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「情報通信産業－その 10年後の展望」という主題の
中で、「端末システムの概念の革新とそのインパクト」
について述べるわけであるが、本文に入る前にここで
述べる内容に関しての条件を明らかにしておきたいと
思う。
まず第 1は、「10年後の展望」に関しては日本にお
ける現状の延長線上にあって世の中の主流を占めると
思われる事柄について述べるものとする。したがって、
トピックス的なものや、その時点では開発中であろう
と思われることは省略する。
第 2は「端末システムの概念」として、ホスト・コ
ンピュータに通信回線または他の方法でもってつな
がっている端末システムは、どんなシステムになって
いくかということを述べたいと思う。したがって、こ
こでは端末システムの意味も単に端末機器そのものの
システムではなく、ホスト・コンピュータ以外は端末
システム側に含めるという考え方で述べてみたい。

10年後の端末システムの概念としては、次の 5つの
概念をあげることができるものと思う。
①多層化システム（MULTI-LAYER SYSTEM）
②自己管理機能
　（SELF CONTROL AND MANAGEMENT）

③クリーン・データ・トランスファ
　（CLEAN DATA TRANSFER）
④ソース・データ・コレクション
　（SOURCE DATA COLLECTION）
⑤ライフサイクル・コスト（LIFE CYCLE COST）
以下これらの概念について述べる。

1）多層化システム（MLS）
多層化システムを説明するにあたって、まず多層化

システムの概念を説明し、次いで多層化システムヘの
過程を述べてみたい。

（1）多層化システムの概念
多層化システムの概念をわかりやすく説明するため

に、会社組織に対応させて説明する。
小さな会社組織のばあいは、社長と社員とが直接に

顔と顔をつきあわせてコミュニケーシヨンをおこなっ
ている。すなわち、社員が情報を集め社長に報告し、
社長がその情報を分析し管理資料とするのである。こ
れが会社の規模が発展してくると、社長の下に部長が
いて、部長の下に課長がいて、さらにその下に係長や
社員がいるという組織に移行し、部長、課長もおのお
ののレベルで管理をおこなうようになるとともに、責
任の分担もはっきりさせられる。
このような会社組織を端末システムに置き換えると、

前者のばあいは社長というホスト・コンピュータに社
員という端末機器がつながっている型で、オンライン・
リアルタイム・システム的なもので図 1のようなシス
テムである。一方、後者のばあいは社長というホスト・
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1　端末システムの概念

http://www.bcm.co.jp/


34 ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.11

アーカイブアーカイブ

コンピュータの下に部長、課長という管理能力をもっ
たコンピュータがつながり、その下に社員という端末
機器がつながっている型で、このようなシステムを端
末システムの多層化と言い、図 2のようなシステムで
ある。

（2）多層化システムヘの過程
①オンライン・システムの拡大
表 1は、通信機器需要予測 1）からオンライン・シス
テムとデータ端末装置の項をとり出したものである。
この表によると、オンライン・システムの設置数は増
加の一途をたどり、昭和 50年から昭和 54年の間の平均
伸び率は 23.7%とかなり大きな伸びが期待される。また
オンライン 1システムあたりの平均端末数も昭和 50年

の 91台から昭和 54年には 102台になる見込みである。
一方、1システムあたりの CPUの台数は約 1.3台と変化
のない傾向を示している。以上のことより、オンライン・
システムは数および規模は拡大するが質的な変化はない
と言える。すなわち昭和 54年頃まではオンライン・シ
ステムの拡大が続くとみてよいであろう。
②多層化の普及
今度は 1オンライン・システムにおける CPU１台あ

たりの端末装置の台数をみてみると、昭和 50年には
67台であるが昭和 54年には 78台へと増加する。お
そらくこの傾向はその後も続くものと思われる。また
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端末システムの多層化
図 1

図 2

シ
ス
テ
ム

オ
ン
ラ
イ
ン
・

デ
ー
タ
端
末
装
置

年　　度

項　　目

（金額単位：億円）

実　　　　　　　　　績 予　　　　測　　　　値 50̶54

設　　　　置　　　　数

CPU　設 置 台 数
1 システム当りの平均
CPU台数
設 置 金 額
1システム当りの平均金
額
設 置 台 数
オンライン 1システム当
りの平均端末台数
設 置 金 額
端末 1台当りの平均金額
（100万円）
端 末 設 置 額（％）
システム設置額
1CPU 当りの端末台数

平均
伸び率

84

139

1.65

1,210

14.40

7,055

84.0

213

3.0

17.6

51

139

217

1.56

1,751

12.60

8,516

61.3

282

3.3

16.1

39

213

324

1.52

2,782

13.00

14,112

65.9

492

3.5

17.7

43

330

476

1.44

3,627

10.99

28,498

86.3

815

2.9

22.5

60

490

674

1.38

4,722

9.60

44,110

90.0

1,207

2.7

25.6

65

766

957

1.25

5,815

7.59

62,952

82.2

1,838

2.9

31.6

66

997

1,345

1.35

7,377

7.4

87,700

88

2,460

2.8

33.3

65

1,240

1,674

1.35

8,700

7.0

113,000

91

3,050

2.7

35.1

67

1,600

2,120

1.33

10,700

6.7

150,000

94

3,900

2.6

35.4

71

1,960

2,620

1.34

13,100

6.7

188,000

96

4,700

2.5

35.9

72

2,390

3,160

1.32

15,800

6.6

237,000

99

5,690

2.4

36.0

75

2,890

3,790

1.31

18,800

6.5

295,000

102

6,790

2.3

36.1

78

23.7

23.0

̶

20.6

̶

27.4

̶

22.5

̶

̶

̶

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

表 1　予測検討緒元と予測結果（オンライン・システムの規模）—通信機械工業界

http://www.bcm.co.jp/


アーカイブ

35ビジネスコミュニケーション　2015  Vol.52  No.11

アーカイブ

特集 ： 情報通信産業－その10年後の展望

端末システムの概念の革新とそのインパクト

データ量の傾向をみてみると、図 32）から推測できる
ように昭和 50年以降も増加の傾向にある。したがって、
CPUは今まで以上のデータ量と端末機器のコントロー
ルをおこなわなければならず、非常な負担がかかるこ
とになる。一方、膨大なデータ量を各地にある数多く
の端末機から送信するためには、通信回線のコストと
スピードが問題になってくる。したがって、今述べた
CPUの能力の限界と、通信回線のスピードとコストと
を考え合わせてみると、ホスト・コンピュータ以外に
コンピュータを分散させ、コンピュータ間をつないで
いく多層化システムが普及してくるものと思われる。
ここでコンピュータの動向についてみてみたい。図
43）ではっきりわかるように、超小形コンピュータの伸

びが他と比べて飛び抜けている。最近のコンピュータ・
メーカの動きや今年のビジネス・ショウでの傾向をみ
ると、今後とも伸びるものと思われる。そこで、超小
形コンピュータの機能面の変化を超小形電子計算機ガ
イドブック 4）でみてみると、このクラスのコンピュー
タも通信制御装置、MODEM、網制御装置、音響カプ
ラ等オンライン機能化による上位機種とのシステム的
結合が必然となってきているとある。このことは端末
システムの多層化に超小形コンピュータが入ってくる
徴候と思われる。

