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1）国内外の工学・科学技術政策、教育等に関する調査研究、提言活動を積極的に行う。

一 色 ~

日本工学アカデミーの使命

社団法人日本工学アカデミーは、広く学界、産業界及び国の機関等において、工学及び科学

技術並びにこれらと密接に関連する分野に関し、顕著な貢献をなし、広範な識見を有する指導

的人材によって構成されており、工学及び科学技術全般の進歩及びこれらと社会との関係の維

持向上を図るため、下記の諸活動を通じて、我が国ひいては世界の発展に資することを目的と

する。

記

餌司、

2）国内外における学際・業際的及び新技術領域の活動を推進することに資する調査研究等の

諸活動を積極的に行う。

3）国内外の工学、科学技術の健全な進歩発展に寄与するための教育活動、及び一般に対する

普及、啓発活動を推進する。

4）上記の諸活動を効果的に実施するため、国内外の諸団体、特に海外の工学アカデミーとの

連携を強化し、共同事業等を推進する。

5）上記の一環として国際工学アカデミー連合の主要メンバーの一員として、特に近隣諸国に

おける工学アカデミーの設立に対して、良きアドバイザーとしての責務を果たす。
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1．問題提起

１．１日本の｜Ｔ産業の現状

社会構造は農業社会から工業社会、情報社会へと発展してきた。新しい千年紀の噛矢としての二十一

世紀も開け、世界は新たな発展を求めて更に先進的な情報社会へと激変しつつある。情報通信ネットワー

クは現代社会のあらゆる局面に、大きなインパクトを与えつつあり、欧米、アジアの世界各国は競い合っ

てブロードバンド等の新社会基盤を活用して、革新的なバリューチェーンの再構築を通した飛躍的な生

産性の向上を目指しつつある。上記の社会革新の鍵を握るものは情報技術(ＩＴ)であるが、日本のＩＴ

産業はグローバルな水準に対抗する状況に遅れをとりつつある。例えば、日本発のグローバルな標準に

対抗するＩＴ製品が少ない事(ケーム、コミック等ではグローバルな製品が多いが)、日本を代表する有

名なＩＴ企業がオリジナルな国産技術の開発を怠って欧米企業製品の単なる代理店に堕している事、エ

ンドユーザの切実なニーズに従った日本発の製品開発がなされていない事などその例の枚峯に暇がない。

上記の様な現象は全て日本発のＩＴ製品がないという事に起因しているが、その主要な理由は下記で

ある：

（１）永年にわたり２番手戦略に安住して世界新の製品開発を怠ってきた事

（２）単なる新製品ではなくその後デファクト・スタンダードになる様な新製品を開発する戦略の欠如

本資料では日本発のＩＴ製品開発を促進するためのｌ方策として、ＩＴアーキテクト育成の必要性と

その育成策について論じる。

1.2．日本経済の直面している問題点

戦後の日本経済は順調な発展を遂げてきたが、９０年代に入って突然停滞してしまった。現在は長期不

況に直面し、政府の政策は切れ味を失い、企業は収益悪化でものつくりにすっかり自信を喪失してしまっ

た。景気対策は92年８月以降、今日まで大規模な金額を投入したが、回復の足取りは遅く、現在完全失

業率が既往最高である。この間財政赤字は雪達磨式に膨れ上がり巨額に達している。上記の通り、日本

経済には不良債権問題や財政構造の見なおし等の取り組むべき課題が多い。現在の株価低迷や米国経済

の低迷も懸念材料である。

何故、日本経済はかくも深刻な不況に陥ってしまったのか？様々な要因が指摘できるが、基本的には

下記の理由に基づくものと考えられる：

･為替の優位性などにより８０年代は輸出が特に好調で我が国の対外盗産や個人の金融資産が急激に増

えた。上記の豊富な資金は、ＩＴ産業に投資して２１世紀の新たな産業構造の育成に投ぜられるべき

であった。しかし、現実には将来的な価値を創造しない公共設備、不動産や株にその多くが投入さ

れ、現在膨大な不良資産として残り、前向きの投資の足を引っ張っている。

･製造の海外移転に見合う新産業の創出がおくれ国内空洞化を招いた。さらに80年代の日本のリード

の源泉であった生産現場での技術革新による高品質のものつくりの足元が揺らいでいる。
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．その間低賃金のASEAN諸国の半導体を中心としたプロセス技術レベルが向上し、日本製品の市場競争
力が無くなった。

