特定非営利活動法人

ＩＴコンピタンス研究所

ＮＰＯ法人「ＩＴコンピタンス研究所」発足のご挨拶
理事長 登家正夫
今日、我が国の情報通信システムに永く携わってきた多くの技術者、
管理者、経営者が２００７年を待たずして定年を迎える時期にあります。
これらの人々の中には生活のためというより、自身の経験を活かせる仕
事に携わり社会に貢献したいと考えている人が少なくありません。彼ら
の経営、管理、技術ノウハウや人脈を有効に活用することは、過去の技
術遺産を守るに止まらず日進月歩の最新情報通信システムの健全な発展にとっても有効
と思われます。よってこの思いを実践・推進する母体としてＮＰＯ法人「ＩＴコンピタ
ンス研究所」を設立する事と致しました。
コストの問題やハングリー精神に欠けた日本の若者に起因する問題等から、日本国内
に止めておかなければならないソフトウェア開発まで、その多くが海外に流出し空洞化
が憂慮されます。同時に、良かれと考えた海外開発で逆に大きな問題を抱え込んだ人も
あります。ＩＴの様々な利点を享受する人々が増えていく一方で、混雑する駅の中で自
分の行きたい駅の切符を買うことすら難しくなってきた人も出てきました。またパソコ
ンを縦横に駆使し、永年に亘り集め、調べ、創りつつある大作をＨＤＤの障害により一
瞬のうちに失い途方に暮れている人も現れました。
今日、座礁し泥沼化している情報通信システム構築プロジェクトも未だに少なくありま
せん。そしてその原因は１０年、２０年前のそれと何ら変わらないものが多いのです。
４０年の歴史を持つソフトプロジェクト管理技術は充分に伝承されていないのでしょう
か。そして軽々な風潮に踊らされ、急速なオープンシステムへの移行を決断し、狙いど
おりの成果が得られなかった事を嘆いている人も少なくありません。
森喜朗総理大臣の時代、沈み行く日本経済の救世主としての期待に応えられず、ＩＴ
バブルは弾けたと揶揄された事がありました。しかし性急で過度で無理な経済効果には
応えられませんでしたが、ＩＴが日本産業の期待の星である事は今でも変わりありませ
ん。光ブロードバンド通信、無線アクセス、高速・高信頼インターネット、安価で高速
なコンピュータ、各種大容量ストーレッジ、美しいディスプレーとプリンタ、それから
携帯電話やマン－マシン・インタフェース用の様々な専用端末群等、ＩＴ／情報通信シ
ステムを構築するに必要な全ての技術要素は着々と進んでいます。ＩＴが日本を支える
産業の一つとなる洋々とした可能性は目前にあります。もう失敗はできません。
最先端の技術に係わる第一線の技術者、経営者とこれを支援する様々な成功体験とそ
して苦い経験をも持つ本ＮＰＯのメンバーの組み合わせは、ＩＴ事業と技術の確かな進
展にとって極めて有効であると考えます。かかる視点をもって本ＮＰＯは活動する所存
であります。ご期待とご支援の程、切にお願い申し上げる次第であります。
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特定非営利活動法人「ＩＴコンピタンス研究所」の発足に寄せて
宇宙航空研究開発機構 理事長 立川敬二
特定非営利活動法人「ＩＴコンピタンス研究所」の発足に際し、一言
期待を述べたいと思います。
情報技術ＩＴという言葉は、救世主の如く世の中に現れ、数年でＩＴ
不況に見舞われて、話題の隅に取り残されているというのが現状かと思
われますが、これからの我が国の産業を支えていくコア技術の一つにＩＴがあることは
間違いありません。その中でも特にソフトウェアが重要になります。
私がかつて携わった携帯電話が膨大なソフトウェアを内蔵し、新機種の初期不良の多く
もソフトウェアの問題であったことは皆様周知の事実ですし、今関わっている宇宙開発
でも、先日打ち上げに成功したＨ２Ａロケットでも多くのソフトウェアが必要でした。
宇宙ステーションには高性能なコンピュータが搭載されており、ステーションの制御か
ら、ステーション上で行われる数々の実験のサポート、地上との円滑なコミュニケーシ
ョンまで、ソフトウェアに依存することになります。これらのソフトウェアを如何に高
品質に作ることが出来るかが、宇宙開発の死命を制すると言っても過言ではありません。
このようなソフトウェアは組み込みソフトといわれ、パソコンで動くソフトウェア以上
に多くの高品質なソフトウェアが必要になってきます。パソコンのソフトの多くは米国
勢に征せられていますが、携帯電話を始めとする組み込みソフトの領域では我が国が健
闘しています。
しかし、
この領域のソフトウェアも益々巨大化／複雑化してきますから、
この優位性を保つためには、コンピュータ上で経験してきた巨大なソフトウェアのノウ
ハウを導入していくことが必要であるとかねてから思っておりました。
今回、
コンピュータ上のソフトウェアを開発してきた人たちを中心に、
利害を離れて、
日本のＩＴのコンピタンス
（競争力）
を向上させていこうという組織が発足したことは、
まことに時宜を得た事であると思います。
物事には、時間とともに変化していく流行の面と、時間を超えて変わらない不易の面と
があります。しっかりと物事を進めるためには、不易の面、すなわち原理原則の基盤の
上で新しい時代に対処していくということが必要です。流行の面は第一線の技術者に任
せるとして、不易の面は経験豊な人がしっかりと次世代に継承していかなければなりま
せん。特に設計品質の面で継承が必要です。この意味で、本ＮＰＯの活動に期待するも
の大であります。
我が国の基本的な課題として少子高齢化の問題がありますが、このＮＰＯは、第一線を
卒業した人に、その経験を生かして活躍する場を提供するという意味も持っていると聞
いております。これらの人たちが社会的に埋もれることなく、社会貢献していける場と
なって、大いに発展していかれることを期待し、その結果として我が国のＩＴが益々強
固なものになっていくことを祈念して、お祝いの言葉とさせていただきます。
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ＩＴコンピタンス研究所の活動方針
本法人会員 副理事長 辻 雄介
理事長の挨拶にある＜熱い思いを実践･推進する場＞として生まれたＩＴコンピタン
ス研究所の活動方針と活動内容を次に示します。
１．ＩＴ開拓者の技術･ノウハウの継承と活用の「場」作り
コンピュータの黎明期からその発展に携わってきた多くの技術者･管理者･経営者は、
「ゼロからの創造」をして「未知への挑戦」を行い情報通信の発展を担ってきました。
それらの技術･ノウハウは、後輩との共同作業により一部は継承されてはいますが、定常
的な時間不足などにより「暗黙知」として個々の頭脳の中に眠ったままのものが多くあ
ります。
これらのノウハウ･技術を定年とともに朽ちさせるのはＩＴ社会にとって大きな
損失であり、後継のシステム開発･ソフト開発･管理･経営に生かすことが有効であり、ま
たそのように社会に役立つ事が定年を迎えたＩＴ開拓者にとっての喜びとする人は多い
と考えられます。
ＩＴコンピタンス研究所では、
積み重ねたノウハウ･技術を役立てたい人々が会員とし
て参加し、保有するノウハウ･技術を活かして活動する「場」を用意していきます。この
「場」で会員は、ノウハウ･技術を利用したいクライアント情報の交換、単独あるいは会
員間での協力によるクライアント支援、
最先端技術の調査･評価と経験との融合によるノ
ウハウ･技術のより高いレベルへの昇華、他の会員との対話･議論によるノウハウ・技術
の「形式知」への表出化（Externalization）や体系化を行います。また、それぞれの経
験によって先端技術･ノウハウを評価・選別し、市場へ紹介し、自らの技術や意見を本研
究所の機関誌やホームページで発表する事が出来ます。
さらに、会員は、ＮＰＯ法人である本研究所会員資格を有して、ＩＴ技術者・ＩＴに興
味を持つ学生･一般市民へのセミナーやＩＴ事業者･ユーザへのコンサルティング・コー
チング･教育訓練の実施によって、保有するノウハウ・技術の次世代への継承を図ってい
きます。
２．ＩＴ構築事業者･ユーザへの支援
今日、連日のごとく、重要な社会システムの障害が新聞を賑わしています。
以前には、これほど社会システムの障害が多かったでしょうか？ 否です。システムの
複雑性は増大し、市民生活に多大な影響を及ぼす重要なシステムが増加した事は間違い
ありません。しかし、それに伴なっての信頼性向上が不足しており、システムダウンの
重大性に対する認識が欠けたシステムが増えています。障害に対する感性の劣化も心配
です。パソコンを中心とする「リセット文化」
、動かなくなったら障害の原因を調べるの
ではなくまずリセットしてやり直せば多くの場合うまく行く、
“こんなものだ”というリ
セット文化が蔓延し、重要なシステムを開発する技術者も知らず知らずのうちに、その
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リセット文化に侵されていないでしょうか。
社会システムは多くの市民に影響を与えるため、その停止は許されません。ハードウェ
アは必ず壊れる、ソフトも誤動作する事がある。ハードが壊れソフトが誤動作してもシ
ステムは動き続け、能力が半分になっても活動続けるしたたかさ―持続性が必要なので
す。このような持続性は「優雅なる低下―Graceful Degradation」と呼ばれ、システム
の高可用性のキーワードとなっていました。
メインフレームでは、
デュープレックス／デュアルシステムによる冗長性・高信頼技術、
機能回復･タスク回復などのソフト誤動作の回復技術、
アプリケーションによる回復技術
など、積み重ねた高信頼性・高可用性技術がありますが、オープンシステムにおいてそ
れらが十分継承されて設計が行われているとは言いがたいのが現状です。
ＩＴ構築事業者に対し、本研究所ではこのような重要な社会システムの高信頼性高可用
性を実現するためのコンサルティングを行い、また、激変する負荷への耐性などの性能
評価、セキュリティ・ネットワーク、経営管理、品質管理、プロジェクト管理などのコ
ンサルティング･コーチングを行って、
安心して使うことの出来る社会システム構築の支
