各方面から大きな関心を呼ぶもっと直接的な原因がある。そ

れは「融合」が「メディア競争」の舞台となっていることである。インターネットの発

展により、ユーザの新聞離れやテレビ離れが加速している。新聞業界やテレビなどの放

送業界の悩みは売上げの低迷である。ウォールストリートジャーナルはその権威ある経

済紙面で多くの購読者を維持してきた。しかし、購読者が減らないまでも、広告手段と

しての魅力を他に奪われ、収入が減少し、経営が困難になってきている。そこにメディ

ア王ルパート・マードックド氏によるダウ・ジョーンズ社買収劇が生じた。ウォールス

トリートジャーナルはダウ・ジョーンズが発行する経済紙である。インターネットを含

むより大きな入れ物の中で成長を求めるのでなければ、いかにコンテンツに優れた著名

な経済紙といえども、生き残れない状況になってきたのである。一方、インターネット

のサービス・プロバイダにとっても広告収入は事業の重要な柱である。強力な検索エン

ジンを持つグーグル（Google）社がその検索エンジンと広告を組み合わせることにより

売上げを伸ばし、インターネット街道を驀進している。新聞社などのメディアは、こう

したプロバイダの検索対象に自社の生命線とも言うべきコンテンツ・ベースを開放する

よりも自ら事業領域を拡大し、「放送と通信の融合領域」に新しいビジネスチャンスを求

めたいと考え始めている。 

テレビ放送会社は高精細な映像に加えて多彩なデータ情報を送信できる地上波ディジ
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ニバーサルサービス」の提供を義務付けたこと。そして 後は、利用者の「苦情処理」

のため通信事業者は積極的な対応を図らなければならない、というものであった。また、

電気通信事業法の改正に当たって、支配的事業者の中でも特別の存在であるＮＴＴに適

用される「ＮＴＴ法」は廃止すべしという議論もあったが、これも先送りされた。 

 これに対して、放送分野は前述のように「電波法」をベースとする「放送法（ＮＨＫ・

民放）」、「有線テレビジョン放送法（ＣＡＴＶ）」、「電気通信サービス利用放送法（民放）」

を中心に運用が規制されてきた。近年、「放送と通信の融合」が進み、両者の技術障壁が

低くなってきたため、放送事業者を中心に種々のメディアがインターネットを含む「通

信」の領域に進出して、より多角的なサービスを行ないたいと考えるようになった。こ

の場合、メディアがインターネットのサービス・プロバイダと手を組んで新しい分野を

切り開くのであれば特に問題はないとの主張もある。しかし、より極端な場合、メディ

ア自身がインターネットサービスの機能を持ちたいと考える場合もあるであろう。イン

ターネット事業者の側も、規制されている放送分野を取り込みたいが、放送分野は規制

の対象となっている。そこで「放送」と「通信」という２つの異なる規制分野に跨る事

業者をどう扱うかと言う問題が生じてきたわけである。 

 総務省は現在、研究会を作って改革の方向を検討している。同研究会の基本的な考え

方は、現在ある「通信事業法」や「放送法」などの法律を一本化して「情報通信法（仮

称）」を制定することを提言する内容であり、本年（2007 年）末までに取りまとめを行

なう予定にしている。 

改革の方向は、従来の「放送」や「通信」といった縦割りの区分ではなく、事業者を

横串にして、 

（１） コンテンツ（テレビの番組など） 

（２） 伝送インフラ（通信網や放送設備） 

（３） プラットフォーム（サービスのための基本ソフトやハードウェア） 

の３つに区分し定義し直す（文献１）としている。事業者は（１）～（３）のうちの１

つを選ぶか、２つを組み合わせるか、あるいは３つとも全て扱うかの選択ができる。こ

れにより、地上ディジタル放送やＣＡＴＶの事業者は（１）と（２）に加えて（３）の

サービスを手掛けることも可能になる。また、（３）に強いインターネットのプロバイダ

は（１）の分野に対して趣向をこらしたサービスを工夫することになる。結果として、

新たな業態の誕生やサービスの多様化、競争の促進が実現すると期待される。 

ただ、上記見直しの中間答申が出された段階で関係業界から問題提起や反論が数多く

出された。とりわけ、上記区分の中でも（３）のコンテンツ分野は現在、コピー制限の

見直しをめぐって、著作権保護の立場と情報流通活発化の両方の立場がぶつかっている

ところであるが、さらに、今回特に、インターネット上の有害コンテンツ規制に関連し、

「メディアを社会的な影響力の強さにより分類し、分類のグループ毎に、ネットワーク

上に流すことができる情報を規制すべきである」との答申がなされたため、規制は公権
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準化された次世代ＩＰ（ＩＰｖ６）ではマルチキャストのアドレスが規格化され、この

アドレスに対応するルータに複数ユーザとのインタフェースを記憶管理させる仕組みに

なっている。電話やインターネットを含めた次世代の通信インフラとして導入が進めら

れているＮＧＮ（Next Genera tion Network）ではマルチメディア対応の基盤としてＩ

ＭＳ（IP Multimedia Subsystem）が用意され、プロトコルとしてＩＰｖ６を積極的に取

り込む方向で準備が進められている。 

 

