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　３月の東日本大震災によって被災された方々に心から

お見舞い申し上げます。何とか一日も早く立ち直ってい

ただきたいと願っております。

　自然の猛威の前には、我々の生活に必須のライフライ

ンや物流がいかに脆いものであるかを改めて思い知らさ

れました。2008 年以来の不況からようやく脱しようとし

ていた矢先の今回の地震と津波による大震災は、直接被

災された方々はもとより、離れた場所に住む方々の暮ら

しにも大きな影響を与えています。関係者のご尽力にも

かかわらず電力不足に陥り、重病で生きるために電気を

必要とする患者の皆様などへの負担が増しています。お

年寄りや乳幼児などを支える仕組みを知恵を出し合って

再構築することが急務です。健康を維持、増進すると共

に、日本を元気にするさまざまな活動を増やしたいもの

です。東芝情報システムは我々の技術を生かしてそのよ

うな活動をご支援してまいります。

　今回はＳＩソリューションを特集します。いずれもお

客様の課題について、当社の最新のソリューションを基

に、お客様と当社の共同作業で課題解決のための分析を

行い、新しい手法を適用するなどして実現しています。

　一例として、高齢者の要介護認定を支援するシステム

「ALWAYS-J」は、煩雑化する審査会業務に対するきめ細

かなフォローとペーパーレス化を実現しています。次に

「保健指導システム」は、2008 年 4 月から始まった特定

健診・特定保健指導に完全対応したシステムで、初回面

接を効率的に行い、煩雑な継続支援の管理をシンプルに

行うことができます。

　企業向けに、従来の情報システムのバックアップ方式

が持つさまざまな課題を一挙に解決する「VITA Owl（ビー

タ　アウル）」は、当社の長年のバックアップに関するノ

ウハウを駆使し、簡単なヒアリングを行うだけでお客様

に最適なバックアップ環境を提供できる次世代のバック

アップソリューションです。

　2005 年から欧州 EU 圏内の上場企業に適用されている

国際財務報告基準「IFRS（イファース）」を日本でも採用

する機運が高まっています。業務の運用ルールにも変更

が生じるため、当社はセミナーの実施はもとより、これ

までの ERP の実績とノウハウを IFRS 適用に活かしてまい

ります。

　「ORACLE Tuxedo ART」は、日本オラクル ( 株 ) がこの

たび提供を開始したレガシーマイグレーションのリホス

ト用フレームワークです。これまでのマイグレーション

と比べて期間やコストを削減するだけでなく、高性能や

拡張性も確保しているのが特徴です。

　これからはさまざまなコンテンツを駆使することが業

務活動の効率を高めます。コンテンツ管理ソリューショ

ン「CMS（HeartCore）」により、幅広い分野の Web サイ

トの構築が可能であり、Word 等の Office 感覚で Web コ

ンテンツを編集することが出来、編集に要するコストと

時間を削減できます。

　なお、エンベデッドソリューションについても、モデ

ルベース手法「M-RADSHIPS（エムラッドシップス）」、次

世代ＳＤメモリカード規格「SDXC」、新世代のスクリプ

ト言語「軽量 Ruby」への取り組みを紹介します。

　当社は今まで培ってきたノウハウを基に、お客様が必

要とされるシステムを、使いやすいソリューションとし

て提供いたします。今後ともお客様の期待と信頼に応え

られるパートナーを目指して取り組んでまいります。

お客様の役に立つシステムを技術・総合力を生かして提供

常務取締役　小柳　勉

巻    頭    言
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　Webサイトの
　変貌
　gooリサーチの調査によると、調査対
象の50.66%の人が1日に2時間以上イン
ターネットを使っている結果が出ていま
す。これは、パソコンからの利用に限定し
た調査のため、若い世代を中心に急激に
浸透している携帯電話やスマートフォンの
利用率を加えると、インターネットは非常
に多くの人が多くの時間を使っていること
になり、この背景を受けて消費者の行動
モデルにも影響を与えています。
　「AIDMA（アイドマ）」と言う言葉をご存
知でしょうか。「AIDMA」とは、消費者が商
品を知って実際に購入に至るまでのプロ
セスを表す消費行動モデルで、消費者は
コマーシャルなどの広告宣伝によって注意

（Attension）を引かれ、関心（Interest）を
持ち、行動に向けた欲求（Desire）が高ま
り、記憶（Memory）された後で実際に行動

（Action）、つまり購入に至るとされていま
す。
　これに対して、近年では「AISAS（アイ
サス）」と言う行動モデルも確立しつつあ
ります。注意（Attension）を引かれて関心

（Interest）を持つまでは「AIDMA」と同じ
ですが、関心を引かれた消費者はWeb検
索（Search）した後で購入（Action）、その
後にWebサイトの口コミやブログなどで共
有（Share）するとされています。

