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我が国の通信ネットワークの現状と動向 

本法人会員 岩上 卓哉 

 

 我が国においては、1985年4月に日本電信電話公社が日本電信電話（株）（略称NTT）

として民営化され、同時に通信の自由化が始まった。その後のNTT再編成を経て、現在

では多くの企業が通信市場に参入し競争を展開している。一方、この23年間の情報通信

技術の発展は著しく、通信ネットワークで運ばれる情報信号の中身として通信自由化以

前は電話音声が主体であったものが、いまやIP（Internet Protocol）データ（IPデー

タ化された電話音声を含む）にとって代わられつつある。更に、通信ネットワークの形

態が有線のみから有線、無線、固定、移動と多様化し、それぞれのブロードバンド化が

進んでいる。今後はこれら異なる形態の通信ネットワーク同士の融合や、現在は区別さ

れている通信と放送の融合も進むと見られる。このような我が国の通信ネットワークの

現状と今後の動向について以下に解説する。 

 

１．通信サービスの動向 

 

 図１は平成１３年以降の各年度末（１９年度は１Ｑ末と２Ｑ末のみ）における我が国の固

定電話および ISDN の加入者数を示す。加入者のピークは平成9年度（1997 年年度）末

の合計62,816千加入であり、以降一貫して減少を続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図１ 固定電話およびISDNの加入契約数の推移 

              [出典： 総務省報道発表 平成19年12月7日 資料]  
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 これとは対照的に、IP電話（0AB～J番号および050番号）の利用者数は、図2に示す

ように、従来型固定電話の減少を打ち消す形で増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図２ IP電話の利用者数 

             [出典： 総務省報道発表 平成19年12月7日 資料] 

 一方、我が国のインターネットを流通するIPトラヒックの規模は、図3に示すように

2007年11月には約800Gbps相当と急増している。これは主としてYouTubeやGyaoなど

の無料動画配信サービスへのアクセスや、Winny などの P2P ファイル交換ソフトによる

動画ファイル交換の急増によるものと分析されており、世界で日本が 初に経験する事

態となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       図３ わが国のインターネットトラヒックの推移（平均） 

               [出典： 総務省報道発表 平成20年2月21日 資料]  
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２．基幹伝送ネットワークの現状と動向 

 

 前節で述べたIP電話やインターネットによるIPトラヒックの急増に対し、現在の通

信ネットワークの通信容量は果たして十分なのであろうか？この疑問に対し、少なくと

も、全国規模の基幹伝送ネットワークの中核となる光ファイバ長距離中継伝送路に関し

ては、今後の需要増を見越しても十分対応が可能と見られている。すなわち、図4は長

距離通信会社3社の光ファイバ長距離中継伝送路の2000年時点における敷設状況である

が、既にこの時点で光ファイバ長距離中継伝送路の整備はほぼ完了していることがわか

る。そしてこれ以降の通信需要増に対しては、中継伝送装置の速度向上（現時点で40Gbps

まで商用化済み）と高密度波長多重方式（Dense Wavelength Division Multiplexing： 

DWDM、現時点で160波多重まで商用化済み）の併用により、適宜対応することが可能と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図４ わが国の光ファイバ長距離中継伝送路（2000年時点） 

 

 

 1波長あたりの伝送速度が10～40Gbps 

と高速のDWDM方式による光伝送装置と 

して、ネットワークの柔軟性と信頼性を 

向上させるために遠隔地点から任意波 

長信号の分岐・挿入を制御できるROADM 

（Reconfigurable Optical Add-Drop  

Multiplexer）装置が用いられるように 

なってきた。図5に、40Gbps/波、 大 

80波のDWDMが可能なROADM装置の例 

として、NECのSpectralWave DW4200 

シリーズの外観を示す。           図５ NECのSpectralWave DW4200 ｼﾘｰｽﾞ 
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[出典： http://ocw.kyoto-u.ac.jp/jp/gs_engineering/course01/pdf/electrical_electronic_08.pdf ][出典：http://ocw.kyoto-u.ac.jp/jp/gs_engineering/course01/pdf/electrical_electronic_08.pdf ] 



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

３．固定アクセスネットワークの現状と動向 

 

 旧来の固定電話ネットワークでは、個々の加入者の電話回線はメタリックペアケーブ

ルにより電話局の加入者線交換機に接続されている。電話局と各加入者の間を結ぶネッ

トワークをアクセスネットワークという。加入者線交換機に接続された複数の電話信号

は、加入者線交換機およびその上位の中継交換機において集線・交換された後、多重化

され、基幹伝送ネットワークにより対向する遠隔地に運ばれる。 

 IP電話、IPデータ、インターネットなどのIP情報を運ぶIP通信ネットワークは、こ

の加入者線交換機と中継交換機をエッジルータとコアルータにそれぞれ置き換える形で

実現され、エッジルータと各加入者を結ぶネットワークが、IPネットワークにおけるア

クセスネットワークとなる。固定電話時代のアクセスネットワークは単に各加入者と電

話局を結ぶメタリックペアケーブル群にすぎなかったが、IP通信ネットワークにおいて

は、ブロードバンドのアクセスネットワークを実現するため、既存の電話線を電話信号

と共用するDSL（Digital Subscriber Line）方式、加入者宅まで光ファイバを新設する

FTTH（Fiber To The Home）方式、テレビ放送配信用のCATV（Common Antenna TV）を利

用する方式、無線（FWA：Fixed Wireless Access）方式など、種々の方式がある。 

 

 図6は我が国のブロードバンド・アクセスネットワークの加入者数（四半期ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図６ 我が国のブロードバンド・アクセスネットワークの加入者数の推移 

         [出典： 総務省報道発表 平成20年3月18日 資料] 

FWA加入者数はピーク時の２００3年6月でも
32,399加入と少ないため、グラフ上ではよく
見えない。
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の推移を表わす。2007年（平成19年）12月末時点におけるFTTH、DSL、CATV、FWAの合

計で 2,830 万加入に達していることがわかる。内訳を見ると、DSL は既存メタリックペ

アを利用できるため も普及が早かったが、2006年3月末の1,452万加入をピークとし

て、現在は減少に転じている。FTTHは双方向 大100Mbpsと も高速であり、事業者間

の料金競争が進んだこともあって2003年頃より急激に加入者数が増加し、2007年12月

末時点には1,133万加入に達した。このうち約70%のシェアを有するNTTは、2010年度

末におけるFTTH加入者数を2,000万まで増やすことを目標としている。 

 

 総務省が2008 年 3月 18 日に公表した「日本のICT（情報通信技術）インフラに関す

る国際比較評価レポート」では、我が国のICTインフラとしてのブロードバンド環境が、

ブロードバンド通信速度、ブロードバンド料金、光ファイバ比率の 3 点で現在世界第 1

位だがブロードバンド環境の普及度の点では他の先進諸国と比べ劣ると指摘されている。

適正な競争を通じてブロードバンド環境を更に普及させるため、総務省の情報通信審議

会は、NTT が圧倒的シェアを持つ光ファイバ加入者回線を他事業者に貸し出す際の接続

料金を検討しているが、2008年1月にNTTが申請した接続料金の値下げが不十分である

として、同3月 27日、更なる値下げをNTTに要請した（図7参照）。NTTはこの要請に

沿い4月24日に再申請した（NTT東の場合4,610円）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図７ 情報通信審議会によるNTT光ファイバ加入者線接続料金追加値下げ要請 

                   [出典： 2008年3月28日付 日本経済新聞]  

 

４．モバイルネットワークの現状と動向 

 我が国の携帯電話サービスは1979年にアナログ方式によって開始され（第１世代方式、

以後 1G 方式と略記）、1993 年にデジタル方式（2G 方式）、1998 年にその高速化（2.5G

方式）、2001年にCDMA（Code Division Multiple Access）技術によるITU-R（International 

Telecommunication Union Radiocommunications Sector）標準の 3G 方式（IMT-2000 方

式）、2003年にその高速化（3.5G方式）と、技術の進展に伴い新方式によるサービスが

次々と導入されてきた。また我が国では携帯電話サービスとは別に、コードレス電話技
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術を発展させたPHS（Personal Handy-phone System）によるモバイル通信サービスが1995

年に始められている。PHS と携帯電話を合わせたモバイル通信サービスの加入者数は順

調に増加し2006年度末には1億加入を超えるに至ったが、現在は図8に示すようにほぼ

飽和状態に達したと見られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図８ 携帯電話加入者数の推移  [出典：総務省報道発表 平成19年12月7日資料] 

 

 図9は2007年12月末現在の携帯電話サービス加入者数を方式別、事業者別に示すも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図９ 方式・事業者別の携帯電話加入者数（2007年12月末現在） 

              [出典： 電気通信事業者協会] 
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表１ 日本のMVNO

MVNO名 サービス名 回線提供会社 主なサービス サービス開始時期

ニフティ @nifty Mobile イー・モバイル
最大3.6Mbpsのデータ通信専
用サービス

2007年12月13日

NECビッグローブ BIGLOBE高速モバイル イー・モバイル
最大3.6Mbpsのデータ通信専
用サービス

2007年12月13日

IIJ IIJモバイル NTTドコモ
最大3.6Mbpsのデータ通信専
用サービス

2008年1月21日

ソネットエンタテインメント bitWarp(EM) イー・モバイル
最大7.2Mbpsのデータ通信専
用サービス

2008年2月末

日本通信 ConnectMail  NTTドコモ
ドコモの携帯を使いiモード・
メールの代わりにアップルの
メール・サービスを利用。

2008年2月1日

ウォルト・ディズニー・ジャパン ディズニー・モバイル ソフトバンクモバイル
専用の音声端末。キャラクター
とブランドを生かしたサービス

2008年3月1日

[ 出典 ： 日経Communications 2008.2.15号]

*1

のであり、この時点で携帯電話総計が1億加入を超えたことがわかる。NTT DoCoMoとソ

フトバンクを中心に2G、2.5G端末がまだ相当数稼動しているものの、携帯電話3社とも

既に約70%以上の加入者が3G端末（3.5G端末を含む）を使用しており、特にKDDI（au）

の加入者はほぼ100%近くが3G以上の端末を使用している。この3G（以上）携帯端末の

使用比率の高さにおいて、日本は世界で韓国に次ぎ第2位である。 

 

 現在稼動中の携帯電話システムにおいては、IMT-2000 標準に準拠した 3G、3.5G シス

テムであっても、その電話交換方式は ATM（Asynchronous Transfer Mode）交換機によ

る時分割交換方式であり、IP電話交換方式ではない。ITU-Rでは次世代の携帯電話シス

テム（4G システム）として、オール IP 化を前提とする下り/上り 大１Gbps/300Mbps

の方式（IMT-Advanced）の標準化を検討しているが、このシステムの普及は2015年頃か

らと見られており、携帯電話各社は 4G に至るまでの中間解（3.9G ともいわれる）を検

討している。NTT DoCoMo などが提唱する「Super 3G」（一般的には 3G LTE [Long Term 

Evolution]という）、KDDI（au）などが提唱する「Enhanced CDMA2000」などであり、2009

～2010年に導入が始まると見られている。KDDIは特に、携帯電話ネットワークと、固定

アクセスネットワークのADSLやFTTH、更に無線LANや無線MAN（後述）などとの融合を

図る「ウルトラ3G」ネットワーク計画の中核として、「Enhanced CDMA2000」方式を採用

していく計画である。 

 

 現在全国規模で携帯電話サービス（PHSを除く）を提供しているのはNTT DoCoMo、KDDI

（au）、ソフトバンクモバイルおよび2007年3月に新規参入したイー・モバイルの4社

であるが、 近、これら既存の携帯電話会社から回線を借りて独自のモバイル通信サー

ビスをする会社（MVNO：Mobile Virtual Network Operator）が、続々とサービスを始め

ている（表1参照）。欧米の携帯電話市場では既にMVNOのシェアが5 ～10%となってい 

 

 
*1 ： 2008年7月～9月期をメドに、「050」番号によるIP携帯電話サービスを開始する、と発表。[出典 : 2008.04.21付 日経新聞 ]   

表１ 日本のＭＶＮＯ 
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るが、我が国でこれらMVNOが成功するには、既存の携帯電話会社に対して如何にサービ

スの差別化ができるかが鍵になろう。 

 

５．ブロードバンド無線アクセスネットワークの現状と動向 

 

 パソコンなどのIP機器をインターネットにブロードバンドで接続する手段としてDSL

や FTTH などのブロードバンド固定アクセスネットワークが使用されるが、無線 LAN

（Local Area Network）技術を用いたブロードバンド無線アクセスネットワーク（公衆

無線 LAN）も同じ目的に使用されている。我が国における公衆無線 LAN サービスは現在

21事業者が提供しており、2007年12月末時点の加入契約数は、総務省の統計によれば、

合計で6,722,525加入に達している。 

 

 無線 LAN 技術の国際標準化は米国電気電子学会 IEEE（Institute of Electric and 

Electronic Engineering）の 802 委員会で検討されており、現在は IEEE 802.11a/b/g

の 3 つの規格が標準化済みで広く使用されている。また 新規格として IEEE 802.11n

の標準化がほぼ完了し、2007年には対応製品の出荷も始まった。IEEE 802.11nではMIMO

（Multi-Input Multi-Output）、チャネル・ボンディング、フレーム・アグリゲーション、

OFDM（Orthogonal Frequency Division Modulation）などの新技術を採用し、 大600Mbps

（40MHz帯域を使用時）の高速通信を実現する。既存技術のIEEE 802.11a/b/g に比べて

のIEEE 802.11nの特長を図10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           図10 IEEE 802.11n方式のメリット 

 ノートPC等のIP端末が無線LANアクセスネットワークに接続できるエリアは、 新

のIEEE802.11nを用いてさえ、無線LANアクセスポイント（ Access Point：AP、携帯電

話ネットワークにおける基地局に相当する）から高々数十mの範囲であるため、広いエ

リアで端末が使えるためには、多くのAPによって複数のエリアをカバーする必要がある。

また携帯電話と異なり、無線LANでは高速で移動しながら端末を使用することもできな

い。このような無線 LAN の限界を打破するものとして、無線 MAN（Metropolitan Area 

Network）が注目されている。 
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 無線MANはBWA（Broadband Wireless Access）とも呼ばれ、DSL、FTTH、CATVなどの

ブロードバンド固定アクセスネットワークの無線版とも称される。BWA を実現する技術

の候補として、表2に示すような幾つかの方式が提案されている。これらのうち、既に

国際標準化済みの IEEE802.16e-2005 方式はモバイル WiMAX 方式とも呼      

ばれ、時速120Km程度の高速移動に対応できる。なお時速250Km程度と更に高速の移動

に対応できる2つの方式（IEEE802.20 MBTDD-WidebandおよびIEEE802.20 MBFDD）も、

IEEEにより標準化されている。 

 

 

 

 

 

 

              表２ BWA方式の候補 

 総務省は2.5GHz帯の2つの30MHz帯域を、BWA全国サービス用の無線周波数として割

り当てる方針で2006年12月に公聴会を開いたが、2007年12月21日、参入を希望した

14 社・団体の中から、モバイル WiMAX を使用する KDDI 陣営（社名「ワイヤレスブロー

ドバンド企画」）と、次世代PHSを使用するウィルコムの2社に免許を与えることを発表

した。免許を獲得した2社の事業計画を表3に示す。なお海外諸国のモバイルWiMAXに

よるBWA事業の展開状況としては、韓国が2006年にサービスを開始しているほか、米国、

台湾などで2008年中にサービスが始まる見込みである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   表３ BWAサービス免許を与えられた2社の事業計画 

 

６．NGNのトライアル結果と今後の動向 

 

 NGN（Next Generation Network）は、データと音声・動画を統合したマルチメディア

通信サービスを提供する IP ネットワークであり、その仕様は 2006 年に ITU-T（ITU 

・ WiMAX（Worldwide Interoperability for Microwave Access）；IEEE 802.16-2004、
IEEE 802.16e-2005

・ iBurst；IEEE 802.20 MBTDD*1-625kMC （京セラが推進）

・ IEEE 802.20 MBTDD-Wideband（Qualcommが推進）

・ Flash-OFDM（Flash Orthogonal FDM)；IEEE 802.20 MBFDD*2 (Qualcommが推進）

・ 次世代PHS（ウィルコムが推進） ＊1: Mobile Broadband Time Division Duplex  
＊2: Mobile Broadband Frequency Division Duplex 

社名

ワイヤレスブロードバンド企画
（KDDI、京セラ、インテル、JR東
日本、大和証券グループ本社、
三菱東京UFJ銀行）

ウィルコム

サービス開始時期 2009年2月末 2009年4月

月額料金 3,200円程度 3,000～4,000円

人口カバー率＊１ 93% 91%

契約数＊１ 500万件 240万件

売上高
＊１ 1,243億円 1,488億円

設備投資額
＊１ 累計1,323億円 累計1,113億円

[出典： 日経新聞 2007.12.22 ]

＊１： 2012年度末見込み
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Telecommunication Standardization Sector）によりRelease 1として標準化された。

NGNではIPマルチメディア通信サービスの制御にSIP（Session Initiation Protocol）

を核とする通信方式IMS(IP Multimedia Subsystem)を用い、広帯域かつQoS制御可能な

種々のトランスポート機能を利用する。NGN のサービス制御機能とトランスポート機能

は、互いに独立な層として提供される（図11参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    図11 NGNのアーキテクチャ [出典：総務省平成１９年版情報通信白書] 