ネットワークに加えて、センター側のミドルウェアやユーザ端末、セットトップボッ

クスなどの機能に関する世界的な標準化を話し合う場として、２００７年３月、米ＡＴ

＆Ｔ、スウェーデンのエリクソン、松下電器産業、ソニーなど９社によりOpen IPTV Forum

が設立されている。ネットワークとしては上記ＮＧＮのＩＭＳインフラを使う方向で議

論されているが、セットトップボックスの位置付け（用途・機能など）についてオープ

ンな考え方をどこまで合意するか、携帯電話との連携をどうするかなどについて、日、

米、欧の関係者間でずれがあると言われる（文献３）。 

 

おわりに 「放送と通信の融合」は中長期にわたるサービスインフラの変革に関係し

ている。技術、法制の両面において一刻も早く障碍が取り除かれ、広範な分野で新しい

ビジネスが立ち上がることを期待する。 

 

文献： 

（１）総務省研究会中間報告（2007.6.13）、日経2007.6.14夕刊記事など 

（２）＠ＩＴ http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tokusyuu/32uresuji/01.html 

（３） http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20070323/266200/?ST=network 

 

 

＜澤井 斌氏のプロフィール＞ 創刊号p.34「役員紹介」の項参照 
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＜ニュースクリップ＞ 

＜ディジタル家電/ソフト技術者不足深刻＞ 日経 2007.5.28 ― 薄型テレビや携帯電話

などのディジタル家電の高機能化が進む中で、ソフトウェアの開発人員不足が深刻にな

っている。画像処理や通信制御など搭載するソフトの量が膨大になっているためで、各

社は国内外で要員確保に躍起だが、それでも９万人が不足しているとの試算がある。プ

ログラムの規模は地銀システム並みで、例えば、携帯電話端末の開発コストの７割はソ

フトウェアであり、１機種当たり千万行を超えると言われる。―（中略）― このような

状況のもとで各社が新製品開発を競う結果、２００６年に発生した電子機器の不具合で

ソフトウェアが原因だったのは、経産省の調べで、全体の５５.３％となり、前年の３４.

２％から大幅に増加した。各社は中国やベトナムなど海外での開発を強化する一方、よ

り抜本的な対策として、複数メーカー間での基本ソフトの共通化やソフト開発作業の自

動化の検討を進めている。 

＜システム開発の手順統一/富士通・日立など情報大手８社＞ 日経 2007.6.29 ― 富士

通、日立製作所など情報システム大手８社は東京電力など顧客企業と共同で、システム

障害を防ぐための統一基準を作る。開発や運用の手順・用語を細かく定めてミスを防止

し、顧客との相互チェックを容易にする。これまで、このような業界標準はなく、情報

システム各社が独自に基準を定めていた。しかし、大規模なシステム開発では複数の大

手企業や下請け企業がかかわるケースが増え、手順などの不統一で意思疎通を欠く結果、

設計ミスが起こりやすいと指摘されていた。 近では日本スポーツ振興センターのサッ

カーくじ処理トラブル、ＮＴＴ東西地域会社のＩＰ電話不通、全日本空輸の国内旅客用

システム障害、ＮＴＴドコモの音声通話一部不通、社会保険庁の一部事務所における照

会中断、ＫＤＤＩの電話サービスの一部発信不能など、トラブルが多発している。 

＜ディジタル放送の番組コピー１０回まで＞ 日経、朝日 2007.7.13 ― 総務省は１２

日、ディジタル放送番組の録画・複製を１回限りとし、その後のコピーを禁じた「コピ

ーワンス」の緩和を巡る検討会を開き、複製を１０回まで可能にする案をまとめた。一

般的な規制の緩和の要請に加え、ＤＶＤレコーダのハードディスクに記録した番組がム

ーブ（移動）の際に消えるトラブルが多発し、見直しを迫られていたためである。 

なぜ１０回なのか。ディジタル放送をいったんハードディスクに録画した後、家庭内

で３人がそれぞれＤＶＤ、携帯プレーヤー、ゲーム機など３つの媒体にコピーしたとし

ても、もとのハードディスクの記録が消えないことが前提であり、「３×３＋１で合計

１０が適当」という判断。 取りまとめ役の慶応大学村井純教授が提案し、著作権団体や

家電メーカー、放送業界も大筋で合意した。メーカー側は来年にも対応機器を売り出す

としているが、すでに販売された３００万台を超える現行機への対応の見通しははっき

りしていない。 

＜米ダウ・ジョーンズ/ニューズの買収受け入れ＞ 日経 2007.8.2 ― 米ダウ・ジョー

ンズ（ＤＪ）は米ニューズ・コーポレーションの買収提案を受け入れ、ニューズの資本
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力や多様な媒体との連携を通じ、メディアのグローバル競争を勝ち抜く考えだ。ニュー