2）自己管理機能（SCM）
半導体技術の進歩によりメモリの価格が急激に下

がっている。またマイクロ・プロセサ技術も進歩して、
INTEL8008相当品を第 1世代とすれば 8080相当品の
第 2世代を経て、現在は ZILOGの 80の第 3世代とま
で進んでいる 5）。今後この両技術の進歩により、端末
システムの頭脳が今まで以上に発達することは間違い
ない。すなわち、単なる生データの加工をおこなうだ
けのインフォメーション・システムから、生データを
加工・分析しある程度の評価もできる本当の意味での
インテリジェント・システム化へと進む。
このようにインテリジェント・システムが確立され

ることにより、ここで述べる自己管理機能が可能とな
る。自己管理機能としては次の 3つの機能が基本的な
ものとしてあげることができる。

（1）各レベルでの管理資料がとれる
生データの加工・分析を通じて各レベル、すなわち

図 2での社員、課長、部長、社長のレベルで必要な管
理資料を迅速にとることができる。

（2）システムのコントロールができる
一例として、今後の情報化社会の時代に増えると思

われる図 5のような情報の一斉指令システムにおいて、
システムのコントロールをおこない得る。

（3）端末システムの診断ができる
人間は自分自身の健康状態をチェックし、おかしい

と思う時には休むように、端末システムも自分自身で
健康状態をチェックして、軽い病気は自分自身で処置
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できるようになる。

3）クリーン・データ・トランスファ（CDT）
これはメモリ、CPUの発達により、端末システムの
各レベルごとにデータのチェック機能を有してくるの
で、各レベルでの入力においてチェック・デジットな
どのデータ・チェックをおこない、エラーの早期発見
をおこなうとともに、早急にエラーの回復をおこなう
ことができる。したがって、次のステップヘのデータ
の受け渡しにおいて、データの誤り率が減少し正しい
データの受け渡しがおこなわれる。これを図で示すと
図 6のようになる。

4）ソース・データ・コレクション（SDC）
インプットに関する問題点については、「インプット・
システムの改善促進に関する実態調査」6）に述べられ
ているように、インプットの行程が多い、各行程に人
が介在するのでエラーが多い、オペレータの専従制、
コストの採算性が問題として上がっている。これに加
えデータの発生源とデータの作成部署は別なので、デー
タのエラー訂正にもかなりの人手と時間がかかり非能
率である。
以上のようなユーザの悩みを反映してか、実態調査
によると今後開発して欲しい機器として、OCR 72.1%、
OMR 12.2%と非常な高率を示している。それではなぜ
OCR、OMRがこれほどまでに期待されているのか。そ

れはこれらの機能をとり入れることにより固定項目は
自動的にインプットできるので、変動項目のみキー・
インすればよくなるからである。すなわち、誰にでも
インプットができるので専従者は不要となり、キー・
タッチ数が減るので誤りが減少しインプットが早くな
り、チェックの行程がなくなるのでコストの低減が図
れるなどのメリットがある。
したがって、今後はこのようなシステムが発展して

ソース・データ・コレクションが普及してくるものと
思われる。ソース・データ・コレクションには次の 2
つがあるので簡単に説明しておく。

（1）副次的なもの
たとえばキャッシュ・レジスタは本来レシートの発

行が主体であったが、ついでにデータも集めてしまお
うということで POSシステムになってきた。このよう
な例としては、ガソリン・スタンド、自動キャッシュ・
ディスペンサ、ビリング・マシン等がある。

（2）人間におきかわるもの
ガス、水道、電気のメータは本来使用量の表示のた

めにあったが、線をつないで自動検針をおこなうよう
になってきた。

5）ライフサイクル・コスト（LCC）
過去においてはハードウェアのコスト比較のみがな

されてきたが、現在はハードの性能あたりのコスト・
パフォーマンスが言われている。しかしコンピュータ
の普及以来、ユーザもコンピュータの使い方がわかっ
てきたし、ハード以外のコストの増大（表 2参照）に
よりハードのコスト・パフォーマンスのみでは満足し
なくなってくるだろう。
したがって、今後は「ゆりかごから墓場まで」では

ないが、導入時点から死ぬまでのライフサイクル・コ
スト・パフォーマンスが比較されるようになってくる
であろう。ライフサイクル・コストとしては次に述べ
るようなものが考えられるが、個々の細かい費用項目
に関しては「超小形電子計算機ガイドブック」4）を参
照されたい。

（1）導入時点までのコスト

小形コンピュータ

ホスト・コンピュータ

端末機器

図 5

正しい
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データ 正しい
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①システム化のための計画書作成費用
②設備・工事費等

（2）ハードのコスト
①コスト・パフォーマンスの良いハードのコスト
②信頼性のあるハードのコスト
③長寿命のあるハードのコスト
④拡大機能のあるハードのコスト
⑤保守費の安いハードのコスト

（3）ソフトのコスト
ソフトの有料化の傾向もあるので、今後は誰にでも
使えるソフトが安上りとなる。

（4）教育のためのコスト
誰にでも簡単に使える機器が望ましい。

端末機の分類の仕方にはいろいろあるが、「端末機器
と通信回線網の現状と動向」8）をもとにして若干項目
の追加をして作成したのが表 3である。ここでは追加
項目の説明と端末システムの概念に望ましい各端末の
動向を簡単に述べるにとどめたい。

（1）汎用化
①ステューピット・ターミナル（Stupid Terminal）
各種のアプリケーションに使用されるもので、安い
がある特定の機能しかもっていないターミナルをいう。
端末機の傾向としては別表 49）のごとく認識装置、表
示装置の増加がわかる。すでに 1-4）のソース・データ・
コレクションでも述べたように、OCR、OMRを主体と
した端末システムヘ向っているといえよう。

②カンバセーショナル・ターミナル（Conversational 
Terminal）
「コンピュータ利用状況およびオンライン化調査集計

そ　の　他機械設備費回　答　数 人　件　費 消 耗 品 費 外　注　費 総　　　計
（金額単位：千円）

（コンピュータ白書より）

660

632

667

75 年 版 調 査

74 年 版 調 査

73 年 版 調 査

3,958.1
（29.1％）

4,661.5
（26.4％）

3,308.3
（29.2％）

6,947.6
（51.2％）

9,965.5
（56.5％）

6,262.1
（55.2％）

1,242.1
（9.1％）

1,215.9
（6.9％）

828.6
（7.3％）

975.2
（7.2％）

1,201.2
（6.8％）

495.7
（4.4％）

404.9
（3.0％）

603.0
（3.4％）

564.1
（5.0％）

13,580.2
（100％）

17,647.7
（100％）

11,342.2
（100％）

表 2（注）

オフラインの時は専用機
オンラインの時はデータ・ターミナル（　　　　　　　　　　）

汎 用 化

多機能化

行 動 化

専 用 化

ステューピット・ターミナル

カンパセーショナル・ターミナル

インテリジェント・ターミナル

スマート・ターミナル

スペシャル
パーパス・ターミナル

ムービング・ターミナル

専　　用　　機

車
鉄　道
船
飛行機
人　間
動　物

バンキング・ターミナル
FAX
コピー
メータ
倉　庫
工場装置

切符発行
予　約
キャッシュ・ディスペンサ

レジャー／ゲーム
教　育
その他

表 3　データ端末機器分類

2　端末機の形態

（注）コンピュータ利用状況調査 7）によると、サンプル構成差がある
ため各年度の金額値は単純に比較できないとあるが、ある程度の目
安になると思うのでここにあげた。
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表」10）によると、1社あたりの平均利用台数の動向は
表 5のとおりである。この表より、リモートバッチ・
インテリジェント・ターミナル、CRTその他のディス
プレイ、キーボード・プリンタが使用されそうである。
このことはマン・マシン化が進むことで、誰でもが簡
単に使えるようなシステムヘ向うことが推測できる。