以上に述べた将来を見ない経済政策およびバブルに踊った企業経営の誤りが現在の深刻な不況の大き

な原因であるが、上記の経済危機に手を棋いていては、日本経済はこのまま沈没を待つだけであり、諦

めずに日本経済の復活の戦略を今策定しなければならない。日本の産業経済の潜在能力は他国に比べて

低くはない。しっかりとした対策さえ準備し、実行すれば日本経済は必ず再生する事ができる。

強い日本経済復活の為の対策は下記の通りである

･過去の負の資産を整理すること（不良資産対策）

･世界市場で競争力のある製品を開発すなわちデ・ファクト・スタンダードlになりうる世界新の製

品開発に投資すること（そのためＩＴ分野では本盗料に述べるＩＴアーキテクトを育成する事）

･原点に戻り高品質の物つくりに再挑戦すること

上記の第(2)項が本資料の論点である。

1.3独自アーキテクチャの必要性

今後のメガ・コンペテイションの世界で日本のＩＴ産業が勝ち抜く為には、日本独自の優秀なアーキ

テクチャを開発しなければならない。

周知の通り他国アーキテクチャを使用せざるを得ない場合のリスクは下記のとおりである：

アーキテクチャ設計に参加できないので製品開発着手が遅れる

アーキテクチャ設計に自社得意の技術、市場を反映しがたい

アーキテクチャの細部を理解していないので能力限界まで活用できない

上記の様なリスクを避ける為、’1本独自のアーキテクチャを開発しデファクト標準としなければなら

ないが、デファクト標準として採用されるための条件は下記の通りである：

コンセプトが優れている事（例Web、Java）

アーキテクチャとして優れていること（例IBM360、Tron）

そのアーキテクチャを実現するための優れた技術が存在する事（例VTR、携帯電話（W-CDMA)）

巨大市場が見こまれる事（例携帯電話（GSM)）

ｌ日本の企業は独自技術で独創的なＩＴアーキテクチャを開発し、そのＩＴアーキテクチャに基づく製品群を市場に投入

し、実力で世界市場を制覇してデ・ファクト・スタンダードを確立する事によってテクノ・ヘゲモニーをとり世界市場を

制覇しなければならない。ここで「デ・ファクト・スタンダード」とは、「事実上の標準」と訳され、「標準化機関の承認

がなくても、市場競争の結果、事実上市場の大勢を占めるようになった規格｣の事である。自社製品の世界的デファクト

標準化の為に企業トータルの参加／リーダーシップと戦略化が必要である。（例えばビル・ケーツやラリー・エリソンな

ど）すなわち標準化競争そのものが企業間競争･であり、国益の競争である。

４
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更にアーキテクチャとして優れている為の条件は下記の通りである