ズもＤＪの価値向上を狙い、紙面拡充などに積極投資する。 

＝両者共同発表の内容＝ ①ＤＪオーナー一族が握る議決権６４％のうち、３７％が買

収に賛成 ②ＤＪ株主は１株６０ドルを現金で得る ③買収総額は５６億ドル ④編集権

の独立を維持するための委員会を設置、等々・・・ 

ＤＪが発行する経済紙ウォールストリートジャーナルのゴードン・クロビッツ発行人

は、１日付けの同紙で、「会社の支配者が誰であろうと、正確、公正そして権威ある紙面

作りの原則は変わらない」と読者に呼びかけた。今回の買収受け入れは金融情報サービ

ス分野の国際的なメディア再編劇のひとつであり、去る５月中旬に発表された米カナダ

のトムソンによる英ロイターの買収決定が大きな影響を与えたと考えられる。 

＜ムーアの法則に限界？＞ 日経2007.9.20 ― インテル共同創業者のゴードン・ムーア

氏が同社の開発者向け会議に登壇し、集積度の向上に関する「ムーアの法則」の持続が

「今後１０～１５年程で限界になる」との見通しを示した。「電子技術には原理的に越え

られない限界がある」と、約４０年前に発表した同法則の終わりを冷静に予言した。現

在市場に出回っている回路線幅は６５ナノメートル、２００８年度以降は４５ナノメー

トルが量産に入り、３～４年後には３２ナノメールに達すると予想される。 

＜スパコン「地球シミュレータ」/ 演算装置を一新、性能２倍＞ 朝日夕刊 2007.10.14  

― 海洋研究開発機構のスパコン「地球シミュレータ」が来年度、演算装置などの心臓部

を 新のものに置き換えることになった。計算能力を現在の毎秒４０兆回から８０～１

００兆回に上げることを目指す。計画では現在の維持費とは別に５億円を計上し、６４

０台ある演算装置（計算ノード）の半数など主要部品をレンタルで更新する。残り半分

はその時点で運用を終える。技術進歩で半数の演算装置でも現在の２倍の計算速度が期

待でき、従来同様、温暖化予測などに貢献できるとしている。電気代は現在の７～８割

程度になり、維持費は現在と同程度ですむという。「地球シミュレータ」は導入当時、世

界 速のコンピュータであったが、現在は今月発表のランキングで３０位。東京工業大

学のＴＳＵＢＡＭＥの１６位を下回る。文部科学省は世界一奪還に向けて、毎秒１京回

（１兆の１万倍）の計算能力を持つ次世代コンピュータを神戸市に建設、２０１０年度

に稼働させる計画である。 

＜ＩＰアドレスの枯渇問題＞ 日経夕刊 2007.6.9 ― 総務省はインターネットのＩＰ

アドレスが２０１０年にも足りなくなる事態に対応するため、官民の対策会議を月内に

立ち上げる。解決策として期待されるのは、現行の通信ルールの「ＩＰｖ４」に代わり、

すでに規格化されている次世代ルール「ＩＰｖ６」の導入である。利用できるアドレス

数は「４３億の４乗」個とほぼ無限になる。移行にはルータをはじめ、サーバやパソコ

ンに、専用のソフトウェアを搭載する必要がある。対策会議は東京大学の斎藤忠夫名誉

教授が座長となり、ＮＴＴ、ヤフー、グーグル、家電メーカーなどが参加、政府や民間

が取り組むべき課題や具体策をまとめる。 》》》 
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研究の経過はどうなったか。まず、誘電ゲートの材料を２酸化シリコンからハイＫメタ

ルに変えることから始まった。ハイＫとは、誘電定数Ｋが２酸化シリコンの定数の３.

９より大きいことを意味し、Ｋが大きい材料ほど漏洩電流は小さくドライブ電流は大き

くなる（２）。 
 
インテルは、ハイＫ金属としてジルコニウムやハフニウムなどを対象に無数の試行錯誤

を行なった結果、 終的にハフニウムを選択した。ＩＢＭは酸化窒化シリコンハフニウ

ムを採用した模様である。いずれにしも、これだと漏洩電流を現在の１００分の１に減

少できる（３）。 
 

ところが、誘電ゲートを新材料にしたところ、別の問題が発生した。現在の材料は、サ

ブストレートがシリコン、誘電ゲートが２酸化シリコン、電極ゲートがポリシリコンと

いずれもシリコン系で、相互に親和性が高い。しかし、誘電ゲートをハフニウムにする

と、ポリシリコンの電極ゲートとの間で２つの問題が発生する。１つは、誘電ゲートと

電極ゲートの境界面で電気抵抗が高くなりドライブ電流が低下すること、もう１つは、

表面光電子振動が発生して電子の流動性を妨害し性能を低下させることであった（１） 

 