（2）多機能化
①インテリジェント・ターミナル
表 5によるとインテリジェント・ターミナルの伸び

がいちじるしいことがわかる。端末システムでの中核
となるターミナルである。
②スマート・ターミナル

装　置　名 機　　　　　種　　　　　名
48　年　度 49　年　度 50年度見込

（金額単位：百万円）

台数 金額 構成比
（％） 台数 金額 構成比

（％） 台数 金額 構成比
（％）

記 憶 装 置

映像記憶装置

印 刷 装 置

作 図 装 置

読取せん孔
装置

認 識 装 置

表 示 装 置

図形入力装置

磁 気 ド ラ ム
磁 気 デ ィ ス ク
磁 気 デ ィ ス ク ス ・ パ ッ ク
フ ロ ッ ピ ー ・ デ ィ ス ク
磁 気 テ ー プ
磁 気 カ セ ッ ト
磁 気 カ ー ド
そ の 他

　　小　　　　　　　　　　　計

ビ デ オ ・ フ ァ イ ル

インパクト・シリアル・プリンタ
ノンインパクト・シリアル・プリンタ
インパクト・ラインプリンタ
ノンインパクト・ラインプリンタ

　　小　　　　　　　　　　　計

プ ロ ッ タ

紙 カ ー ド
紙 テ ー プ

　　小　　　　　　　　　　　計

　　　　　　 M I C R
　　　　　　 O C R
　　　　　　 O M R

　　小　　　　　　　　　　　計

　　　　　　 C R T
ハ ー ド ・ コ ピ ー
そ の 他

　　小　　　　　　　　　　　計

タ ブ レ ッ ト ・ デ ジ ダ イ ザ

10,141
1,836
7,206

0
8,494
34,831
176
0

62,684

0

22,110
611
5,184
16

27,921

607

3,786
11,762

15,548

2
88
994

1,084

4,590
179
15

4,784

75

12,584
2,377
38,946

0
42,477
2,726
973
0

100,083

0

17,816
674

30,007
440

48,937

1,454

6,287
7,807

14,094

20
1,671
1,939

3,630

3,040
359
42

3,441

325

3.4
4.2
9.6
0.6
10.4
3.1
0
0.1

31.4

0

6.5
0.5
9.0
0.6

16.6

0.1

1.5
2.3

3.8

2.0
0.8

2.8

3.3
1.5
0.6

5.4

0

5,646
2,441
4,246
313
3,855
41,742

0
130

58,373

0

16,093
939
2,748
27

19,807

63

998
8,402

9,400

0
254
1,060

1,314

3,297
1,815
284

5,396

0

7,201
9,519
21,589

88
25,963
5,247

0
236

69,840

0

14,011
717

18,625
1,038

34,391

182

2,892
4,418

7,310

0
2,934
1,372

4,306

5,787
3,524
567

9,878

0

3.5
4.6
10.5
0

12.6
2.5
0
0.1

33.8

0

6.8
0.3
9.1
0.5

16.7

0.1

1.4
2.1

3.5

0
1.4
6.7

2.1

2.8
1.7
0.3

4.8

0

4.8
0.9
14.6
0

15.9
1.0
0.4
0

37.6

0

6.7
0.3
11.3
0.2

18.4

0.5

2.4
2.9

5.3

0
0.6
0.7

1.3

1.1
0.1
0

1.2

0.1

5,509
2,706
4,791
2,094
3,705
54,001

0
160

72,966

0

14,655
1,600
3,104
50

19,409

76

1,161
9,453

10,614

0
433
1,283

1,716

4,693
2,019
440

7,152

0

7,504
9,187
20,979
1.367
22,686
6,815

0
295

68,833

0

14,225
1,200
19,619
1,348

36,392

230

3,331
4,882

8,213

0
4,410
1,755

6,165

7,246
3,321
1,279

11,846

0

表 4　わが国における周辺端末装置の出荷状況（昭和 50年度 3月末現在）

（単位：大）

機　　種 現　況 5年後

キーボード・プリンタ・ターミナル
CRT、そ の 他 の デ ィ ス プ レ イ
金 融 機 関 用 端 末
紙 テ ー プ ・ リ ー ダ ・ パ ン チ
キー・ツー・テープ・ディスク
出力専用プリンタ（ラインプリンタ
を含む）
プ ロ ッ タ
予 約 用 特 殊 端 末
リモートバッチ・インテリジェン
ト・ターミナル
そ の 他
　　　合　　　　　　　　計

32.0
9.6
59.5
7.2
0.1
5.9
0
7.1
1.4
0

123.2

45.8
46.2
62.0
5.2
0.8
8.7
0.1
0

67.4
0

236.5

表 5　利用端末機器動向
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端末システムの概念の革新とそのインパクト

ステューピットとインテリジェントの中間に属する
ターミナルである。
③スペシャル・パーパス・ターミナル
このターミナルの概念は、次のようなものである。
オフラインで使用される時は専用機としての働きし
かないが、オンラインになった時にはデータ・ターミ
ナルの働きをする。たとえばバンキング・ターミナル、
FAX、コピー、メータ等がある。

（3）行動化
①ムービング・ターミナル
鉄道、自動車をはじめとして輸送機関の発達ととも
に人間の行動範囲も拡大されてくる。それに従ってあ
る特定の場所へ行かなければデータの送受信ができな
いのでは不便であり、必然的に人間と行動をともにす
るターミナルの要求がでてくる。

（4）専用化
ある特定の目的にだけ作られたもので、各種各様ある。
以上各端末機の動向について述べたが、端末機全
体の動向としては、①正確性、②レスポンスの早さ、
③自動化、④低価格化へ向うものと思われる。

この端末システムの概要で述べた①多層化システム、
②自己管理機能、③クリーン・データ・トランスファ、
④ソース・データ・コレクション、⑤ライフサイクル・
コストのインパクトについて考えてみる。
まず多層化によるインパクトは、必要レベルでの管
理資料が自動的にとれることである。すなわち、社員・
課長・部長・社長それぞれが必要な資料がとれること
である。自己管理機能によるインパクトは正しい管理
データがとれることである。クリーン・データ・トラ
ンスファのインパクトは間違いのないデータであり、
これも正しいデータにつながるものである。ソース・
データ・コレクションのインパクトは省力化、自動化
である。ライフサイクル・コストのインパクトはトー
タル・システムとしてのコストの安さである。
以上をまとめると、次の 2つにまとめられる。

①正しいデータによるオピニオンの客観性
正しいデータにより正しい管理資料がとれるので、

このデータに基づいた意見には客観性がある。しかし、
いくらデータが正しいと言っても判断するのはあくま
でも人間であるので、判断者の能力の向上が必要となっ
てくる。
②データの処理からの解放
データの収集・配送・通信・分析が自動化・機械化

されてくる。したがって、人間はより高度な事務をお
こなうことを要求されてくる。

予測技術が発達してきているとはいえ、10年後のこ
とを予測することはむずかしい。今回は短時間ででき
る範囲の資料をもとに、一応端末システムの概念はど
うあるかを述べてみた。資料不足な点や説明不足の点
も多々あると思われるが、読者のご意見、ご批判をい
ただければ幸いである。