単純明快である事

拡張性に富むこと

＊複数の技術条件・市場条件を満足できる事（特にファミリー・シリーズの場合）

＊将来起こりうる要求条件(新技術，新市場、新ビジネスモデル)を満たしうる事

＊実現方法が多様なこと

我が国で独自アーキテクチャ開発が難航している理由は下記の通りと思われる。

･ソフト関連技術の立ち遅れ

･大手企業における2番手戦略の結果としてwhyを問わない企業文化の形成および独自アーキテクチャ

開発へのインセンテイブ不足

｡優れたアーキテクトの欠如

･標準化についての国際折衝力の貧困と標準化戦略不足

･新ビジネスモデル開発力の貧困

2.ＩＴアーキテクトとは

2.1製品開発のプロセス

図１（１）に示すとおり従来の開発プロセスは下記の通りであった：

市場、技術、ビジネスー製品コンセプトー概念設計一物理設計一生産

←プロダクト技術→←プロセス技術→

日本は従来２番手戦略を取ってきたのでプロセス技術開発に重点投資を行い高品質低価格製品で市場

を席巻してきた。

しかるに現在ではLSI技術、ソフト技術の進展により市場構造が従来の垂直分業から水平分業に変化

した。冷戦が解消し、米国は知的所有権擁護政策を推進している。その結果、市場のグローバル化と開

発の上流工程の付加価値増加現象が発生した。

上記の理由のため開発プロセスは図１（２）に示すような下記のパターンに変化してきている。

市場、技術、ビジネスー製舶コンセプト

‐物理設計一生産

←プロセス技術→

２

一オープンアーキテクチャ設計

プロダクト技術

概念設計

一参
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物理設計

プロセス技術↓

市場、技術、ビジネス

ｖ
Ａ

↓ ↓
Ａ

製品コンセプト 製品コンセプト

↓↓ ↓▽

＊

プロダクト技術製品設計

概念設計 概念設計 概念設計

製品アーキテクチャ
設計

製品アーキテクチャ
設計

製品アーキテクチャ
設計

↓

物理設計 物理設計

(2)デファクトスタンダード製品

図１オープンアーキテクチャ

*

↓ ＊ ↓
〆説

生産

(1)単一製品 ▽

ユーザから見ると、ハード製品が異なっても同一ソフトを使用したいという強い要望がある。従って

ソフトを含むＩＴ製品を世界市場に投入するには、同一ソフトを複数の製品に使用できるようにする必

要が生じている。つまり共通プラットフォームの開発である。複数の製品は

・同一企業の対象市場が異なる製品ファミリーである

・同一企業の複数世代の製品である

・類似市場を対象とした複数企業の製品である

等のケースがある。

これらに対処するためには、個々の製品の設計を開始する以前に、技術、市場、ビジネスの動向調査、

国際標準化、パートナーシップ形成等により製品ファミリーの共通仕様を定める必要がある。このプロ

セスをオープン･アーキテクチャ設計と呼ぶ。このプロセスは従来はビジネス計画立案または製品アーキ

テクチャー設計の中で付随的に行われてきており、独立のプロセスとしては意識されていなかった。し

かし今後のデファクト・スタンダードに向けた製品開発には不可欠なプロセスである。

録胃、

２．２１Ｔアーキテクチャの定義

ＩＴ産業分野、特に製尚淵発の分野では従来からアーキテクチャは次のいずれかの意味で使用されて

きた。

製品アーキテクチャ

複雑なシステム、製品の開発の際には、最終製品を複数モジュールの組み合わせで構成することが多

い。この為、モジュール外部仕様、モジュール間コミュニケーションを製品アーキテクチャとして定

義する。製品アーキテクチャは特定製品の開発の為のアーキテクチャである。

８

市場、技術、ビジネス

オープンアーキテクチャ設計

製品１設計

１１Ｉ

製品アーキテクチャ
設計

概念設計

物理設計

生産

製品２設計

１１

製品アーキテクチャ
設計

概念設計

物理設計

生産
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製品コンセプトー製品アーキテクチャーモジュール概念設計一物理設計一生産一組立･試験

例:大型コンピュータ:制御モジュール、演算モジュール、記憶モジュール、周辺モジュール、デー

タバスモジュール等

オープン・アーキテクチャ

前節で述べた国際的に通用する複数製品の共通仕様である。

例：ＴＲＯＮシリーズ・アーキテクチャ

本資料では以下アーキテクチャまたはＩＴアーキテクチャの用語をオープン･アーキテクチャの意味

で使用する。

２．３１Ｔアーキテクチャ技術の構成要素

基本的に以下の事を勘案する必要がある。

･市場、技術およびビジネス

世界市場、アーキテクチャ実現技術およびビジネスモデルの現状と今後の動向

･標準化動向

･知的財産権の帰属

･ベンダー間のパートナーシップ関係知識と形成のためのノウハウ

,プロジェクトマネジメントノウハウ

規定すべきアーキテクチャの内容は、構成要素(エンティティ）と構成要素間のインターフェース（プ

ロトコル）である。

2．４１Ｔアーキテクトとは

（１）定義

本報告書におけるＩＴアーキテクトの定義は下記である。２

(定義）「’Ｔアーキテクト」とは新製品コンセプト及びそのオープン.アーキテクチ:ャを開発する人の

事である。

（２）資質

ＩＴアーキテクトは新ビジネス、新製品開発のドライバーであり、まず夢の構想力、好奇心、向上心、

執着力、直観力等の基本的素質が必須である。それ以外に以下の能力が望ましい。

・表現力

ＩＴアーキテクトはアーキテクチャを他人に説明して理解させなくてはならないので、高度の論

理的表現力を有していなくてはならない

２アーキテクトはこれ以外にビジネス（モデルの）アーキテクト（例：ビルゲーツ、マイクロソフト)、プロジェクトアー
キテクト（例：島秀雄、新幹線）の意味に用いられる場合もある。
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予測能力