しかし、これも金属電極ゲートを使うことで解決した。ただし、インテルは電極ゲート

の新材料は公表していない。 
 
製造工程でも、新材料の場合には新たな問題が発生した。誘電ゲートが２酸化シリコン

の場合にはシリコンサブストレートの一部を酸化することにより容易に作れるし、その

結果、均質で高品質な製品を作れたが、他の金属の誘電ゲートを使うとそう簡単ではな

い。フィルム状に形成できて温度特性が良くサブストレートとのインタフェースに欠陥

が生じないことなどが必須で、それには原子層沈殿法が有効だった（３）。 

 

つまり、シリコン系材料の中で一部を別の金属に置き換えることは、まさに拒絶反応を

起す心臓移植の対応処理と同レベルの高度技術だった。 
 
かくして、新材料を採用した結果、トランジスタ密度を現在のさらに２倍にすることが

可能となり、プロセスは６５ナノメートルから４５ナノメートルへシュリンクし、スイ

ッチング電力を３０％減少し、スイッチング速度を３０％高速化し、ソース・ドレーン

間の漏洩電流を５分の１に減少し、誘電ゲートの漏洩電流を１０分の１減少できた（２）。 
 
この結果、ムーアの法則はさらに１０年寿命が延びることになった。原子レベルの領域

に入って、もはやこれまでと思われたムーアの法則がサバイブしたのである。元コンピ

ュータ技術者にとっては、何とも感動的な話である。 
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参考 

1）Robert S. Chau: Intel’s Breakthrough in High-K Gate Dielectric, Jan/2004, Intel Corp. 

2）Charlie Demerjian: Intel does High-K and Metal Gates, 1/27/07, The Inquirer 

3) High-k Dielectric, Wikipedia 

 

（２）ブルーカラーコンピューティング ― レポート2007.5.14 ― 

スーパーコンピュータは、自動車や航空機、薬剤などの設計製造から石油探索や地震波

解析、保険などまで広範囲に普及し、昨年のハードウェア売上は、世界規模で前年比９.

４％増の１００億ドルに達した。ソフトウェアなどの関連製品を加えると、総売上は約

４００億ドルになる（１）。 

 

アメリカの企業は、競争力強化のためにコスト削減と品質向上に日夜、余念がない。そ

の達成に、現在は設計製造段階において、スーパーコンピュータによるモデリングとシ

ミュレーションを行なうことが 良の手段になっている。設計段階ではモデリングによ

りいろいろな設計を安価に短期間に試行できるし、製造段階ではシミュレーションによ

り製造過程における材料反応の試行や製造効率の改善、不良率の低下、余剰材料の 小

化を追及できる。 
 
すでに、大企業は長年にわたってスーパーコンピュータの恩恵を享受してきた。例えば、

自動車メーカーのＧＭは、クルマの衝突実験をシミュレーションで補完することにより、

実物の実験を８５％も削減できた。実物による衝突実験には試作車と高度の実験設備が

必要であるため１台の実験に５０万ドルもかかる。これが８５％も削減できたのだから

そのメリットは大きい（２）。 

 

ＩＢＭは、現在、スーパーコンピュータ市場でトップシェアを占め、世界中のトップ１

００システムのスーパーコンピュータのうち、半分以上を占める。オンデマンド・コン

ピューティングも好調で、例えば、エクサ社は、これと流体力学シミュレーションのソ

フトを組み合わせて付加価値をつけ、製造業界や輸送業界に販売している。ちなみに、

ＩＢＭのオンデマンド・コンピューティングは、１マイクロプロセッサ×１時間当たり

１ドルである（１）。 
 

しかし、プロセッサの性能が格段に向上し、価格も激減したとは言え、まだスーパーコ

ンピュータの利用は裕福な大企業に限られる。 

 

そこで、特に昔の工業地帯（Rust Belt: 錆びついた工業地帯）の中小企業にもスーパー

コンピュータを使って沈滞した業態を逆転できないかと知恵を絞った結果が、オハイオ

州のブルーカラーコンピューティング（以下、ＢＣＣと略）である（１）。 
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ブルーカラーコンピューティング（ＢＣＣ）は、資金も技術も時間もないため高性能コ

ンピューティング（ＨＰＣ）を利用できない中小企業のために、オハイオ・スーパーコ

ンピュータセンタ（ＯＳＣ）が開発したサービス・システムである。ＯＳＣは、スーパ

ーコンピュータとスーパーブロードバンドのＯＳＣネットのインフラを軸に、ＨＰＣプ

ログラム言語の習得と総合的トレーニングを提供することで、中小企業がスーパーコン

ピュータを使えるようにした。同業の複数企業間で共通に使える技術とソフトウェアを

開発することにより、個別企業のコスト負担を軽減している。具体的には、ＯＳＣがＨ

ＰＣを持ち、クライアント側のワークステーションとの間をスーパーブロードバンドの

ＯＳＣネットで結ぶ（２）。 
 
ＯＳＣは、オハイオ州の複数の大学が共同で１９７８年に同州コロンバスに設立したオ

ハイオ州立の組織で、周辺の大学や大企業にＨＰＣサービスを提供している。そのＯＳ

Ｃが、ＨＰＣサービスをさらに拡大して、中小企業にまで広げたのがＢＣＣである（２）。 

 