＜参考文献＞
1）通信機器需要予測（通信機械工業会）
2）データ通信、1976 Vol.8 No.3（NCR 八十川氏）
3）日本電子計算機
4）日本電子工業振興会、1975 年 9 月
5）電波新聞、昭和 51 年 5 月 27 日
6）社団法人日本経営協会、1975 年 3 月
7）コンピュータ白書、1975 年版
8）通信機械工業会、昭和 51 年 3 月
9）通信機械工業会、昭和 51 年 3 月
10）コンピュータ白書、1975 年版

3　インパクト

おわりに
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最近、コンピュータ利用は第 3期に入ったとも言わ
れている。物珍しさからの導入ともいえる第 1期、目
的意識をもっての第 2期を経て、本当にコンピュータ
の導入により、企業の効率が上がっているかという反
省期を迎えた第 3期であるという。特に、石油ショッ
ク以来の高度成長時代の終焉は、企業内の採算性の再
吟味をおこなわせるきっかけとなり、これがコンピュー
タ室周辺に影響を及ぼすようになってきた。かつては、
社員の学修のためには多額の出費をも惜しまなかった
大企業も、コンピュータとその採算の問題にたいし真
剣に取り組んでくる。
このような環境の中で、コンピュータ運用上不可欠
なソフトウェアの問題、およびこの専業者であるソフ
トウェア業の果たすべき方向と役割り、またソフト業
者のみならず、他の情報産業傘下企業との間の関係に
ついて考察し、併わせて今後の方向について模索して
みたいと思う。

一般に情報産業と言われる業種はきわめて広汎であ
り、その定義もさまざまである。しかしながら、コン
ピュータを中心とするいわゆるコンピュータリゼー
ションに伴う情報産業は次のごとく分類される。
ここにハード・メーカと呼ばれる企業は、コンピュー
タを作っているメーカと、周辺機器を作っているメー
カとに分かれるが、両方を兼ねているばあいもある。

当然のことながら、コンピュータの出現以前は弱電メー
カであったか通信機メーカであった。周辺機器メーカ
の中には、機械メーカからの参加も多い。
これにたいして情報処理業なるものは、コンピュー

タを利用はするが自らの手でこれを作るのではなく、
一般にハードウェア・メーカの手によるコンピュータ
を、なんらかの方法で利用する業である。
ソフトウェア専業者とは、これらコンピュータ利用

に必要なるソフトウェアを企画し、製作し、提供する
業であり、計算センタは自らコンピュータを保有し、
他の委託によりコンピュータ処理業務を代行すること
がもっぱらの業である。情報提供業とはコンピュータ
を利用し、速かに求められた情報を顧客に提供する業
である。
これらの諸業はすべてなんらかの意味でソフトウェ

アを必要とし、この必要性を自らの手で賄うか、他に
これを求める必要に迫られている。すなわちソフトウェ
アに関係のない業種はないのである。ソフトウェア専
業者は、ソフトウェアの製作・販売をもっぱらにする
業種であり他の方法により収入を得る術を知らないも
のが本来であり、ソフトウェアを他より購入し、これ
を販売するソフト販売業や、ソフト要員を確保してこ
れ を 他 の 求 め に 応 じ て 提 供 す る FM（Facility 

情報産業におけるソフトウェア業
―その位置と将来の相互関連―

●服部 正／社団法人ソフトウェア産業振興協会 会長

コンピュー
タ中心の
情報産業

一般ユーザ
あるいは一
般カストマ

ハード・メーカ

情報処理産業

コンピュータ・
　メーカ
周辺端末機器
　メーカ
ソフトウェア専業
計算センタ
情報サービス業

はじめに

1　情報産業および情報産業に言うソフトウェア業
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情報産業におけるソフトウェア業
―その位置と将来の相互関連―

Management）業とは一線を画するはずである。サービ
スの性格上、ソフトウェアを必要としこの代価を得て
いるとはいえ、いわゆる計算処理もしくは受託計算業
務をおこなう人々とも異なるはずである。
このような性格を持つソフトウェア専業は、その取
引の対象として図 1のごとき関係を持つ。
すなわち、コンピュータ・ユーザ、コンピュータ・メー
カ、周辺機器端末メーカおよび計算サービス業である。

ソフトウェア業にとって、一般コンピュータ・ユー
ザは最大のお得意である。少なくとも、お得意である
べきである。一般ユーザは、コンピュータ導入の時期
において、ソフトウェア要員の充実を図った。
コンピュータ・メーカは、そのコンピュータを売る
時に、コンピュータ要員の教育、補助を申し出た。コ
ンピュータ・メーカによって企画されたプログラム講
習会に多くの社員が参加したのである。事実、これら
のスタッフは、コンピュータ室を中心とし、それぞれ
の企業の動態とコンピュータとのブリッジとして役
立ってきたのである。その企業の動態についての基礎
知識においては、その企業の社員をおいて他のいかな
る専門家もそれにおとることは当然である。ユーザは、
次から次にとコンピュータ適用の領域を拡大していく、
さらにその利用のレベルも向上していく。ソフトウェ

アを開発していくのに必要な要員の数に改めて気がつ
くのである。
加えて、導入時において余り意識しなかった問題と

してメインテナンスの問題に気がつく。メインテナン
スという語の与える印象は、一般に故障修理とか、部
品手入れ等の意義と理解される向きもあるが、ソフト
ウェアにおけるメインテナンスには、当然のことなが
ら上記のニュアンスに匹敵するケースもあるが、ソフ
ト開発時の条件、すなわちプログラム条件の変更に伴
うソフトの改造なのである。このことは建物でいうな
らば改造、もしくは増築なのであって、保守・修理と
は趣を異にする仕事なのである。企業のコンピュータ
室がこの実情に気付いた時、コンピュータ室長はジレ
ンマに立たされる。
コンピュータによる人員の事実上の合理化を唱えて

導入したコンピュータが、さらに定員を必要とすると
は言い難いのである。加えて、プログラム・メインテ
ナンスの話などは、「メンテを急速に必要とするような
ずさん
3 3 3

なソフト」という印象をトップに与えがちであ
り、事実そのような評価の下に一蹴される例も多い。
こうなってくるとユーザのコンピュータ室長は、外部
よりの期待に満ちた新たなる依頼、すなわち新たな仕
事の増加と、過去の仕事のメインテナンスに追われ、
その機能の発展をいちじるしく阻害されざるを得ない
のである。
このような環境に立たされるコンピュータ室は、爾

後、消極的な道をたどるか、その打開策としてきわめ
て大胆かつ積極的な方策をとるに至る。積極的姿勢の 1
つは、コンピュータ・メーカにたいするソフト要員援
助の要請となってくる。しかしながら、ソフト要員の
派遣を条件として新機種へのリプレースすなわち新機
種への乗り換えが提案されるのである。コンピュータ
室の唯一の権限は機種選別の力であり、これをもって
定員補足の道を講じるのである。一般に機種のレベル・
アップは上

ト ッ プ
層部を説得し難いように思えるが、過去 10

年の電子技術の進歩は、コンピュータ・コストを年ご
とに下げてきている。
同じコストでより良き性能のものの提供は可能であ

情報提供業

コンピュータ・
ユーザ

コンピュータ・
メーカ

ソフトウェア
専業者

周辺機器
端末メーカ

図 1

2　ソフト業と一般ユーザ
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り、この話はトップの説得には大いに役立つのである。
ただし、機械のリプレースに際しての費用や、多くの
ばあい同じコンピュータ・コストということは稀であ
り、上位機種もしくは上位仕様にと段々と上がってく
るのが一般である（わたくしが自動車を初めて購入し
た時、そのダットサンはわずかに 600ccのエンジンで
あった。その後ダットサン 1000が出た時にぜひとも
それが欲しかった。1,200ccの時代も過ぎ、今は2,600cc