 

ITU-T で NGN が検討されてきた世界的な背景には、通信自由化以降の事業者間競争に

よるサービス料金の低下、携帯電話や安価なIP電話の普及による固定電話加入者数の減

少（図1参照）、設備投資の負担増大、保守・管理コストの増大などにより収益が低下す

る傾向にあるため、既存の固定電話事業者はこれに対応する必要性に迫われていること

がある。 

 

 NGNは、通信インフラのIP一元化によるコストの低減効果に加え、1つの通信端末で

固定系と移動系双方のアクセス回線を必要に応じて使い分けるFMC機能、サービスの要

求に応じてダイナミックにQoSを変更する機能、回線（接続端末）ごとの認証により高

度のセキュリティを保障する機能、ユーザの状態や位置などのプレゼンス情報を管理す

る機能など、豊富な機能を提供できる。これらの機能を用いることにより、単なる IP

電話交換サービスに留まらず、高品質 IP 映像配信、高品質 IP テレビ会議、高品質 IP

音声会議、SaaS（Software as a Service）、IP モバイルセントレックス、SAN（Storage 

Area Network）、IP コンタクトセンター、オンデマンド VPN などの高度なサービスを効

率良く実現できる。 

 

 世界で初めて商用に供されたNGNネットワークとして、英国のBritish Telecom（BT）

が2006年11月にサービスを開始した「21 Century Network (21CN)」が知られているが、

英国ではFTTHの普及度が低く、またBT自身は携帯電話事業を持たないためFMC（Fixed 

Mobile Convergence）への展開が困難、などの理由で、NGN 本来の能力を生かしきれて

いない。このため 21CN の加入者数は伸び悩んでおり、BT は当初既存電話交換網の 50%

を 2008 年中に 21CN に置き換える計画だったが、現在はこの目標を同 15%に引き下げて
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いる。 

 

 我が国では、NTT東西地域会社が2006 年 10月から約1年間かけてNGNの商用フィー

ルド・トライアルを行った。トライアルには 18 社・30 サービスが参加し、ネットワー

ク接続性、エンド－エンド・アプリケーションの機能およびサービス性の確認が行なわ

れた。表4に参加サービスによるNGN機能の利用状況を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 表４ NTT東西地域会社によるNGNフィールド・トライアル結果 

[出典： 次世代ネットワークのフィールド・トライアル実施報告書(2007年10月)] 

 

 フィールド・トライアルは大きなトラブルも無く所期の目的を達成して無事終了した

が、あくまでもトライアルであるため、商用化時のサービス価格やサービス展開計画、

他事業者との間の接続料金ルールや相互接続点数・位置の考え方などは、この間、明ら

かにされないままだった。しかし2008年2月27日に至ってNTT東西地域会社は料金を

含むNGN商用サービスの全容を明らかにし、その後3月27日に総務省情報通信審議会の

認可を得て、3月31日から商用サービスを開始した。商用NGNで提供されるサービスの

展開計画を図12に示す。 

 

 3 月 31 日のスタート時点における商用NGNのサービス内容は、図12に示すように、

個人向け高品質IP電話や企業向け県間イーサネットなどの新サービスもあるものの、基

本的には既存の地域 IP 網（NTT 東西地域会社の電話局間を結ぶ IP バックボーンネット

ワーク）と既存のブロードバンド・アクセス網（FTTHやADSL）により既に提供されてい

るサービスと同等であり価格も変わらない。このため、既存の個人・企業ユーザの NGN

への移行が本格化し地域IP網のNGNへの吸収が進むのは、サービスエリアが全国規模に

拡大し、1GbpsFTTH（2008夏）、オンデマンドVPNやSaaS（2009春）など、NGNならでは

のサービスが開始される2008年後半以降になると見られる。NTTのNGNにとっては、提

4社4社---UNI利用次世代イーサ

16社-6社9社14社UNI利用

12社--9社10社SNI利用

次世代IP

（参考）インター
フェース利用社

数

イーサ接
続機能

ISP接続機能（
PPPoE接続機能）

マルチキャ
スト通信機

能

インタラクテフィブ（
ユニキャスト）通信

機能

4社4社---UNI利用次世代イーサ

16社-6社9社14社UNI利用

12社--9社10社SNI利用

次世代IP

（参考）インター
フェース利用社

数

イーサ接
続機能

ISP接続機能（
PPPoE接続機能）

マルチキャ
スト通信機

能

インタラクテフィブ（
ユニキャスト）通信

機能

機能

開示インターフェース

16社9社9社12社10社
次世代IP

SNI/UNI利
用

（参考）
品質クラス
利用社数

ベストエフォー
ト クラス

優先クラス高優先クラス最優先クラス

16社9社9社12社10社
次世代IP

SNI/UNI利
用

（参考）
品質クラス
利用社数

ベストエフォー
ト クラス

優先クラス高優先クラス最優先クラス

[ インターフェース・機能の利用者数 ] 

[ 品質クラスの利用者数 ] 
SNI : Service Network Interface 
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[出典： 日経コミュニケーションズ2008.04.15号ほか ]  

2007年4Q 2008年1Q 2008年2Q 2008年3Q 2008年4Q 2009年1Q 2007年4Q 2008年1Q 2008年2Q 2008年3Q 2008年4Q 2009年1Q 

・ フレッツ・キャスト
（QoS付きユニキャスト）

・ 地デジIP再送信専用マルチキャスト

・ フレッツ・キャスト
（QoS付きユニキャスト）

・ 地デジIP再送信専用マルチキャスト

・ フレッツ光ネクスト
・ ひかり電話（標準音質、高品質）
・ フレッツ・キャスト（QoS）

・ フレッツ光ネクスト
・ ひかり電話（標準音質、高品質）
・ フレッツ・キャスト（QoS）

・ ひかり電話オフィスタイプ
・ フレッツ・VPNゲート
・ ビジネスイーサ ワイド（県内・県間）

・ ひかり電話オフィスタイプ
・ フレッツ・VPNゲート
・ ビジネスイーサ ワイド（県内・県間）

企業向けサービス企業向けサービス

事業者向けサービス事業者向けサービス

個人向けサービス

・ フレッツ光ネクストビジネスタイプ
・ ひかり電話オフィスタイプ改良版
・ ハイビジョンテレビ電話
・ フレッツ・VPNワイド

企業向けサービス企業向けサービス

・ QoS付き企業向けVPN
・ 大規模事業所向けIP電話

企業向けサービス企業向けサービス

斜体字はNGNによる新サービス

東京23区など 県庁所在地首都圏12局など

供するサービスの充実度に加え、2010年に始まるNTT再々編論議や「放送と通信の融合
＊1」の論議の行方も、その発展を左右する鍵となろう。 ＊1: 本誌 Vol.6  2007/12 ＜トピッ

クス＞放送と通信の融合(澤井 斌 氏)参照。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         図12 NTT東西の商用NGNサービス展開計画 

 

 

終わりに 

 

 以上述べてきたように我が国の通信インフラは世界的に見て 先端レベルにあり、我

が国の産業競争力の基盤として今後も一層整備されていくことが期待される。 

 

＜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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インターネットにおける脅威：第Ⅱ部 

本法人会員 奥村 悌二 

 

 

第Ⅰ部では古典的なウイルス、スパイウェア、アドウェア、ボット攻撃、スピア攻撃

などの様々な脅威を個々に概観しました。 

ウイルス、ワーム、トロイの木馬など従来型の脅威は社会を騒がす破壊的な行為が目

的でしたが、フィッシング、ボット、スピアなどの新しい脅威は侵入技術、ステルス技

術、偽装技術の組み合わせで実装されおり、まだＯＳに修正パッチがない脆弱性をつい

てコンピュータに侵入し、ウイルス対策ソフトの検出を逃れ、心理作戦により利用者を

欺いて金銭を搾取しようとします。 

第Ⅱ部ではウイルスやマリシャスコード（参考２）の「発生・侵入」、「増殖・感染」、

「隠蔽」等のメカニズム、人間の心の弱い面をつく心理作戦、そしてステルス技術等

新のウイルスが実装する高度な技術について解説します。 

 

第Ⅱ部 ウイルスのメカニズムと心理作戦 

１．脆弱性 

 脆弱性には通信手順（プロトコル）の実装方法の不備、ソフトウェア仕様に対する考

慮不足、基本設計に関する問題など様々な種類があり、ウイルスはこれらの欠陥をつい

て「攻撃」や「侵入」を行います。なお、以下で解説する脆弱性の中にはWindows Vista

ではすでに改善されている項目があることに留意をお願いします。 

1.1 圧縮・伸張ソフトの仕様考慮不足 

Winnyを狙った「Antinny」は圧縮・解凍ツールが持つ「圧縮されたファイルが格納さ

れたフォルダと異なるフォルダに解凍される」という脆弱性をついて、ウイルスを

Windows のスタートフォルダに解凍しますので、この状態で Windows を起動すると、利

用者はまったく気が付かずに感染してしまいます。このウイルスに感染すると、PC内の

ファイルがプライベート領域にあっても勝手にファイル共有に変更し、結果として無差

別にプライベートファイルを外部に流出させてしまいます。 

1.2 バッファオーバーラン 

 バッファオーバーランは様々なプログラムに共通に存在する代表的なセキュリティホ

ールです。プログラムは外部からデータ受信するため「バッファ」と呼ぶメモリを確保

しています。外部よりバッファサイズを超えたデータが送られてきた場合「バッファサ

イズを拡張する」、「バッファを越えた部分は捨てる」等、適切に処理すれば問題は起こ

りませんが、中には適切な処置が出来ずバッファを越えたデータ部分を溢れさせてしま

い正規のプログラムコードを破損してしまう不良プログラムがあります。ハッカーはこ
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の脆弱性をついて、オーバフローデータとして自分自身のコードを送り込み、正規のプ

ログラムコードが指定しているジャンプ先を自分のコードに置き換えるよううまくオー

バフローデータを調整し、正規プログラムの実行権を奪って自分のコードを実行させま

す。 

MSBlaster はリモートプロシージャコール(RPC)と呼ばれているサービスに存在する

バッファオーバーランを利用して、IPを生成しながらセキュリティホールが修正されて

いないPCのリモートシェルを起動し、FTPによりワーム本体を送信して実行指示を出し

ます。実行指示を受けたPCはシステム日時をチェックし特定条件が一致すればDos攻撃

を開始します。 

MSBlaster 攻撃は、修正されていないセキュリティホールがあればインターネットに

接続しているだけで侵入即感染となり、感染すると直ぐに感染活動を開始するのでねず

み算式に増殖する大変感染力が強い攻撃です。 

1.3 Windows OSの脆弱性 

ＯＳの本来の仕様であってもマリシャスコードが利用する脆弱性が存在しています。

多くのマリシャスコードはこの脆弱性を追求しており、逆にこの脆弱性を克服すればか

なりのマリシャスコードをブロックできると推察します。 

(1)  レジストリ操作 

レジストリはWindows OSやアプリケーションの基本情報、設定、拡張子との関連付け

情報等が記述されている内部データベースです。レジストリ情報の設定・更新・削除は、

通常OSやアプリケーションソフトウェアによって自動的に行われますが、ルート権限が

あれば重要な特定のレジストリへの書き込みや特定操作を可能としています。このため

ルート権限に昇格させ、自らのマリシャスコードを実行できるようレジストリキー情報

を書き換え、オリジナルなプロセスを生成すれば、マリシャスコードを実行する事が出

来ます。 

(2)  APIフック機能 

アプリケーションソフトウェアに機能追加やカストマイズする目的でユーザ指定のコ

ールをフックチェーンに挿入しランタイムに実行できるAPIがサポートされています。

マリシャスコードは自分のエントリをひそかに挿入し正規処理の中に不正処理を割り込

ませます。例えばキーストローク監視するためのAPIを、キーストロークを盗む目的の

キーロガーが悪用しています。 

カーネルモードでのコード実行もシステムデバイスドライバーやウイルス対策ソフト

には認められており、カーネルアドレス空間でカーネル特権にて動作できます。マリシ

ャスコードのルートキット（第Ⅱ部 4.3）はこれを悪用し様々な API にフックをかける

ことが出来るようになります。 

(3)  ファイアウォール 

Windows XP のファイアウォールは外部からの通信に対して監視・防御していますが、

内部からの通信に対しては無監視です。ボットやトロイの木馬は内部からの通信に対す
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る無監視をついてバックドアを設置して外部と通信します。 

バックドアには大きく分けて受動型と能動型があります。受動型のバックドアは、あ

るポートを開いて外部からの接続を待ち受けるタイプで自分からは通信しないので発見

されにくいという利点があるものの、LAN 環境では外部からのアクセスがファイアウォ

ールでブロックされてしまいます。  

 これに対して、動作しているパソコンから外部へ通信する能動型は、内部トラフィッ

ク監視を行っていないファイアウォールをすり抜けて通信出来るので、現在は能動型が

主流となっています。 

(4)  hostsファイル 

hostsファイルはIPアドレスと対応するドメイン名の一覧表で、接続要求があった場

合DNS(Domain Name Server)より先にhostsファイルを検索します。このため hosts フ

ァイルを書き換えることで、信頼できる外部の DNS を参照することなく hosts ファイ

ルに書き込まれた IP アドレスが参照されフィッシング攻撃などで悪用されています。

またセキュリティベンダーサイトやソフトベンダーの正規のアップデートサイトへのア

クセスを妨害する目的で正規のIPアドレスを不正なIPアドレスに書き換え、ウイルス

対策ソフトによるウイルス検出やプログラム更新を妨害しようとします。 

(5)  ActiveXコントロール 

ActiveX コントロールは Internet Explorer の機能を拡張するために、プログラムを

リモートからダウンロードしWebブラウザ上で動作させるための部品です。Javaと目的

は同じですがプログラム言語のJavaとは違ってネーティブコードで実装され、Internet 

Explorerを利用したネットワークサービスを実現するAPI群です。Webサイトを閲覧す

る楽しみが飛躍的に増加しますし利便性も格段に向上しますが、ローカル資源やハード

ウェアアクセスなどが可能となるため、セキュリティ上の問題が指摘されています。 

ActiveXコントロールそのものが脆弱という訳ではないのですが、Webアプリケーショ

ンで利用するJavaやJavaScriptと比較するとActiveXは群を抜いて危険なネットワー

ク技術で、ActiveX を有効とすればその PC は脆弱となります。Microsoft update など

ActiveXが必要なサイト以外にアクセスする時は無効としておくべきです。 

 

２．ウイルスの侵入プロセス 

ウイルスやマリシャスコードは主にメール、ファイル共有、Web アクセス、を経路し

て侵入してきます。 

2.1 メール 

現在ウイルス侵入方法で一番多いのはメール経由です。不特定の個人を攻撃するスパ

ムメールと標的を定めた組織の個人を攻撃するTargeted Mailがあります。 

(1)  スパムメール 

スパムメールとは一方的に送られてくる迷惑メールで、大部分のスパムメールは株や

投資などの金融情報、健康食品商品広告、ソフトウェアやコンピュータ関連製品広告な
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ど、その中身を真に受けなければ実害はないのですが、中にはスパイウェア、フィッシ

ング、詐欺など悪意あるサイトに誘導する目的のスパムメールがあります。 

セキュリティ対策ソフト大手のシマンテックは2007年7月度全世界メール総流通量の

平均66%、ピークでは80%がスパムであると報告しています。また90日間流通したスパ

ムメール内容を分類すると、フィッシングが4%、詐欺が9%、アダルトが5%だそうです。

2004年にはスパムメールによる被害額は米企業だけで100億ドル（生産性の損失、トラ

ブル対処に要した追加機器やソフトウェア、人的資源を含む）を超え社会問題となって

います。スパムメールを抑止できない以下のような原因が多く存在し、現在は決定的な

対策が無い状況です。 

①アドレスハーベストアタックといって、自動生成したメールアドレスを送付してエ

ラーが返ってくるかどうか判断する手法により、有効なメールアドレスリストをスパ

マーに販売している。 

②SMTP（メール送信プロトコル）は認証機能がなくドメイン詐称を許しているため真

の送信元を突き止める事が出来ずスパムメール送信を抑止できない。 

③スパムフィルターが利用者への配信を防止するので、フィルターをすり抜けること

ができる画像、PDF、EXCEL添付ファイルつきのスパムメール（第Ⅱ部4.4）が増加し

ている。 

④技術的なバックグラウンドがなくても低コストで大量配信することができるので少

しのヒット率でも利益が十分出せる。 

⑤スパムメールを特定のPCから送信させると目立ってしまい規制されるので、ボット

ネットを利用して分散配信し、真の送信先を特定できないようにしている。 

(2) Targeted Mail 

スピア型攻撃では特定の企業や組織を目標にしたメール（Targeted Mail）により攻

撃が行われます。攻撃者は事前に組織を調査し、業務や組織に関係ありそうな内容のメ

ールを送付してくるので、スパムフィルターでは判定できず、内容を人が読んで判断せ

ざるを得なくなります。 

① 件名・本文の工夫 

警察庁サイバー犯罪対策課課長の坂明氏は、警察や防衛庁を標的としたメール攻撃

が増加しており、警察には「不祥事への対応について」、防衛庁には「次期防衛計

画」等その組織が興味を持ちやすそうな件名で本文もクリックを誘う内容、と報告

している。 

② 文書ファイル形式の偽装 

オフィス・ソフトの脆弱性を突く「文書ファイル」（第Ⅰ部1.3）を攻撃ファイルと

して使うケースが増加しており、「実行形式ファイル以外なら大丈夫」と考える利

用者の心理をついて、安易に開いてしまう可能性が高くなる。 

2.2 ファイル共有 

「Winny」は画期的なファイル共有ソフトですが、セキュリティリスクも高く、利用者は
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それを知って利用する必要があります。「Winny」利用によりPCの脆弱性が増加する要因