すでに成果は出はじめており、例えば、オハイオ州ヤングスタウンにある創業８５年の

鋳物工場だったＭセブン社は、２００６年にＢＣＣに参加して業態を一変させた。鋳物

とは無関係のデータマイニング・サービスをはじめたのである。 近、ＢＭＷがノース

カロライナの塗装工場を改造するため、Ｍセブンに塗装工場の現状をレーザスキャンに

よりディジタル化する作業を発注した。Ｍセブンはそれにこたえて６００ＧＢのデータ

を収集し、次はそれをベースにシミュレーションにより改造設計を進める予定でいる（１）。 

 

また、オハイオ州の溶接業者２５０社が共同で設立したエディソンウェルディング・イ

ンスティチュートもおもしろい。金属材料の高騰に対処するため安価な代替金属を使用

できるよう、異質の金属の接合実験にＢＣＣを使用している。従来ならプロトタイプで

実験を繰り返すところだが、シミュレーションで処理することでコストも時間も大幅に

削減できた（１）。 

 

オハイオ州の大企業、プロクタ＆ギャンブルやグッドイヤーもＢＣＣに協力し、アメリ

カ全土にアメリカ企業の競争力強化のために、さらに多くのＢＣＣが必要だと訴求して

いる（３）。 

 

ＢＣＣの合言葉は “The country that wants to outcompete has to outcompute.” である。「競

争に勝ちたければ、コンピューティング力で勝て」を国家レベルで達成しようという運

動で、なんともビジョナリーですばらしい発想である（１）。 

 

参考 

1) Steve Hamm: Supercomputing Comes to the Rust Belt, 4/12/07, Business Week 

2) What is Blue Collar Computing? http://www.bluecollarcomputing.org/about.shtml 
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3) The BCC and Business Assistance Act,  http://www.bluecollarcomputing.org/ 

bcc_act. shtml 

 

（３）究極のＣ＆Ｃデバイス ― レポート 2007.7.16 ― 

アップルアイフォーンの待望ムードがこれほどまでに盛り上がったのは、アイポッドに

より音楽業界に革命を起こしアップルを奇跡的に立てなおしたスティーブン・ジョブス

が生みの親だったからである。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」などと公言したから、多くの人が何かまったく新しいＩＴ

製品が飛び出してくるような期待を持ったのは無理もない。 

 

携帯電話が電話をベースにし、スマートフォンがハンドヘルドをベースにしているのに

対して、アイフォーンはパソコンをベースにしている。携帯電話やスマートフォンはパ

ソコンとはあまり共通項がないが、アイフォーンはコンピュータとインターネットの両

方に高い親和性があり、将来に無限の可能性がある。パソコンのブラウザでフルモード

のウェブが楽しめるのもそのひとつである。アイフォーン１台でインターネットもパソ

コンも電話も電子手帳も音楽もカメラも扱えるなら、出張にノートパソコンを持ってい

く必要はなくなるであろう。 
 
スティーブン・ジョブスはパソコンの先駆者ではあったが、マイクロソフトとインテル

がデファクト標準によるプラットフォームを確立し、それをテコに正当技術の改善を進

めて利益を独占したため、一時はパソコン業界から追い出された。しかし、彼はあくま

でもウィンテル標準の枠外で異端技術に挑戦することにこだわり、その結果、マッキン

トッシュでパソコンの新しい操作法ＧＵＩを確立し、アイポッドでディジタル音楽プレ

ーヤーのビジネスモデルを構築し、そして今度はアイフォーンである。 
 
ＧＵＩこそマイクロソフトにそっくりまねされてその果実を横取りされたが、アイポッ

ドではみごとにその復讐を果たした。スティーブン・ジョブスはアイポッドの魅力的な

デザインと操作性に加えて、ピクサーで培かったハリウッドとの友好関係とインターネ

ットの利便性を活用して、アイテューンズによる１曲９９セントのオンライン販売で音

楽業界や小売店を包括する新しいビジネスモデルを開拓した。２００１年当時、すでに

多くのＭＰ３プレーヤーベンダーがおり、マイクロソフトさえ参入したのだが、アップ

ルは大差をつけてそれらを蹴落とした。２００３年には、マックの売上減の心配をもの

ともせず、マイクロソフトのウィンドーズ版向けアイテューンズをリリースし、それが

引き金となってアイポッドの売上が爆発的に伸びた。 

 
アイフォーンも、携帯電話やスマートフォンを再定義する可能性が十分にある。携帯電

話のノキアやモトローラ、テレコムのベライゾンなどはアイフォーンが携帯電話の文化
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を変えるのではいかと不安な目で見ている。ブラックベリーやパームトリオなどのスマ

ートフォンは、ウェブサーフィンやイーメール機能を持っているものの、いずれも大衆

の心をつかんでいない。複雑なメニューは使いにくいし、電話中に電話帳を見ることす

らできない。 

 