に乗っている。しかしこの買い換えには必然性があっ
た。なぜならば故障するのである。摩耗するのである。
だから買い換えなければならなかったとも言い得るの
である）。
コンピュータがレンタル契約である限り、それは絶
好の状態でユーザに提供されるはずであり、年数が経っ
ても摩耗による自動車の速度の低下のような、コン
ピュータの計算速度の低下はまったく考えられないの
である。非常に意地の悪いことを考えれば、ユーザが
リースしているコンピュータを徹底的に使い抜いたと
したらどうなるだろう。
ともかく、メーカによって提案されたリプレースの
提案とソフト要因のなんらかの援助は、常識となって
いた時代があった。
このような賢明？ なる解決の道は、国産機にはとれ
たけれども、IBMのごとき Establishedなコンピュータ
にはとり難い。彼らの論理をもってするなら、ユーザ
のソフト・サポートの替わりに、充実したライブラリー
の提供があると言う。しかし充実したライブラリーの
中のソフトというものは、なんとなく帯に短したすき
に長しの感があり、自分たちの業務をそのソフトに合
わせるというようなことは、誇り高き日本のユーザの
考え難いところである。
一般にソフトウェアは、メーカの提供する応用ソフ
トと、ユーザの欲するその種のソフトとでは基本的に
異なるものである。どちらの出来が良い悪いかは別に
して、その狙いとするところがメーカ提供のソフトウェ
アはMulti-purpose型であり、ユーザの要求するものは
単能的である。飛行機に例えるならば、全天候型の戦
闘機と夜間戦闘機の差異である。なにをもって単能と

するかは、ユーザの性格によるものである。この限り
において、ユーザがその体質と使用目的とに応じた固
有のソフトを開発したいという念願は今後も続くであ
ろう。そしてこのような要求は、ユーザのコンピュー
タ室というより現業部門において強く起こってくるで
あろう。現業部門のこの要求にたいして、コンピュー
タ室が無力予算的であると、これらの予算は営業経費
とか技術開発費とかから捻出されてくる。現業部門と
コンピュータ・メーカとの間には、コンピュータ室と
コンピュータ・メーカのごとき直接的関係がないので、
これら現業部門はソフト専業者にとって、絶好のお得
意となる。ただいかんながら予算に乏しく、発注単価
の少ないのは残念である。これらの現業の人たちの前
には、一般のソフト会社のスタッフは、SEというより
もコーダに近い姿勢をとらざるを得ない。
一般にソフトと言われるものも単なるプログラムで

あり、論理的に正しければそのプログラムは適合だと
の評価は安易に過ぎる。たとえば Accounting（会計）
のソフトにおいてどの段階で検算をおこなうかという
問題は、プログラム以前の問題か、プログラムに含ま
れるかは微妙な問題である。いずれにしても、このよ
うなノウハウはプログラムに反映されなければならぬ
ことは確かであり、このような問題のゆえにユーザが
プログラマを兼ねたい気持は十分理解できる。現業の
このような認識を改めて、ソフト専業者がこれを代行
するためには、現業の人々以上の知識と理解を持ち得
るか否かにかかっている。
ソフト業者と呼ばれる人々が、特定の問題にたいし

ユーザ以上の理解と知識とを持つためには、きわめて
高レベルのオーソリティを必要とするのである。しか
し、1つの道にたいするオーソリティは持てるとしても、
いわゆる武芸百般的なさまざまの問題にたいし等しく
オーソリティを維持することは不可能と言い得よう。
ここに、ソフト業者の SEと呼ばれる人々が専門化する
ことが要求されてくる。そしてそのような人々の集団
であるソフト業も専門化の必要性に迫られる。
ソフト業者の専門化がおこなわれてくると、ソフト

にたいして要求する代価が問題となる。ソフトの代価
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は、そのソフトの効用性にたいし支払われるべしとす
る意見、およびそのソフトの開発コストの原価積立方
式によって算定されるばあいがある。一般に効用性に
たいして評価されるべしとの意見も多いが、実際上の
問題としてこれをいかに評価するかはむずかしい。
ここに原価積立方式による方法のほうが、より容易
であるとの意見も多く、実際例も多い。しかしながら、
能力の少ない人がより多くの時間を費してプログラム
を開発したほうが、原価積立で有利となるという矛盾
はいかにしてもおかしい話である。
一般にソフトウェアは、その転写性をもっていると
ころに、他の製品と異なる特質がある。すなわち、1本
のソフトは、これをきわめて容易にコピーすることが
できる。もしあるソフト会社で、ユーザの依頼により
開発したソフトを、同時に他のユーザに売ることがで
きたとするなら、その売り値は半分となるはずである。
しかしながら、ユーザはその求めるソフト開発に際し
て、同業他社への販売を禁止している。もちろん、ユー
ザはその自社それぞれの特徴により求めるソフトが異
なるはずであるが、いずれにしても 1社のソフト開発
経験を他社のそれに利用できるとするならば、ユーザ
にとっても、ソフト会社にとっても双方ともに得をす
ることとなろう。特定の発注 1社にたいする忠実度と
価格の低廉さのいずれをとるかという問題は今後、双
方にとって考えるべき問題となろう。

コンピュータが世に出て以来、ソフトウェアを真先
に手がけなければならなかったのはコンピュータ・メー
カであり、今日までソフト問題で苦労してきたのもコ
ンピュータ業界であった。メーカにとっては、自社の
機械を売るためには質の良いソフトの提供は必須の条
件であった。
機械よりのソフト、すなわち OSや DOSあるいは各
種の言語コンパイラは、絶えず外国の先進各社のそれ
と比較された。ハードを売るためには、これらのソフ

ト開発に驚くほどの人手をかけなければならなかった
のである。
このようなソフトの自給体制を確立するために、各

社は膨大な“ソフト工場”？を作ってこれに優秀なプ
ログラマのはりつけをおこなってきた。しかしながら
必要に任せて集めたこのようなプログラマの人々の 5
年後、10年後の人事的処遇について考えると、真に頭
の痛い問題となる。ソフト工場とは言え、その工員に
あたる人々は単なるブルー・カラーではなく、大学出
のインテリを必要とする。プログラマの限界が何歳頃
であるかは別として、これらの問題を放置するわけに
はいかなくなる。
さらに加えて、ハード寄りのソフトより、アプリケー

ション・ソフトと呼ばれるものがたいへんである。
IBMなどでは IBM側から見た標準的な応用ソフトを作
り、この限界まではサービスするがそれ以上のサービ
スは有料であり、しかもかなり高価な有料であると突っ
ぱねるが、姿勢の弱い日本のメーカの中にはそのよう
に強い姿勢もとり得ないばあいもある。
あるユーザは、IBMのライブラリー・リストを片手

にソフトの不足を責めると、メーカとしては勢い“そ
れでは作りましょう”と言わざるを得ない。そのよう
にして作られたものは、きわめてそのユーザの好みが
多分に入り、一般性があると言えぬ問題も多い。
筆者は常に思うのであるが、ソフトウェアと言うも