援を行います。
ＩＴのユーザ側は、
信頼性や性能･品質･セキュリティ･プロジェクト管理などの不足に
よって直接に障害発生の影響を受けるので、問題はより深刻です。ＲＦＰ（提案要求書）
にきちんと正確に記述し、受領する提案に十分考慮されているか評価し、正しく品質管
理・プロジェクト管理を行い、システム評価での精密な検証を行うなど委託側の責任は
重いものがあります。そのため、本研究所はＩＴユーザ側に対し、ＲＦＰ作成の支援、
受領する提案書の評価、システム評価項目の作成支援･レビューやプロジェクト管理･品
質管理などのコンサルティング･コーチングを行います。
３．ソフトの空洞化防止と中小･地域ソフトハウスの活性化
地域や中小のソフトハウスには優秀な技術、アプリケーションノウハウを有する人材
も多くいます。しかしながら、中央･地域の需給のアンバランス、多層の下請構造などの
ため、中小･地域ソフト需要は、ソフト開発の下流中心になっている事が多く、その需要
が低賃金のインド、中国など海外ソフトハウスに取って代わり流出しており、さらに丸
投げに近いものも増加しています。このままでは、下流工程だけでなく中流工程さらに
は上流工程まで侵蝕されてしまいます。そうなると、海外ソフトハウスで多発するジョ
ブホッピングによる初度開発者不在のため、システムトラブル対処に問題を引き起こし
たり、また拡張改造時の品質問題や高コスト化を招くばかりでなく、日本のソフト産業
の空洞化を招くことになります。したがって、中小･地域のソフトハウスは、ソフト開発
のプロセスの成熟と他社に負けない技術力で生産性と競争力の向上強化を図り、
「上流・
中流工程の仕事は国内で、下流は一部海外も」という形の国際分業を確立することが、
ソフト産業の空洞化防止と中小･地域ソフトハウスの活性化を図るために重要でありま
す。
ＩＴコンピタンス研究所は、中小･地域のソフトハウスが安定した経営のもとで技術力・
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競争力を強化するため、経営のコンサルティング、プロジェクト管理やプロセス成熟度
向上のための教育･訓練、技術教育などを安価に提供していく方針であります。さらに下
流工程へ海外ソフトハウスを活用してコスト競争力を増大させるため、海外ソフトハウ
スの紹介、委託時の契約内容、ＳＯＷ(業務分担記述)のノウハウ、遠隔地におけるプロ
ジェクト管理手法などのコンサルティング･コーチングを行います。
４．安心してＩＴを活用するための一般市民への啓蒙活動
ＨＤＤが障害で壊れると中のデータは全滅し、ウィルスに感染するとデータも破壊さ
れます。パソコンの中の大切なデータや、種々の記念の写真、磨き上げた文章なども一
瞬にして消滅してしまいます。このことを知らない利用者も多く、また知識として知っ
ていても事故に遭遇しないとデータ消滅の重大性を認識せずデータ保全の対策をとらな
い利用者が多く見受けられます。紙の時代ではこんな事故は起こらず、データ保全の対
策も不要だったのです。ＩＴの便利さの影にこのような脆弱性があることがほとんど認
識されていません。ＩＴが一般市民の中に急速に広がっている中で、本来自動的に保全
が図られるのが当然ですが、まだ残念ながら、ＩＴシステムは、そこまで成長する前に
便利さだけが先走っているのです。このため、ある程度は、利用者である市民が自力で
防衛する事が必要であります。
本研究所では、一般市民へのセミナーを実施して、万一のためのデータ保全の重要性啓
蒙と簡単なデータ保全の演習による習得を図ります。また、ベンダーに、一般市民が安
心して使えるシステムへの工夫を提案して参ります。
以上、活動の基本的な考えを述べましたが、活動を具体化する過程で、会員の方々或
いはクライアントの皆様方との共同作業を通じて試行錯誤を繰り返しながら、本ＩＴコ
ンピタンス研究所の活動を実効あるものにして参る所存であります。皆様の絶大なるご
支援をお願いいたします。
＜辻 雄介氏 のプロフィール＞ 法人プロフィール・役員紹介のページ参照
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日本のソフトウェア業界の課題
本法人会員 宇田隆悦
Ⅰ．はじめに
今、日本のソフトウェア企業は危機に直面している。しかし、多くの経営者はそれに
気付いていないか、深刻とは考えていない。多くの業界では、この数十年間、繰り返し
てきたコンピュータシステムの更改における膨大な投資を自粛し、部分的な改善に留め
つつある。
コンピュータシステムそのものは、柔軟性があり、付加価値の高いサービスを提供する
ものへと転換しつつある中で、これに対応すべきソフトウェア業界の動きは鈍く、旧体
質が一掃されず、対外的な競争力はかなり低下している状況と言わざるを得ない。
Ⅱ．大手と中小のソフトウェア企業における課題
大手企業は今なお失敗を繰り返し、低コストが実現できずにいる。特に最近の Java
を中心とした新技術への対応、短納期、小規模開発に対して、迅速・スムーズな顧客対
応や高品質確保に苦しんでいる。
中小企業では少し違った悩みを持っている。大手企業からの二次発注や三次発注の安定
した仕事の確保が望めなくなり、更に中国を始めとした近隣諸国から仕事を奪われるよ
うになってきた。更に、中小企業ならではの資金不足から人材を育成できないこと、組
織的な標準プロセスの整備・そのための手法導入ができないことなど、根本的問題を抱
えている。
大手ソフト企業と中小ソフト企業に分けて、それぞれの問題点・課題を列挙してみよ
う。
日本の経営者は、これを見て我が社も・・・と思い当たるはず。
Ａ 大手ソフト企業の課題
１ いつまでたっても、些細なミスにより大事故発生が繰り返されている。
それらの事故による損害額は極めて大きく、必要な開発コストに匹敵するか、
場合によっては、それを上回るレベルである。
ソフトウェア事業の存続に絡む話であり、失敗の根絶をすべき是正処置が、
本当に、真剣に、考えられているのだろうか？
非常に疑問である。
２ プロジェクト管理が中心で、開発作業を中小ソフト企業に任せる傾向が強い。
空洞化する部門も出てきている。
３ プロジェクトの管理がマネジャの経験と勘に頼り、確立された管理技法が
浸透していない。
４ 設計レビューやテスト計画のレビューを発注先に任せる傾向が強い。
また、レビュー技法が確立されていない。 レビューの効率、レビューの
6
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効果の測定・分析が弱く、レビュープロセスの改善ができていない。
５ 小規模、短期型のプロジェクトが増加してきたが、新しい開発技法が
十分に確立していない。そのため新技術の経験不足から、度々納期遅延や
品質不良、性能不足等を引き起こす。
６ ＰＭＢＯＫやＣＭＭＩなど、組織的な取り組みをしているように見える。
しかしながら、これらを確実に浸透させ、実質的な効果を上げている
組織は極めて少ない。
抜本的な組織改革が不可欠であるということの、経営層と中間層の認識が
十分でないためと考えられる。
７ 業種や業務のノウハウを蓄積すべきであるが、十分でない。キーマンが
下請けの中小ソフト企業である場合が多いためである。
８ 中小企業に比べて、社員の教育には力を入れているはず。しかし、その内容を
見ると、若年層における体系的な仕事の手順、技法、着眼点、測定と分析と
いった、実践的な教育が欠如している。
経験豊富なＳＥが、教育の立場に立たないためである。
また、プロジェクト管理を中心とした管理者のための教育も不十分である。
９ 毎年、中期計画を立て、原価率向上、失敗コスト削減、新技術拡大などを
数値目標として掲げるが、それらを実現するための具体的な戦術レベルへの
ブレークダウンに至らない。
１０ 企画部門、教育部門、新技術開発部門等が、ＳＥ部門とは独立しており、
一見充実しているように見えるが、部門間の人事交流が少なく、全体として
相乗効果を出しているようには見えない。
また、中小ソフト企業に比べて、間接的な人員の比率が非常に高く、相乗効果を
出せない限り、効率的・効果的でないと言える。
１１ いくつかの小さい企業が集まったような、縦構造が強く、横の文化交流が
乏しい。
実際にベストプラクティスは沢山あるはず。
しかし活かすことが難しい。
逆に失敗の経験を横方向に活かすことも難しい。
Ｂ 中小企業
１ 発注元である、大手企業に、作業そのものを管理されている傾向が強く、
それに甘んじて、主体性に乏しい。
２ 与えられた仕事に対して、高品質で確実に実行しよう、工夫して効率的に
実行しよう、といった考えが乏しい。
３ 中国を始めとした近隣諸国の新興ソフト企業には、
仕事に対する取り組み姿勢に、
若いエネルギーがみなぎっている。一方、長年、大手企業の下で仕事をしてきた
日本の中小ソフト企業ではエネルギーが希薄になっている。
４ プロジェクト管理能力が低く、責任を持ってプロジェクト管理ができない企業が
多い。
５ 担当者に対する実践的な教育や新技術の教育が十分でない。
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６ 同業者の集まる法人団体によって部分的な教育が実施されているが、まだ
十分とは言えない。
７ 業務ノウハウや業種ノウハウを持つ会社もあるが、そうでない会社にとって、
長期に存続する条件として、自社の強みが不可欠になるはずである。
８ ＣＭＭＩ、ＩＴＩＬ、ＢＳＣ（バランスト・スコア・カード）
、シックスシグマ等
の導入をしている企業は皆無と言える。情報処理産業の技術や手法における社会
的なニーズ、流れから見て、これらの導入は不可欠と考えられる。
現状は、認識不足、資金不足で余裕がない。
Ⅲ．現状の比較
大手及び中小のソフトウェア企業の他に、台頭しつつある近隣諸国を加えて、現状を
比較してみよう。
視点
ａ．ＰＪ管理能力の
育成
ｂ．担当者の基本的
作業能力の育成
ｃ．新技術の習得訓
練
ｄ．見積もり能力の
育成
ｅ．ＩＴＳＳベース
の教育
ｆ．CMMI 、ISO9001
等の導入
ｇ．作業標準化の確
立