その点、アイフォーンはサファリブラウザを採用して、パソコンと同様にマイスペース

やアマゾンのサービスを受けられる。マックＯＳを使っているのも利点が多い。直接ア

イフォーンのソフトを書くよりも簡単にマック用のソフトを移植できる（１）。 
 

アップルの製品全般に共通しているのが、クールなデザインとスムースな操作性である。

スティーブン・ジョブスの強力なデザイン志向は絶大な影響力を持つ。彼がアップルを

飛び出した１９８５年からの１０年間、ギル・アメリオやジョン・スカーリのもとでの

アップル製品には、デザイン的に見るべきものがまったくなかった（２）。 
 
アイフォーンで気になるのは無線速度が遅いことである。アップルがＡＴ＆Ｔを選んだ

のは、ＡＴ＆ＴやＴモバイルが欧州標準のＧＳＭであるのに対して、ベライゾンやスプ

リントはクァルコムのＣＤＭＡだからであった。つまり、将来、アイフォーンを欧州や

アジアに売ろうとすれば、欧州標準のＧＳＭが有利だと判断したのであろう。もっとも、

ＡＴ＆Ｔでも３Ｇを使う手はあったが、ＡＴ＆Ｔの３ＧはＣＤＭＡの３Ｇより遅いうえ

消費電力が大きかったため、採用しなかった（３）。 
 
さて、アイフォーンの将来はどうだろうか。２００７年は３００万台、２００８年は１

０００万～１２００万台、２００９年は２０００万～４０００万台売れるという予想も

ある。この予想が当たれば、２００９年のアップルの全社売上はアイフォーンの１５０

億ドルを含めて４２０億ドルとなり、現在の２４０億ドルの２倍という皮算用になる（４）。

スティーブン・ジョブスは、近い将来、マックで１００億ドル、アイポッドで１００億

ドル、アイフォーンで１００億ドル、アップルＴＶで１００億ドル売りたいと語ってい

るが（５）、アップルＴＶ以外はその達成はかたいであろう。 
 
アイフォーンは究極のディジタルデバイスであり、ＮＥＣの言葉で言えば、まさに究極

のＣ＆Ｃデバイスである。Ｃ＆Ｃを世界に先駆けて提唱したＮＥＣが開発すべき製品だ

ったと思うが、結果的としてそれはかなわなかった。私もその責任のほんの一端をかつ

いできた者として、内心忸怩たる思いである。 
 
参考 
1) Peter Burrows: Welcome to Planet Apple, 6/28/07, Business Week 

2) Helen Walters: Even After Apple, Designers Dig Jobs, 6/27/07, Business Week 

3) Stephen Wildstrom: iPhone's Network Hang-Up, 7/12/07, Business Week 
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図１．ＶＭウェアの業績 

4) Peter Burrows: How Big Will The iPhone Be?, 6/18/07, Business Week 

5) Randall Stephenson: Talk with Steve Jobs & Jefferson Graham, 6/29/07, USA Today 

 

（４）ＶＭウェア ― レポート 2007.10.15 ― 

ＶＭウェアが４月１４日に１株２９ドルで株式上場してから６か月、好調な株式市場に

も支えられて早くも１００ドルを越えてしまった。同社の全株式は３億８０００万株で、

親会社のＥＭＣが８７.２％の３億３１５０万株、インテルが２.５％の９５０万株、シ

スコが１.６％の６００万株を持ち、今回上場したのは８.７％の３３００万株である（１）。

それにしても、ＥＭＣのＶＭウェア株による含み資産は、上場で約９６億ドルになり、

その後６か月で３３２億ドル以上になったのだから、株式市場の資金調達力のすさまじ

さには驚く。 

 

ＶＭウェアは、バーチャルマシン・ソフトウェアを開発販売する会社である。主な顧客

は企業のデータセンターで、従来、サーバをアプリケーションごとに物理空間で分けて

いたのを、論理空間で分けることにより、ハードウェア・リソースの効率改善と消費電

力を含む経費の削減がはかれる。特に、カスタマごとにバーチャルマシンを割り当てて

おくと、ウイルスに感染したような場合、当該バーチャルマシンのみを停止させ、再起

動や他のバーチャルマシンへの振り替えで、効果的に対応できる。 

 