のは、コンピュータを使う側からみた欲しいソフトウェ
アと、コンピュータを売るためのソフトウェアとは異
質の問題であると確信している。ユーザ側からみたソ
フトの良し悪しは、真にそのユーザが自己の業務を遂
行させるための観点から定めるものであり、機械の大
きさ、業務の内容といった家庭の事情に基づいた良し
悪しである。家庭の事情により異なる評価をすべて兼
ね合わせたような汎用的なソフトと言うものは、もし
存在するとすればきわめて大規模なものになってしま
うだろう。
一般に、メーカから提供されるソフトはなんらかの

意味において、“帯に短したすきに長し”の感じは拭え
ない。

3　ソフト業界とコンピユータ業界および
その将来の関係
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このことは、ソフトを家にたとえればきわめて明快
である。住む人により、たとえその家が住宅という限
定された目的であるにせよ、家庭事情や敷地の広さ、
趣向といったものには個人差がある。すべての人を満
足させようと思うほど、その住宅は広くなっていく、
広い家は普段使わない部屋も多い。普段使わない部屋
のために貴重な敷地、すなわち記憶容量を広大化する
ことは意味がないのである。
さらに加えて、その要求される家も住宅のみとは限
らず、倉庫、病院、学校の類から映画館、料亭と、そ
の種別が拡大してくる。ソフトの対象とする範囲が会
計事務といった生やさしいものだけではなく、医療、
建設、土木、化学から宇宙衛星にまで発展してくると、
これをハード・メーカのプロパー社員で補える話では
まったくなくなる。
このような悩みにたいし、メーカ各社は自社の傘下
ソフト会社の育成に力を入れるわけである。
しかしながら、育成とはいうものの、大メーカのプ
ロパー社員の経費より少ない経費で、外注ソフト生産
の実質的効果を企てんとするのだから問題がむずかし
い。さらに加えて日本的思考法では、傘下の会社にた
いする系列化は資本に始まり役員の派遣、そして他系
列に走らぬための予防と、考え方がきわめてしっかり
（？）している。このような関係におけるコンピュータ・
メーカとソフトウェア会社との関係は、今後ともに永
続きするものであろうか ?

ふたたびソフトウェアの価値・価格について想をめ
ぐらしてみよう。ソフトのみのもつ特殊性、すなわち
転写性を考えるとき、その転写性による有利さは、ソ
フト・メーカ自体が保有すべき性格の問題であり、こ
れを買うメーカがその転写性を禁止して、あたら高価
な値段でオーダ・メイドのソフトを購入していること
はおかしな話である。すなわち、メーカごとのお抱え
ソフトウェア会社という系列化を排して、ソフト会社
の専門別の系列化を推進し、機に応じてこれを有効に
利用すべきである。
しかしながらこのような方策をとるとき、発注者は
自己のソフトの特殊性を発揮できぬとの議論も出るだ

ろう。そこにソフト・モジュールの考え方が出てくる
のである。ソフト・モジュールは完成されたソフトで
はなく、ソフトを構成する部品である。
例を自動車にたとえるならば、自動車は衆知のよう

に多くの部品よりなる。気化器、エンジン、トランスミッ
ションとその部品が構成されて、完成品たる自動車と
なる。末端消費者たるユーザは、部品では購入せず完
成された形で自動車を買う。
しかしメーカは、各種部品を部品メーカより購入する

か発注購入する。部品メーカは、1社のみにお出入りし
ているとは限らない。他の自動車メーカにも納入する。
自動車メーカがその部品を特に注文をつけて開発し、そ
の成果を他の競争メーカに売られたくないばあいには、
専属料ともいえる料金の割増しがあって当然である。
現在のコンピュータ・メーカとソフトウェア会社の

関係は、これらの問題にたいしきわめて甘いのである。
ともあれ、ソフト会社がメーカにたいしてソフトを売
るのは、いわば玄人間の取引である。玄人間の取引は、
生産者と問屋の関係のごとく料金は安いが取引量が多
いケースと、部品納入のごとく最終製品ではない未完
成品を売るケースが考えられる。現在のメーカとソフ
ト会社との関係は、それらのいずれでもない。ただ、
親しいから安くしろという関係だけである。
メーカは自らの企画により、自らの指揮によりソフ

トを開発したい。しかしながら、兵力に不足するばあ
いがあるだろう。このようなばあい、自己の指揮下に
その兵力を編入するための兵力探しが必要となる。こ
のばあい、指揮権は完全にメーカ側にとられるのであ
るが、このような兵力提供を、いやしくも独立国家が
応じるであろうか ?“どうぞご自由にお使い下さい”と
もいえる姿勢は独立国家のソフト会社の取るべき姿で
は断じてない。
これらの業はある種の口入れ稼業であり、ただその

職種がプログラマと呼ばれる人たちを対象にしているの
にすぎない。仕事の内容と、それに伴う責任の範囲を明
確にし、その指揮権のプライオリティーが発注者に勝る
ものであるばあいは、たとえ作業場所がどこであろうと
問題ではないのであって、要は責任料としてのプログラ
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ム・フィーが貰えているか否かが問題なのである。
ソフト会社とメーカとの間の将来は、玄人間の取引で
あることとの割切りを必要とし、玄人間の取引とはいか
なるものであるかを双方ともに考え直す必要があろう。
ソフト会社側も、自己が玄人であると言われる理由は何
であるかという点を深く反省する必要があろう。
メーカ側も外部ソフト会社を必要とするであろう。
ソフト会社にとっても、メーカは玄人として、苦しみ
もむずかしさもわかって貰える発注者であり、かつ継
続的な仕事の発注者であるとの認識は十分である。し
かしながら、お互いの存在意義の確認はあっても、お
互いの関係論議については十分な討議がおこなえてい
るように思えない。ソフト会社も自己の自主的な人格
形成につとめて、その人格をメーカの要求に合わすべ
きであり、“そのうちに、そのうちに”と言っているソ
フト・メーカは、その主体性を自ら放棄しているもの
と言わざるを得ない。

この 2つの業を兼ねていられる業も多い。別々に営
んでいられる業も多数ある。
コンピュータが日本にも数少なく、きわめて高額の
機械であったころ、資力のある人がそれを備えて分割
して使用することができるということは、ユーザにとっ
て魅力のあることだった。大きい機械ほどそのパフォー
マンスあたりのコストは安くなるということはあらゆ
るばあいに成立する論理であり、うなずけるのである。
大きな機械をユーザに分割使用させるという商売は投
資型の商売であり、不動産会社のビジネスと相い似か
ようものがある。広大な土地を安い単価で買い、分割
して分譲するというやり方である。
この商売の成立する条件としては、地主の不動産会
社に売る価格が、小口の土地を求める人に売る価格よ
り絶対に安くなければならぬということである。そこ
で、不動産の同業他社が増えてくるとどういうことに
なるだろう。競争に打ち勝つための条件は、いかにし

て安い土地を入手するかであろう。
しかしながら、それが同じ投資型企業であっても計

算センタと不動産会社の相違であって、土地は千差万
別であり地主の販売価格もマチマチであるが、コン
ピュータはメーカおよびその機種が限られている。す
なわちリソースの入手方法による差異が土地に較べて
僅少である。同業者間の競争が激しくなり、ユーザ、
すなわちお客のほうも価格にたいして鋭い感覚を持つ
ようになってくると、競争は販売価格の低廉化の一途
をたどるのである。
お客の価格にたいする感覚が主婦連のように急進的

でなく、いわゆる長年のお出入りとか資本の系列下と
かの温い環境を容認している限りにおいては、すなわ
ち日本のように生温い環境の下ではそれほどの危機感
はないかもしれぬが、アメリカのようにきわめてクー
ルな社会にあってはこのような関係は維持し難い。こ
のばあい、販売価格の低廉化競争は、計算センタの採
算性をきわめて悪化させるのである。
一歩観点を変えて、計算センタで売るべきものがコ

ンピュータの便宜（Convenience）を売るのではなく、
コンピュータによる出し物

3 3 3

（Entertainment）を売るの
であると考え、コンピュータを主と考えるのではなく
コンピュータはこの出し物の小道具であると考える。
このとき、小道具にはマージンをかけないで役者の出
し物、すなわちソフトにマージンをかけることと考え
るならば、そのリソースは無限であり仕入価格はそれ
こそ千差万別となろう。
計算センタがソフトをハードにたいする従属物と考

えるのではなく、ハードを小道具、すなわちソフトの
従属的なものと考える日はほど遠いのであろうか ?