ｈ．コスト意識と生
産性向上意欲
ｉ．高品質の追求
ｊ．顧客満足度向上
の意識と取り組み
ｋ．業種・業務ノウ
ハウの蓄積
8

大企業
中小企業
ある程度実施してい 実施していない
るが、効果が乏しい
貧弱
貧弱

中国等近隣諸国
部分的実施

部分的実施
体系的に見て不足
部分的実施

部分的実施
体系的に見て不足
実施していない

部分的実施
体系的に見て不足
部分的実施

部分的実施

実施していない

部分的実施

導入しているが、効
果が乏しい
ほぼ全部の組織で確
立しているが、その
効果が乏しい。形式
的な適用に陥りやす
い。改訂が遅い。
意識はあるが、具体
性に乏しい
部分的に追求してい
るが、分析が弱い
意識があるが、取り
組みは部分的である
部分的であり、十分
と言えない

導入していない

導入が拡大方向にあ
る
確立が拡大方向にあ
る

部分的のみ

貧弱

意識に乏しい

意識が高い

意識に乏しい

意識が高い

意識に乏しい

意識があるが、顧客
との接触が少ない
一部の会社に限ら 実績に乏しい
れ、蓄積されている
ITコンピタンスジャーナル

ｌ．中長期的・戦略
的思考による能力
発揮
ｍ．危機感のある取
り組み

部分的であり、十分 意識に乏しい
と言えない

経営者及び担当者の
意識が高い

危機感は弱く、迅速 危機感はあるが、景 強い。長期的ビジョ
な対応に至らない
気に左右される仕事 ンと対策を常に考え
の確保と人材の確保 ている
に限られる傾向
ｎ．開発技法の改善 部分的に実施。組織 なし
部分的に実施。組織
内への浸透に時間が
内の展開は速い
かかる
ｏ．社員の定着性
比較的高い
低い
低い
ｐ．コンサルティン ある程度力を入れ出 例外的のみ
なし
グ能力の育成及び している
確保
ｑ．組織内情報の共 整備する体制を持 情報の共有化は乏し 情報の共有化は乏し
有化整備
ち、ある程度整備さ い
いが、整備しつつあ
れている
る
ｒ．ベストプラクテ 限られた組織内で実 特に横展開の仕組み ＣＭＭＩ導入等によ
ィスの横展開
施されている
はないが、社内に伝 り徐々に進行中
わりやすい
Ⅳ．組み込みソフト系の課題
最近注目されている組み込みソフト系では、ハードウェアへの依存、プラットフォー
ムへの依存、大規模化、複雑化、短納期化、マーケット変動による付加価値の変動・膨
大化（仕様が決まり難い）
、最新技術の採用、製品寿命の短期化など、従来と違った多く
の環境に直面している。
これらに対処していくには、
「組み込みソフトにおける特徴を考慮した」
ａ 開発方法の確立
ｂ 管理技法の確立
ｃ 教育システムの確立
が必要である。
経済産業省では、組み込みソフトウェアの課題に対して、ソフトウェア・エンジニアリ
ング・センターを作り、実態調査とともに、開発及び管理のモデル作りに取り組んでい
るので、大いに期待したい。
Ⅴ．政府の動き
ご存知のように、ｅ－Ｊａｐａｎ構想は、
「我が国が繁栄を維持して豊かな生活を実現
するには、新しい社会にふさわしい法制度や情報通信インフラなどの国家基盤を早急に
Vol.1 2005/6（創刊号）
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確立する必要がある」という考えに基づき、
「ＩＴを活用してより便利で安心できる社会
にしていく」ことを目指している。このｅ－Ｊａｐａｎ構想を受けたｅ－Ｊａｐａｎ戦
略では、先導的７つの分野や横断的５項目を取り上げ、達成目標を設定している。
平成１７年度の情報政策関連予算の概算要求を見ると、
「先導的利活用の促進」の中に
｢ＣＩＯ育成・活用型経営革新促進事業」がある。ＩＴ活用の意義を十分に理解した経営
者が今後どのような成果が出せるか大いに期待したい。また、
「ＩＴ産業の競争力強化」
では、
「技術開発（ハード／ソフト）
」
、
「人材育成」
、
「中小企業のＩＴ化」などを注目
したい。いずれにしても、定量的な成果目標を明確にしようという考えに基づく点が、
従来の曖昧さを解消して、確実な日本の発展に寄与することになる。
また、組み込みソフトウェアの課題に対しては、前述のように、経済産業省によるソフ
トウェア・エンジニアリング・センターの活動が始まっている。組み込みソフトのスキ
ル標準確立、先進交通システムのプラットフォーム（ミドルウェア）開発などは大いに
注目される。
Ⅵ．解決への提案
大手ソフト企業にとっても中小ソフト企業にとっても、今こそ課題の解決に向けた精
力的な取り組みが必要である。
Ａ 大手企業
基本的には何といっても自助努力が不可欠である。具体的には、
①短期、小規模プロジェクト化への対応力向上、
②適正な見積もり能力向上、
③業種・業務ＳＥの育成による顧客対応力の強化
④新開発技法等のプロセス確立による生産性向上
⑤海外市場の開拓
日本政府に対しては、次の提案をしたい。
対策１）政府・自治体の入札制度の改善
① 金額勝負としないような入札条件(提案内容の良否、技術力の重視、
管理能力の重視等)の質的見直しが必要である。
② 段階的な入札（開発のライフサイクルを数回に分ける等）の設定や、故意に
競争させない(1 社のみ)入札を避けることも重要である。
③ 入札と関係なく、良い提案をした企業に対して、入札なしで仕事を与える制
度（予算制度の見直しが必要）も効果的である。
対策２）アウトソーシングの原則化
政府の仕事の中にはアウトソーシングが可能なものが多い。徹底的にアウトソー
シングすることにより、大幅な経費削減が期待できるはずである。現状分析と
アウトソーシング化の 5 ヵ年計画を早急に開始すべきである。
Ｂ 中小企業
日本政府は、中小ソフト企業の存続のために、真剣になって早急に支援策を講じな
10
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ければならない。
そのための具体的な対策を列挙する。
対策１）
政府及び自治体における小規模の開発物件については、大企業の参入を排除し、
中小企業のみ参入可能とする。
対策２）
ＣＭＭＩ、ISO9001 等の導入を容易にするため、政府が資金を提供し、政府支援
による教育、簡易アセスメント、改善指導などを実施する。
対策３）
企業としての個人情報保護、セキュリティ対策のための認証、個人としての
ＩＴＳＳに基づいたスキルの習得を目的として、政府が資金面で支援負担する。
対策４）
組込みソフトの標準プロセス等の開発手法を政府レベルで体系化し、中小企業に
対して、そのノウハウの提供、教育を無償で行う。
対策５）
対策１に絡み、顧客が安心して中小企業へ発注できるようにするため、中小企業
間で、相互にリスク負担する制度を設ける。
また、受注した企業の要請により、顧客側の発注条件（要求仕様等）が妥当であ
るかどうかの第三者によるチェック機能を設ける。
対策６）
オフショア型の開発へ向けた発注に切り替えていくため、政府レベルにより
発注元（大手企業）を指導(オフショア比率等の段階的改善指導)する。
中小企業に対しては、主体的な開発をするための教育指導をする。
これらの中小企業優遇策は、その企業が大企業との競争を互角に戦えるとなった時
点で解消すればよい。
おわりに
以上、日本ソフトウェア業界の課題について整理してみたが、まさに崖っぷちに立た
されているという危機感を持った対策が急務である。生き残るための懸命な自助努力と
ともに、大げさかもしれないが、国を挙げた取り組み、そしてそれを支えるＮＰＯ活動
が不可欠であろう。
＜宇田隆悦（うだたかよし）氏のプロフィール＞
・ 専門領域：コンピュータシステムの開発・維持における
プロジェクト管理、システム監査、ソフトウェアプロセスの
改善指導（ＣＭＭＩ、ＰＭＢＯＫ等） 経験年数：３８年
・ 現在、力を入れていること:プライバシーマークの認証取得支援、

大学における情報処理教育
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報道に見る情報システムの信頼性の変遷と改善への課題
寄稿

坂東幸一

１．はじめに
最近、情報システムに関係する障害として、個人情報流出、コンピュータウィルス、
不正アクセス、サイバー攻撃などが多発している。また、通信、銀行、航空などの社会
インフラ的システムにおいても時折システム障害が発生している．情報システムの信頼
性はテクノロジーの進歩により大幅に改善されてきたが、最近の障害の特徴はプログラ
ムミス、コンピュータウィルス、不正アクセスのような人間のミスや悪意ある意図的な
振る舞いなどの人的要因が大きな比重を占めるようになってきたことである。今後、社
会インフラとしての情報システムを高信頼で安全、安心なものとして維持、向上してい
くには、人的要因も含めて広い観点から検討し、より一層の改善を行っていく必要があ
る。本稿では、日本信頼性学会の情報システム信頼性調査研究委員会で収集している新
聞記事による情報システムの障害事例データ(2)～(4)を基に近年の情報システムの信頼性
の変遷と改善への課題について紹介する。
２．新聞記事データについて
情報システムの障害事例の情報源として新聞記事情報を選んだ理由は、ニュース性と
いうフィルターはかかるものの、社会生活に影響のあるデータが継続的に、容易に収集
できるからである。新聞の種類として、日本経済新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞
を選び、各社の縮刷版を使用している。取り上げる障害事例は、安全性、セキュリティ、
災害・事故などを含む情報システムの信頼性に関係があると思われる障害をできるだけ
広い観点から取り上げている。
３．障害事例の分析
３．１ データの分類
収集した障害事例を表１に示す「障害原因」により分類(1)した。これは信頼性阻害要
因により分類したもので、物理的要因で部品不良のような内部的なものと環境条件悪化
のような外部的なもの、人的要因で設計ミスのようなミスまたは偶発的なものと不正ア
クセスのような意図的なもの、そして災害・事故に分けた。
表 1 障害原因の分類
大分類
中分類
物理的要因（内部）
製造上の欠陥、素子の劣化、部品不良、ケーブル断線
物理的要因（外部）
環境条件悪化、予期せぬ負荷、回線不良
人的要因（偶発的､ミス） 仕様ミス、設計ミス、検査ミス、設定ミス、誤操作、データ入力ミス
人的要因（意図的）
不正アクセス、ウィルス、不正メール、その他
災害・事故
地震･火災･水害･落雷、事故による施設破壊
12
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３．２ 障害事例の分析
障害事例件数の年推移およびその内訳として障害原因別件数を図１に示す。また、そ
れらの件数比率の年推移を図２に示す。(7) これらのグラフから読み取ることができる特
長的なトレンドについて下記に説明する。
（１）2000 年の件数が突出しているのは、2000 年問題、400 年に１回のうるう年問題、
官公庁のサーバーやホームページなどへの集中攻撃などの特有事情による。