は次の通りです。 

 ① 匿名性が高いため悪意あるファイルが多数アップロードされている。 

② 「キー」の一部で検索できる方法があり、人気あるファイルの名前とまぎらわし

い名前をつけた悪意あるファイルが、検索でヒットする場合がある。 

③ 検索でヒットするとP2P接続により自動的にダウンロードされるモードがあるた

め、ダウンロードされたファイルを開ける前に、個別に安全性を確認する必要が

ある。 

④ バッファオーバーランなどのセキュリティホールが発見されても、著作権法違反

幇助の容疑で起訴され有罪判決を受けた開発者は上告中であり、ソフトフィック

スできないため、脅威が直撃する可能性がある。 

2.3 Webアクセス 

Tim O'Reilly 氏が Web2.0 を提唱して以来、Wiki、インスタントメッセージング、ソ

ーシャルネットワーキングなどWeb上の新しいコミュニケーション手段にもとづく新製

品開発は、開発速度が重視されセキュリティ問題に注意が及ばず多くの脆弱性を含んで

いると推測（参考７）されます。ここでは２つのWeb攻撃例をとりあげましたが、今後

Webアプリケーションへの攻撃が増加すると予想されています。 

(1)  ダイレクトアクション 

通常のウイルスは何らかの方法でユーザが実行しない限り感染しませんが(Word や

Excelなど特定アプリに依存するマクロウイルスは例外)、ダイレクトアクション型ウイ

ルスは、Webサイトを閲覧するだけ、もしくはHTMLメールを表示しただけで感染します。 

ダイレクトアクション機能はMIME（参考３） Typeで指定されたファイルを処理するア

プリケーションを実行する機能ですが、ダイレクトアクション型ウイルスは、あるMIME 

Typeのアプリケーションが見つからなかった場合、IEはそのファイルの拡張子からアプ

リケーションを選択してしまうというセキュリティホールを巧みについた大変危険なウ

イルスです。 

(2)  クロスサイトスクリプト 

今日のウェブサイトには閲覧してきた人を楽しませようと動画を表示する動的サイト

があります。このような動的サイトには静的サイトにはないクロスサイトスクリプト

（XSS）と呼ぶ脅威が存在しています。動的サイトはスクリプト言語を用いてプログラム

しているのですが、「入力データを出力ページのどこかの箇所にそのまま表示するが、入

力チェックは行っていない」という欠陥アプリケーションが世の中には存在しています。

ハッカーはこのような欠陥サイトを標的サイトとして利用します。XSS とは「利用者が

悪意あるスクリプトで記述されているサイトを閲覧すると、別の標的サイトに悪意ある

スクリプトがクロスして渡され、 終的に利用者のブラウザにもどって悪意あるスクリ

プトが実行される」といういささか入り組んだ攻撃方法です。スクリプトが実行される

とそのページ内のリソースにアクセスできるので、標的サイトを閲覧している利用者の
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クッキーを盗み出すことができ、クッキー内容が漏洩する被害が発生します。 

2.4 Nimdaの感染経路 

古典的なウイルスのモデルとなったNimdaは４つの感染経路を利用して爆発的に増殖

しました。 

(1) セキュリティの弱いIISサーバ（URLの入力処理に関するバッファオーバーラン）

をランダムに検索しサーバに侵入します。 

(2) IIS サーバに侵入したNimda は HTML ファイルを改ざんしファイル末尾にNimda の

本体を実行するJavaScript命令を追加します。この結果改ざんされたWebページを閲覧

するだけでNimdaに感染するダイレクトアクションと言う極めて危険な機能です。 

(3) Nimdaに感染したPCはアドレス帳に保存されているメールアドレスに、Nimda本体

を実行するJavaScript命令を追加したファイル付のHTMLメールを自前のSMTPにより配

布します。このため利用者のメールソフトの送信ログには記録されず、自分のPCが送信

していることに気が付きません。このウイルスメールを受信するとスクリプト言語でコ

ード化されているため、Web と同様プレビューするだけでダイレクトアクションにより

感染します。 

(4)  Nimdaが侵入すると新たな感染活動を行うとともに、レジストリを改変し自身を上

書きしたファイルを大量に作成し、このファイルを開くだけでなくサムネイル表示する

だけでNimdaに感染し、そのPCは事実上使用できなくなります。 

 

３. 偽装工作と心理作戦 

 いかにウイルス技術が向上しても、攻撃者にとって心理作戦と偽装工作は重要です。

凶悪なウイルスやマリシャスコードも表面は本物に見せかける偽装を施し、善良なメー

ルやサイトを装っています。 

3.1 心理作戦を利用したメール 

ウイルスの大半はウイルスを忍ばせた添付ファイル付きの電子メールから侵入してきま

す。受取人が怪しまないよう人間の心理的な隙をついて受信ファイルを開く工夫を「ソ

ーシャル・エンジニアリング」と呼び、単純ではあるが成功率の高い攻撃方法です。 

(1)  差出人の詐称 

 送信先メールアドレスを感染したPCのアドレス帳から取得し宛先、差出人をPC所有

者のアドレスとする工夫を施し、受信人に「知人からのメール」と油断させ、ウイルス

付きファイルを開かせるようにします。 

(2) 件名と拡張子の偽装 

「Love Letter」と名前が付けられ、人間心理を利用して全世界1500万台以上のシステ

ムをクラシュさせ、被害100憶ドルとも言われたウイルス事件が2005年5月3日発生し

ました。件名は「I Love You」、添付ファイルは「LOVE-LETTER-FOR YOU.txt.vbs」と名

づけられ、本文内容は「kindly check the attached LOVELETTER COMing from me」とな

っているメールです。添付ファイルを開くとOutlookのセキュリティホールを利用しア
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ドレス帳からアドレスを採取して、同一内容のメールを次々に送信し被害範囲を拡大さ

せました。知人からラブレターをもらえばファイルを開いてしまうのが人情で人間心理

を巧みに利用しています。冷静に添付ファイルを見て危険な2重拡張子となっているこ

とに注意できれば良かったのですが。 

この事件は当局、ソフトベンダー、ウイルス作成者に大きな影響を与えました。 

① 100 億ドルもの被害を与えたサイバー犯罪にも関わらず容疑者は不起訴処分とな

り、各国でサイバー犯罪の法整備が急速にすすむことになった。 

② OUTLOOK のセキュティホールは以前から指摘されていたにもかかわらず放置して

いた Microsoft(MS)が事件発生後直に（5 月 15 日）修正パッチをリリースし、世

論の非難を浴びたMSはソフト保守も重視せざるをえなくなった。 

③ このウイルスはVBS(Visual Basic Script)を利用して作成されたワームであり比

較的簡単に亜種ウイルスを作れるため、ウイルス作成の敷居を一気に引き下げ、

いわゆるスクリプトキッズが出現した。 

3.2 Webサイトへの誘導 

普段は怪しげなサイトを閲覧しない人でも、罠が仕掛けてあるWebページに誘導され

てしまうことがあります。例えば一連の会話の流れが進行している掲示板で、次々と投

稿されたスレッドをたどっていき、関心を誘うような文章がつけられているリンクがあ

ると、用心深い人でもついついクリックしてしまいがちです。悪意あるWebページには

ActiveX コントロールやスクリプトを使った罠がしかけてあり、コンピュータの環境に

よってはクリックするだけでウイルスに感染してしまいます。 

3.3 実行ファイルの偽装 

攻撃ファイルは通常実行形式ファイルであり正体不明の実行型のファイルをユーザは

開かぬよう注意していますが、実行ファイルであることを気付かれないよう、文書ファ

イルのアイコンに偽装されています。文書ファイルだと思って利用者がダブルクリック

すると，攻撃ファイルはダミーの文書ファイルを生成するとともに，オフィス・ソフト

を起動してそのファイルを表示させると同時に，自分自身（実行形式ファイル）を削除

して痕跡を消してしまいます。バックグラウンドで攻撃プログラムが動作しているため，

ユーザには通常のドキュメント・ファイルを開いたと同じように見えてしまいます。 

3.4 デマウイルスの心理作戦 

 騒動を起こすために人為的に流されたウイルスのデマ情報を「デマウイルス」といい

ます。コンピュータウイルスは不正なプログラムコードを使って被害者のパソコンにダ

メージを与えますが、デマウイルスは、例えばMicrosoft社やセキュリティ会社からの

メールをかたって、巧妙な文章により被害者を不安にさせてシステムに損傷を与えよう

とします。人は何かを信じてしまうと続く事項は疑わないという弱い側面があり、そこ

を巧みについてくる訳です。 

 

「JDBGMGR.EXE 」というデマウイルスの本文は次のような内容です。 
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このウイルスは Norton や McAfee のシステムでは消せません。 

ウイルスはダメージを与えるシステムに、作動前 14 日間留まります。 

ウイルスは最近私からのメールが来た、来ないにかかわらず自動的に 

メッセンジャーとアドレス帳に登録されているアドレスに送られます。 

以下の通りに削除して下さい。 

1. スタートから始めて、検索を選択して下さい。そこからファイルや 

フォルダを選択します。 

2. 名前のところに jdbgmgr.exe と書いてください。 

3. 探す場所が C: drive になっていることを確認します。 

4. 検索開始 をクリックして下さい。 

5. そのウイルスは名前が jdbgmgr.exe の小さなクマのアイコンです。 

絶対に開けないで下さい。 

6. そのアイコンを右クリックして、削除して下さい。 

7. ゴミ箱を空にして下さい。 

 「JDBGMGR.EXE」というファイルは Microsoft Virtual Machine (VM)で使用するモジ

ュール名であり、コンピュータ内に存在して当然のファイルです。そのため、ファイル

名で検索すると検出されるのでデマの内容に信憑性が感じられ、さらにはその前、直接

的に「JDBGMGR.EXE」を狙ったワーム「WORM_RECOVERY.A」も確認されており、いっそう

不安感が駆り立てられます。このメール内容を信じて「JDBGMGR.EXE」を削除すると

MicrosoftのVMが損傷しJava言語が実行できなくなります。 

 

４. 進化するウイルス技術 

 今日のウイルスは長期間活動するために探知されない技術、探知されても駆逐されな

い技術、ソフトベンダーがセキュリティホールを修正する前の無防備なユーザへの速攻

攻撃等、高度な技術が開発されています。新しいウイルスが出現すると改良された亜種

ウイルスが短期間に次々に出現します。また有効な技術や方法が開発されると多くのマ

リシャスコードが取り込んでより強力なマリシャスコードに進化していきます。これは

不正コード開発を職業としたハッカーたちが既存の犯罪組織の経済援助に支えられてア

ングラソフトコミュニティを形成している様子をうかがわせます。 

 4.1 ポリモーフィック型ウイルス 

ポリモーフィック型ウイルスは（a）ウイルス本体部分，（b）ウイルス本体を暗号化/

復号化する部分で構成されています。ポリモーフィック型ウイルスに感染したファイル

が実行されると，まずウイルス本体が復号されて実行され，その後ランダムに選択され

た暗号鍵で再び暗号化されます。異なる鍵で暗号化されるので，ウイルス本体のパター

ンは実行されるたびに変化することになり文字列を単純にスキャンするだけのアンチウ

イルスソフトからの検出を逃れる事が出来ます。特定の標的に的を絞るマリシャスコー

ドは、アンチウイルスベンダーがウイルス定義ファイルを開発するための検体を入手で
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きず、防御が困難となります。 

目立たずに感染し長期活動を目的とするマリシャスコードはポリモーフィック型を搭

載する傾向にあります。1991 年にブルガリアの Dark Avenger が「ミューテーションエ

ンジン」を開発・発表した後、様々な「ミューテーションエンジン」が開発され入手可

能となっているため今後もポリモーフィック型ウイルスによる脅威が続くと予想されて

います。 

4.2 メタモーフィック型ウイルス 

 ポリモーフィック型ウイルスの本体は変化せず暗号化によって外見が変化しますが，

メタモーフィック型ウイルスは実行されるたびに自分自身を書き換えてしまいます。

2000年中ごろに出現した「Ghost」および「Smash」というメタモーフィック型ウイルス

は，ウイルス本体をいくつかのブロックに分割し、実行されるたびにブロックの順番を

入れ替えて本体を変化させます。単にブロックを入れ替えてジャンプ・コードを挿入す

るだけなので，ウイルスが実行されたときの挙動は変わりませんが、パターン・マッチ

ング手法で検出することは難しくなると言われています。 

以来，メタモーフィック型ウイルスの開発が進められ、「Metaphor（Etap）」ウイルス

は，コード内のある命令を複数の命令で実現するように変更した後，その命令の順番を

ランダムに入れ替えます。ウイルスの挙動は同じでも，コード自身は異なったものにな

るため，パターン・マッチングでは検出できなくなります。 

しかし、メカニズムが複雑すぎるために変化の途中で壊れてしまうケースが多く、大

きな被害をもたらしたメタモーフィック型ウイルスは存在しないといわれていますが、

完成度が上がってくれば、壊れることなく感染を広げ続けるメタモーフィック型ウイル

スが出現する可能性があり、究極のウイルスとなります。 

4.3 ルートキット 

本来、ルートキットは管理者がシステムの運用現場で正当な目的のためにプロセスや

アプリケーションの実行を隠すためのツールの名称でしたが、攻撃者はルートキットが

持つ強力な権限（システム上のあらゆる操作を自由に行なえる）に目を付けたのです。

ルートキットを利用すればマリシャスコードは自身の隠ぺい、ログ改ざんによる不正侵

入の隠ぺい、バックドアの配置、他の攻撃ツールのダウンロードなど、さまざまな不正

操作が可能となります。 

自身の存在を隠ぺいするとは、自身のファイルや収納ディレクトリ、レジストリキー

の隠ぺいを意味します。こうなると、Windows ではエクスプローラからファイルやフォ

ルダが見えない状態になります。自身の活動を隠ぺいすると、タスクマネージャのプロ

セス一覧に表示されない状態になります。このような隠ぺい工作は、カーネルモードの

ドライバとして設置できればシステムの深いレベルで動作して、正規のプロセスのため

のメモリ領域に悪意のあるコードを挿入し、ＯＳが用意しているAPIをフックすること

により可能となります。ルートキットはシステムがどのように動作しているのかを理解

し、システムの正規の動作の中に自身の活動を隠す高度な技術ですが、入手可能なオー



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

プンソースが存在しており、中身を理解していなくとも使用できるためマリシャスコー

ドでの利用が拡散しています（参考４）。またＯＳの奥深く特権モードでマリシャスコー

ドが動作すると、検出が困難、除去も困難となるため深刻な脅威となっています（参考

５）。 

4.4 検出・除去回避技術 

(1) ランタイムパッカー 

ランタイムパッカーは実行形式のファイルを圧縮されたままでも実行可能な状態で圧

縮するプログラムです。圧縮形式を特定できない限りアドウェアやスパイウェアの識別

が困難で、さらに実行時にメモリ展開されるまでは全く分からなくすることもできるた

め、マリシャスコードに悪用されています。 

(2) watchdog プロセス 

watchdog プロセスは、正副 2 個のプロセスを使用し、除去処理からプログラムを守

るために互いのプロセスを監視させます。そして、正のプロセスが停止した場合には、

副のプロセスを自動的に再起動させます。 

(3) ISearch 

ISearch はカーネルモードのAPIをフックし、ユーザがファイルまたは関連するレジ

ストリキーを削除しようとする際には、アクセスが拒否された旨を伝えるメッセージを

返し、自身のファイルが削除されるのを阻止します。 

(4) 検出環境回避 

特別な対策をせずウイルスに感染しやすい環境にしてウイルスをおびき寄せ検体を取

り出す環境をハニーポットといいます。ハニーポットは VM (Virtual Machine) 環境下

に設定される場合があり、自分自身の検出を回避しようとするウイルスはVM環境が設定

されているPCであれば感染活動を行わないで終了します。同様に自身の振舞を分析され

てしまうデッバグモードが設定されていればやはり感染活動せずに終了します。 

(5) スパムフィルター回避 

テキストメールであればスパムフィルターに確実に捕捉されるようなキーワードが含

まれた内容を、HTMLメールによってスパムフィルターをすり抜けるフィッシング詐欺メ

ールが出現しました。  

「Earthlink client information confirmation」と題されたメールは、人にはテキス

トメールのように見えますが、実は表を使って複数のセルに文字列を分割して入れ、表

組みの罫線は非表示にしたHTMLメールで、文字の途中にタグが挿入されているのでスパ

ム判定が難しくなるわけです。 近金融機関は「HTMLメールは危険」としてテキストメ

ールを利用するようになりましたが、この点でも人を油断させようとする意図が見受け

られます。 

またAT&Tをかたったフィッシングメールは、人には見えないように背景色と同じ文字

列が大量に挿入されたHTMLメールでした。スパムフィルターがそれらの文字列を拾って、

スパム判定を誤ってしまうことを狙っているのです。 
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4.5 ゼロデイ攻撃（Zero-day Attack） 