計算センタがこのような思考体質になったとき、ソ
フト会社は計算センタを最大の問屋と考えるであろう。
そしてソフトの販売も“1巻でいくら”という建値から、
“1回でいくら”という使用料に切り替わるであろう。
センタのほうも、良質のフィルムを買取りではなく度
数量的に払えばよく、過大な投資を必要としないので
ある。よいソフト、すなわち出し物にたいする選別眼
が商売のもっとも必要なる条件となるのである。この

4　計算センタとソフト会社との関係および
その将来
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計算センタの使命を論ずるにあたって、第 1に問題と
なることは、この業の上部構造をなす情報産業との関連
においてその位置づけが必ずしも明確でないことである。
すなわち、産業構造がいまだ未成熟であることにも
起困して、情報処理の分野では機能分化が不完全で、
情報処理の各ステップにおいて、下請、元請、専業、
兼業が混在し、「計算センタ業とは何か」が不明確であ
る。特にソフトウェア業との区別がもっともあいまい
で、計算センタはソフトウェア産業に属するとの見方
をされることが多い。
また、これとは正反対に、「計算センタはソフトウェ
アを作っていますか」との問いに接することも稀では
ない。この点について、昭和 49年 9月の産業構造審議
会・情報産業部会中間答申参考資料では、斯業の位置
づけをかなり明確にしている。これは昭和 44年答申と
比べ格段の進歩といえる。これを図示すると次頁図 1

のとおりである。
この位置づけの特徴的なことは、ソフトウェア業と

情報処理サービス業（計算センタ）とを画然と区別し
ており、前者を基盤提供の機能、後者を情報提供ある
いは情報処理提供の機能としている。
ここで重要なことは、コンピュータ産業（ハードウェ

ア・メーカ）とソフトウェア業とが同じジャンルに分
類されていることである。換言すれば、ハードウェア・
メーカとソフトウェア業はユーティリティの生産手段
の提供者であり、情報処理サービス業（計算センタ）
はその生産手段を用いてユーティリティを生産し、流
通させる情報処理流通業としての性格を有することが
示されている。一方、別の角度から計算センタ業務の
現状をみると、その本来業務は総合的な情報処理業務
としての性格を有していることがわかる。
すなわち、いわゆる計算センタ業の業務は、
①対象業務のシステムの分析
②コンピュータに対応さすべきシステムの設計
③プログラムの作成

ようなセンタとソフト会社との関係は、将来の両者の
協調として絶対に必要なこととなるであろう。
計算センタはソフト生産会社にとっては願ってもな
い販売ネットワークなのであろう。計算センタが設置
している機械のパフォーマンス・コストで勝負してい
る段階から、備えているソフトウェアの質で勝負して
くれる日が待たれるのである。

以上、ソフトウェア専業を中心として、情報産業傘

下の各企業との関係ならびに将来の希望などについて
述べてきたが、日本の国が高度の知識集約型産業を根
幹として生きていくためには、知識にたいする正当な
評価を基にしなければ、知識労働集約産業に陥る危険
性を多分に含んでいる。知識集約産業はソフトウェア
業のみというつもりは毛頭ない。情報産業全体はどれ
をとってみても高度の知識集約型産業である。しかる
に、それらの関係が協調に端を発せず、自己にとって
の有利な利用のみを基調に問題が考えられていく限り、
今後の発展は期待できず、各産業共倒れの状態になる
であろう。

計算センタの使命とその将来の展望
●中原 啓一／日本情報センター協会 会長

おわりに

1　計算センタ業の性格
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計算センタの使命とその将来の展望

④データの作成
⑤マシン処理
⑥アウトプットの伝達
という情報処理のためのすべてのプロセスを含んでいる。
この各ステップにおいてそれぞれのステップを業と
する専業形態や、これらを一括しておこなうばあいや、
または数段階についての兼業形態が混在している。そ
のため本来的性格は不明瞭になっているが、典型的な
計算センタの業務はこのトータルをさすことに異論は
少ないであろう。

さて、上述の位置づけや本来的機能を詳しく論ずる
まえに、「計算センタの使命」、換言すれば社会的要請
とその社会的「レゾン・デートル」を考えてみたい。
まずレゾン・デートルの 1つは、「共同利用」による
経済性の追求であると言える。さらにその経済性は、
絶対的経済性と相対的経済性とに分れよう。

（1）共同利用の絶対的経済性
1台のコンピュータを 1社で消化できないので共同
利用すること（共同浴場と同じ考え方）。

（2）共同利用の相対的経済性
低い機能のコンピュータであれば自社導入が可能で
あるにもかかわらず、共同利用すればより高い機能の
ものを使用することができるので共同利用すること。
なお、この共同利用の経済性については、まったく
同様の原理を「マン・パワー」（技術者）にたいしても
適用することができる。
レゾン・デートルの 2番目は、次の 2つの機能につい
て社会的要請に応えることである。

①先導的機能
インハウスでは導入できな
い高い機能のコンピュータや
養成不可能な高度の技術者に
より、高度な、パイオニヤ的、
カストマ指導的なサービスを
おこなうべき機能。

②補助的機能
自らやろうと思えばできるし、現実に自らおこなっ

ているのであるが、コストや要員、労務上の問題から、
外注を希望する社会的ニーズに応える機能（パンチ、
コーディング、etc）。これは本質的にはヘルパー的なサー
ビスである。

第 2章で述べた社会的要請は、相互に矛盾をはらむ
可能性をもつものである。たとえば、共同利用の経済
性のばあい、中形 1台のコンピュータすら保有できぬ
ようなカストマを主として対象とするばあいと、オン
ライン TSSを要求するカストマを主として対象とする
ばあいでは、計算センタにとって調達すべき経営資源
（コンピュータ・パワー、マン・パワー、それらを得る
ための資本）には相違が出てくるのは当然である。また、
先導機能と補助機能とでは、これまたその対応に差異
が出てくるはずである。
ところが本業の性格は、第 1項で述べたように流通

業的、サービス業的性格であるうえに、本来的にトー
タル・サービス、一貫処理をおこなうという性格をも
つため、総花的でかつ「なんでも屋」的であり、浅く
広いプロダクト・ミックスを持たざるを得ない宿命に
さらされる恐れがある。
しかし反省してみれば、流通業、サービス業という

ものは結局、付加価値の低いものを大量に扱うか、付
加価値の高いものを少量に扱うかの選択をせまられる
業種なのではないか。すなわち、スーパーマーケット
か専門店か百貨店かという選択になる可能性が強いと
思われるのである。