（２) 件数が1995年から2000年にかけて急増しているのは、
これらの期間にパソコン、
携帯電話およびインターネットの普及が急激に進み、これらの障害が増えているた
めである。
（３）人的要因（ミス＋意図）とそれ以外の要因（物理＋災害・事故）の比率を 1980
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年と 2000 年から 2004 年の 5 年間の平均（以下、
“直近 5 年平均”と呼ぶ）で比較
すると、人的要因は 27%から 76%へ増加し、人的要因以外は 59%から 17%へ減少して
いる。
（４）人的要因の中でも“意図的”が 1995 年から 2000 年にかけて急増している。これ
はこの間にマイクロソフト社の windows95 が出荷され、パソコン、インターネット
が急激に普及し、誰もが IT を使用できるようになってきたためと思われる。
（５）直近 5 年平均の障害原因別の件数比率は図 3 に示すとおりであり、比率の大きい
順に人的（ミス）41%、人的（意図）35%、物理（内部）10%、物理（外部）6%、災
害・事故 1%、不明 7%である。中分類の内訳を示すと下記のとおりである。
・物理的要因（内部）
：新聞情報の性格上、障害発生時の情報が殆どであり、中分類へ
のブレークダウンは殆どの場合不可能である。
・物理的要因(外部）
：予期せぬ負荷 91%、
回線不良 6%など
・人的要因（ミス）
：設計ミス 57%、設定
ミス 14%、データ入力ミス 14%、誤操
作 8%、仕様ミス 6%など。設計ミスの
約 90%がプログラムミス
・人的要因（意図）
：不正アクセス 47%、
ウィルス 34%、不正メール 3%、その
他 16%など
・災害・事故：件数は少ないが、ほぼ毎
年発生。直近 5 年では 10 件発生
４．今後の改善への課題
以上の分析結果により、情報システムの信頼性改善のために重要と思われる今後の課
題について以下に述べる。
（１）不正アクセス対策
本データによると、不正アクセスは 2000 年から急増している。悪意ある意図的な不正
アクセスにより、ホームページやデータの改ざん、個人情報の漏えい、パスワードなど
のデータ盗用やそれを使ったなりすまし、データの破壊、DoS(Denial of Service)攻撃
など多くの被害が発生している。これらの対策として、ファイヤウォール、不正侵入検
知（IDS）
、各種フィルタリング、各種認証などが採用されている。今後、耐不正侵入シ
ステム（Intrusion Tolerant Systems）の研究などが重要となる。
（２）ウィルス対策
情報処理振興事業協会セキュリティセンター(IPA/ISEC)のコンピュータウィルスの
届出状況データ(8)によると、2002 年 20,352 件、2003 年 17,425 件、2004 年 52,151 件と
なっており、2004 年で急増している。これは、ウィルス対策の浸透がウィルス発生の加
速化と感染力の進化に追いついていないためと思われる。対策としては、アンチウィル
スソフトを導入し、常に最新のウィルス定義ファイルに更新すること、および基本ソ
14
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フトウェア等のセキュリティホールを修正するための修正プログラムの適用を常に行
うことが必須である。
（３）プログラム品質向上
出荷後発生するプログラムミスにより、システムダウン、処理の誤り、一部機能障害、
製品交換などの障害が多発している。
プログラムミスが多発しているケースは、
①金融、
通信、航空・鉄道などの大規模システムの機能強化やシステム統合のためのバージョン
アップ時、②パソコンや携帯電話などの新製品出荷時、③住基ネットのような新制度開
始時、④電話料金、鉄道料金、年金支給／年金保険料などの各種計算プログラムなどで
ある。これらを改善するためには、設計者のスキルを向上すると共にプログラム仕様決
定から評価完了までのプログラム開発マネジメントをしっかり行うことが基本である。
特に重要なことは、設計仕様の作成・維持を常に行うこと、最新仕様による評価を過負
荷時の評価も含めて出荷前に十分に行うことである。
（４）個人情報流出対策
2000 年以降、個人情報の流出が急増しており、流出した個人情報を悪用した犯罪、例
えば架空請求、預金詐取、ネットオークション詐欺などが多発している。原因は、クラ
ッカーによる不正アクセス、ウィルス、設定ミスや誤操作、設計ミスなど多様である。
対策としては、不正アクセス対策、ウィルス対策、プログラムやホームページの作成ス
キルの向上、セキュリティマネジメントの導入などが重要である。
（５）社会システムのシステムダウン対策
近年、情報システムは通信・プロバイダ、銀行・証券、鉄道・航空、官公庁などの分
野で社会のインフラとして必要不可欠になっており、このようなシステムがダウンする
と社会活動に大きな影響と混乱を与えるので是非とも避けなければならない。これらの
原因は物理的内部故障、設計ミス、不正アクセス、ウィルス、予期せぬ負荷などである。
フォールトトレラント技術、ディペンダビリティ技術、耐不正侵入技術などをより一層
発展させ、適用していくことが重要である。
（６）予期せぬ負荷による通信ダウン対策
インターネットや携帯電話の普及により、
トラフィック発生メカニズムが従来の原則、
即ち散在するトラフィック発生源は互いに独立であるという原則が成り立たない現象が
増加していることが指摘(5)されている。本データにおいても設計値以上の過負荷、ある
条件による一時的集中呼、ウィルス感染による大量の迷惑メールなどによる通信ダウン
が多発しており、このような事態になっても通信ダウンにならない対策が必要である。
５．おわりに
以上述べたように最近の大きな特徴は人的要因による障害が増えていることである。
第一にプログラムミスの増大である。これはＩＴ化の進展に伴うプログラム開発量の増
大に品質確保が追いついていないためと思われる。従来から行われている品質向上への
地道な取り組みを大切にしつつ更に開発・管理技術の向上が必要である。第二に悪意あ
る意図的な人的要因の増加である。本件に関しては、技術面だけではなく体制面、運用
面も含めた総合的な対策が必要である。
Vol.1 2005/6（創刊号）
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・現在、力を入れていること：情報システム全般の信頼性・
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シリーズ：事業目標を達成するためのプロセスのＷｈａｔと
ＨｏｗとＴａｒｇｅｔ
①ＣＭＭＩの紹介
本法人会員 佐谷鉄夫
はじめに
ソフトウェアは今やあらゆる分野においてますます増大し、ますます重要な役割をは
たしている。定常的に良い製品を提供することはソフトウェアを開発する組織にとって
重大な課題である。そのためにはソフトウェア製品を開発するプロセスを改善しなけれ
ばならない。
プロセスは何をしなければならないか（プロセスの What）
、どのようにそれを行うこと
ができるか（プロセスの How）
、そしてそのプロセスの目指すところは何か（プロセス
の Target）を追求する必要がある。
What は CMMI（Capability Maturity Model Integration）、How は PSP（Personal
Software Process）と TSP（Team Software Process）
、そして Target はソフトウェアプ
ロダクトラインと位置づける。
CMMI は What を詳細に述べる。How には触れずそれぞれの工夫にまかせる。
PSP はプロセスの具体例で個人を訓練し、TSP はプロジェクトを指導する。
プロダクトラインは戦略的再利用でありソフトウェア効率化の決め手である。
初回はプロセスの What である CMMI に焦点を当てる。How と Target については次回以
降に述べる。
プロセスのＷhat は CMMI
CMMI は当初 CMM（Capability Maturity Model）として、カーネギーメロン大学と
アメリカ国防省の合弁のソフトウェアエンジニアリングインスティチュート（SEI）を中
心に開発された。世界各国で広く採用され、いまやプロセスの標準となっている。CMM
が CMMI に発展し、ソフトウェアだけでなくシステム全体のプロセスをカバーするよう
になった。
プロセスは段階的に発展する
プロセスの良し／悪しの度合い（成熟度）には、明確に識別できるいくつかのレベル
がある。CMMI は５つのレベルを次のように説明している。
レベル１
（初期）
レベル２
（管理された）

プロセスは場当たり的で無秩序である。プロジェクトの成功
はほとんど個人の努力に依存している。
各プロジェクトではプロセスが計画され確実に実施されてい
る。定義されたポイントでは状況が管理層に見える状態にな
っている。同種の業務であれば組織はその成功体験を反復す
ることができる。

Vol.1 2005/6（創刊号）
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レベル３
（定義された）

標準プロセスが組織として定義され各プロジェクトで実施さ
れている。プロセス実績が組織共通の尺度で測定されている。
組織のプロセス資産が確立され各プロジェクトで活用してい
る。
レベル４
組織として定量的なプロセス実績が収集／分析され、プロジ
（定量的に管理された） ェクトの計画や追跡に使用されている。プロセス実績の詳細
な測定値が収集され統計的に分析され、プロセス変動の特殊
原因が特定され是正処置が採られる。
レベル５
プロセス実績を継続的に改善することに焦点が当てられる。
（最適化している）
プロセス変動の共通原因が特定され改善される。漸進的改善
策と革新的改善策が選択されその実施が管理される。
プロセス改善はこのレベルの順番になされるべきであり、途中をスキップすることは
できない。各レベルはその上のレベルの基盤となっているからである。例えば、レベル
２をスキップすることは管理プロセスを失うことであり、定められたことが実施される
かどうか保証されない。どこかの組織の優れたプロセス改善成果を自部門で取り入れた
いと思う時、自部門でその基盤があるかどうか見てみることが必要である。
組織的には、レベル２ではソフトウェア品質保証（SQA）
、そしてレベル３ではソフトウ
ェアエンジニアリングプロセスグループ（SEPG）が必須である。
成熟度レベルに応じて注力すべきプロセス領域が変わる
プロセス領域はプロセスのある領域のことである。各レベルを達成するため、プロセ
スのどのような領域が必要かを述べている。２５のプロセス領域がある。プロセス領域
は成熟度レベルで分類されている。またその性格に応じて４つの区分（プロセス管理、
プロジェクト管理、エンジニアリング、支援）に分けられている。
レベル１：このレベルでは対応するプロセス領域はない。
レベル２：プロジェクトを遂行するために最低必須のプロセス領域に焦点が当てられ
る。次の７つのプロセス領域を含む。
レベル２のプロセス領域
（区分）
要件管理
（エンジニアリング）
プロジェクト計画策定
（プロジェクト管理）
プロジェクトの監視と制御
（プロジェクト管理）
供給者合意管理
（プロジェクト管理）
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説明
要件の理解とその変更の影響に対処する
見積もりに基づく計画を作成し、関係者の合意を得る
計画に照らしてプロジェクトを監視し是正処置をとる
供給者を選定／合意し、合意に基づいて実行し、結果を
受け取る
ITコンピタンスジャーナル

測定と分析
（支援）
プロセス成果物の品質保証
（支援）
構成管理
（支援）

尺度／測定方法／分析方法を定め実施し、測定能力を開
発し維持する。
プロセスと成果物を客観的に評価し、プロセス実施を確
実にする
成果物の構成を特定し、成果物ベースラインの構築と変
更を管理する

レベル３：ソフトウェアエンジニアリング、組織プロセスに焦点が当てられ、さらに
高度なプロジェクト管理を含む。総数１４項目に及ぶ非常に多いプロセス領域を含む。
ソフトウェアエンジニアリング関係のプロセス領域はレベル２においても当然必要であ
る。これらのプロセス領域がレベル３である理由は、
「プロジェクトの失敗原因のほとん
どは始めは管理問題であり、技術問題ではない」ということにある。
レベル３のプロセス領域
（区分）
要件開発
（エンジニアリング）
技術解
（エンジニアリング）
成果物統合
（エンジニアリング）
検証
（エンジニアリング）
妥当性確認
（エンジニアリング）
組織プロセス重視
（プロセス管理）
組織プロセス定義
（プロセス管理）
組織トレーニング
（プロセス管理）
統合プロジェクト管理
（プロジェクト管理）
リスク管理
（プロジェクト管理）
統合チーム編成
（プロジェクト管理）
Vol.1 2005/6（創刊号）

説明
顧客要件、成果物要件、および成果物構成要素の要件を
作成し分析する。
要件に対する解を設計し、開発し、そして実装する。
成果物構成要素を組み立てて、さらに大きな構成要素を
構築し、ついには最終製品に至る。
作業成果物がその要件を満たすことを確実にする。レビ
ュー、テストを含む。
「正しく作ったか」
成果物が意図した環境で意図した用途を満たす事を確実
のする。
「正しいものを作ったか」
組織プロセスと資産の現状の強みと弱みを理解し、プロ
セス改善を計画し実施する。プロセス改善に組織として
取り組む出発点である。
組織としてのプロセスの標準集合とプロセス資産を確立
する。
人員にスキルおよび知識を身につけさせるための組織能
力を確立しトレーニングを提供する。
「組織の標準プロセスの集合」に基づいて確立したプロ
セスに従ってプロジェクト計画を作成し実施する。
潜在的な問題（リスク）を特定し、可能性と影響度を勘
案して優先度に応じ、リスク軽減活動を実施する。
プロジェクト内のチームを編成し、チーム運営を統制す
る。
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統合供給者管理
（プロジェクト管理）
決定分析と解決
（支援）
統合のための組織環境
（支援）