ＶＭウェアは、スタンフォード大学のコンピュータサイエンス学科教授メンデル・ロー

ゼンバーグが着想し、みずからチーフサイエンティストになるとともに、妻のダイアン・

グリーンをＣＥＯにすえて１９９８年に創業した会社である。バブル崩壊後も生き延び、

２００２年にマイクロソフトが持ち込んだ買収話を断って、２００４年にＥＭＣに６億

５０００万ドルで身売りした。当時は売上約１億ドル、社員３７０人の小さな会社だっ

たが、今は売上１０億ドル以上、社員３０００人に成長している（２）。 
 
近のＶＭウェアの業績を図１に示す。

２００４年のＥＭＣによる買収を挟んで

売上は毎年ほぼ倍々ゲームの勢いである。

現在、世界の２４６０万台のｘ８６サー

バのうち４％の１００万台弱がバーチャ

ルマシンを使用しており、ＶＭウェアは

その８５％を占めている。２０１０年に

はバーチャルマシンが約４倍の１７％に

増えると予想されているから、同社の株

価が急騰するのも当然であろう（３）。 
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図２． 

ダイアン・グリーン 

インテルは、ＶＭウェアに投資して積極的にバーチャルマシンに取り組んでおり、みず

からも、バーチャルマシン上で走るソフトがネットワークを高速に利用できるチップセ

ットを開発中である。同様に、シスコもＶＭウェアによりデスクトップのユーザ環境を

そっくりサーバーに移して、個人ユーザが社外からでもパソコンを自由に使えるシステ

ムを計画している（３）。 
 

一方、マイクロソフトは、一部のビスタのライセンス契約でバーチャルマシンの使用を

禁じるとともに、２００８年半ばに「ビリディアン」を無料配布する予定でいる。ビリ

ディアンはウィンドウズサーバー２００８で動くバーチャルマシンである。デルは、ゼ

ンソースのバーチャルマシンで１台のパソコン上にリナックスとウィンドーズを同時に

走らせるシステムを試験し、そのゼンソースはバーチャルマシンの販売でレッドハット

やノベルと契約し、また、バーチャル・アイアン・ソフトウェアはＶＭウェアより安い

価格でバーチャルマシンを７５０社に納入するなど、ＶＭウェアの競合他社の動きも活

発になっている（３）。 
 
ＶＭウェアのＣＥＯ兼ＥＭＣのＳＶＰ、ダイアン・グリーンは５２歳。ＭＩＴの機械工

学科を卒業し、軍艦建造学の修士課程を修了後、ハワイに移住してウィンドサーフィン

器具の設計に取り組んだ。その後、カリフォルニア大学バークレー校でコンピュータサ

イエンスを修了し、サイベースやタンデム、シリコングラフィックスで技術者として働

いた後、ベンチャーのＶエクストリームのＣＥＯやアドフォースのコンサルタントを経

験した。好きなことに一途に取り組む彼女の集中力には驚く（４）。 
 
先週、ＮＥＣの小林顧問がバーチャルＰＣセンターの開発関連でダイアン・グリーンと

打ち合わせを持ったので、私も同席させてもらった。さすがは小林顧問、目の付けどこ

ろがいいし、やることが早い。 
 
会社は、パロアルトのゼロックス研究所と道路を挟んだ反対側にあり、淋しげなゼロッ

クスに比べ、増築中のＶＭウェアには飛ぶ鳥を落とす勢いのオ

ーラを感じた。ダイアン・グリーンは、その経歴とはうらはら

に、小ぶりで気さくなお姉さんという感じであった。とても、

ＶＭウェアのビリオネアＣＥＯには見えない。ただ、小林顧問

の値下げ要求にはきっぱりとした態度を見せたし、バーチャル

マシンの効果についての説明では、それは Preaching the choir 

members（釈迦に説法）だと冗談を言う余裕も見せていた。彼女

は、ディンジ・レースの全国大会で優勝したり、長距離ウィン

ドサーフィンで優勝経験のあるスポーツレディーだが（４）、帰

りがけにそのことに触れたところ、仕事が忙しすぎて趣味の時

間はほとんど取れないとのことであった。 
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ＶＭウェアは、マイクロソフトが無料配布のビリディアンを出すまでのあと１年が勝負

であろう。風を読むのが得意のウィンドサーファー、ダイアン・グリーンのさらなる活

躍を期待したい。 
 
参考 
1) VMware Stock Soars on Launch, 8/14/07, Associated Press 

2) Scott Duke Harris: Bullish IPO Hopes for VMware, 8/14/07, San Jose Mercury News 

3) Aaron Ricadela: VMware Shrugs Off Shaky Markets, 8/14/07, Business Week 

4) Scott Duke Harris: VMware's Gutsy Skipper, 9/16/07, San Jose Mercury News 

 

                  （ＩＴコンサルタント  北米西海岸在住） 

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

「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。 

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

 

 

ＩＴコンピタンス研究所の活動と年間スケジュール 

２００７年 ４月 第８回理事会を開催し、任期満了にともな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。 

 ６月 機関誌「第５号」発行 

 ９月 独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）から執筆を委託され

ていた啓発資料「リモートアクセス環境におけるセキュリティ」

の執筆完了し、検収に合格しました。２２０ページに及ぶ大作

となりました。近くＩＰＡのホームページ上に掲載されること

になっています。  

 １０月 第２回ＩＴＣＬセミナー開催 

  「日本のソフトウェア産業の課題と今後の方向」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。 

  基調講演に当研究所理事長登家正夫氏の「日本のソフトウェア      

業界の課題」及び㈱ぷろふぇっしょなる・ネットワークス取締

役望月正嘉氏の「中国ソフト産業の現状およびオフショアの光

と影」を据え、その中から「日本のソフトウェア産業空洞化と
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地域の活性化」及び「組込みソフト急拡大」に焦点を当て、パ