( 情報化基盤提供の機能 ) ( 情報提供の機能 ) ( 情報オーガナイザー機能 )

コ ン ピ ュ ー タ 産 業

コンピュータ保守・流通業

ソ フ ト ウ ェ ア 業

通 信 回 線 提 供 業

情報提供サービス業

情報処理サービス業

シンク・タンク業

情報システム・エンジニアリング業

図 1

2　計算センタの社会的要請（レゾン・デートル）

3　社会的要請のもつ矛盾と業の性格
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第 1章～第 3章に述べたことを中心として将来方向の
展望をおこなうまえに、知られていることが比較的少な
いが、アメリカより一層日本にとってモデルとなり得る
であろうヨーロッパの情報処理業を参考にしたい。
ヨーロッパには、西欧 17 ヵ国の事情を CEPT

（EUROPEAN POSTAL AND TELE-COMMUNICATION 

ADMINISTRATION）とアメリカの PAコンサルタント
会社が共同ワークにより調査した「ユーロ・データ」
と呼ばれる膨大な報告書がある。
この調査報告書は、1971年～ 1972年の時点で
1973年～ 1985年を予測したものであって、170万ド
ルの巨費をかけている。
この資料によれば、データ・プロセス・サービスの
伸び率（1973年～ 1977年）をアメリカと比較すると、
次のとおりである。

ヨーロッパでは、バッチ・サービスの伸び率が高く、
アメリカの 2倍以上となっている。しかし、伸び率その
ものとしてはNIS（ネットワーク・インフォメーション・
サービス）の伸び率がもっとも高く、他を圧している。
データ・プロセシング・サービスのサービス種類別
の構成比率のアメリカとの比較は、次のとおりである。

またユーロ・データは、これ以外の膨大な統計デー
タをもとにして、「成功のための鍵となる要素」に関し、
次のものをあげている。

（1）産業知識の習得
産業についての知識が主要な競争力となり、それが

マーケットを作り販売コストを下げる。特定の産業に
ついての知識によりライブラリー・プログラムを増加
し、それを多数のユーザや諸国の間に普及させるにつ
れ利益性が向上する。

（2）関連販売（REFERENCE SELLING）
関連販売は、ヨーロッパ経営者の保守主義を克服す

るために重要である。新しい客先は、情報処理業者に
多様な能力を有することを要求するから、弾力的なサー
ビス提供が重要である。

（3）バッチ・サービスから NIS への転換
バッチ・サービス・センタは、ネットワーク・インフォ

メーション・サービスが可能なセンタに発展する必要
がある。大きなバッチ・サービス・ビューローは、
1977年までに NIS能力を身につけ、インハウスのミニ・
コンピュータの攻勢や、NISへ移行するカストマの傾
向に備えねばならない。

（4）マーケティング
マーケティングは、カストマの企業規模に応じてお

こなうべきである。
さらにユーロ・データは、「戦略と機会」と題して以

下の諸問題を指摘している。
①利益性はサービスを基礎とした製品から生ずるので
あって、人間やマシン・タイムからくるのではない。
なユーザの経営層が主要な障害である。

③大マルチ・サービス・ベンダがより強力となる（1973
年では、西欧 17カ国のサービス・マーケットの 4分
の 1を押えている）。

④データ通信に関する特殊技術は有効である。
⑤国内企業はアメリカとの競争を怖れている。強烈な
ナショナリズムが起こりつつあり、政府にたいし自
国産業への援助を求めている。アメリカ企業と対抗
するために諸国が連合しつつある。

⑥ヨーロッパ市場とアメリカ市場の差異

ヨーロッパ アメリカ
バッチ 14％

31％
20％
19％

6％
27％
15％
16％

NIS
ソフトウェア

平均

ヨーロッパ

アメリカ

バッチ
NIS
ソフトウェア

規模

バッチ
NIS
ソフトウェア

規模

●

●

1973年 1977年
50.8％

40.2％
9.0％

43.0％

43.9％
13.1％

16億ドル 32億 5,000 万ドル

24.0％

35.0％
41.0％

42億 4,000 万ドル

4　ヨーロッパの情報処理業に学ぶ
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ⓐ ファシリティ・マネジメントは西欧で始まったば
かりで、ここ 5年間はほとんどインパクトを持た
ないであろう。
ⓑ 特定アプリケーションとシステムが、アメリカで
は主要なソフトウェアの機会であるが、ヨーロッ
パではオペレーショナルな領域での標準商用パッ
ケージがより重要となろう。
ⓒ アメリカでのNISは特定サービスがかなりあるが、
ヨーロッパの NISは一般事務アプリケーションに
焦点をあてるであろう。
ⓓ ヨーロッパでは、バッチ・サービス・ビューロー
は依然として強いであろう。アメリカでは、バッチ・
サービスは 1970年代の末には事務分野の蚕食に
よって没落が予測されているが。

第 4章でみた欧米の傾向は、いわゆるマルチ・サー
ビス・ベンダの出現、ネットワーク・インフォメーショ
ン・サービスの発展などにその特徴がみられる。過去
の経験に照らせば、わが国情報産業の動向が、これら
欧米のすう勢と密接なリンケージを保ってきた点につ
いて多言を要しないであろう。
わが国の将来のあり方を論ずるに、これをふまえて
端的に言えば、欧米の動向は社会的要請における 2つの
明らかに異なった傾向にたいし、明確に異なった企業戦
略で対処すべきことを示唆している。すなわち、ヘルパー
的機能や絶対的経済性を中心として企業の存続を図るも
のは特殊化・専門化し、中小規模専業者として高い付加
価値生産性を求めて活路を開くべきである。
一方、先導的機能と相対的経済性を追求せんとする
企業は、当然「スケール・メリット」を追求すること
となり、欧米のいわゆるマルチ・サービス・ベンダ（総
合情報処理業者）化せざるを得ない。このばあい、必
要とされる能力は、
①従来の受動的なシステム作りから脱して、コンサル
タント的能力を保有すること
②高度なソフトウェア開発能力（特にコンピュータと

通信の結合技術）を保有すること
③前項①、②を可能とする資本力を有することなどで
ある。
特に、オンラインやタイムシェアリングなど通信回

線型コンピュータ利用へのアプローチは、「スケール・
メリット」型をとったばあい、必要不可欠であろう。
その理由は、
①データ通信市場とバッチ市場は相互に包摂しあう部
分が大きい

②ネットワーク形成によるオンライン化志向は、同時
に総合情報処理業者化（マルチ・サービス・ベンダ化）
と方向を一にするものだからである。
これらを総合して言えば、計算センタ業は現状の労

働集約型産業体質より脱して、特殊化・専門化により
真の知識集約産業的性格に脱皮すること、あるいは大
型化により資本集約型産業へと転換することのいずれ
かの道を選ばねばならぬであろう。
このような転換がおこなわれるための前提としては、

前掲産業構造審議会資料が指摘するように、
①「情報の価値意識」の不確立
②「情報処理技術者」の補給不足
③外注マインドの不定着に基づく「市場の不確定性」
④官業との競合
⑤国際ネットワーク出現への対処

などが地道に解決されることはもとより、情報処理業
振興の方向として、
①情報処理業の再編成
②情報処理業者による全国ネットワークの形成
③信用力の付与
④ソフトウェア技術開発力の強化

などがソフトウェア業の新たな展開、ソフトウェアの
流通基盤の整備、機密保護、安全対策の推進などとと
もに、強力に押し進められることが必要であろう。

5　将来のあり方について
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