ゼロデイ攻撃とは、新しいセキュリティホール情報が公開された後セキュリティパッ

チが配布される前に（参考６）、そのセキュリティホールに対して行われる攻撃のことで

す。さらには、以前のバージョンに潜在していたセキュリティホールが 新バージョン

に引き継がれている場合、公表前に攻撃される場合もゼロデイ攻撃といいます。この攻

撃が特定企業を狙ったスピア攻撃で使用されると、狙われた企業側は防御できず侵入を

許してしまうので、秘密兵器となります。 

シマンテックインターネットセキュリティ脅威レポートは 2006 年上半期に 2249 件

(2005年下半期の18%増)の脆弱性を新たに報告しており、内80％は容易にエクスプロイ

ドコード（公表される前にその脆弱性を追求したコード）が出来ると推定しました。そ

して「その期間に観測されたエクスプロイドコードの約58% は、脆弱性が公表されてか

ら 6 日以内に出現し、そのうち 25% は 1 日未満、33% は 1 ～ 6 日以内に出現した」

と発表しています。 

脆弱性のエクスプロイドコードが短期間に開発されれば、ユーザが危険にさらされる

期間が発生し、その間脆弱性の影響を受けるアプリケーションが実行されているコンピ

ュータやシステムは、被害を受けやすい状態のままになってしまいます。危険にさらさ

れる平均期間は2005 年上半期平均60 日間、2005 年下半期平均50 日間、2006年上半

期28日間とシマンテックは発表しています。ソフトベンダーも年々努力し、パッチの開

発時間は大幅に短縮されているものの、それでもなお、危険にさらされる期間が存在し

ています。 

2006 年 5 月 19 日に報告されたMicrosoft Word 2003 のパッチがリリースされてい

ない脆弱性をついて、「Trojan.Mdropper.H」 と呼ばれるトロイの木馬プログラムが特定

企業を攻撃した例があります。「Trojan.Mdropper.H」により仕掛けられた

「Backdoor.Ginwui」 と呼ばれるバックドアは、さらなる攻撃を実行するための追加フ

ァイルをダウンロードしたり攻撃者からの制御コマンドを受信したりするために、ポー

トリスニングを行って待機するものでした。 

 

ソフトベンダーは既存ソフトの保守を行いながら、ソフト開発を進めており新たなる

脆弱性やセキュリティホールも作り込んでいるわけで、脆弱性は減りそうになく（参考

7）、ここを抑え込まない限りハッカーにとって有利な状況であり、インターネットの影

の部分はなくなりそうにありません。 

 

あとがき 

携帯電話が世界に普及し、デジタル放送、IP電話、などデジタル化とネットワーク化

が進む現代では、インターネットとコンピュータは中枢機能となり便利になる一方、国

家や市民生活への脅威はますます増しているように思えます。将来、中枢機能を直撃す

る脅威が発生し社会が混乱する事態となるかもしれません。 
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組織化された犯罪者による、国民生活に影響をおよぼすサイバー攻撃、インフラ、金

銭犯罪まで様々な脅威に対抗し、健全な社会活動や信頼出来る企業活動をこれからも発

展させるにはどうすべきでしょうか？ インターネットは皆がプレーヤーです。HWベン

ダー、ソフトベンダー、ISP、セキュリティベンダー、オープンソフトコミュニィティ、

研究所、学校、企業、政府、そして我々利用者は、全世界共通の財産であるインターネ

ットに対して、それぞれ果たすべき責任と義務があろうかと思います。その責任義務を

はたしてこそ、不当な利得を計ろうとする犯罪者を排除することができ、インターネッ

トによる繁栄を享受できると信じます。 

 

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

ットなどを総称でマルウェアとも呼びます 

参考３ MIME(Multipurpose Internet Mail Extension)は様々なフォーマット（書式）

を扱えるようにする規格で、MIME が登場する以前のメールはテキストメールと言い

件名や本文にASCII以外のコードは使用できず、非英語圏では地域内での約束として

独自の文字コードを採用しましたが、件名に日本語は使用できない、国際間では英語

以外使用できないなどの制約があり大層不便でした。MIME は、様々なデータ型を指

定できるように再定義し、動画・画像・音声といったバイナリデータをASCII文字列

に変換する方法、ファイル種別を見分ける方法、複数の異なるデータ型を格納し入れ

子に構造化出来るようになりました。HTML メールはメール形式ですが内容は Web と

同じ言語（HTML）で記述されておりメールソフトが受信するとIEを利用してMIMEに

より記述されたデータを可視化しています。画像が表示され音楽が自動的に流れ出す

HTMLメールを受け取る事がありますが、これはMIMEを実装したメールソフトのダイ

レクトアクション機能によるものです。 

参考４ McAfee Avert labsのResearch Scientist であるAditya kapoor氏はいくつか

の有名サイトから収集したオープンソースのrootkit 24パッケージとMcAfee Avert 

labs が収集した既知のマリシャスコードを比較し、どれほどオープンソースが拡散

しているか調査した結果、半数のrootkitが、マリシャスコードとして拡散している

と発表しています。 

参考５ Microsoft のセキュリティプログラムマネージャである Mike dnseglio 氏は

2006年 4月のInfoSec World Conference で「rootkit や高度のスパイウェアプログ

ラムに対処するには、システムを一から再構築し直すしかありません。オペレーティ

ングシステムを再インストールする以外に修復の方法はない場合も考えられます。」

と発言し大勢の参加者を驚かせました。 

参考６ 脆弱性公開に関するプロセスは 2004 年 Organization for Safety(OIS)が設立

され、セキュリティ研究者や組織を対象としたガイドラインを定めました。そのガイ
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ドラインで関係者は修正がリリースされるまで脆弱性の存在を秘密にしておくこと

が求められていますが、オープンソースを推進しているオープンソースコミュニティ

ではあらゆる研究結果を共有（フルディスクローズ）することがインターネット発展

のために良いとされており、脆弱性も即座に公開すべきと考えている研究者がいます。 

参考７ シマンテック 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

2526件（2006年上半期12%増）の脆弱性を記録し、内4%が高リスク69%が中リスク、

脆弱性全体の66%が Web アプリケーションに関係し、脆弱性全体の74%が悪用容易と

判定され内94%がリモートでの悪用可能な脆弱性と、報告しています。 
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第３部   組込みソフトウェア設計開発に関する提言 

－ 終章：とある試み－ 

本法人会員／小尾 優三 

 

◆はじめに： 

本稿では組込みソフトウェアの設計開発についてふれてみたい。私はこの分野をいま

だかって実体験したことがない。しかしながら、私が長い間経験してきた「ＯＳの設計

開発」に相通じることも多いにちがいないという思いもあり、組込みソフトウェアの設

計開発における原理原則論とその方法論にたどりつくことができればという思いだけが

先行していると言える。その結果、若い技術者に対する一助となれば幸甚というもので

ある。組込みソフトウェアの特徴は物理的な諸現象を計測することと計測された情報に

よって物理的装置を制御することにある。しかも、これらのことはリアルタイムに処理

されなければならず、その応答性と信頼性が重要な命題であると思われる。そして、組

込みソフトウェアによる製品自体には常に経年変化による故障や物理的な障害が発生す

る可能性を内包しており、そのための適切な対処がなされるべくそれなりに設計されて

いなければならない。また、この製品が出荷されると、市場競争力を持続するために自

ら陳腐化することも必要とされ、後継機種の設計開発に腐心することが求められる。そ

のような背景を認識した上で「その当初から、いかに設計されているべきであるか」と

いうことが問いかけられていると思う。いわゆる「Ｗｅｌｌ－Ｄｅｓｉｇｎｅｄ」とい

う言い方がある。そこでは、市場原理に基づく経済性を見越した機能設計および構造設

計のあり方が問われているのである。 

現在では熱・圧力・流量・温度・湿度(露点温度)・傾き・速度・加速度・捻れなどの

計測は安価で優れた性能のセンサーが各種製品化されており、組込みソフトウェアを応

用した製品はいわゆるセンサー･ベースのシステムであるとも言える。そして、組込みソ

フトウェアを応用した製品の設計開発には投入可能な初期費用におのずと限度があり、

またかつ、その費用を回収することのリスクも高い。しかも、製品化後のメンテナンス

のために、さらなる追加費用が発生するはずである。このような前提条件下で「Ｗｅｌ

ｌ－Ｄｅｓｉｇｎｅｄ」な製品を開発するためには製品開発のフェージング(段階化)と

いう考え方が必須となり、初期投資時点と 終投資時点における製品イメージをある種

の設計思想とも言えるものに表わし、その実現時期をロードマップの形にして明確にす

ることが望まれる。このことが第一義的にもとめられる設計開発における原則である。

すなわち、設計者はその設計思想とどのような製品がいつの時期に実現されるかという

ことをロードマップで示し、その各フェーズにおける製品の位置づけを文書化すべきで

ある。そして、その設計レビュー時においては機能設計に加えて、構造設計の必要十分

性を論議すべきであり、その製品が持つ拡張性と外延性を掘り起こしていくことも大切

にしてゆかなければならない。そこでは原理原則論が不可欠なのである。 
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◆組込みソフトウェアの設計における原理原則論： 

組込みソフトの本質的特性はその開発において前例や事例を期待できず、規範や模範

をもとめることができないことにある。これまで私が体験してきたＯＳの設計開発にお

いてはＩＢＭ社などのＯＳの存在があった。そのために、その方向性や具備すべき基本

的な概念と諸機能についてはかなり明確であったと言える。従って、仕様を明確にする

という｢スペック化｣についてはさほど支障をきたすことがなかった。つまり、この種の

設計開発においては高度なテクカルライティング能力が要求されるのであるが、モデル

化された目標の存在が大きな意味を持っていたのである。それとは逆に、この点が組込

みソフトウェアの設計における高い障壁になっているのである。この「モデリング」と

いうことも基本的な原理原則論であろうと思われる。それ故に、市場に受け入れられる

製品を設計開発するために、幾度もの試作が繰り返えされているのである。このような

前提条件をふまえ、もし仮に、私が組込みソフトウェアの応用製品を設計するかレビュ

ーする立場になったならば、つぎのような基本的な考え方でことに当たるつもりである。 

 

（１）モジュール化：プロジェクト管理の重要な単位であり、各モジュールが分担すべ

き機能を明確にし、それぞれの関連性と相互のインタフェース条件を図示するこ

とで、実現すべき全体の機能および構造を概念的に設計する手法である。また、

各モジュールはその入力条件と出力条件を明確にしておかなければならない。そ

して、再利用性／部品化可能性／機能的共通性が考慮されて設計されるべきであ

り、その定義においては「Open/Closed」「Begin/End」「Call/Return」「Star/Stop」

「Input/Output」と言ったように閉じられていなければならない。つまり、境界

条件が満足されていなければならない。 

（２）レイヤー化：物理的機能層から論理的機能層へとモジュール群間の階層関係を明

確にすることである。より上位のレイヤーはその適用目的に応じた別な機能モジ

ュール群に切り替えて実装可能でなければならない。 

（３）状態の定義とその遷移：状態を明確に定義し、それらの状態はどのようなイベン

トの生起によって遷移するかを定義すること。つまり、状態遷移のトリガー条件

を明確にすること。 

（４）正常処理系と異常処理系との区分け：各モジュールはその実行結果において必ず

コード化された情報をもって呼出し側に知らせなくてはならない。この情報はリ

ターンコードと呼ばれることが一般的である。設計時にはこのリターンコードを

各モジュール固有に付与することが重要であり、「リターンコードの付与基準」と

してその規則を明文化しておかなければならない。さらに言えば、リターンコー

ドによってそのモジュールが正常に終了したか否かが明確に切分けられるもので

なければならない。システムの障害に対してはその波及範囲の極小化とその復旧

に必要とされる代替リソースを考慮しておかなければならない。 

（５）品質評価の仕掛けのビルトイン化：組込みソフトウェアを開発する上で大きな問

題は品質をどのような方法で保証するかが課題。設計時からその手法を仕組む必
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要がある。 

 

◆とある試み： 

第１部では「私のゴルフスイング理論とソフトウェア考」と題してゴルフスイングに

おけるその原理原則にふれている。原理原則を考察しないかぎり、その方法論を習慣化

できないという点でソフトウェアの設計開発と極めて共通性があるからである。しかも、

原理原則論だけではスイングのあり方をいい尽くすことができず、それらをどのような

方式で実現するかという方法論なしにスイングの実体は表現しえないのである。 

そこで、この稿では私の考えである「方法論」にふれることとしたい。そして、「原

理原則論」とあわせて、「ゴルフスイングの解析シテスム」を想定し、そこに組み込ま

れるべきソフトウェアをどのように設計すべきかについて考察してみたい。 

 

（１） 状態の定義と計測情報の同期化：このシステムにとって も重要なことは解析す

べきスイングの状態を定義し、その状態において各センサーからの計測値を同期

化することである。第一部ではスイングにおけるチェックポイントとも言える７

つの状態「Ａ－モジュール」「Ｉ－モジュール」「Ｂ－モジュール」「Ｌ－モジュー

ル」「Ｌｉ－モジュール」「Ｂｉ－モジュール」「Ｆ－モジュール」を定義している

が、このシステムではこれらの状態を使用し、その状態における計測値をタイマ

ー情報で同期化する。各ゴルファーのスイングにとって、上記の状態をどの時点

のものとするかが問題となるが、ある短いサイクルで計測しておき、該当する状

態を検索する方法が妥当であろう。 

（２）スイングの解析方法：解析の主眼は上記の７つの状態においてグリップのどの部

分にどの程度の圧力と捻れが計測されているかであり、両足のつま先とかかとに

おいても同様である。このことに、加えて、どの時点で初動負荷がかけられてい

るかも計測されるべきである。このシステムを製品化する前に、スイングの良し

悪しが判断できるように、いろいろなスイングの計測値を実験で採取する必要が

ある。さらに、その上で、改善されるべきポイントがゴルファーに指摘されるべ

きである。 

（３）解析結果の表現方法とフェージング：どのような表現方法で解析結果をゴルファ

ーに提示するかによってこの製品が市場で受け入れられるか否かが決まる。すな

わち、このシステムにとってはゴルファーのスイングにどのような「フォルト」

があり、その結果としてのショットとの因果関係を明確にできるかどうかという

説明能力が問われている。つまり、解析結果の表現方法には説得力が求められて

いるのである。そのために、少なくとも、「トライアル(試作／試供)版」と「正式

版」という２段階の開発が必要であろう。トライアル(試作／試供)版は「画像解

析なしのシステム」であり、正式版は「画像解析ありのシステム」である。なぜ

なら、画像解析ソフトウェアの開発量が大きく、センサーからの計測情報と同期

化することが難しい課題となるからである。 
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◆ゴルフスイング解析シテスム： 

 このシステムは下記の方法論で述べられているスイングのあり方を「両足のつま先と

かかと」および「グリップ」で生じる「圧力」「捻れ」「速度(加速度／源速度)」をセン

サーで計測して、スイングの実体を明らかにするものである。私のゴルフスイング理論

では「大きな筋肉」をスイングの主役にすることが基調になっている。逆の言い方をす

れば、その結果として「手先」と「足先」は極めて受動的であり、スイングの良し悪し

を微妙に感じているところであり、かつ、外見に表れないところでもある。つまり、超

高速度カメラによる映像を画像分析する方法には限界があり、そのために、「両足のつま

先とかかと」および「グリップ」にセンサーを装着することを考えたのである。ただし、

後述されている「首のつけ根からグリップにつながった仮想的紐」の張力をどのように

計測するかという問題がある。実際に見えるわけではないので超高速度カメラの画像解

析では認知できず、また、センサーによる計測も不可能であろうから、このシステムの

課題として残さざるをえない。このシステムでは下記のようなセンサーの存在を仮定し

ているが、ゴルファーの身体に苦痛を与えず、また、計測情報を無線で送信できるかと

いうこと、なおかつ、それらへの電源供給をどうするかというハードウェア上の技術的

問題が解決されなければならない。さらに、各センサーの計測情報をリアルタイムでど

のように同期化するかというシステム上の大きな課題もある。これらの中で電源の問題

はＮＥＣの研究所が開発途上にあるプラスチック素材を利用したやわらかい布状の電池

で解決できそうであり、ベルトを電池化することとする。 

 