ＩＴアーキテクトは激変する経済／市場環境、技術動向に合わせてアーキテクチャを設計しなく

てはならないので、高度の環境予測能力を有していなくてはならない

折衝能力

ＩＴアーキテクトは自分の開発したアーキテクチャをデ・ファクト又はデ・ジールの業界標準に

しなくてはならないので、高度の標準化折衝能力(プレゼンテーション、デイベーテイング等)を

有していなくてはならない

知識としては以下が必要である。

･世界市場の現状と動向

･関連技術の現状と動向

･ビジネスの現状と動向

･国際標準化動向

･知的財産権処理

･プロジェクトマネジメントノウハウ（開発可能性）

･業界動向

（３）育成のポイント

オープン・アーキテクチャは、未だ技術として体系化されていないので講義中心の教育システムで優

秀な人材を育成するのは難しい。ＩＴアーキテクトの育成にはOJTまたはケース・スタディ等の擬似OJT

が必要である(一部の知識付与を除き講義により育成するのは不可能である)。育成のための環境として

は以下が考えられる。

システム開発を経験できる環境

経験を通じての知識の蓄積が最適である。従ってある程度以上の規模のシステム構築を通じての

知識獲得が望ましい

上記の育成の為のケース・スタディ用のケースを集められる環境

デイベート、折衝等を行う擬似環境

以上要するに、ＩＴアーキテクトを育成するには資質を見抜き、選抜した上で、実務に出来るだけ近

い業務を体験させ、その経験を自ら体系化する環境におくことが必要である。付随的に若干の知識付与

教育も有効である。

又、従来、誰もやらない、いままでやっていないようなことに、チャレンジすることに情熱を燃やせ

る人、個性的な人を育てていくことが欠けていた。アーキテクトは、はじめのニーズを掴んでみんなが

反対してもそれに迩進するようなことも必要だという教育をおこなわないとＩＴアーキテクトは育たな

い。

８
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3．大学での育成

3.1現状分析

大学は日本の情報技術戦略やアーキテクトの育成等に関して全く新しい発想を待たなければならないｃ

現在、特別な大学を除けば、日本の大学にはＩＴアーキテクト育成を目標とした教育体制が無く、又ほ

とんど教育できる人がいない。こういう分野における研究者の数も少ない。

ＩＴアーキテクト育成の観点からは現在の大学の問題点として下記を挙げることが出来る。

（１）教員の評価基準

教員の評価において教育は殆ど無視されており研究のみが評価の対象となって居る。今後は大学の教

員の評'価に対して教育にどれだけ貢献したかを加えなければならない。

一方、国内の大学のＩＴアーキテクチャ研究者が、この論文重視の評価制度のため苦戦している。一

般的にコンピュータサイエンスの人たちというのは、論文が少ない。普通大学では「トランザクション

を絶対１編は書いてドクターを取りなさい」と言われている。もっと他の分野、例えば電波関係の研究

をしている人等は、１カ月に１編のペースで論文を沓いている模様である。だから他の分野では年間で１０

編くらい出てしまう。コンピュータサイエンスをやっている研究者は１カ月に1編トランザクションを書

くのは、通常不可能である。大きいソフトウェアを作ったり、システムを作ったりしていては正論文と

いわれるものは通常それほど出ないので、数だけで評価したら、コンピュータサイエンスをやっている

研究者は評価が非常に悪くなる。従って特許・著作権等も業紙として論文以上に評価すべきである。そ

の他、物作りの経験や実績も評価しなくてはならない。

（２）マネジメント不在

急激な社会、技術の進歩に追随して、大学の組織、人事、予算配分を大胆かつ迅速に改革することが