成果物の供給源を先を見越して特定し、供給者との協力
的な関係を維持しながら供給者を管理する。
特定された選択肢を確立された基準に照らして評価する
正式評価プロセスを使用して、可能な決定を分析する。
組織のインフラストラクチャ（組織のビジョン、作業環
境など）を確立し、人員を管理する。

レベル４：レベル４と５は高レベルの成熟度と言われる。レベル４からは定量的デー
タとその統計処理が主役である。レベル４もレベル５もプロセス領域の数としてはそれ
ぞれ２つである。
レベル４のプロセス領域
（区分）
組織プロセス実績
（プロセス管理）

定量的プロジェクト管理
（プロジェクト管理）

説明
「組織の標準プロセスの集合」の能力を定量的に理解し、
組織の能力ベースラインとモデルを提供する。
これによりプロジェクトでは、工数、品質などを定量的
に予測できる。
「プロジェクトの定義されたプロセス」を定量的に管理
する。

レベル５：レベル５では品質に対するパラダイムが変化する。すなわち、欠陥を早期
に検出するというこれまでの指向から欠陥予防へと考え方が変わる。
レベル５のプロセス領域
（区分）
組織化改革と展開
（プロセス管理）
原因分析と解決
（支援）

説明
組織のプロセスおよび技術の測定可能な改善策を選択し
展開する。
欠陥およびその他の問題の原因を特定し、将来における
発生を予防する処置をとる。
「なぜ、なぜ、なぜを繰り返
し根本原因をつきあてる」

各プロセス領域には、いくつかの固有ゴールと１つの共通ゴールがある。
固有ゴールがそれぞれのプロセス領域を達成するためのゴールであるのに対して、共通
ゴールは、各プロセスの制度化（定着させること）を扱い、全てのプロセス領域に共通
である。それぞれのゴールの下にはいくつかのプラクティスがありゴールの達成を助け
る。
レベル２の共通ゴールは「管理されたプロセスを制度化する」である。その下に、１．
方針を確立する、２．プロセスを計画する、３．資源を提供する、などの 10 個の共通プ
ラクティスがある。これらの共通プラクティスは、どんな作業に対してでも使うことが
でき、極めて有用であると思う。
20
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＝次号予定＝
プロセスの How は PSP と TSP
・ソフトウェア品質の始まりは一人一人の技術者である
・TSP に導かれたチーム活動は高品質と高生産性を達成する
参考情報
成熟度の考え方については、
「プロセス成熟度の改善」日科技連発行が読みやすい。
CMMI の日本語訳は http://www.ipa.go.jp/software/sec/download/cmmi.php
からダウンロードできる。
SEI のホームページ（http://www.sei.cmu.edu/）には、情報が満載されているので興
味のある方は参照願いたい。

＜佐谷鉄夫氏のプロフィール＞
・専門領域：コンピュータ基本ソフトウェア、とくに
各種言語処理プログラムの開発
ソフトウェアプロセス改善活動の推進
経験年数 42 年
・興味のある分野：ソフトウェアプロセス、とくに
CMMI,TSP,PSP,ソフトウェアプロダクトライン
・資格など：佐谷ソフトウェアプロセス研究所代表
SEI 認定 PSP インストラクタ、JASPIC 特別会員

＜ニュースクリップ＞ ＮＰＯ法人数、２万の大台を突破
朝日新聞 2005.2.16 ― 内閣府や都道府県の認証を受けたＮＰＯ法人（特定非営利
活動法人）の数が１月末時点で２万３５０団体と、２万の大台に乗った、と内閣府
が１５日発表した。９８年のＮＰＯ法施行から１万台に乗るまでには４年余かかっ
たが、その後の２年弱で倍増。当初は長年活動してきた任意団体の法人化が多かっ
たが、最近は新たに活動を始めた若者や定年退職者、主婦らが、子育て支援やまち
づくりなど身近な問題の解決をめざして団体をつくる動きが増えている。都道府県
別では東京が４００４と最多で、大阪１６０８、神奈川１２０６、千葉７９７、北
海道７６１と続く。分野別では、介護を中心に福祉活動を手がける団体が最多で、
昨年末時点で５６％を占める。最近は、事業型も増え、雇用の場や地域活性化の力
としても注目される。
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インターネットの動向と課題（１）
本法人会員 副理事長 伊藤 敦之
不定期的になると思いますが、数回に分けてインターネットに関わる動向と課題を述
べてみたいと思っています。今回はその一回目です。
１．インターネットの本質
（１）インターネットはベストエフォート
東京オリンピックがあった年に私は社会人になりました。当時社内では、
「半導体は農
業だ」と陰口をたたかれていました。出来上がってみないと結果が判らないことが多か
ったためです。１０年ほど前、バイオの研究をしている友人が「バイオは農業だ」と言
っていました。酵素ならともかく細菌ともなると個性があって、制御が難しく、結果を
予想しにくい、ということです。
高い確率で結果を制御できるものを工業的、最善の努力をしても環境条件などの影響が
大きく、結果を必ずしも保証できないものを農業的、ということにしますと、半導体は
とっくに工業になっていますし、バイオもまもなく工業になることでしょう。ソフトウ
ェアは人間の知的活動の成果ですから、
細菌とは比べようもなく制御することは難しく、
当分は農業的ということになるのではないでしょうか。工業は「作る」ですが、農業は
「育てる」です。ソフトウェアやサービスなどでは、その管理手法として「育てる」事
を重視する必要があります。
さて、インターネットですが、このネットワークは Best Effort だ、と言われています。
最善の努力はしますが、遅延時間などの通信品質は必ずしも保証できません、というこ
とで、上記に例えれば農業的といえるでしょう。又インターネットは誰かが「作った」
ネットワークではなく、皆で「育ててきた」ネットワークだという歴史を持っています。
今でも「育てる」という要素が多く残っており、成長途上のネットワークです。
電話をする時には、ダイアルをして接続を確認してから話しを始めます。こういうネッ
トワークを「コネクション型」といいます。一方、インターネットでは、通信相手とネ
ットワークを接続するという動作をせず、パケットと呼ばれる情報の塊りに送り先アド
レスを付けていきなり送り出します。例えて言えば，ハガキや封筒などの郵便と同じで
す。こういうネットワークを「コネクションレス型」といいます。通信容量が一定のネ
ットワークがあって、利用が込んで（網が輻輳して）来ますと、コネクション型では、
電話が繋がらないという現象がおきます（これを呼損失といいます）
。しかし、一旦繋が
ったら、その間通信品質は保証されます。一方、コネクションレス型では、網が輻輳し
てきますと、パケットが遅延します。最悪の場合、パケットが紛失することもありえま
す。この点が Best Effort だといわれる所以です。しかし、パケットは遅延しても何と
か宛先に行き着こうとする最善の努力はしますから、案外災害などに強い性質も持って
います。阪神大震災や、新潟地震でインターネットが活躍したことは、記憶に残ってお
られることでしょう。
どちらが良いか悪いかではなく、
設計思想が違うということです。
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電話では繋がった後の通信品質が重要ですし、メールやＷｅｂでは多少応答が遅延して
も通信出来ないよりはまし、です。
このように、Best Effort というのは利点でもあり欠点でもあるわけですが、インター
ネットを使って電話（ＩＰ電話、インターネット電話）もＴＶなどの動画も送ろうとす
るとやはりパケットの遅延は問題になってきます。このようなメディアは時間的に連続
している必要があるからです。このため、インターネットでも通信品質をある程度保障
しようという努力が行われています。ＱＯＳ（サービスの品質）確保の努力です。大胆
に言えば、コネクション型の取り込み努力ですが、その前に通信速度を上げて通信容量
を増やしていけば Best Effort の問題点を回避できます。幸い日本では光ファイバーが
隅々まで行き渡っており、サーバーやルーターも日進月歩で高速化しておりますからＴ
Ｖはともかく、電話ぐらいは問題なく通るようになるでしょう。もちろんトラヒック（通
信量）の増加とのいたちごっこですが。
（２）インターネットはグローバル
インターネットは全世界一つに繋がっていて、そのアドレスも全世界で一意（アドレ
スが全員違っていてアドレスだけで行き先を特定出来る）になっており、世界中誰とで
も通信が出来、世界中で発信している情報を誰でも手に入れることが出来る、と言われ
ています。確かに通信の仕組みとしてはグローバルになっていますが、本当にグローバ
ルに使えるかというと、いくつかの問題があります。一つは、仕組みがグローバルにな
っていても、アドレスが分からないと通信は出来ません。自分がアクセスしたい情報が
どのサイトにあるのか知る必要があります。しかし、インターネットはグローバルで、
非常に多くのサイトがあり、日々増え続けていますから電話帳のような固定的なアドレ
ス帳を作成することは困難です。そこで登場したのが検索サイトです。ポータルサイト
とも言います。多くの検索サイトでは、ディレクトリー検索とキーワード検索が可能で
す。特にキーワード検索技術が非常に進歩してきて、すばやく的確な検索が可能になっ
てきておりますが、キーワードの使い方を工夫しないと検索結果が多すぎて困る場合が
多々あります。検索技術はまだまだ磨いていく必要があります。
もう一つは、語学力の問題です。せっかく仕組みはグローバルになっていても、英語が
読めなければグローバル性を活かすことは出来ません。日本人は外国語に弱いと言われ
ておりますが、会話は弱くても、読み書きは諸外国と比べてどうなのでしょうか。長年
の英語教育で、会話はダメでも読み書きはある程度出来る（辞書を引きながらでも）と
いうのが多くの日本人像だと思います。
インターネットは基本は読み書きですから、やっと日本の英語教育が役立つ時がきたの
かもしれません？ それはさておき、やはりグローバル性を活かして行くためには使う
側の努力だけでなく、
仕組みとして翻訳機能を提供することも必要ではないでしょうか。
分野を限れば自動翻訳も実用レベルになってきていますから、
「××に強い翻訳サイト」
などがどんどん現れるのを期待したいと思います。
もう一つの問題は、アドレスの枯渇問題です。現在のインターネットのプロトコル（通
信の規約）ＩＰｖ４ではアドレスは３２ビットが使われていますから、全世界でインタ
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ーネットにつなぐことが出来るサーバーやパソコンは約４０億台ということになります。
一人で複数台のパソコンを持つ人もいますから、これではすぐにアドレスが不足すると
予測されますが、最近、アドレスを固定的に割り当てずにインターネットに接続してい
る時だけ動的に割り当てる技術が進歩して、
何とかアドレスの枯渇を回避しております。
しかし、ＡＤＳＬや光などのブロードバンド／常時接続の普及、テレビやビデオディス
クなどの情報家電のインターネット接続などが進みますから、やはりアドレス拡張の必
要が迫っています。次世代のＩＰｖ６ではアドレスを１２８ビットに拡張することにな
っています。１２８ビットですと接続できるコンピュータの数は天文学的数字になりま
すから、もうアドレス枯渇の心配はなくなりますが、インターネットを運用しながら、
いかにスムースにＩＰｖ４からＩｐｖ６ヘ移行することが出来るかが、大きな課題とな
ってきます。
（３）インターネットはオープン
インターネットは２つの意味でオープンだといわれています。１つは誰でも参加出来
るという意味でオープンです。もちろんプロバイダとの契約は必要ですが、主義信条、
職業、年齢などで利用を断られることはありません。したがって、詐欺師も、ハッカー
も、テロリストも、マフィアも、いわゆる愉快犯も利用しています。それだけセキュリ
ティ問題が大きな課題となっています。セキュリティに関しては次回以降に詳しく述べ
たいと思っています。ちなみに、企業内ネットワークのように利用者が限られているネ
ットワークをイントラネットと言っています。
もう１つは技術仕様がオープンになっていることです。したがって技術力と資金さえあ
れば誰でもインターネットを構築でき、インターネットに接続することが出来ます。プ
ロバイダ事業へ参入し易くなっているとともに、技術力が高いハッカーなどが暗躍しや
すいという面を持っています。インターネットは誰かが全体設計をしたものではなく、
次々とプロバイダが発生し、それらが相互接続して草の根的に拡大してきた歴史を持っ
ています。プロバイダは千差万別ですから、価格だけでなく、しっかりした管理を行っ
ており安心して利用できるプロバイダを選ぶ必要があります。
仕様がオープンであるために、
仕様変更がやりにくい側面があるのではないでしょうか。
エラーメッセージなどもう少し親切になれば使い勝手も改善されるのに、と思うことが
多々ありますが、なかなか改善されません。ここまで普及してくると、誰もがもっと快
適に使えるようきめ細かな改善をして行く必要があると思います。このあたりも大きな
課題です。
「改善」は日本の得意技です。日本が主導権をとって、痒いところに手の届く
ような改善を進めて行くことを期待しております。
以上、インターネットの本質的特徴とそれに起因するいくつかの課題に関して述べて
みました。次回は、インターネットのセキュリティ問題に関して述べてみたいと思って
います。
＜伊藤敦之氏のプロフィール＞ 法人プロフィール・役員紹介のページ参照
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北米だより
寄稿
（１）ファイアフォックス