　このように、イ
ンターネットはも
はや生活の一部
にまで浸透して、
Webサイトの位置
付けも大きく変わ
りつつあります。
　 例 えば 、ある
メーカーでは、TV
コマーシャルと連
動してWebサイト
にあらゆる可愛い物を集める場を作り、自
社の製品に「可愛い」と言う抽象的な言
葉をブランディングしています。また、別の
メーカーでは新商品を市場に投入する前
にWebサイト限定で新商品を販売して新
商品に対する購入者の声を直に集めて市
場ニーズを分析したり、自動車ディーラー
ではWebサイトから店まで足を運ばせる
ための導線を引いたりしています。

　効果的・戦略的な
　Webサイトへのアプローチ
　では、Webサイトを効果的・戦略的に活
用するには、どうすればよいのでしょうか。
実は、Webサイトだからと言って特別なア
プローチが必要というわけではありませ
ん。例えば、営業マンによる活動で考える
と、ビジネス戦略をしっかりと練った上で
達成指標（KGI）と評価指標（KPI）を定め、

営業活動を行い、その結果を分析した上
で営業活動にフィードバックするのが一般
的なアプローチになりますが、Webサイトも
ほぼ同様のアプローチ（図-1）をすればよ
いことになります。
　唯一違うのは、一般的なアプローチで
は営業活動は営業マンが担当しますが、
Webサイトの場合はWebサイトが営業活
動を担当する点になります。Webサイトが
営業活動をするわけですから、さまざまな
テクニックを駆使してWebサイトを優秀
な営業マンにしなければなりません。違い
はここだけですが、この違いの大きいこと
が、多くの企業を悩ませる点ではないで
しょうか。
　当社では、Webサイトを優秀な営業マ
ンにするためのソリューションとコンテンツ
管理パッケージを用意しています。
　ソリューションでは、当社が従来から

近年、パソコンや携帯電話、スマートフォンの普及により、インターネットはもはや生活の一部になりつ
つあり、この背景を受けてWebサイトも単なる情報発信から効果的・戦略的に活用するツールへと変貌
を遂げつつあります。Webサイトを優秀な営業マンとして効果的・戦略的に活用することができる当社
ソリューションとオールインワンのコンテンツ管理パッケージ「HeartCore」を紹介します。

当社ソリューションと「HeartCore」の相乗効果により
 効果的・戦略的なWebサイト構築を実現

ビジネス戦略
(活用計画 )

KGI 設定 実行KPI 設定 評価・改善

効果予測 (AIDMA)
サイト戦略

売上高
成約数　等

来訪者数
クリック率
誘導率
フォーム遷移率

Search Engine Optimization
Landing Page Optimization
Recommendation
Entry Form Optimization

Usability Assessment
PDCAサイクル

【戦略の立案】
施策の目的
Webサイトの位置付け
明確な方向性

【実行】
コンテンツ企画
ユーザビリティ設計
SEM/SEO対策

【行動・コントロール】
定期的な会議
課題抽出
改善案作成

【効果測定・分析】
アクセスログ解析
要因分析
競合調査

Plan Do

CheckAction

図-1　効果的・戦略的なWebサイトへのアプローチ
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イトの営業マンが誕生
します。
　続いて、コンテンツ
管理パッケージである

「HeartCore」により、
誕生したWebサイトの
営業マンを優秀な営業
マンに育てていきます。
　よく知られるところ
では、SEO対策が挙

げられます。SEOとは、Search Engine 
Optimizationの略で「検索エンジン最適
化」を意味します。YahooやGoogleなどの
検索エンジンの検索結果上位にWebサイ
トを位置付けさせるためのテクニックにな
ります。先述の「AISAS」にも表されるとお
り、検索エンジンは非常に身近な存在に
なっていますので、検索エンジンで常に上
位にWebサイトを位置付けさせることがで
きれば、それだけWebサイトを多くの人が
見る可能性が高くなります。通常の営業マ
ンに例えると、非常に顔が広く、常に新し
い顧客と知り合うことができる営業マンだ
と言えます。
　 L P O 対 策も重 要 なテクニックに
なります。LPOとは、Land ing  Page 
Optimizationの略で「ランディングページ
最適化」を意味します。検索エンジンの検
索結果からWebサイトに遷移した時に、
検索エンジンで検索したキーワードに応