必要である。教授会中心の現在の運営体制は既存学部、学科の権益の保持に走りがちで改革にはなじま

ない。大学全体を見たマネジメントが迅速に実行できる様に、黄任者に必要な権限（人事、予算）を集
中する体制が必要である。

（３）産学協同

アーキテクチャ研究、教育には現時点では企業との協力は不可欠である。しかし大学のカルチャーに

問題があり、「産学協同で企業と一緒にやっているのはけしからん」という教員もいる。大学は金儲けを

やるところではないという感じの部分がある。そういう風潮は排除しなければならない。

3.2対策

3.2.1学生教育

現在の教育を以下のように改訂する必要がある。

・教育価値観の転換

大学の第一のミッションは教育であるとの共通認識の確立が急務である。

次に知識の新しさ豊富さよりビジョンとwhyの追求をよしとする教育の価値観を確立する必要があ

る。

・オープン・アーキテクチャ教育環境整備
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大学院でオープン・アーキテクチャを教育する必要がある。従来科目の充実または科目新設を行

う。

ケーススタディを中核とすべきであるが、科目内容については、例えば情報処理学会等における

トップレベルの人材による委員会を設けカリキュラムを含め新しい教育システムを早急に検討す

る必要がある。

素質のある学生のみを対象と出来る仕組みも重要である。

･独創力教育

既に多く議論されているテーマであるので本資料では詳細に議論をしない。初中等教育での画一

主義の撤廃、エリート教育の導入等の教育に関する規制緩和が大前提である。

･表現力･折衝力教育

初中等教育での作文教育、高等教育も含めてディベート教育が必要である。大学でのエンジニア

リング・ライティング教育、学会発表における真剣な討論の復活も重要である。

･技術動向・国際標準化･知的財産権・プロジェクトマネジメント

大学での講義である程度の教育は可能と思われる。

･市場動向、ビジネス動向

産業界での実習または大学でのケーススタディが必要である。

3.2.2教員、研究者養成

オープン・アーキテクチャ教育を担当できる大学教員の不足が最大の問題である。

・研究者評価基準

オープン・アーキテクチャ研究･教育者の論文生産は当面難しいと思われる。現在の大学の研究、

論文偏重の風土を変革する必要がある。

・外国教員の招聡

当面日本でオープン・アーキテクチャの授業を担当できる教員は不足する可能性が高い。その際

高給をもって実務経験のある外国人教授を招聡する必要がある。

・産業界人材の活用

オープン･アーキテクチャの教育、研究には市場、経営、国際標準化等の知識が不可欠である。企

業からの非常勤講師等の活用が有効であろう。産業界との人事交流もアーキテクチャ教育振興に

役立つ可能性が高い。

3.2.3教材整備

オープン・アーキテクチャ教育に使用するケース・スタディを整備する必要がある。これにはかなり

の費用を要する可能性が高いので、文部科学省、大学連合、業界団体等が予算を確保して推進する必要

がある。

３．２．４大学でＩＴアーキテクト教育は可能か？

ＩＴアーキテクチャ技術は総合技術であるのでその教育は大学院での教科であろう。

従来型の講義形式では不可能であるが、ケース・スタディ形式で行うか、実習形式で行えば可能であ

る。

その為には、企業と連携して下記の様な授業を実施する必要がある。
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ＷＩＤＥプロジェクト３の様な実際にアーキテクチャやそれに準ずるものを構築するプロジェクトを起こ