田代駿二

- レポート 2004.12.6 -

１９９７年、マイクロソフトは、急成長のネットスケープナビゲータをウィンドーズに
とって大きな脅威と判断し、ＩＥ（Internet Explorer）を無料で配布してこれを一気に
抹殺した。結局、それがマイクロソフトの独禁法違反容疑へ、そしてネットスケープの
ＡＯＬによる買収へとつながったのである。ネットスケープはさらにＡＯＬがタイムワ
ーナーと合併する過程で表舞台から消滅することを余儀なくされた。ところが、ナビゲ
ータは死んだと見せて実はモジラプロジェクトとして生き残ったのである。ソースコー
ドを公開し、オープンソースのブラウザとしてひそかにマイクロソフトへのリベンジを
期したのであった。
２００３年、タイムワーナーは２００万ドルを出してモジラ・ファウンデーションを設
立し、シリコンバレーのマウンテンビューにオフィスを構えた。開発者１２人の他に、
ＩＢＭやレッドハット、ノキア、ノベル、サンからの応援技術者を８０人、そして２０００
人のボランティア・サポーターを擁する。女性社長のミッチェル・ベーカーは、元ネッ
トスケープの法務担当である。モジラ・ファウンデーションは、今年の２月にテスト版
のブラウザ「ファイアフォックス」をリリースし、１１月９日にはバージョン１.０を正
式にリリースした。
その後の３週間で６００万ユーザのダウンロードを呼んだのだから、
とりあえず緒戦は大勝だったと言えよう（１）。
もちろん、ブラウザではマイクロソフトＩＥのシェア９２％に比べれば、ファイアフォッ
クスはまだ３.６％と微小だが、
それでも１％は約１３０万ユーザに匹敵するから、
３.６％
（１）
すなわち４７０万ユーザは十分ビジネスになる数字である 。
ところでマイクロソフトはと言えば、２００１年以降、ＩＥをまったく放置したままで
何の機能改善もせず、セキュリティ対策に追われてきた。最近はそのセキュリティ対策
もウィンドーズＸＰについてはＳＰ２でほぼＯＫになったが、インストールには何時間
もかかるし、ＸＰ以外は無視である。我々もインターネット・ブラウザとはこういうも
のかとあきらめてきたのがいけなかった。
さて、モジラのファイアフォックスについて言えば、オープンソースのフリーソフトだ
からファイアフォックスのサイトから簡単にダウンロードできる。言語も日本語を含め
３０か国語に対応しており、容量は日本語版で４.８ＭＢ、ダウンロードもインストール
も短時間で済む。対応ＯＳはウィンドーズなら９８までさかのぼってＯＫだし、マッキ
ントッシュもリナックスもＯＫである。インストールと同時に、ＩＥから自動的にブッ
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クマークやサーフ履歴、クッキー、インターネットオプションなどをインポートしてく
れ、操作性もＩＥと大差ないので移行はすこぶる簡単である。
それでは、
ＩＥからわざわざ移行するメリットは何か。
私にとって最もありがたいのは、
ファイアフォックスのタブブラウジング機能である。これは、ファイアフォックス・ブ
ラウザのウィンドーの上部に複数のブックマークをツールバーの形で横に並べてくれる
機能で、それらをクリックするだけで複数のウェブサイトを渡り歩ける。私は、これま
で５個のＩＥを同時に開いて、それぞれに新聞雑誌のサイトを開き見比べていたが、切
り替えに時間がかるのと、例えば、サイトＡで次のページへ飛ばしておいてサイトＢを
読んでいると、サイトＡの動作結果により自動的にＡに戻ったり、ポップアップ広告が
割込んで来たりして、
特にコピーのためにペースト中だと、
非常にイライラさせられた。
この悩みが、タブブラウジングで一気に解消したのである。バックグラウンドでリンク
を開いてくれるので読み込みの待ち時間が皆無になった。ちなみに複数のブックマーク
を横に並べるには、対象のブックマークをサブホルダーにまとめておいて「タブで開く」
をクリックすればよい。
次にありがたいのはポップアップブロックである。変なタイミングで現れるポップアッ
プ広告は非常に精神衛生に悪いので、これがなくなってすっきりした。以前は、グーグ
ルデスクバーがポップアップブロックをサポートしてくれていたのだが、いつの間にか
改版時になくなった。その他、グーグルやヤフーのサーチエンジンにファイアフォック
スの画面上から直接アクセスできるとか、ライブブックマークという、ニュースワイヤ
ーにトッピックス単位で直接アクセスできる機能などがあるが、私にはタブブラウジン
グとポップアップブロックだけで移行価値は十分あった。
もちろん、オープンソースなのでセキュリティも万全である。ちなみに、ファイアフォ
ックスを新しく使う時は、
自分のファイヤウォールが邪魔をして動かない可能性がある。
私も、パーソナルファイヤウォールに、ファイアフォックスをパーミットする設定をほ
どこしてやっとＯＫになった。
さて、ＩＥに優位点があるとすれば、ＩＥ向けに調整したサイトやＩＥでしか動かない
サイトがあることであろう。しかし、マイクロソフトは、その程度の策略で目先をごま
かすことに専念しているようなら、いずれ痛い目に会うであろう。
ＩＥはウィンドーズにバンドルだから、ファイアフォックスに多少食われても痛くも痒
くもないかもしれない。しかし、ウィンドーズがリナックスに徐々に侵食されているの
と同様に、マイクロソフトはオープンソースに弱いことが常識になれば、いずれドル箱
のマイクロソフト・オフィスもねらわれることになるのである。
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参考

(1) K. Oanh Ha: Volunteers Spread Word of Firefox, 11/29/04, San Jose Mercury News
(2)ファイアフォックスのサイト →