(１) 本システムの概要(設計概念)：セットアップからスイングを通じて、ゴルファーの

各関節がどのように働いているかをリアルタイムに計測／解析し、それに加えて、

超高速度カメラによる映像を画像解析して、スイング終了後にリアルタイムで知ら

せるシステム。できることならば、スイング分析の結果を音声で知らせたいが、さ

らに難しくなるので、初期バージョンでは図示による情報にとどめる。通常、ゴル

フスイングではいいショットとそうでないショットとがばらつくので、スイングの

問題点が克服されているかという履歴を保存管理できるようにも設計されていな

ければならない。つまり、ゴルファーのスイングが改善の方向に向かっているのか、

あるいは、崩れている方向にあるのかが分かるように図解されるものでなければな

らない。 

(２) 外部条件としてのセンサー技術：首のつけ根からグリップにつながった仮想的紐を

どのようにセンスするかが課題であるが、それ以外のことはほとんど認知が可能。

ただし、センサーの情報をどのような方法で取得し、解析の結果をどのような手段

でゴルファーに知らせるかが技術的課題。とにかく、各センサーの情報はゴルファ

ーのベルトの背部に装着している処理装置に無線技術で送信。カメラの映像とセン

サーによる計測情報との同期はタイマー情報でマッチング。 

（ａ）つま先およびかかとのセンサー：これは靴底の敷き皮に圧力センサーと捻れ



Vol.7 2008/6                                                          31 

センサーを埋込むことで技術的に可能 

（ｂ）インパクトの祖形の崩れを認知できるセンサー：両肩／両肘／両手首の部分

に捻れセンサーと速度センサーが埋込まれた特殊なウェアで可能  

（ｃ）グリップのセンサー：特殊な手袋の各指の関節部分に圧力センサーと捻れセ

ンサーを埋込むことで可能  

(３) 必要とされるその他の技術：各関節と頭と臀部の状態およびクラブヘッドの状態を

認知することができる画像解析技術が要請される、また、クラブヘッドがボールに

与えたインパクトの瞬間を解析するために、１０００フレーム／秒上の超高速度高

精細カメラによる撮影技術も重要な要件である。 

(４) 本組込みソフトウェアの基盤：μＩＴＲＯＮをベースに３２ビットのアドレス空間

を持ちうる高速ＣＰＵ、タイマー制御(ミリ秒以下の精度)、並列制御 

(５) 経済的価値：当初はゴルフ練習場に設置するシステム。 終的には個人の練習場で

も利用可能になるように、超高価な超高速度カメラなしでも、デジカメ・ベースの

製品に 適化。この時点では量産効果からその普及範囲が広がり、先行者利益が期

待できる。しかし、やがて追従する企業も多くなり、より使いやすく、費用対効果

が高い製品の開発が必要となる。デジタル・カメラは今後急速に高度化され、かつ、

大衆化が進む。特に、中高年の女性ゴルファーがさらに急増するので、その市場に

向けたこの種の製品は待望されるにちがいない。 

 

◆本「ゴルフスイング解析シテスム」で想定しているゴルフスイングの方法論： 

第１部で述べている原理原則論だけではスイングのあり方をいい尽くすことができず、

それらをどのような方式で実現するかという方法論なしにスイングの実体を表現しえな

い。ここからは上記の原理原則論に則ったスイングをするために、いくつかの方法論を

展開したい。そのイメージは「逆Ｃモデル」と「Ｘ字モデル」をイメージした捻じり込

みが不可欠であり、「逆Ｎ字モデル」の重心移動なしに成立しがたい。そして、その根本

は「インパクトの祖形」を崩さずしていかにスイングするかということに集約できる。

これから展開する三つの方法論「扇モデル理論」「天秤棒モデル理論」「けん玉モデル理

論とヨーヨー・モデル理論」に加えて、それらの方法論を実践するために必要とされる

「セットアップのあり方」について述べることで締めくくりたい。なぜなら、原理原則

論も方法論もその成立条件が「セットアップのあり方」に完全に依存しており、セット

アップには明確な目的意識が必要不可欠である。ぞして、その目的意識がスイングの原

理原則に対して正しく働きかけるのでなければならない。 

そこで、方法論を展開する前に、前述の原理原則論に対する認識を今一度さらに深堀

し、方法論の基底となる「つま先による軸起こし」という所作についてふれておきたい。 

そもそも、Ｘ字モデルはその交点(鼠頭骨)で互いにその頂点で接する二つの三角形から

なっているとみなすことができる。すなわち、その上部である逆三角形は「インパクト

の祖形」そのものであり、下部は鼠頭骨と左右の足のつま先からなる三角形とみなすこ

とができる。前者は上半身による捻転作動部であり、後者は捻転と上半身の重心を支え
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る受け皿のように働かせるべきであり、ここでは「スイングの受け皿」と略称したい。

スイングの開始に伴い「静」から｢動｣へとその状態が遷移する。すなわち、Ａ－モジュ

ールからＩ－モジュールへの状態遷移であり、そのあり方がスイングの質を決定づける

のである。特にここで強調されなければならないことは「スイングの受け皿」の原型を

崩さずに、その頂点で接する「インパクトの祖形」を捻転されなければならないという

ことである。しかしながら、この原則は守りがたい。犯しやすい代表的なフォルトは「テ

ークバック開始時に左の膝を内側に折ってしまうこと」と「ダウンスイング開始時に右

の膝を内側に折ってしまうこと」である。このフォルトは不十分な飛距離に悩んでいる

アマチュアゴルファーの大多数に見られる悪癖である。その逆のことが「スイングの受

け皿」の原型を崩さないということである。いわゆる「がに股に構えろ」という表現で

喧伝されていることなのである。インパクトゾーンにおけるスイングで「スイングの受

け皿」の原型を崩さずに、上半身の重心を右に移すために、つぎのように「つま先によ

る軸起こし」という所作が極めて有効に機能するのである。 

 

（ⅰ）Ｘ字モデルにおいて、左肩と右足の拇指丘とが結ばれた線(「テークバックの捻

転軸」と略称)を意識。 

（ⅱ）そのとき、その線上にあるＸ字モデルの交点(鼠頭骨)に位置づけられているグ

リップエンド(左手の小指と薬指)が十分にカッピング(第一部「ゴルフスイング

とソフトウェア考」参照)されていることを確認。 

（ⅲ）左肩を右足の拇指丘のところまで移動させることで、傾いていた状態の「テー

クバックの捻転軸」は垂直な捻転軸(軸起こし)となり、水平なボディターンが

可能になることを意識。 

（ⅳ）このときにおいてもスイングという動作はなされていない。上記の左肩の移動

は能動的な動きではなく、右足の拇指丘を内側に捻り込むことによって、左肩

が引き寄せられることでスイングが開始される。このことで「つま先による軸

起こし」という所作が完了。 

（ⅴ）この時点でＡ－モジュールからＩ－モジュールへと状態遷移しているが、「イン

パクトの祖形」および「スイングの受け皿」いずれもその原型をとどめたまま

の状態。 

 

ここで重要なことはグリップエンドがアドレス時の高さのまま、インパクトゾーンの

右端に位置づけられていなければならないことである。また、また、頭部が右に移動さ

せられているために、Ｘモデルの交点(鼠頭骨)を支点にして、臀部が左後方にバンピン

グされていなければならない。このことは「ヤジロベェの原理」と呼びたいところであ

る。この「つま先による軸起こし」という所作はこれからふれる三つの方法論「扇モデ

ル理論」「天秤棒モデル理論」「けん玉モデル理論とヨーヨー・モデル理論」が同時進行

的に実行されることで、その真価が発揮されることを強調しておきたい。 
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（１）扇モデル理論：この方法論の考え方を概括すると、上記の「つま先による軸起こ

し」が前提になっているが、ボ－ルにアドレスしたときのクラブヘッドを中心に

して、地動説的に上体を扇状にターンさせるイメージである。前述のことと重複

するが、その所作は次のようなこととなる。 

  （ａ）原理原則論における「Ｘ字モデル」の捻転軸を想定し、その交点である鼠

頭骨(実際にはグリップ)を支点にして、Ｘ字の下部に相当する下半身を扇

のように広げる(「がに股の構え」)。テークバックの開始と同時に左股関

節を左後方にひき(バンピング)、左の膝をブロック。 

（ｂ）さらに。Ｘ字の上部に相当する両肩を扇のように広げる(「つま先による軸

起こし」)。 

（ｃ）両手の拇指丘を支点にしてグリップを扇のように広げる。 

（ｄ） 左肩および左腕をそのままにとどめ、クラブシャフトから右肩をひき離す。 

（ｅ）Ｘ字の交点であるグリップをクラブヘッドよりも先行させて、かつ、Ａ－   

モジュールの高さのままグリップをＩ－モジュールに状態を遷移させ、ク

ラブフェースのネック部を支点にして上半身をラウンドさせる。 

（ｆ）つまり、そのクラブヘッドを中心にして重心が自然に移動させられること

(地動説的に旋回させて左後方に重心を移動させること)でクラブフェース

のオープン性は保持されるのである。 

（ｇ）左グリップはカッピングされ、右グリップはコッキングされる。この扇モ

デル理論はグリップおよび鼠頭骨がその(扇の)要となっているイメージで

あり、そのことによって「インパクトの祖形」が保持されるのである。つ

まり、 も大切なことは「インパクトの祖形」が保持されることであるこ

とを重ねて強調しておきたい。 

 

ここまでがテークバックの初動スイングである。その逆のスイング、すなわち、

インパクトゾーンにおけるスイングではつぎのようになる。ボールにインパクト

を与えるときには扇を閉じるイメージとなり、クラブヘッドがアドレスしていた

位置にいたるまで（インパクトの直前まで）クラブフェースの向きがオープンの

ままに保たれ、インパクトではクラブフェースの向きが瞬発的にスクェアな状態

にもどされるスイングをイメージしている。この打法の特徴は「クラブのネック

を要とする扇を想定したとき、インパクトの直前までクラブフェースを開いたま

まにしておき、インパクト直後においてもオープンなままにしておくがためにク

ラブヘッドのネックをはねあげ、クラブフェースでボールをスライスしながらフ

ェースに乗せる打法」であるとも言える。つまり、クラブフェースをスクウェア

にしてそのまま横に振りぬくのではなく、クラブフェースをオープンにしたまま、

インパクトのタイミングで上体を瞬時的にターンさせ、クラブフェースをスクウ

ェアな状態に戻すのである。クラブフェースのターン軸はクラブシャフトであり、

この軸をボディターンの軸に同化させるイメージなのである。インパクトでの意
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識は｢ボールを打つ｣というのではなく、落下してくるクラブヘッドを上半身で跳

ね上げるイメージであり、インパクトの瞬間はＩ－モジュールであって、Ａ－モ

ジュールではない。すなわち、Ａ－モジュールはフォロースルーの一部なのであ

る。そのことによって、両肩の回転と同期して「クラブフェースでボールの芯に

捻れのインパクトを与える」のである。つまり、ゴルフクラブの構造がそのよう

に設計されているので、このことが「クラブフェースをオープンしたままボール

を打つ」という表現になっているのである。このときに留意されるべき極めて重

要なことがある。それはいわゆる「頭を残す」ということである。頭はかなり重

い。その頭の重みに対してＸ字モデルの交点で均衡させる役割を果たさせるのが

テークバックにおけるバンピング(臀部の突き出し)であり、下半身の重み(特に、

臀部)で均衡させるのである。テークバックにおいては左膝にその重みを乗せてい

る臀部と右膝に乗っている頭の重みとを鼠頭骨(グリップエンド)でバランスさせ

ているイメージである。そして、インパクトにおいてはこの頭が‘おもし’とな

って右サイドでの扇を閉じる支点になるのである。 

そもそも、ゴルフスイングの理論は英語の「Hinging」というところの「関節の

蝶番化」であると言い切れそうである。つまり、ゴルフスイングは各関節で接合

されたそれぞれの身体部やゴルフクラブが蝶番でつりさげられているかのように

軸回転させることで成り立っている。それぞれの回転軸の上からスイングを俯瞰

するならば、平面的な動きはドアの開閉に似ていることから「ドアモデル理論」

とも言えるのである。ここでさらに強調しておきたいことは肘を支点にした前腕

部と小指側を支点にした手首とが鞭打ち(Whipping)のように使われることによっ

て、クラブフェースが扇のようにスクウェアに戻されるのであり、その結果とし

てクラブヘッドのネックにためられた捻れがインパクト時に解放されることでギ

ア効果を生みだし、ヘッドスピードに相乗しながら、きわめて強いインパクトが

ボールに与えられるのである。 

（２）天秤棒モデル理論：首のつけ根からグリップへと仮想的な紐がぶらさがっている

かのような意識を働かせることが第一義的に必要とされる。このような表現では

適確性を欠いており、むしろ、首のつけ根からは右手の人差し指(トリガーフィン

ガー)と仮想的な紐がつながっているイメージである。そして、クラブシャフトの

先端にとりついているクラブヘッドと実質的グリップエンド(左の小指と薬指に

よるグリップ)とは右手のトリガーフィンガーを支点としてバランスが保たれて

いる。つまり、クラブシャフトを天秤棒にみたてたとき、仮想的な紐でぶらさが

っている右手のトリガーフィンガーはクラブシャフトの先端につけられた「クラ

ブヘッドの重み」とこの重みに対抗する「グリップエンドによる‘おもし’とを

バランスさせる支点となっているイメージである。まさに、天秤棒のイメージで

あり、この考え方を「天秤棒モデル理論」と呼びたい。また、この考え方は「グ

リップが本来どのような役割を果たすべきか」というグリップのあり方をも示唆

しているのである。そして、天秤棒の両端である仮想的クラブヘッドの重みとグ
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リップエンドによる‘おもし’との均衡点を首のつけ根からの仮想的な紐で背中

の方へ引き気味にしながら、ボールとアイ・コンタクトすることが重要なのであ

る。このバランス感覚を持ちつづけることは適度なリズムとテンポでスイングす

るために極めて重要なことである。この理論の究極的な目的意識は天秤棒である

シャフトが地面からあまり離れないところで（右腕をだらりと下げた低い位置で）、

かつ、シャフトが地面と平行な状態でバランスしていることである。つまり、こ

の状態こそがＢ－モジュールであり、「天秤棒モデル理論」はＩ－モジュール／Ｂ

－モジュール間インタースに位置づけられ、「扇モデル理論」と連結されるべきで

ある。 

やがて始まるであろう切返しに向けた垂直な運動系のスイングはグリップエン

ドによる‘おもし’を増すこと(カッピング)で天秤棒(シャフト)の先端にあるク

ラブヘッドを持ちあげることで始まり、両肩によるさらなる捻転でＬ－モジュー

ルへと向かい、切返されたシャフトがふたたび水平な状態で均衡した天秤棒とな

り(Ｂｉ－モジュール)、両肩の反転でこの天秤棒役のクラブシャフトは水平な状

態でインパクトゾーンを旋回しながらインパクトに向けた垂直な運動系へとつな

がることとなるのである。 

天秤棒モデル理論を構成する要素はすでにふれてきたように「クラブヘッドの

重み」「天秤棒役としてのクラブシャフト」「クラブヘッドの重みに対して適度な

均衡を保つための‘おもし’の役を果たすグリップエンド」「天秤棒の均衡を支え

る右手のトリガーフィンガー」「天秤棒の均衡を感じている首のつけ根」である。

さらにつけ加えるとすれば、均衡状態にある天秤棒全体の重みを下支えするため

に「両肘の蝶番化」と「首のつけ根」が欠かせない。クラブヘッドの重みに対し

てトリガーフィンガーを支点にしてグリップエンド側を加重／抜重することで、

天秤棒であるシャフト(つまりはクラブヘッド)を上下に操作可能であり、同様に、

前後左右の操作も可能である。しかも、これらの操作はその支点となっているグ

リップの高さを変えることなしに可能であることが特筆すべきことである。天秤

棒モデル理論ではこのことを十分に活用してスイングの単純化を実現している。

テークバックで両肩をまわそうとするとき、グリップエンドを徐々にインサイド

へとテークバックさせることによって、クラブヘッドはアウトサイドへと向きが

補正され、クラブヘッドが過剰にインサイドに向かうことを抑止させるのである。

なお、ここで も大切なことは両肩によるＸ字モデルの捻転でグリップエンドに

‘おもし’の役を果たさせるべきであり、手先による操作をしてはいけないとい

うことである。天秤棒モデル理論は両手のグリップの中で両肩の捻転とカッピン

グを凝縮させることなのである。逆Ｃ字モデルのイメ－ジも上記のように天秤棒

を操作することで実行されるべきなのである。 

（３）けん玉モデル理論とヨーヨー・モデル理論：この二つのモデル理論は切返しおよ

びその前後のスイングに関する考え方であり、上記の扇モデル理論と天秤棒モデ

ル理論を実践した直後に実現されるべき方法である。けん玉モデル理論をイメー
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ジとして概括すると、つぎのようになる。すなわち、グリップを「けん」の側と

し、クラブヘッドを「玉」とし、その両者を結びとめている「糸」に相当するの

がクラブシャフトであるとする。そのとき、グリップ「けん」のほぼ真下にある

クラブヘッド「玉」を旋回させ、グリップ「けん」の真上に位置づける方法がＢ

－モジュールからＬ－モジュールを経て切返しにいたるスイングのイメージであ

る。ゴルフスイングは首のつけ根を支点とした振り子運動であるからにはインパ

クトの祖形が保たれている必要があり、少なくともＢ－モジュールにおいてまで

は崩れないように上体を捻転しなければなれない。そのためにはグリップに振り

子運動させるのであり、グリップをクラブヘッドに先行させる意識が必要である。

このことはまだふれていなかった重要な原理原則である。テークバックの開始直

後の重要性については再三ふれてきたが、少なくともインパクトゾーンにおいて

はグリップが「クラブヘッドに先行していなければならない」ということである。

この原則論に則ったスイングとその結果において切返しのあるべき状態にいたる

方法論を「けん玉モデル理論」と呼びたい。 

アドレス時(Ａ－モジュール)において、グリップとクラブヘッドとの高低差は

グリップの方がクラブヘッドより相対的に も高い位置にある。Ｂ－モジュール

においては同じ高さにあり、また、Ｌ－モジュールにおいてはその相関位置関係

は完全に逆転してクラブヘッドの方がグリップより も高い位置になっていなけ

ればならない。Ａ－モジュールからＩ－モジュールおよびＢ－モジュールへは扇

モデル理論と天秤棒モデル理論でクラブヘッドをグリップと同じ高さへ容易に位

置づけることができるが、Ｂ－モジュールからＬ－モジュールにいたらしめるモ

ジュール間インタフェースに相当するのがけん玉モデル理論の本質である。つま

り、Ｌ－モジュールはトップオブスイングへの入り口に相当し、クラブシャフト

が垂直に立った状態となり、クラブヘッド「玉」の垂直な重みを左のグリップエ

ンド「けん」で受けている。この状態に至る直前の過程ではクラブヘッドの重み

が消えかかる一瞬の間を体感することになり、このようなフィーリングがけん玉

モデル理論の本質を内包していると思うのである。クラブヘッド「玉」がグリッ

プ「けん」にすとんと載っているイメージである。この時点から右肘でクラブを

上げていくことによってトップオブスイングが迎えられるである。バックスイン

グからダウンスイングへとクラブを切返す重要なタイミングをつくりだしている

のがトップオブスイングでもあり、このトップオブスイングを形成させるテンポ

とタイミングを言い表す適当な表現方法がないので「けん玉モデル理論」と呼び

たく思った理由なのである。この理論はゴルフスイングのレベルを究極的に格づ

けするという点で極めて重要なことなのである。このように形成されたトップオ

ブスイングでは両肩がボールの打球目標ラインに対してスクエア（直角）に捻転

されていなければならない。そして、このときにおいては右肘がたたまれ、両腕

の逆三角形は崩されている。 

ここからは「切返し」後のダウンスイングにおける重要な方法論「ヨーヨー・
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モデル理論」についてふれたい。ダウンスイングの初動時に「左のつま先による