ネラーの皆さんから日本のソフト産業の進むべき方向と対策

について議論して頂きました。 

  定員８０名の参加者と講演者、パネラーの間で活発な質疑応答

が行われ成功裏に終わりました。 

 １２月 機関誌「第６号」発行 

 〃  第１０回理事会開催予定 

 

２００８年 ３月 第３回ＩＴＣＬセミナー開催予定 

  「ＩＴプロジェクト管理」（仮称）と題して、組込みソフト対

応、要員のグローバル化、開発対象の変化などを踏まえた議論

の場にしたいと考えています。 

 ４月 第１１回理事会開催予定 

 〃  第３回総会開催予定            （記：磯 秋義） 

 

○ＩＴコンピタンス研究所の役員 

理事長   登家正夫     理事  澤井 斌    理事  井崎博行 

   副理事長  辻 雄介     理事  内田幸久    理事  磯 秋義 

   副理事長  伊藤敦之     理事  宮崎 勍    監事  高橋哲夫 

   理事    原 一行     理事  田岸啓司      （以上１１名） 

 

○機関誌「ＩＴコンピタンスジャーナル」編集委員 

   澤井 斌（理事／編集長） 岩上卓哉 本法人会員  渡辺紀久男 本法人会員 

高橋哲夫（監事）     石川明彦 本法人会員     （以上５名） 

 

編集後記 

○米国の元副大統領のゴア氏が地球温暖化を中心とした環境問題への取り組みでノーベ

ル平和賞をもらった。京都議定書に同意しない米国への皮肉なメッセージとも受け取

られているが、すでに、空気中の温室効果ガス濃度の急速な増加、氷河の後退、北極

圏の結氷面積の縮小、夏場におけるグリーンランドの万年雪面積の半減、ハリケーン

やサイクロンによる災害続出など、枚挙にいとまがないほどの環境変化が生じつつあ

る。日本もこの９月は記録的な残暑に見舞われた。大量のガスを排出している米国や

中国を含めた枠組みを一刻も早く作り、具体施策を進める必要がある。 

○宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）によって打ち上げられた月探査機「かぐや」がハ

イビジョンカメラで写した青い地球の動画像を送ってきた。公表された映像の一つは



54                                                  IT ｺﾝﾋﾟﾀﾝｽｼﾞｬｰﾅﾙ 

 

月へ向かう前の地球軌道上から撮った鮮やかな「上弦の地球」で南アメリカ大陸が見

えている。他の一つは月面を回る周回軌道から撮った「地球の出（Earth-rise）」と「地

球の入り（Earth-set）」の映像である。「地球の出」は４０年前にアポロ衛星船８号と

それに続く１１号から写された従来テレビ方式による映像が記憶に残る。茶の間のハ

イビジョンテレビでかくも美しい映像が見られるようになったのだと感激した。 

○人の命は尊いもの、他人を傷つけあやめてはならないと教わって大人になるはずなの

に、現実はあまりにも正反対の事件が多い。今年も悲しい犠牲の報道が相次いだ。 

○編集ももうドン詰めとなった勤労感謝の日の前々日、素晴らしいニュースが世界を駆

け巡った。京都大学の山中伸弥教授のチームと米ウィスコンシン大学のジェームズ・

トムソン教授が率いるチームがほぼ同時に、人の皮膚の細胞に４つの遺伝因子を組み

込み、いわゆる「万能細胞」を作ったと発表したことである。 

○前者は米科学誌「セル（電子版）」、後者は米科学誌「サイエンス」への投稿である。

組込んだ４つの遺伝子のうち２つは両者に共通している。遺伝子組み込みに使うウイ

ルスに違いがあるとされる。万能細胞は細胞分裂を続ける中で様々な組織や臓器に成

長できる能力を持った細胞のこと。従来は胚性幹細胞（ＥＳ細胞）以外に成功例は無

かった。今回の成果が有効なものであるとすると、倫理上問題があるとされる卵子を

使わなくて済むうえに、自分の細胞から組織や臓器ができるとなれば拒絶反応の問題

も無くなる。 

○ウィスコンシン大のチームの場合はまだ胎児や新生児の細胞でしか実現していないが、

山中教授らのチームの場合は大人の細胞で成功している点で一歩先行していると言わ

れる。こうしてできる組織や臓器ががん化しにくいかどうかなど、安全面の検討課題

も多いとされるが、兎にも角にもノーベル賞級の快挙であることに間違いはない。 

○知識が知識を生み、科学が発展する。ＤＮＡの解明にＩＴ（情報技術）が大きな貢献

をしていることも忘れてはならない。 

○今号もようやく完成し、なんとか年の瀬を前に皆様にお届けできることを嬉しく思う。

執筆をいただいた方々には、忙しい中にも大変なご努力をいただき、編集委員一同こ

ころからお礼を申しあげる次第である。           （編集長記） 
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