（２）ＩＢＭパソコン事業の売却

http://www.mozilla-japan.org/

- レポート 2004.12.13 -

ＩＢＭが、パソコン部門を１７億５０００万ドルで中国のレノボに売却した。その内訳
は現金６億５０００万ドルとレノボの株式６億ドル、それにＩＢＭの債務５億ドルの肩
代わりの３つからなる。
株式６億ドルはレノボ全体の１８.９％に相当するのでＩＢＭは
その分だけ経営権を維持するが（１）、実質的にはパソコン事業からの撤退と言えよう。日
立へのハードディスク部門の売却に続く大型リストラの第２弾である。
ＩＢＭはパソコンの歴史に金字塔を打ちたてた立役者の一人である。１９８０年、同社
はアップルの大成功に刺激されてパソコンの開発に踏み切った。ただし、メインフレー
ム主流の本社では誰も取り合わなかったため、フロリダ州のボカラトンにある傍流のグ
ループに任せた。このグループは、安価な他社部品を購入して組み立て、外部のセール
スチャンネルを利用し、仕様をオープン化してアプリケーションの輩出を待った。この
戦略はみごとに的中し、１９８５年には、早くも先行するもう一人の立役者アップルを
抜き去り、パソコン市場のシェア４０％を獲得してトップに踊り出た。ＩＢＭパソコン
の成功要因は、本社の目の届かないところで開発を行うという典型的な異端技術の開発
方式を取ったことだと言われている。
ところが、いったん大成功をおさめると、本社はパソコン事業に口を出し始め、その後の同
社の苦難を招く原因を醸成した。コスト構造がパソコンとメインフレームでは本質的に異な
るため、例えば、他のパソコン・メーカーとの値引き競争にはいつも遅れを取る結果となっ
た。そもそも、ＩＢＭはＧＰを３５％前後も必要とするオーバーヘッドのかたまりのような
企業であり、ＧＰが７％程度のパソコン事業は同社の企業体質に合わなかった。
しかも、ＩＢＭのパソコン事業は、仕様のオープン化という事業の本質に関わる問題を抱え
ていた。オープン化は、結局、コンパックを筆頭とするクローンメーカーたちの参入を
招いたし、さらにはマイクロソフトにＭＳ－ＤＯＳをクローンメーカーに搭載する権利
を与えたから、ＩＢＭの優位性はまたたく間に霧消した。同社はマイクロチャンネル・
アーキテクチャというプロプラ仕様を発表して必死に主導権の奪還を試みたが、逆にマ
イクロソフトやコンパックはパソコンの拡張仕様を発表し、オープン化路線を強化して
世の大勢を決定付けた。ＩＢＭはＭＳ－ＤＯＳに対してＯＳ／２をもって対抗したもの
の、オープン化の激流には棹を差すことすらできなかった。パソコン業界の繁栄を支え
たオープン化路線の開拓者ＩＢＭの功績は、はかりしれないほど大きかったが、自分自
身にとっては命取りとなったのである。
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オープン化は、その後わずか１０年足らずで、パソコンをコモディティ化というデッド
エンドに追いこんだ。つまり、ブランドが有効に利かない事業環境に行きついたのであ
る。今や、パソコンベンダーはいかに工夫しても、利益がマイクロソフトとインテルに
流れ込む構図を変えることはできない。
ＩＢＭのＣＥＯサム・パルミジャーノの基本戦略は、毎年の売上２桁成長と高利益率を
確保し、株価を上昇させて株主の期待に応えることである。それには、コモディティ事
業を切り捨て、高利益率事業へシフトするというリストラこそが最適解と判断している
のであろう。
これまでも、パソコンの赤字解消のために工場を売却してサミーナＳＣＩやソレクトロ
ンにアウトソースしたり、コンシューマ市場から撤退したりして来た。その結果、今年
の１月から９月まででパソコンの売上は９４億ドル、税引前利益は７０００万ドルと何
とか黒字を達成できた。ただし、その利益率はわずかに０.７％である（２）。
しかるに、パソコン部門のレノボへの売却が完了した暁には、例えば、２００３年の数
字で言えば、ＩＢＭの成長率は９.８％の代わりに１０.８％となり、税引前利益率は
１２.２％の代わりに１４.２％となる（３）。要するに、ＩＢＭは、パソコン部門の売却に
よる売上減を心配するより、成長率と利益率向上のほうを取ったのである。
もちろん、高利益率事業の拡大も強力に推進している。プライスウォーターハウスを３９
億ドルで買収したり、最近ではリバーティ保険サービスを買収してアウトソーシング部
門の強化に努めている。こうして、財務処理、顧客サービス、サプライチェーン、人事
管理に加えて保険サービスと、着々と領域を拡大しつつある（３）。もともと高成長高収益
のサービス部門を強化して来たおかげで、ＩＢＭの第３四半期の売上は前年同期比９％
増の２３４億ドル、利益は同１２％増の２０億ドルと好調である（４）。利益率の８.５％
もさることながら、利益そのものの前年同期比２桁増もすごい。
日本の一部のメディアは、
ＩＢＭがトラの子のパソコン事業をなぜ売却したのかと驚き、
中国の実力向上の証拠と称賛している。しかし、コモディティになってしまい、自社の
強力なブランドさえ活かせなくなった事業を、後生大事に抱え込んでおくほうがよほど
問題である。むしろ、高く売れるうちに売ったＩＢＭの思いきった戦略を称賛すべきで
あろう。
参考
(1) Therese Poletti: Chinese Firm takes Stake in IBM PC Business, 12/8/04, SJ Mercury News
(2) Steve Hamm: IBM's Chinese Adventure, 12/8/04, Business Week
(3) Spener Ante: Sam Palmisano's Many Messages, 12/6/04, Business Week
(4) Steve Hamm: Is Big Blue Back?, 12/3/04, Business Week
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（米国西海岸在住 ＩＴコンサルタント）

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

「北米だより」は、田代駿二様が日本企業向けに発信さ
れている「田代レポート」の一部を、同氏のご厚意を得て
本機関誌に掲載させていただいたものです。
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

トピックス：個人情報保護法
最近良く耳にする、
「個人情報保護法」ですが、正式名称は「個人情報の保護に関する
法律」
で、
成立は 2003 年 5 月 23 日です。
一部は同年 5 月 30 日から施行されていますが、
民間企業に直接関係のある「個人情報取扱事業者の義務等」を含めて全面的に施行にな
ったのが 2005 年 4 月 1 日からです。内容は、１．総則、２．国および地方公共団体の責
務等、３．個人情報の保護に関する施策等（主に国、地方公共団体）４．個人情報取扱
事業者の義務等、５．雑則、６．罰則の６章からなります。総則で「個人情報」とは「生
存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの」
、
「個人情報取扱事業者」と
は「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義されています。
特に民間企業において考慮すべきは、第四章「個人情報取扱事業者の義務等」であり、
その内容は ①利用目的を特定し、本人の同意なしにその範囲を越えて利用してはなら
ない、②取得に当たっては利用目的を本人に通知し、不正手段で取得してはならない、
③データ内容の正確性の確保するよう努める、④データの漏洩防止などの安全管理を行
わなければならない、④本人の要求に応じてデータを開示しなければならない、などで
す。
（http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/030307houan.html）
これにより、電子情報、紙データを問わず個人情報をデータベース化する事業者は、
個人情報を取得する際に、その利用目的を本人に通知し了解を得る必要があり、個人情
報を第三者に提供する際には、本人の了解を得なければなりません。また不正流用防止
のための管理を行う義務があります。この法律の全面施行に伴って、1998 年より運用を
開始しているプライバシーマーク（P マーク）が脚光を浴び、その取得希望企業が続出
し、申請しても審査に数ヶ月待たされるという状況が伝えられています。
（編集委員 石川明彦）
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豆辞典：
「コンピタンス」と「コンペティティヴネス」
「コンピタンス」と「コンペティティヴネス」の日本語訳として「競争力」という言
葉が使われる。英語本来の意味を知らないでいると両方とも同じ言葉だと思い込んでし
まう。そこで手元のジーニアス英和辞典（大修館書店）を参照してみると、
・コンピタンス（Competence）＝ ･･･する／･･･に必要な能力、力量、適性
・コンペティティヴネス（Competitiveness）＝ 競争、競合性
・さらに、Competitive edge＝ 他に負けない強み（競争力）
、edge（刃、刃の鋭さ）
とある。
Ｗeb 上で参照してみると、例えば http://www.wordreference.com/definition/
では、Competence= the quality of being adequately or well qualified, physically
and intellectually であり、Competitiveness= an aggressive willingness to compete
と説明されている。前者の説明はジーニアス英和辞典と大差はないが、後者、すなわち
Competitiveness の方は「攻撃的に競争しようとすること（willingness= 快く･･･する
こと）と訳されるので、ジーニアス英和辞典の「競合性」とは少し異なる。
世界各国の政治指導者や企業の経営者を集めて行われる「ダボス会議」の主催団体Ｗ
ＥＦ（政界経済フォーラム）が各国・地域の競争力を数値的に評価し、報告書にまとめ
ている。この報告書は“Global Competitiveness Report”と呼ばれる。また、同様の調
査で有名なＩＭＤ（国際経営開発研究所）の報告書は“World Competitiveness Yearbook”
と呼ばれる。これらの報告書で使われている Competitiveness は各国・地域の持つ「競
合性・競合度合い」を指している。政治・経済・法律などの環境整備がどの程度進んで
いるか、企業がどの程度効率的に活動できるかと言った観点を数値評価し、各国・地域
の順位（ランキング）を出している。順位をつけるため結果として「競争力」を評価し
ていると映るわけである。Competitiveness 自体には「力（power）
」の意味がない。
「コンピタンス」が使われている例を紹介しよう。Ｈamel and Ｐrahalad の著書に
“Competing for the Future”がある。この本の日本語タイトルは「コアコンピタンス
経営」であり、コアコンピタンス（Core Competence）は「他社には真似できない価値を
提供する中核的な企業力」と訳されている。コンピタンスは前述のように「能力・適性」
を表現する言葉である。最近、介護分野の国際協力の話が進んでいるが、そこでは
“Linguistic and Cultural Competence in Health Care”という言葉が良く使われる。
「介護に必要な言語能力や文化面の理解力ないし適性」とでも訳せば良いであろう。
要は「コンピタンス（必要な能力・適性）
」という属人的なものと「コンペティティヴ
ネス（競合性・競合度合い）
」という現象的なものとは区別されるべきであるということ
である。我々のＮＰＯが冠する「コンピタンス」もこの点の認識を持って望むことが期
待される。
（編集長 澤井 斌）
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書評： 『ソフトウェア職人気質』 ピート・マクブリーン著/村上雅章訳
株式会社ピアソン・エデュケーション ２，３００円＋税 １９３ページ
評者 本法人 監事 高橋哲夫
原書名は「Software Craftsmanship」である。このタイトルからソフトウェア工学に対するアン
チテーゼと受取られそうだが、そうではない。１９６０年代後半に始まったソフトウェア工学の研
究はソフトウェア開発の生産性・品質向上に大きく貢献してきた。著者（カナダ在住の独立コン
サルタント、キャリヤ２０年の現役ソフトウェア技術者）は、ソフトウェア開発の効率を更に向上さ
せるには人間の問題に取り組まなければならないと主張しているのである。
ソフトウェア開発作業は、分業化して生産性を向上させると言ういわゆる科学的管理法とは
相容れない側面を持っている。ソフトウェア工学もまたこの科学的管理法に準拠した考え方を
採り、人間の問題に焦点を当ててこなかった。ソフトウェア工学は測定できるものこそが重要と
いう立場を採っているが、ソフトウェア開発は測定できない精神活動（熟練、知識、経験、・・・
など）に大きく依存しているのである。
本書は、ソフトウェア工学を使用したソフトウェア開発において陥り易い、（１）予算に無頓着、
（２）個人を忘れさせる、（３）分業化し開発プロセスを分断させる、・・・等の問題点を詳しく採り
上げ、ソフトウェア開発作業には工学的側面からだけでは解決できない多様性があることを説
いている。
実際、ソフトウェア開発をソフトウェア工学に則って行う場合でも、成功するプロジェクトには
優れた熟練技術者が大きく貢献していることを見逃すことはできない。
本書は、ソフトウェア開発においても、伝統的な徒弟制度における熟練職人（Craftsman）、
徒弟奉公を済ませた一人前の職人（Journeyman）、徒弟（Apprentice）と同様の人材が存在し
ていることを指摘し、ソフトウェア開発における徒弟制度を積極的に取り入れることにより、ソフ
トウェア工学の限界を補完し、一層の生産性・品質向上に貢献できると主張している。
本書で言うソフトウェア開発における徒弟制度について簡単に紹介しよう。徒弟は学校でソ
フトウェア工学を修めたか否かに係わらず、実際のプロジェクトに参加し、熟練職人や職人と
一緒に行う作業を通して多くのことを学び体得し、一人前の仕事ができるまで修行する。ここ
で得るものは単に技術的なことだけではない。仕事への取り組み姿勢・態度と言った精神的
なものまでも学習するのである。小規模のソフトウェアならば独自に開発できると、熟練職人か
ら認められたとき、職人となる。職人は熟練職人と密着してプロジェクトに参加し、ソフトウェア
の重要な部分に責任を持つ。職人同士は刺激し合い、一つの専門領域に閉じず、ソフトウェ
ア全体に意識を向け、永続的に学習し、仕事を行う。顧客や熟練職人、職人から信頼や高い
評判を得るようになると、熟練職人として独り立ちするのである。熟練職人は、職人や徒弟と仕
事を共にしながら、彼等を指導すると同時に自らも彼等から刺激を受け、技量に磨きをかけ
る。
本書に書かれている熟練職人（Craftsman）や職人（Journeyman）は、自己の技量を深める
ため、いろいろなプロジェクトを渡り歩き、人脈を築き、ついには評判の高い熟練職人になるこ
とを目指しているのだが、優秀な技術者の囲い込みをしたがる日本企業では、著者が言うよう
な徒弟制度は馴染みにくい。日本独自の徒弟制度を模索する必要がある。
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「ＩＴコンピタンス研究所」の法人プロフィール
○法人設立の経緯（年表）
２００２年春
経験者の能力を社会貢献に活かす組織造りに向け有志が合意
２００２年１２月～
定例の勉強会
２００３年６月～
事業の具体化に向けた検討を開始
同
１１月
第１回設立準備会
以降、初回を含め７回の準備会を通じて、法人設立趣意書、
活動項目など、法人設立に向けた関係書類の整備を進める
２００４年１０月１日
任意団体として活動開始
同
１０月５日
設立総会（第１回設立理事会）開催
法人設立趣意書、定款などの資料整備が整う
同
１１月１１日 第２回設立理事会開催、機関誌発行について合意
同
１２月１５日 特定非営利活動法人設立申請書を東京都に提出、受理される
２００５年３月２２日
東京都より法人認証取得
同
４月１日
法人登記完了、法人として正式発足
○会員の種別
（１）推進会員（個人）
：本法人の運営に関与する個人会員、総会での議決権あり
（２）活動会員（個人）
：本法人の具体活動に参加する個人会員、総会での議決権なし
（３）活動会員（団体）
：上記（２）に準じる団体会員
（４）賛助会員（個人）
：本法人活動の意義に賛同し、活動を支援する個人
（５）賛助会員（団体）
：上記（４）に準じる団体会員
○定款（構成概略：全９章と４４条、附則から成る）
第１章 総則（名称、事務所、目的、特定非営利活動の種類、事業の種類）
第２章 会員（種別、入会、入会金及び会費、会員の資格の喪失、退会、除名、
拠出金品の不返還）
第３章 役員等（種別及び定数、選任等、職務、任期等、解任、報酬等、顧問）
第４章 会議（種類及び開催、構成、招集、会議の権能、議長、定足数、議決及び
表決権、議事録）
第５章 資産及び会計（資産の構成、区分、資産の管理、経費の支弁、会計の原則、
会計区分、事業年度、事業計画及び予算、事業報告及び決算、臨機の措置）
第６章 定款の変更、解散及び合併（定款の変更、解散、残余財産の帰属、合併）
第７章 公告の方法（公告の方法）
第８章 事務局（事務局の設置）
第９章 雑則（細則）
附則
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○運営組織
（右図参照）