培ってきた経験やノウハウをもとに、Web
サイトのコンサルティングから構築、運用
支援まで、規模や用途に応じてカテゴリー
化した最適なソリューションをワンストップ
で提供します（図-2）。
　また、コンテンツ管理パッケージである
(株)ジゾンの「HeartCore」は、「コンテン
ツ管理」の機能を主軸に、パーソナライ
ゼーションを実現する「マーケティング機
能」、ブログやSNS、会員向け機能を提供
する「コミュニティ機能」、ショッピングサイ
トやBtoBサイトを実現するための「コマー
ス機能」を組み合わせることで幅広い分
野のWebサイトの構築が可能です。そし
て、多様な稼働環境にも対応、コンテンツ
の編集はWordやPowerPointのように
Office感覚で行うことができるなど、Web
サイトの運用の軽減にも多大な効果を発
揮します。
　全世界で3,000社、日本国内で120社
を超える導入実績を誇り、当社ソリュー
ションと「HeartCore」の相乗効果により、
多くの投資と時間を要することなく、Web
サイトを効果的・戦略的で優秀な営業マ
ンにすることができます。

　Webサイトは優秀な
　営業マン
　当社の最適なソリューションにより、お
客様の用途や規模、要望に応じたWebサ

じて到達するページ（ランディングページ）
を最適化するテクニックです。通常の営業
マンに例えると、顧客の顔色や発言によっ
て、瞬時に顧客が求める話題や商品、提
案を差し出すことができる営業マンだと言
えます。
　他にも、気の利いた提案や関連情報を
提供するレコメンデーションやユーザビリ
ティ向上、最近ではソーシャルネットワーク
などの機能・テクニックにより、Webサイト
を優秀な営業マンに変身させることがで
きます。

　トータルコンテンツ管理の
　事業展望
　効果的・戦略的なWebサイトを実現す
るためのコンテンツ管理は、WCM（Web 
Contents Management）と言われ、広義
のコンテンツ管理の一部と定義されます。
当社では、今後はWebサイトに限らず、さ
まざまな分野においてコンテンツの重要
性が増していくと考え、携帯やスマートフォ
ンに向けた対応、位置情報や拡張現実と
の連携、グローバル対応や特定業務・業
種に特化したコンテンツ管理など、WCM
に留まらない幅広い分野のコンテンツ管
理を網羅するトータルコンテンツ管理（図
-3）を推進していきます。

(SIソリューション事業部　野瀬克紀)

Category1：STANDARD
規模：小規模WEBサイト
用途：企業 IR情報、製品PR　等

Category 2：PROFESSIONAL
規模：中規模WEBサイト
用途：企業 IR、製品PR、ショッピング、グローバル向け、会員・取引先向け　等

Category 3：ENTERPRISE
規模：大規模WEBサイト
用途：グループ企業 IR、ショッピング、グローバル向け、ナレッジデータベース　等

Category 4：EXCELLENT
規模：大規模WEBサイト
用途：ナレッジデータベース、会員・顧客向けサービス提供　等

ソリューション＆CMSパッケージ「HeartCore」

グローバル対応

GPS情報の活用

PC端末

PUBLIC PRIVATE

位置情報・ARソリューション
（モバイル端末ソリューション）

次世代家電、次世代自動販売機向け
情報発信サービス etc

アウトレットモール向け店舗案内、広告サービス
博物館・美術館向け情報提供サービス　　etc

モバイル（アンドロイド）
端末

デジタル家電

インターネット

ECM（ERP連携）ソリューション

営業強化（販売支援）システム
医療MR向け販売支援システム　
                                   etc

コンサルティング

CMS Saas

CMSPKG-ENGINE

ERP BI

決済（連携）

WCMソリューション

WEBサイト強化・活用サービス
（SEO対策、LPO対策）
※Saas展開も検討

BtoB/BtoCソリューション

BtoB/BtoCサイト構築運営
ショッピングモール構築運営　etc

図-3　当社トータルコンテンツ管理の事業展望

図-2　当社ソリューションメニュー
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ERPパッケージ導入の実績とノウハウを活かし
IFRS(国際財務報告基準)対応企業への支援を

　
　最短で2015年の強制適用の
　可能性も
　国際財務報告基準(International 
Financial Reporting Standards)は、従
来から国際会計基準(IAS)と呼ばれてい
たものを継承する形で国際会計基準審
議会(IASB)によって策定された会計基準
です。
　EUが域内の上場企業に対し連結財
務諸表にIFRSの適用を義務付けたこと
をきっかけに、米国もロードマップ案を公
表、同じくコンバージェンスを進めてきた
日本でも、これを受けて採用に向けた動
きが活発化しています。任意適用は2010
年3月期より開始されており、2012年に行
われる強制適用の判断次第では、最短で
2015年から適用される可能性も出てきて
います。仮に2015年3月期適用となると、
2014年3月期、2015年3月期と2期間で
のIFRS財務諸表の開示が定められてい
ます(図-1)。
　では、具体的にIFRS適用により、何が
変更となるのでしょうか。
(1) 連結財務諸表
　報告基準の変更
のため、財務諸表
の変更は当然とな
りますが、自社にお
いてIFRSの影響を
財務諸表のどの項