軸起し」による初動負荷がかけられ、それと同時に右肘のたたみを解放すること

によって両腕を正常(インパクトの祖形)に戻し、そのままの状態でグリップエン

ドを支点としたダウンスイングがなされ、Ｂｉ－モジュールにおいてインパクト

を迎えるのである。インパクトゾーンでは両肩の回転によって鞭で引かれるかの

ように、クラブヘッドがグリップより遅れた動きとなる。左手グリップエンド(小

指と薬指)を通じて左肩からの軽い圧力を感じ、右手グリップ(トリガーフィンガ

ー)はその圧力に抵抗する側として下支えしていなければならない。この両サイド

には「アクセル役とそのカウンターパートとしての制動役とをそれぞれ作動させ

る」という同時性が常に要求されるのである。その結果として、この両サイドの

同時性がスイングをゆったりとさせることとなるのである。このことに関わりあ

っている要素は「両肩」と「両肘」と「グリップ」であり、これらでつくられる

はずの逆三角形(インパクトの祖形)のあり方がスイングを決定づけるのである。

そして、この逆三角形の底辺の中間に位置する「首のつけ根」をいかにしてスイ

ングの中心支点として働かしめるかということが極めて重要な課題なのである。

セットアップの時点から正しい「インパクトの祖形」を形成するためには両肘の

内側を胸の前で上向きにしておかなければならない。しかしながら、緊張して力

んだときに犯しやすいフォルトはセットアップにおいて親指側にグリップを閉じ

てしまいがちであり、その結果として両肘の内側も閉じられてしまうことである。

このフォルトは扇モデル理論および天秤棒理論を完全に否定するもので、その後

のスイングを台無しにしてしまうと言ってもいいのである。グリップはむしろ小

指側をその要にして開かれるべきであり、その結果として両肘の内側を胸の前で

上向きにしてセットアップされるべきなのである。言い方を変えると、正しい「イ

ンパクトの祖形」とは上記のような両肘とグリップのあり方に完全依存しており、

スイングは終始逆三角形である「インパクトの祖形」をもってなされるべきもの

という心得が必要なのである。ボディターンは水平な円運動にしか寄与しないの

であり、「インパクトの祖形」は肘から先のグリップとさらにその先にあるクラブ

をして垂直な円運動だけに寄与させるべきである。そして、この垂直な運動が生

み出すクラブヘッドの遠心力に対して、まるで「砲丸投げ」の支点のように、「首

のつけ根」を支点にした求心力が働いていなければならないのである。クラブヘ

ッドは打球の目標方向の反対側に落下させるべきであり、その落下に対抗して「首

のつけ根」を支点にした求心力が要求される。ダウンスイングにおいて肘を支点

してクラブ(厳密に表現すると右グリップ)を打球の目標方向と反対側に落とすと

いう垂直な運動に対して、左肩と「首のつけ根」がクラブ((厳密に表現すると左

グリップ))を引きあげるという意識が必要であり、垂直な運動の基点となるよう

に働かせることが要求されるのである。比喩的な表現をかりるならば、このイメ

ージは「あのヨ－ヨ－のように、地面に向かって投げると同時的に糸を引きあげ

る」のに酷似しており、そのことから「ヨーヨー・モデル理論」と言いたい。こ
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の理論はダウンスイングにおいてＬ－モジュールからＢ－モジュールへと状態遷

移させ、なおかつ、「寸止め」によってＢ－モジュールからＩ－モジュールへと状

態遷移させ、再びＦ－モジュールへとグリップエンドを引きあげるためのモジュ

ール間インタフェースであるも言える。ゴルフスイングにおいてはボディターン

によってのみ横への円運動が生まれるのであり、腕を横に振るという感覚は一切

捨て去るべきことである。このときこそ、そのスイングは 高レベルの完成度に

至ると言えるのである。 

 

これらの方法論を実現させるためには、セットアップのあり方が大前提条件として関

わってくる。すでに引用しているニック・ファルド著「ゴルフ 勝利の公式」という本

でも「ゴルフスイングを開始するためのセットアップとしての姿勢は水泳選手がスター

ト台からプールに飛び込む前の体勢に似ている」と表現していたことが思い出される。

この本を読んだ時点ではそのことにあまり気をとめていなかったが、今ではその重要性

が認識できるようになった。逆に言えば、このことを認識していなかったことが不安定

なスイングとなる主な原因になっていたのである。セットアップに際して必要とさせる

基本的な考えはこれからなされるであろうスイングに対して明確な目的意識を持つこと

である。その意識はすでにふれてきた「クラブフェースのオープン性」「クラブヘッドの

重み」｢Ｘ字モデルの捻転軸｣｢逆Ｎ字モデルの重心移動｣｢逆Ｃ字モデルのインパクト｣と

いう原理原則論を意識しなくてはならない。そもそも、ゴルフスイングの要諦は「ゴル

フヘッドをして真上にあげしめ、その真下にあるはずのボールのところへクラブヘッド

をその重みに従って落下させることによって、ボールにインパクトを与えること」であ

る。それと同時に、「ボディターンという水平面に対する捻転を地動説に従って同時的に

進行させることでボールに強いインパクトが与えること」でもある。それが故に、実際

のクラブヘッドは斜めの円運動軌道(スイングプレーン)となる。いずれにしろ、クラブ

ヘッドが円軌道を描くからにはその遠心力に対抗(均衡)させるために求心力が必要とさ

れる。そして、その求心力を働かせる原点がＸ字モデルの交点「鼠頭骨」に位置づけら

れているべきグリップエンドであり、しかも、グリップエンドがＸ字モデルの上部に相

当するインパクトの祖形の頂点であるという事実を十分に意識されなければならない。

従って、セットアップにおける基本的な要件は「グリップのあり方」とＸ字モデルの上

部に相当する「重心の受け皿」をしっかりさせるための「両足の指先によるふんばり」

であり、すべての関節を蝶番化することである。すなわち、首のつけ根からの仮想的な

紐で天秤棒を均衡した状態に支えるべく、背筋の軽い緊張感とリラックスされた左手グ

リップ、そして右手のトリガーフィンガーでクラブヘッドの重みを下支えする感覚が必

要とされるのである。 

 

◆私のセットアップ手順 

そこで、私にとってのセットアップ手順は次のように考えている。 

（１） アライメントの要領： 
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ここで「アライメント」とは「ある方向に対して一斉に整列させることであり、この

場合は「両足のつま先」「両腰」「両肩」を打球の目標方向に対して平行に整えること

である。 

（ａ）ボールからすこし離れたところに立つ。 

（ｂ）上体をリラックスして、両足をそろえたまま両腰と両肩を水平にして整体。 

（ｃ）クラブヘッドの重みを垂直に感じられるまでクラブをつり上げ、 

（ｄ）左の上腕部が胸の側面から離れないように軽くつけたまま  

ゆっくりとクラブをつり下げる。 

（ｅ）そのままの姿勢を保ちながら 

打球の目標方向に「両足のつま先・両膝・両腰・両肩」をアラインメント 

（ｆ）上体だけで左右にゆったりと軽く素振りして、 

クラブヘッドが左右対称な振り子運動になっていることを確認 

（２）グリップ： 

天秤棒モデル理論を特に意識。手の指関節をいかに使うかが問われるのである。

さらに、扇モデル理論を意識し、グリップエンドを要にしてチューリップのよう

に開けるイメージをもつことが重要。 

（ａ）ボールのところにクラブヘッドをそっとおき、 

クラブフェースをスクェアにアライメント。 

   （ｂ）右手のトリガーフィンガーでクラブのグリップ部を下からそっと支え、    

クラブヘッドの重みを感じている。 

   （ｃ）左手の小指と薬指でグリップ部上端を軽く握り、 

右手の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均衡する程度にカッピング。 

   （ｄ）このとき、グリップエンドを通じて 

左肩と右足のつま先とがリンクされていることを感じている。 

   （ｅ）左手の親指と右手の生命線を重ねて 

クラブのグリップ部の真上で平行にあてがい、 

他の指先の上にクラブのグリップ部をのせるかのように軽く握る 

（３）スタンス： 

（ａ）つま先加重によるやや前傾姿勢とするべきである。 

（ｂ）天秤棒モデルを意識してその支点となっているはずの右手のトリガーフ

ィンガーを首のつけ根によって仮想的紐でひきとめているイメージ。なお、

この仮想的紐は頭部の重みと臀部の重みを「ヤジロベー」のように均衡さ

せているイメージ。 

（ｃ）またなおかつ、Ｘ字モデルを意識し、両肩と両足のつま先とをリンクさせ、

Ｘ字の交点にグリップを位置づける。 

（ｄ）この時点では両腕がだらりとぶらさがり、いわゆる「ハンドダウン」の状

態。 
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（ｅ）重ねて強調することになるが、 終的には顎をひきつけた状態で 

「クラブヘッド」と「グリップエンド」 

「頭部」と「臀部」 

がＸ字モデルの交点でバランスしていることをはっきりと意識していな

ければならない。 

 

セットアップの重要性については言い尽くせないように思う。上記のセットアップ手

順の他に、私が留意していることはグリップエンドを押しこむこと(左手の小指と薬指を

右手の小指の拇指丘の下に押込み、右手はそれに対抗すること)でグリップが正しく「カ

ッピング」かつ「コッキング」されると同時に、首のつけ根で天秤棒の全体を支える引

揚げ力がグリップエンドの押しつけ力とバランスしている感覚を大切にしているのであ

る。つまり、すべての自然界のバランスが「作用／反作用」というバランスで成立って

いるように、ゴルフスイングにおける「アクセルと制動」という原理原則は絶対的な意

味を持っていると言わざるを得ない。そして、上記の「首のつけ根で天秤棒の全体を支

える引揚げ力がグリップエンドの押しつけ力とバランスしている」という感覚はテーク

バックの開始と同時にクラブヘッドが天秤棒モデルの効用によってインサイドに向かう

ことを防ぎ、逆Ｃモデルのスイングが実現されるのである。逆Ｃモデルのスイングは「ク

ラブフェースのオープン性」という極めて重要な原理原則を体現させてくれる方法論で

あるとも言える。特に、フォロースルーにおいてもクラブフェースのオープン性が保持

できていなければならないと言うべきであり、そのときはじめて、逆Ｃモデルのスイン

グが実現できているとも言えるのである。ほとんどすべての原理原則に従ったスイング

を実現できたと豪語できても、「クラブフェースのオープン性」を実現できなければ、大

局的には「原理原則からはずれている」と言わざるを得ない。そのことからも、「逆Ｃモ

デルのスイング」が究極的なスイングであるといっても過言ではないであろう。実のと

ころ、私のゴルフスイングにおけるフォルトは「逆Ｃモデルのスイング」を忘れてしま

うことなのである・・・。 

 

◆結び： 

組込みソフトウェアの設計開発における原理原則論と言えるものになりえたかどうか

はあまり自信が持てない。しかも、ゴルフスイングの解析システムを設計開発するとい

う試みには実現可能性が疑問視されるだろう。ただ、私が夢みた「とある試み」に過ぎ

ないが、組込みソフトウェアの設計開発に限らず、原理原則論の重要性は今後も議論さ

れるべきであり、そのことに思いを馳せるべきと考える。また、ここで言えることはゴ

ルフスイングの方法論にもふれることができたことで「私のゴルフスイング理論」が完

結されたということである。ゴルフ愛好家のソフトウェア技術者にとっては読むに値す

るものと自負しているところである。 

 

＜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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＜ニュースクリップ＞ 

＜マイクロソフト/ヤフー買収を断念＞ 朝日2008.5.5 他 ― 米マイクロソフトは3日、

米ヤフーへの買収提案を取り下げると発表した。買収額を引き上げて合意を迫ったが、

買収額のさらなる上積みを求められて折り合わず、３ヶ月に及ぶ攻防はひとまず終わっ

た。マイクロソフトは、片やＥＵからＯＳ関連情報の非公開問題に関連し独禁法違反で

訴えられ、他方でネット広告の出遅れからネットワーク事業においてもグーグルに大き

く水をあけられており、ヤフー買収提案は同社の強い危機感の反映とされる（日経

2008.2.23 他）。ヤフーに対しては別に水面下で１年半以上も前から、「メディア王」ル

パート・マードック氏率いるニューズ社から事業統合の話があったと言われ、インター

ネットを巡る再編の動きはなお予断を許さない状況にある。 

＜東芝、ＨＤ－ＤＶＤ撤退を発表＞ 朝日 2008.2.20他 ― 東芝は19日、次世代ＤＶＤ

規格の「ＨＤ－ＤＶＤ」について、レコーダーなどの対応する関連機器の開発、生産を

停止すると正式に発表した。 初の製品発表からわずか２年足らずでの決断である。こ

れにより規格争いは、ソニーや松下電器産業などが推進する「ブルーレイ・ディスク（Ｂ

Ｄ）」に統一されることになった。以前から東芝の劣勢が伝えられていたが、米映画業界

の中でも長年の朋友だった米タイム・ワーナー傘下のワーナー・ブラザーズの離反、そ

して直接的には米小売り 大手のウォルマートよる販売のＢＤへの一本化決定が今回の

発表に大きな影響を与えたとされる。 

＜ｉＰｏｄにも著作権料＞ 朝日 2008.5.6 ― 文化庁は、ｉＰｏｄなどの携帯音楽プレ

ーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内臓型レコーダーに「著作権料」の一

種を課金する制度改正の骨子案をまとめた。8日の文化審議会に提案する。 

＜新東京タワー２０１１年度完成予定＞ 朝日 2008.2.9 他 ― 新東京タワーはこの夏

にも着工される。在京の放送事業者がプロジェクトをスタートさせたのは約４年前。 

2006年3月に建設予定地として複数の候補の中から墨田区押上地区が選ばれた。新タワ

ーの事業主体は東武鉄道。新タワーの高さは610メートルと現在の東京タワーの２倍近

くに達する。 

＜中国のネット人口、２億人を突破＞ 日経 2008.1.18  ― 中国インターネット情報セ

ンターは17日、同国のネット利用者が2007 年 12 月末時点で前年同期比53.3％増の２

億１千万人に達したと発表した。規模では米国に続く世界第二位で、今年の早い時期に

中国がトップになる見通しという。ただ、人口普及率では同5.5ポイント増の16.0％と

まだ低く、約７割の米国や日本との格差は大きい。 

＜ネットで大量の映像データ/ＮＥＣ、海外６社と開発＞ 日経2008.2.14  ― ＮＥＣは

米マイクロソフトや米ヒューレット・パッカード、米サン・マイクロシステムズ、スト

レージ大手の米ＥＭＣ、ソフトウェア大手の米オラクルおよび米ＢＥＡシステムズのＩ

Ｔ大手６社と映像管理システムの開発と販売で提携する。各社の技術を合わせて、映像

データを世界各地に同時配信できるシステムや映像視聴者の顧客や課金を一元的に管理

できるシステムを共同開発、今夏以降、順次市場投入する。// 
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技術解説：   Ｗｅｂ技術とＷｅｂアプリケーション 

本法人会員／理事 澤井 斌 

 

はじめに 

 Ｗｅｂ（World Wide Web）技術は、１９８９年、欧州合同素粒子原子核研究機構（Ｃ

ＥＲＮ）のTim Berners-Lee氏によって発案され、翌年の１１月に行われた実証実験を

通じて世に注目されるところとなった。１９９３～９４年にかけて、使い勝手の良いブ

ラウザ（= 閲覧ソフト；MozaicやNetscape Navigatorなど）が開発されると、折から

スタートしたインターネットの商用化の波に乗って、Ｗｅｂの利用は瞬く間に世界中に

広がった。以来、１０数年の年月が経過し、今や世界のＷｅｂ人口は１０億人に達する

と言われる。一方、米ハイテク出版O’Reilly Media社の社長であるTim O’Reilly氏によ

って２００４年に提唱されて広まったＷｅｂ２.０という言葉は、 技術的に厳密なソフ

トウェア管理のバーション概念ではないが、「Ｗｅｂの利用形態がそれ以前と比べて大き

く変わったことを捉えたもの」として多くの人々に受け入れられてきた。 

 