総会
監事
理事会
運営会議

事務局

活動グループ

○ロゴマーク
デザインは白田耕作氏（カイノアテクノロジー社長）のご厚意による。ＩＴコンピタ
ンス研究所の英頭文字「ＩＴＣＬ」を図案化した複数の提案の中から本法人役員の多数
の支持により下図が選定された。特にグラデーションをかけた文字部分は「船が波をき
って進む形に似ている」との解釈もある。将来に向かうエネルギーを込めたデザインに
仕上がっている。原則として、
・横書きの場合は図案化文字に IT Competence Lab.を付ける
・縦書きの場合は図案化文字単独でも利用可とする
ことになった。
白田耕作氏のお力添えに対し、この場を借りて厚く感謝申し上げたい。

本法人のロゴマーク
（色はエンジ、裏表紙参照）

○年間スケジュール
２００５年
４月 １日 法人登記完了、正式に法人として発足、会員募集開始
４月１８日 第一回理事会開催
６月
機関誌「創刊号」発行
７月
第二回理事会開催予定、機関誌発行
１０月
第三回理事会開催予定
１０月
第一回総会開催予定
１２月
機関誌「第２号」発行予定
Vol.1 2005/6（創刊号）

33

○役員紹介
理事長 登家 正夫（とか まさお）
ＡＣＯＳ-４／ＯＳの開発。ＮＥＳへ出向。ＮＥＣにて地域ＮＥＳの設立
に奔走。コンピュータ事業担当時ＥＸＰ-ＲＥＳＳ-５８００、ＷＩＮＤ
ＯＷＳ／ＮＴ、ＨＰ-ＵＸ等を整備。ＨＤＤ事業撤退。ＣＭＯＳスーパー
コンＳＸ４、
ヒット。
日通工にてＮＥＣとの事業統合(キィテレ、
ＰＯＳ）
。
加入公衆網からＩＰ網への大転換。
副理事長 辻 雄介（つじ ゆうすけ）
基本／ミドル・ソフトウェアの製品計画と開発、大型アプリケーション
システムのプロジェクト統括、ネットワーク機器の開発・事業化等に
３８年間従事。主な関心項目は、プロジェクト管理、先進的なソフト／
機器の開拓、ネットワーク／セキュリティの動向
副理事長 伊藤 敦之（いとう あつし）
通信端末装置の開発、汎用コンピュータのＯＳ／通信制御の開発、イン
ターネットのミドルウェアの研究開発、ネットワークシステムソリュー
ションの開発、などに従事。静岡産業大学非常勤講師（情報技術基礎、
情報セキュリティ、ネットワーク管理論を担当）
。
理事 原 一行（はら かずゆき）
得意領域は、コンピュータシステムの開発・運用に関するプロジェクト
管理（約３０年）
、特に大型コンピュータのＯＳ、ＤＢ／ＤＣシステムの
開発、ネットワークシステムの運用管理、システム監査など。他にソフ
トウェア会社の経営・事業運営など経験（約１５年）
理事 小久保 康世（こくぼ やすよ）
ALGOL、FORTRAN、PL/I、C 等のコンパイラ開発に青春の情熱を傾けた。
管理職になってからは UNIX と社内インターネットの普及に係わった。
北京に６年駐在して、基本ソフト開発の合弁会社を立ち上げた経験を持
つ。
理事 相沢 隆（あいざわ たかし）
新設会社２社の立ち上げ、新事業の開拓、本社・海外・地方の会社の経
営、１００％関係会社と合弁会社の経営等を経験。海外ビジネス・人材
活用・中小企業の経営に関心あり、現在経営コンサルタント。
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理事 小田 克朗（おだ かつろう）
専門領域：大規模業務システム開発及び運用定着に関わるプロジェクト
管理 現在力を入れている（入れたいと思っている）領域：地方の中堅
ソフトウェアハウスの経営安定化支援

理事 澤井 斌（さわい あきら）
専門領域はディジタル中継伝送技術、他にＬＡＮ等のネットワーク構築、
ソフトウェア開発管理、技術戦略、新規事業開拓、北米駐在の経験あり。
現在、中小企業に対する新規事業関連コンサルや大学講座でＩＴ産業論
を受持つ、本会機関誌編集長、工学博士。
理事 内田 幸久（うちだ ゆきひさ）
データベース、ＯＳ、汎用アプリケーション等の開発、汎用機器（端末、
パソコン、ＰＯＳ）の製品企画や販売促進に３５年間従事。主な関心項目
は新製品企画、プロジェクト管理の指導。現在、㈱ネットウィン(ＮＥＣ
インフロンティアのソフト子会社）社長。
理事 髙橋 龍太郎（たかはし りゅうたろう）
言語の開発やプロジェクト管理、システム支援業務等を担当。PC-9800
パソコン事業立ち上げから係わり、販売網の構築、販売促進並びに拠点
SE 育成やソフトハウスへの技術支援業務、他 PC 海外(上海)工場支援等
を担当。JICA 海外技術派遣を経て、現在は大学講師を勤める。
理事 磯 秋義（いそ あきよし）
ＯＳ（主に、エミュレーション領域）
、汎用アプリケーション（主に、住
宅ＣＡＤ）の開発及び品質保証業務に３０年間従事。現在、ソフトウェ
アの品質問題に興味を持ち、幾つかのプロジェクトに参画してコーチン
グを行う。当ＮＰＯ法人にて、事務局を担当。
監事 高橋 哲夫（たかはし てつお）
コンパイラの開発・管理、ソフトウェア工学、電子出版、グループウェ
ア等の応用ソフトウェアの企画・事業化、インターネットソフトウェア
の事業化などに３２年。その後独立し、
（株）アイティネットを設立。
Web 系のソフト開発と I T プロジェクト管理のコーチングサービス事業
に取り組んでいる。
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○編集委員紹介（あいうえお順）
石川明彦
専門領域：コンピュータハードウェア（特に電子回路やデバイス）
の開発設計、品質・コスト改善、及びプロジェクト管理
現在力を入れていること：情報セキュリティに関する教育及び認証
取得支援。技術士（電気電子部門）
、ＩＳＭＳ審査員補
岩上卓哉
専門分野は超高速光通信システムを中心とする通信方式・システム
・装置の研究開発、および主として海外市場への光通信システム・
装置の販売促進を３３年間。現在は光通信システム・装置に関する
技術コンサルティングおよび特許を中心とする技術翻訳に従事。
澤井 斌 本法人理事 ＜編集長＞ → 役員紹介のページ参照
高橋哲夫 本法人監事 → 役員紹介のページ参照

編集後記
・ 寒い寒いと言いながら編集の企画を始め、早くも初夏から梅雨入りの季節となった。
・ 何はともあれ、無事、機関誌「創刊号」をお手元にお届けできることを素直に喜び
たい。
・ 専門の商業誌、業界誌が多く出される中で、それらと競争できるレベルを狙うのは
もとより不可能である。しかし、さりとて、同窓会報や同好会、友の会の会誌のよ
うなものを狙うのでは本法人の活動主旨に悖る。
・ タイトルに「ジャーナル」を入れようというのは高橋編集委員の提案である。大方
の支持が得られた。言葉から来るイメージは格調の高さを主張している。
・ しかし、硬い内容に偏することなく、読み易さも心掛けなければならないであろう。
・ 「創刊号」では、我々を取り巻く問題点を取上げ、
「課題の共有」をはかることをテ
ーマにした。しかし、そのカバーする範囲はなお限定的である。ＩＴ（情報技術）
自体が多岐にわたるので、少しずつ視点を広げて行くつもりである。
・ 機関誌を創刊することはどちらかと言えば容易である。創刊のためのエネルギー蓄
積があるからである。号を重ね、そのレベルを維持発展させて行くためには、新し
いエネルギーの蓄積が必要であり、我々の今後に課せられた課題は大きいと言わざ
るを得ない。関係各位のご協力をお願いしたい。
（編集長 澤井 斌）

36

ITコンピタンスジャーナル