して、学生や若手技術者を参加させる。又はケース・スタディ．メソッドを導入し、クリエイテイブな

創造性を育成する教育形態を導入する。

又、授業の形態も従来11本の各大学で行われている週１回90分という形式をアメリカ式の50分週３回

という集中式に変える。又，そういう授業で学生に実際にマイクロ．プロセッサー等を実験的に作らせ

てみる。

上記を実施する為には、ケースを収集しケース・スタディや実習を実行できる環境を整え、教員のス

キル・アップを図る必要がある。

3.2.5マネジメント体制

上記改革を実行する前提として大学の人事、予算の権限を責任者に一元化する必要がある。

4．企業での｜Ｔアーキテクト育成

4.1問題点

ＩＴアーキテクトが日本の企業から生まれ難い理由は次のように考えられる。

（１）技術的風土

・２番手戦略

明治以来、ｎ本の大部分の企業、特に大手企業は(意図して又は結果として）２番手戦略をとって

いるので、技術軒は

＊定量評価のやりやすい改良技術に走る。

＊リスクの大きい新コンセプト創造にチャレンジしない。

＊自分の頭でとことん考えない、徹底した討論を避ける。

＊自分で技術、市場、ビジネス動向を読まない習慣の為、潜在ニーズ、新ビジネスモデルを読み取

れない。

等の弊害が生じている。

・外部調達の増大

自前での新製品開発の機会が減り、アーキテクチャ開発力の低下をきたしている。

（２）組織風土

・減点主義

大手企業では横並び主義、出る杭は打たれる風土で独創性、開拓者精神のある人を評価し、生か

す風土が希薄である。

・海外評価のみを噸重

国内の評価に比して、海外で高い評価を受ける傾向が高い。その一因は岡内開発ではオープン．

３慶応大学村井教授の主導するインターネット技術開発の砿'､)』:協同プロジェクト。新コンセプトをソフト開発により実証

し国際標準として提案する。
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アーキテクチャの観点が脱落しがちであるからだ。

･管理者としての成功のみを評価

管理者として成功する事への評価が高く、構想力や創造能力の高い人材への評価が必ずしも高く

ない。

･年功序列

入社で永年勤続が主体の為、従来の企業文化に多くの社員が染まってしまい、多様性や独創性に

欠ける。又、米国等の様なモビリテイにも欠けている。

4.2企業／業界での育成策

基本的には２番手戦略からの脱却につきる。そのためには以下が必要である。

（１）日本的経営の抜本的見なおし

（２）競争原理の徹底

（３）プレイヤーの交代

大企業において、コンセプト、アーキテクチャ構築を全て例えば外国人、若者に任せる。

または、新アーキテクチャ開発はベンチャーに任せる等の割り切りをおこない、大企業は積極的に

ベンチャー支援に回る。成功したベンチャーは大企業が好条件で買収し、自社技術化する,慣例を樹立

する。

（４）人的流動性の促進

（５）エリート・アーキテクトの養成

（６）国際標準化への投盗

（７）アーキテクチャ研究の強化

企業研究所においてオープン・アーキテクチャの研究を強化する。

（８）大学との連携、人材交流

５結び

日本発デファクト・スタンダードの確立の為に必要な諸施策をまとめた。

主要提案は以下の通りである。

(1)研究開発段階からのデファクト標準化の計画立案と実施

企業において新製品開発を行う際、新コンセプトに引き続きその製品のグローバル展開を図る為のオー

プン･アーキテクチャ設計を行ってから、個々の製品開発に着手するよう設計手順を変更する必要がある。

(2)ＩＴアーキテクトの育成

ＩＴ企業ではオープン･アーキテクチャ設計を担当するＩＴアーキテクトを確保する必要がある。

オープン･アーキテクト育成の為に

・大学院では

＊責任者に必要な権限を委譲する体制を導入し大学で有効なマネジメントが実行できる様にする。

＊教員の評価基準に教育を加える(論文のみ→論文十教育)。
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＊オープン・アーキテクチャ科I｜を強化する。

学会等でオープン・アーキテクチャ科日の標準シラバスを検討する。

＊上記科11に使用する内外のオープン･アーキテクチャ開発事例教材を整備する。これには予算措慨

が必要である。

識オープン・アーキテクチャ研究を推進する。その際産学共同のプロジェクトを推進する。

＊上記科I]担当教員を確保する。不足要員は企業からの非常勤講師、外国人教員採用等で対処する。

初中等教育では

＊画一教育を廃しエリート教育を導入する。

＊作文、倒語教育、英語教育、デイベート教育を強化する。

企業では

＊大手企業が２番手戦略、日本的経街から決別する方針を打ち出す。

＊知識よりビジョン、ｗｈｙを重視する企業文化の醸成する。

＊社会の人的モビリティを向上し、企業は積極的に若手、外同人を登用して新コンセプト、オープ

＊

ン・アーキテクチャ開発にあたらせる。

大手企業は社内でエリート・アーキテクトを稚極的に養成する。

又はアーキテクチャ開発をベンチャーに期待して大手企業はその支援に回る方針を取る。
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