本稿では、広範な変化を伴って発展してきたＷｅｂ技術について、その流れを整理し、

アプリケーション（応用）との関連で現在 もホットな部分を含めて解説する。読者諸

氏の中には既にＷｅｂアプリケーションの開発を通じて技術内容に通じておられる方も

あろうが、Ｗｅｂを頻繁に利用する人でもその裏側にある技術については不案内だとい

うケースが少なくないと想像されるので、本稿では、 高度な専門性をできるだけ排除し、

基本技術の全体像を捉えることにしたい。 

 

１． Ｗｅｂ技術の中で発案時から変わっていない部分 

 ご存知のように「Ｗｅｂ」の意味はもともと「蜘蛛の巣」のことである。Ｗｅｂの利

用者はインターネット上にある任意のＷｅｂサーバにアクセスし、登録されているＷｅ

ｂページをダウンロードして手元のコンピュータ上で閲覧する。 

 

Ｗｅｂサーバ自身はブラウザに対して受動的であり、閲覧者がアクションを取らない

かぎりＷｅｂページのダウンロードは生じない。しかも、各ダウンロードはその前後の

ダウンロードとは独立であり、ダウンロードごとにＷｅｂ通信は完結する。新しいＷｅ

ｂページを閲覧したい場合には該当するアクセス先を別途指定しても良いわけであるが、

Ｗｅｂの も特徴的なことは、そうしたアクセス先を改めてキーインする代わりに、文

章中に張られた「リンク」をクリックするだけで別のアクセス先に飛ぶことができるよ

うになっている点である。 

 

良く知られているように、「リンク」をベースにしたこの概念は「テキスト」の集合の

上に「テキストを超えた世界を作り出す」という意味で「ハイパーテキスト（Hyper-Text）」
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と呼ばれる。ハイパーテキストの概念自体はＷｅｂ以前からあり、アップルコンピュー

タなど一部のコンピュータで利用が始まっていた。Ｗｅｂの斬新さはその概念をインタ

ーネット上に展開できるようにしたことであった。リンクを辿って次々と新しいページ

にアクセスして閲覧することができる。「Ｗｅｂ」とは世界中に張った「リンク」があた

かも「蜘蛛の巣」に見えるということから命名された。 

 

変わらない部分とは（１）Ｗｅｂページの表現や「リンク」の埋め込みを記述するマ

ークアップ言語ＨＴＭＬ（Hyper-Text Markup Language）、（２）インターネット上でＷ

ｅｂページをユニークに特定するアドレス手段ＵＲＬ（ Uniform Resource Locator; 現

在はサーバの所在やパス名に関係なくリソースを特定できるように拡張された概念のＵ

ＲＩ: Uniform Resource Identifierも利用される）、および（３）Ｗｅｂページのサー

バへの要求やダウンロードを行うための通信プロトコルＨＴＴＰ（Hyper-Text Transfer 

Protocol）、の３つである。 

 

Ｗｅｂページは当初、文字中心の文章を表示するだけであったが、程なく、表（テー

ブル）を定義したり、絵や図、写真を張り付けることができように改良された。 

 

ダウンロードされるＷｅｂページは <html>・・・</html>で書かれたテキスト形式の

ファイル（htmlドキュメント）であり、拡張子として[.html]あるいは[.htm]が使われ

る。ハイパーテキストの通信プロトコルとしてhttp://www.xxx.com /../ index.html

のようにＵＲＬを指定すると、これを受信したＷｅｂサーバはサーバ内に登録されてい

るindex.htmlを探し出してブラウザ側に送信する。Ｗｅｂページ上に貼り付けられる絵

図や写真のファイルもＷｅｂページの後に続けて送り出される。アクセスしたいファイ

ルが閲覧者の手元のパソコンの中にある場合はfile:/// C:/.../document.html（この

場合“C:/”はWindowsのＣディレクトリ）のように指定すれば良く、自分のパソコンも

またインターネット上のサーバのひとつであることが分かる。「リンク」指定はhtmlド

キュメントの中で <a href=“http://www. xxx.com/..”> LinkA</a>のようにマークア

ップする。Ｗｅｂページ上では < >とその中身は表示されず、<a..>と</a>で挟まれた文

字部分がLinkAのようにアンダーライン付きで表示される。 

 

２． インタラクティブなＷｅｂページ開発のためのＣＧＩ 

 「静的」なＷｅｂページに変化や動きを与えて「動的」にする方法には大きく分けて

２通りのアプローチがある。一つはサーバ側での機能追加であり、もう一つはブラウザ

側での機能追加である。ブラウザ側の話は後で述べるとして、ここではサーバ側のＣＧ

Ｉ（Common Gateway Interface）機能について触れる。 

 

 Ｗｅｂサーバ上に登録されたファイルは、アクセス禁止にしないかぎり、運用中にそ

の内容を修正したり差し替えたりすることが出来ないので、そのままではアクセスし直
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しても常に同じ内容が表示される。このため、時々刻々変化するデータやチャートをブ

ラウザ上で見たいといった要求に対しては、サーバ側でＷｅｂページの内容をダウンロ

ードの度ごとに変更できる形にしなければならない。このような要求に対して用意され

たものがＣＧＩであり、ブラウザ発祥の地であるイリノイ大学ＮＣＳＡ（National 

Center for Supercomputing Applications ）が１９９３年に定義・実装して以来、広く

使われてきた。改良された 新版はVer-1.1（IETF/Oct.2004/rfc3875）である。 

 

 ご存知の方も多いと思われるが、簡単にＣＧＩの原理を解説する。ＣＧＩはひと言で

言えば、Ｗｅｂサーバの要求を受けてhtmlドキュメントを作成するアプリケーションで

ある。使用するソフトウェア言語はどんな言語であっても基本的には問題はないが、コ

ンパイルが必要な言語の場合はコンパイル済みの実行型ファイルでなければならない。

テキスト形式で記述できるスクリプト言語の場合はインタープリタ環境があれば即実行

できるので、コンパイルの必要がない分だけアプリケーション開発がやり易くなる。Ｃ

ＧＩでは通常、Ｗｅｂサーバから受け取る文字列（ストリング）を処理する必要があり、

ストリング処理に適したスクリプト言語であるPerlなどが広く使われてきた。

 

ＣＧＩは図１に示すように、ブラウザから閲覧者が、例えばhttp://www.xxx.com/../ 

aaa.cgiのようにＵＲＬを指定すると、このアドレスを受け取ったＷｅｂサーバは拡張

子（.cgi）を見て、要求をcgiプログラムaaa.cgiに渡す。cgiプログラムは通常のプ

ログラム同様、必要に応じて外部データベースからデータを取り込み、演算処理や判断

処理をした後、htmlドキュメント（図のaaa.html）を作成して、Ｗｅｂサーバにバトン

を戻す。Ｗｅｂサーバはhtmlドキュメントをブラウザに送るという仕組みである。 

 

処理の過程でcgiプログラムがパラメータを必要とする場合、例えばitemAとitemB

の内容を見たいという要求に対しては、ブラウザ側からhttp://www.xxx.com/../aaa. 

cgi? itemA+itemBのように＜?＞マークの後にパラメータを追加してアドレスする。パ

ラメータを併記する記号として＜+＞の代わりに＜&＞が使われることもある。Ｗｅｂサ

ーバはパラメータ部分を所定の場所に保存するので、cgiプログラムはこれを取り出し

て処理することになる。 

 

 cgiプログラムの出力は図２のように 初の１行にcontent- type: text/htmlを書き、

１行あけてhtmlドキュメントを続ける形にすることが規定されている簡単なものであ

ブラウザ Ｗｅｂサーバ 
ＣＧＩ 

プログラム 

(aaa.html)

図１．ブラウザからＣＧＩを呼び出す処理の流れ 

http://xxx.com/../aaa.cgi?itemA+itemB 

aaa.html

aaa.cgi 
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Content-type: text/html 

---1行の空白行--- 

<html> 

  … 

</html>
 

図２．cgiプログラムの出力 

る。これによりＷｅｂサーバは空白行以下の部分をhtmlドキュメントとして認識する。 

  

プログラム自体はＣ／Ｃ++あるいはJavaなどの高レ

ベル言語で開発することができるが、先にも述べたよ

うに、ソースコードは一度コンパイルして実行できる

状態にして登録しなければならない。実行時のトラブ

ルを避けるためにも、コンパイルはＷｅｂサーバ上、

あるいはそれと同等の環境で行うことが必要になる。 

 

コンパイルの面倒を避けるため高レベルの言語の代わりにテキストベースのスクリプ

ト言語を用いることが多い。しかも、閲覧者から届くデータ（例えば上述の例のような

文字列itemA+itemB）はＷｅｂサーバからそのままの形でＣＧＩ側に渡されるので、cgi

プログラムではPerlやPythonなど、文字列の処理に適したスクリプト言語が利用され

る。スクリプト言語の指定はcgiプログラムの中で記述する。 

 

 ＣＧＩにより応用プログラムを自由に組み込むことができるようになり、広範な利用

分野が広がった。例えば「あなたはこのページのｎ番目の訪問者です」という計数表示

などは当初から多く利用されてきた。ＣＧＩはとりわけ、データベースを介して既存の

汎用コンピュータと連携を取る分野で注目を浴び、基幹システムのデータをパソコンか

ら利用するなど、いわゆる「Ｗｅｂコンピューティング」の時代の引き金となった。し

かし、より便利な使い方を実現するため、なお、以下に述べるブラウザ側の機能強化や

「クッキー」機能の導入が必要であった。 

 

３． ブラウザ側の機能強化 

○ Ｗｅｂページへの入力とＣＧＩへのデータアップロード 

 閲覧者の側からＣＧＩに届けるデータをブラウザ上で入力するため、Ｗｅｂページの

マークアップ機能に「フォーム<form..>…</form>」機能が追加された。「フォーム」で

はＷｅｂページ上に文字を入力する「入力窓」を表示したり、入力したデータを転送す

る「転送ボタン」を設定したり、また閲覧者からは見えないが、データの転送先ＣＧＩ

のアドレスを開発時にＷｅｂページの中に埋め込んだりすることが出来る。 

 

フォームの記述例： 

<html>…  

<form action “aaa.cgi”>   … ①入力データの転送先を指定 

<input maxlength=1024 value= “ ”> … ②長さ1024バイト分の「入力窓」を表示 

<input type= submit value= “送信”> … ③「“送信”」ボタンの表示 

</form> 

...</html> 
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書き込み用の「入力窓」は複数あっても良く、それらの窓に入力されたデータは上述

のようにＵＲＬの後に＜?＞マークを介して追加され、「転送ボタン」をクリックすると

同時に送出される。この機能追加によりキーワード検索や事務局メール機能、掲示板へ

のアップロードなど様々な応用が花開くことになった。 

 

○ ブラウザが実行するスクリプト言語 

 ＣＧＩはサーバ側の処理内容を拡大させるものとなったが、スクリプト言語をＷｅｂ

ページの中に埋め込んでブラウザ側に送り、ブラウザ側で実行させる工夫も進められた。 

  

今日、ブラウザ側で も広く使われているスクリプト言語はJavascriptである。Java 

scriptはブラウザ開発会社のネットスケープが開発して同社のブラウザである“Navi 

gator”に実装したLivescriptが前身と言われるが、程なくJavascriptに改名された。

背後にオブジェクト指向言語であるJavaの開発およびその推進を進めていたサンマイ

クロシステム社の強い働きかけがあったとされる。名前は似ているがJava言語とは全く

関係がないことも良く知られている。Javascriptはその後、マイクロソフトのブラウザ

にも搭載され、広く普及するところとなった。 

 

マークアップとして<script language= “javascript”>… </script>のようにサンドイ

ッチにし、間の…部分にスクリプトを書き込む。スクリプト部分はＷｅｂページの画面

上では表示されないが、インタープリタ環境のもとで実行され、表示に動きを与えたり、

「フォーム」データの入力不備や記入漏れのチェックなど、データのアップロードに先

立つ事前処理を施すことが出来る。ネットスケープに対してマイクロソフトはVBscript

（VBはホームページ作成ツールであるVisual Basicに因む）を開発し普及に努めたの

で、JavascriptとVBscriptの両者が良く用いられてきた。いずれも高位プログラム言

語のレベルに達しない素朴な言語ではあったが、習得が容易であり、有用な言語として

発展してきた。 

 

  なお、スクリプト言語ではないがJavaのAppletをＷｅｂページに組み込むことに

より動的なＷｅｂページを表現する方法もある。AppletはJava言語で書かれたプログ

ラムをコンパイルしたもので、絵図や写真と同様にＷｅｂページに貼り付けることがで

き、Javaのインタープリタ環境があれば表示される。Ｗｅｂページに動きを与える方法

は他にも、ＧＩＦアニメーションやフラッシュなどの方法があるが本稿の主題からはず

れるので説明を省略する。 

 

４． セッション管理に利用される「httpクッキー」 

 Ｗｅｂプロトコル（http）のもとでは、Ｗｅｂページのダウンロードごとにジョブが

完結するため、サーバ側では過去の状態（state）を保持することができない。この特徴

はステートレス（stateless）と呼ばれ、利点としてインターネット上に、安定な、複数



Vol.7 2008/6                                                          47 

のコンピュータ利用環境を実現するための優れた出発点になっている。 

 

ところが、ＩＤやパスワード管理を前提とする会員だけに許されるアプリケーション

やインターネットバンキングのようなアプリケーションでは、ロッグイン後、いくつか

の作業を連続して実行したい要求が生じる。このような要求に応えるため、ユーザを認

識したり、ユーザ側の連続作業を確認するための手段として「httpクッキー（Cookie）」

が考案された（1994年, rfc2965）。 

 

 「httpクッキー」は通常略して単に「クッキー」と呼ばれる。小さいながらもアプリ

ケーションに役立つものとの趣意であろう。クッキーはcgiプログラムによって焼かれ

（名称、複数のキーワード、パス名、有効期限などが付与され）、Ｗｅｂページのダウン

ロード時にhttpヘッダーに挿入されてブラウザ側に渡される。ブラウザはこのクッキー

を受け取って自分のパソコン環境に蓄える。 

 

クッキーの利用形態は二通りあり、ひとつはブラウザ側で有効期限の範囲で保存し、

将来、同じcgiプログラムにアクセスする際に、パス名（ＵＲＬ）が合うクッキーを取

りだしてhttpプロトコルに載せてサーバ側に送るものである。他の一つは連続作業、つ

まりセッション維持のためのもので、この場合はセッションの終了時に保存されていた

クッキーは消滅する。いずれの利用形態であっても、サーバ側はブラウザ側から送り返

してもらったクッキーを受け取ってユーザ確認を行うことになる。 

 

 クッキーの内容は通常cgiプログラムによって設定されるが、ブラウザ側のスクリプ

ト機能で作成して利用することもできる。この場合、例えばＷｅｂページのサイドバー

や入力キーの状態など、ブラウザ側の状態もクッキーに焼き込むことが可能になる。ク

ッキーをどちらで焼くにせよ、セキュリティ対策への十分な配慮が必要になる。クッキ

ー機能は今日、ほとんど全てのブラウザに組み込まれている。 

 

５． ＣＧＩに代わるＰＨＰやＲonＲ 

 ＣＧＩは上述のように、Ｗｅｂページの内容を変更したり、外部データベースを通じ

て基幹システムとの連携をはかるのに極めて重要な役割を果たすものとなった。しかし、

ＣＧＩではプログラムを見ただけでどのようなＷｅｂページができるのか正確に理解す

るのが難しい。 

 

そこで、 ブラウザ側で実行されるスクリプト言語とは異なるスクリプト言語を用いて、

必要な指示をマークアップによりhtmlドキュメント内に埋め込んでおき、サーバ側でダ

ウンロードの直前に実行し、必要なデータを書き込んでから送出するようにすれば、Ｃ

ＧＩと同様な機能が実現できるはずだということになった。 
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http://../abc.php 

図３．ＰＨＰ処理のイメージ 

ﾌﾞﾗｳｻﾞ Ｗｅｂ 

サーバ 

ＰＨＰ 

（ｲﾝﾀｰﾌﾟﾘﾀ） 

このような動きのきっかけを作ったのは１９９５年にRasmus Lerdorfによって公開さ

れたＰＨＰツール群（Personal Home Page Tools）である。これらのツール群は掲示板

やカウンタ、ゲストブックなどのユーティリティ作成用として便利であり、オープンな

利用が出来ることもあって、Ｗｅｂアプリケーション開発者の間で人気が上昇した。各

ツールはスクリプト言語のPerlで記述されており、Ｗｅｂページのhtmlドキュメント

の中に組み込んで、サーバ内の環境で実行させながらＷｅｂページを作成することがで

きた。 

 

ＰＨＰは間もなく単なるツール群としての性格からＷｅｂページの作成処理をするプ

リプロセサとして生まれ変わって登場する。同じＰＨＰの呼称を使うが、こちらのＰＨ

ＰはPHP Hypertext Pre-processorの略

である。新しいＰＨＰの頭のＰは、従来

のPersonal Home Page（ＰＨＰ）を意味

し、ＰＨＰが入れ子になっている。ＰＨ

Ｐの処理概念は図３のようになる。ユー

ザがブラウザでhttp://.. /abc.phpのよ

うにファイルを指定すると、Ｗｅｂサー

バは指定されたファイルが従来型のＷｅ

ｂページでないと判断し、ＰＨＰ（イン

タープリタ）にバトンを渡し、このファ

イルを実行させる。実行結果は htmlドキュメントとしてＷｅｂサーバに戻され、ブラ

ウザにダウンロードされる。 

 

ＰＨＰのファイルは普通のhtmlドキュメントの中にＰＨＰ処理に対応する部分を<? 

PHP … ?> のようにマークアップする形を取り、間の… の部分にスクリプトを挿入す

る。スクリプトの実行により外部データの取り込みやデータに対する処理を行ったり、

ドキュメント内への記述を行ったりすることが出来る。詳細は省くとして、スクリプト

により変数として例えば$countに値を設定しておけば、スクリプトのecho命令を使っ

て <？PHP echo “訪問者数は$countです” ？> のように記述すると、変数部分である

$countに外部データを埋め込むことが出来る。 htmlドキュメントにブラウザ側で用い

るスクリプトが書かれていてもＰＨＰ環境では実行されないので問題は生じない。 

 

ＰＨＰは逐次機能強化され、Ver.4（2000/5 release）ではセッション管理機能もサポ

ートされた。結果として、Ｗｅｂ2.0の特徴とされるＳＮＳ（Social Networking Service

または ～ Site）やブログ関連機能などがＰＨＰベースで盛んに開発されるようになっ

た。現在Ver.5がリリースされ、PerlベースのＣＧＩよりもはるかに高速で動作するよ

うになっている。さらに、Ｗｅｂ対応のサービスではＰＨＰで利用できるＡＰＩ（Appli 

cation Programming Interface）が増えつつあり、アプリケーション開発が一段と多様
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化してきた。 

 

 ＰＨＰよりもより高度な作業が行えるということで 近注目されつつあるＲonＲ

（“Ruby on Rails”）について以下に触れよう。 

 

ＲonＲの先頭にある“Ruby”というのは日本の松本行弘氏が開発して１９９５年に公表

したオブジェクト指向のスクリプト言語のことである。この言語はLispやPerl、

Smalltalkを起源に持つと言われ、現在、ほとんどのサーバ環境でオープンに利用でき

るようになっているが、 近まで、とりわけ国外ではあまり注目されていなかった。 

 

ところが、デンマーク生まれのD.H.Hanssonが米国に移って２００４年に発表した

“Rails”というＷｅｂ開発フレームワークがこの分野の生産性を大幅に向上できるコン

セプトであるとして業界賞を受けたことから、その開発言語として使われた“Ruby”に

急速に注目が集まることになった。 

 

D.H.Hanssonは米国はシカゴにある“37signals”社という会社のパートナーとして

Basecampと呼ばれるプロジェクト管理用ソフトの開発に携わった１。当初、会社はＰＨ

Ｐベースでの開発を依頼したが、彼はむしろ学生時代に、あるカンファレンスで知った

Rubyに惹かれ、その可能性に賭けて開発を進めたとされる。Basecampの開発後、その中

の基本コードを取り出して別のプロジェクト（Tada-lists）に適用するとともに、この

コードを“Ruby on Rails”と名付けて公開した。 

 

オブジェクト指向であることと“Rails”の開発フレームワークがベースにあることを

除けば、“Ruby on Rails”（略してＲonＲ）の基本的な処理の流れはＰＨＰにそっくりで

ある。ブラウザからＵＲＬ指定で“Ruby”の埋め込まれたＷｅｂページ（.html.erb）の

あるディレクトリを指定すると、これを受け取ったＷｅｂサーバは通常のＷｅｂページ

のディレクトリではないと判断して、バトンをRails”のプリプロセサ（デフォルトル

ート）に渡す。関連するオブジェクト指向による動的なファイルが作成された後、 終

的に“Ruby”スクリプトで要求されたデータが組込まれたＷｅｂページ（.html）が生成

され、Ｗｅｂサーバを通じてブラウザ側にダウンロードされる。 

 

６． ブラウザ機能の更なる強化：非同期インタラクティブモードＡjax 

 ブラウザのインタラクティブな使い勝手を向上させるため、過去１０年以上にわたっ

て様々な試みが行われてきた。ここでそれらを網羅的に説明するつもりはないが、イン

タラクティブなデータの流れに着目して見た構造的な変化を、文献２を参考にして図示

すると図４のようになる。 

 

 図において（ａ）はブラウザとＷｅｂサーバ（ＣＧＩやＰＨＰなどの実行環境を含む）
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ブラウザ 

Ｗeb ｻｰﾊﾞ 

Ａsync層 

  ユーザ 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 

（a） 

（b） 

 

図４．ブラウザ機能強化 

の変遷 

Ｗeb ｻｰﾊﾞ 

ブラウザ 

Ｗeb ｻｰﾊﾞ 

 ブラウザ 

（c） 

との間の基本的な関係である。Tim Berners-Leeの初期のものから、前節に述べた段階

までに付加された機能をカバーしており、ダウンロードが行われる度にブラウザ画面が

全て入れ替わる。 

 

（ｂ）はブラウザに新たに「フレーム」機能が追加された段階でのイメージである。「フ

レーム」機能はＷｅｂページをメインフレーム部分とサブフレーム部分に分け、メイン

フレームのメニューから選択した内容をサブフレーム

に表示させるものである。メインフレームの表示が保

存されたままブラウザ画面の一部が変更される。 

 

（ｃ）はブラウザ内にスクリプト処理をベースにした

中間層を設け、ユーザとこの中間層との間だけで処理

できるような部分と、Ｗｅｂサーバ側の処理とが結び

ついて初めて処理が完結する部分とを設けるものであ

る。この中間層はＡsync層（非同期層）と呼ばれ、ユ

ーザの操作とサーバ側とのやり取りが完全に同期しな

くても作業が進むようにするために考案された。 

 

このようなＡsync層のニーズは例えば地図情報の

利用などで発生した。地図情報は特定の地域に限った

としても膨大なデータベースである。そこで、ダウン

ロードする情報量を抑えるために解像度と表示エリア

を制限する。ユーザは先ずダウンロードされた情報の

範囲で解像度を変えて閲覧したり、目的とする部分が

表示部分の外側にある場合には、上下左右あるいは斜

めに移動させて再表示することになる。データがすで

にブラウザ側に存在する範囲であれば、移動表示の処

理をブラウザ内のスクリプト処理により行う。データ

が不足する場合はサーバ側への新たなダウンロード要

求となる。 

 

 近急速に関心を集めているキーワードであるＡ

jaxとはこの（ｃ）のＡsync層に対応する技術である。

Ａjaxという呼称はAsynchronous Javascript + XML

を省略したものとされ、２００５年の半ば頃から使わ

れるようになった。ブラウザ側のスクリプト処理に

Javascrptを用い、ブラウザとサーバとの間でXMLHttpRequestオブジェクトのメソッド

によりデータの授受を行う。メソッドと言うのはXMLHttpRequest.open()やXMLLHttp 
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Request.send()などのオブジェクト指向言語で扱う一種の関数だと考えれば良い。

Javascriptを用いてこれらのメソッドを実行し、httpを利用してサーバ側にある所定の

実行ファイル（ＵＲＬで指定）を呼び出し、XMLデータの交換や関連する処理を行う。 

 

 XMLHttpRequestはもともとマイクロソフトが同社のブラウザに実装したHttpRequest

に原点がある。少し補足しておこう。マイクロソフトは従来より同社のWindows内のア

プリケーション間でオブジェクト連携をとるＯＬＥ（Object Linking and Enbedding）

という技術を利用していたが、これをネットワーク環境に拡大（ＯＬＥをActiveXコン

トロールと改称 ）し、HttpRequestというオブジェクト命令を同社のブラウザ（インタ

ーネットエクスプローラVer.5）に実装し、センター側のアクセスもＷｅｂサーバに限

らずメールサーバやＦＴＰ（ファイル転送）サーバに拡大した。以来、他社のブラウザ

もこのHttpRequestと同様な機能をXMLHttpRequestとして実装するようになった。 

  

XMLHttpRequest のもとで交換されるデータはXMLで記述されていなければならないと

いうものでもないが、XMLのドキュメント管理体系（ＤＯＭ：Document Object Model）

を利用すると情報交換がより高度になる。周知のように、XMLベースのドキュメントは

スタイルシート（標準的にはＣＳＳ：Cascading Style Sheet；説明省略）と組み合わせ

ることによりＷｅｂページが表現でき、スタイルシートを取り替えれば同じXMLドキュ

メントから異なるＷｅｂページが作成できる。 

 

ブラウザ側に既に表示されているＷｅｂページに関するXMLデータがあれば、交換さ

れるデータは修正に必要な部分のデータだけとなり、インターネット上の通信効率が向

上する。この場合、ブラウザはＤＨＴＭＬ機能（Javascript + CSS）により必要な修正

を施してＷｅｂページを再現する。 

 

 Ａjaxという言葉が本当に適切かどうかは議論があるところとされる2。実際、非同期

（Async）モードは絶対的なものではなく、同期モードも指定により利用できる。また、

+ XMLの部分も、利用しているのはXMLドキュメントのデータモデル（ＤＯＭ）であり、

ブラウザとサーバ間は従来のhttp通信を利用しているに過ぎない。さらに、Ａjaxの

Javascript自体も絶対的なものではなく、サーバとのインタフェースが同じであれば、

他のスクリプト言語でも差支えない原理である。実際、マイクロソフト自身が推奨して

いたVBscriptベースのAsync層も可能なわけであるが、そうしたAsync層はＡjaxの人

気の前に普及する機会を失った。なお、上述のマイクロソフトのオブジェクト連携では

ブラウザから個人のパソコン内のファイルを操作することができるため、セキュリティ

上の問題が生じた。Ａjaxの環境自体はマイクロソフトのオブジェクト連携とは別物で

はあるが、アプリケーション開発に当たってはセキュリティへの十分な配慮が必要なこ

とは言うまでもない。 

 



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

７． ＷｅｂサービスのＡＰＩ 

Ｗｅｂによる検索サービスは適切なキーワードを入れることによって、インターネッ

ト上にある情報を収集・分析し、リスト表示してくれるので、調べ物をしたいときに非

常に便利で、筆者もサービス開始の初期の頃から良く使ってきた。 

 

良く知られているように、グーグルは何十万台というサーバを投入し、インターネッ

ト上にある、ありとあらゆる情報を日夜収集し、検索のための巨大なデータベースを構

築している。Ｗｅｂページに頻繁にあらわれるキーワードを分析し、関連するＷｅｂペ

ージをキャッシュ情報として保存する。さらに、キーワードをベースに、適切に張られ

たリンク情報から辿って、人気のあるＷｅｂページのランキングを作り、ランキングの

リストに従って検索ユーザにフィードバックする。 

 

キーワード検索は商品の購入にも役立つ。インターネット上の書籍販売で有名なアマ

ゾン・ドット・コム（Amazon.com）は早い時期から同社のホームページで本の在庫を検

索表示するサービスを始めた。ユーザが買いたい本があれば買い物籠に入れて注文する

仕組みを含んでいる。この場合の検索は在庫データベースの検索であり、グーグルのキ

ーワード検索とは異なる。アマゾン・ドット・コムはさらに２００２年、この書籍販売

サービス機能をＡＷＳ（Amason Web Service）とよばれるＡＰＩの形で公開した。この

ＡＰＩには２通りあり、ひとつはＳＯＡP／ＷＳＤＬ形式３のものと通常のＨＴＴＰメソ

ッド形式（httpを用いて参照／追加／更新／削除の基本機能でインタフェースを取るも

の；技術用語ではRestfulなインタフェースと呼ばれる）とがある。簡単な契約手続き

を踏めば、誰でもアマゾン・ドット・コムの検索表示を自分のＷｅｂページにはめ込む

ことができる。結果として、書籍販売の店舗機能がインターネット上に拡散し書籍の売

上増につながった。この成功が他の電子商取引のプロバイダに影響を与えたことは言う

までもない。 

 

アマゾン・ドット・コムに次いでグーグルが２００５年２月「Google Mａps」のＡＰ

Ｉを公開したが、これはＷｅｂ上にホームページを持つ企業などがその所在地に関する

問い合わせに地図を付けたいと思っていたニーズとマッチし、大変な人気になった。イ

ンタフェースはＡjaxである。グーグルは既述の検索サービスについても検索窓をＷeb

ページに張り付ける簡単なＡＰＩを２００４年以来公開（開発者キーの取得が必要）し

てきたが、徐々に機能強化し、現在はＳＯＡＰ／ＷＳＤＬ形式のGoogle SOAP Search API

とGoogle Ajax Search APIの２つを提供している。 また、ヤフーはネットオークショ

ンのサービスで充実した内容を提供してきたが、これもＡＰＩを公開した。ＡＰＩの公

開は他にも天気予報や株価情報など図やチャートの表示を伴う分野に広がっている。 

 

サービスの競争力の原点とも言うべきＡＰＩが、なぜこのように相次いで公開される

ようになったのであろうか？ＡＰＩの利用では、そのＡＰＩのサービスプロバイダの名
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前やマークを表示することが義務付けられるので、ＡＰＩがＷｅｂページ上に置かれる

だけで宣伝になる。アマゾン・ドット・コムのように直接、商品の売り上げ増に結びつ

く場合もあるであろう。 また、サービスプロバイダの中には広告収入を重視ところもあ

ろう。企業ユーザの側も、キーワード検索により自分の会社のＷｅｂページが上位に入

れば、頻繁なアクセスを生み、宣伝費を多く払っても元がとれると考えられる。グーグ

ルにとって「検索エンジン」と「キーワード広告」の組み合わせは重要な収入源となっ

た（検索エンジンを巡る業界競争については文献４に詳しい）。検索エンジンのＡＰＩを

公開すれば、その利用が一層拡大し、広告事業から見た価値が増大する。ただ、グーグ

ルは検索エンジンのＡＰＩに関して新しい開発者キーの発行を見合わせていると伝えら

れ（2006年12月）、ＡＰＩを巡る戦略は簡単ではなさそうである。 

 

スクリプトからの利用はサーバ側では従来から使われているＣＧＩ／Perlべースの

ものやＰＨＰインタープリタによるものがある。ブラウザからインタフェースを取らせ

る場合にはJavascriptベース、とりわけＡjaxベースが主流になりつつある。また、Ｐ

ＨＰに代わって、上で述べたオブジェクト指向スクリプト言語であるRubyを用いてアプ

リケーションを開発するケースもこれから増えてくると想像される。 

 

ＡＰＩの提供が増えるに従い、ＡＰＩで開示される機能を組み合わせて、より魅力的

なＷｅｂページをつくる「マッシュアップ」が盛んになりつつある。また、Ｗｅｂ利用

の中でも急速に発展してきたブログ（Blog/Web-log）関連の技術として、Ｗｅｂページ

に情報が書き込まれたことをユーザ側に通知するＲＳＳフィード機能や、書き込みを逆

に辿るトラックバックの機能などのユーティリティが整備され、Ｗｅｂアプリケーショ

ンの一層の多様化が進みつつある。 

 

おわりに 

 以上、Ｗｅｂ関連技術の流れや 近の動向を解説したが、一層の詳細については専門

書やインターネット上の解説が多々あるので、それらを参考にして補っていただければ

幸いである。 

 

文献： 

（１）http://my.safaribooksonline.com/9780596529864/where_did_rails_come_from 

（２）Scott Raymonds著、牧野聡訳：“Ajax on Rails”、オライリー、初版2007.7.19  

（３）澤井：「Ｗｅｂサービス（２）、（３）」本誌「第４号」、「５号」 

（４）ジェフ・ルート、佐々木俊尚「検索エンジン戦争」㈱アスペクト、2005.8.5 

 

＜澤井 斌氏のプロフィール＞ 本誌「創刊号」p.35「役員紹介」の項参照 
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◆ ＩＴコンピタンス研究所の活動と年間スケジュール 

２００７年 

９月  独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の啓発資料「リモートアクセス 

環境におけるセキュリティ」の執筆。ＩＰＡのホームページ上に掲載され 

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。 

 １２月  機関誌「第６号」発行 

  〃   第１０回理事会開催 

２００８年 

 ２月  独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）の啓発資料「リモートアクセス 

環境におけるセキュリティ」の製本化を実施。会員及び関係者に配付。 

  ５月  第１１回理事会開催 

  〃   第３回総会開催 

  ６月  機関誌「第７号」発行予定 

  ７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。 

 １２月  第１２回理事会開催予定 

  〃   機関誌「第８号」発行予定 

                             （記：磯 秋義） 

 ≪編集委員の異動≫ 

 本会の推進会員で編集委員の渡辺紀久男氏におかれては２００８年３月末で本会を退

会されましたので、同日付けで編集委員を解嘱と致しました。ここに同氏のこれまでの

ご支援に感謝の意を表します。どうも御苦労様でした。（編集委員一同） 

編集後記 

 米サブプライムローン問題に端を発した世界金融業界の混乱、米国消費経済の縮小、

原油の高騰、バイオ代替燃料へのシフトによる穀物の高騰、ドル安・円高 … 日本国内

でも相次ぐ日常品の値上げ。未曾有の災害となっているミャンマーのサイクロンや中国

四川省大地震での数万人に及ぶ死者、その数倍から数十倍に達すると言われる負傷者の

数。一方、今年は北京五輪、そして地球温暖化対策を話し合う洞爺湖サミットの年。人

類が力を合わせることの大切さを痛感させられる毎日です。今号の執筆はいずれも大部

なものとなりましたが、それぞれに執筆者の熱意が伝わってくる内容です。会員諸兄に

おかれては、是非ご高覧のほどよろしくお願い申し上げます。 （編集長 澤井 斌） 
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