目に対して受けるのか、また単体報告時
にIFRSを考慮し積み上げるのか、連結時
に考慮するかの調整タイミングも考えてお
く必要があります。
(2) 収益認識
　主な変更点として、財務諸表の売上高
に関わる収益認識の変更が挙げられま
す。具体的には、単純な出荷基準での売
上計上は不可となります。検収基準、着荷
基準などによって、購入者側が物品を受
領しリスク移転してから売上計上となりま
す。
(3) 固定資産
　固定資産はコンバージェンスにより、
リースや資産除去債務など、IFRSに年々
歩み寄っている領域と言えます。ただし、
研究開発費の資産計上、減損対象が基
本的にすべての資産となることや、コン
ポーネントアカウントなど、まだ多くの差異
が残っています。
　主に以上のような変更点がありますが、
収益認識などは現在公開草案で検討段
階にあり、明確に詳細な定義がされていま

せん。IFRS対応はムービングターゲットを
追いかけているといった状況ですが、対
応期日が迫ってきていることもあり、各企
業において対応意識が高まりつつありま
す。

　IFRS対応の進む
　ERPパッケージ　
　ERPパッケージのIFRS対応も着 と々進
んでいます。当社でも、会計システムの導
入、リプレースを検討されているお客様か
ら、IFRS対応の動向や同業他社のIFRS
対応状況に関する質問を、必ずと言って
いいほどいただくようになってきました。こ
れは経営者、経理担当だけでなく、システ
ム部門にまで意識が浸透してきた表れと
思います。
　当社で取り扱っているERPパッケー
ジはOracle社のOracle E-Business 
S u i t e ( 以 下 E B S ) 、J D  E d w a r d s 
Enterprise One(以下JDE)ともに、海外
製ということもあってIFRS対応しており、
既にIFRS適用されているEU内でIFRS基
準での運用が行われています  (図-2)。
　また、IFRSへの企業意識の高まりに伴
い、導入済みのERPパッケージに対しても
バージョンアップの動きが活発化してい
ます。例えば、すでにERPパッケージのサ
ポートは終了しているが、日々の運用に問
題がないためサポートなしで使用継続し

2005年からEU圏内の上場企業に適用されているIFRS(国際財務報告基準、イファース)ですが、日本に
おいても採用に向けた議論がにわかに活発化しています。業務の運用ルールにも変更が生じるため、お
客様向けのセミナーの実施はもとより、会計システムに関わる技術者への説明会なども行いIFRS適用の
準備に向けて取り組みを進めています。今後の企業意識の高まりにいち早く対応できるよう、当社のERP
ノウハウを積極的に活用します。

年    月

日 本 基 準

国際会計基準

2012年３月期

11/4 12/3

▼財務諸表

2013年3月期

12/4 13/3

▼財務諸表

2014年3月期

13/4 14/3

▼財務諸表

並行開 示期間

▼財政状態計算書
▼包括利益計算書

開始財政状態計算書

2015年3月期

14/4 15/3

▼財務諸表

▼財政状態計算書
▼包括利益計算書

2016年3月期

15/4 16/3

▼財政状態計算書
▼包括利益計算書

★

図-1　IFRSスケジュール（2015年3月期適用となった場合）
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レート化することで、導入をスムーズにし、
お客様の業務効率の向上を図っています
(図-3)。JDE短期導入ソリューションは、
JDEの自社導入および10年を超える運用
ノウハウをベースとした会計・販売ソリュー
ションです。
　どちらも業務の流れに沿ったフローによ
るパッケージの紹介から実際のパッケー
ジ導入までがテンプレート化されていま
す。EBS・JDEともにIFRS対応パッケー
ジであるため、IFRSによって業務の運用
ルールが変われば、それを業務フローの中
に盛り込み、現在保有するテンプレートを
IFRS対応ソリューションとして改訂・強化
していく考えです。それによりIFRS対応に
おける変更点を業務運用面・システム面
ともに可視化できるなど、IFRS対応を踏ま
えた業務改善のためのERPパッケージテ
ンプレートへとさらに充実を図っていきま
す。
　IFRS対応を契機に、会計システムの導
入およびリプレースに関して、お客様に対
してIFRS対応パッケージへのバージョン
アップを行うだけでなく、当社ならではの
付加価値の高いソリューションを提供して
いきます。

(SIソリューション事業部　乗兼康之)

の紹介も実施しています。
　社内でも、会計システムに関わる技術

者全員がIFRSの知識を得て対応を行える
ように、IFRSのシステム面への影響と対策
の説明会を実施しています。また、営業部
門に対しては、IFRSの概要や基礎知識を
習得する勉強会を昨年から行い、知識・ス
キルの底上げを図っています。
　当社では、ERPパッケージ（EBS、JDE）
の業務テンプレート化を行っており、導
入・バージョンアップなどのソリューション
を提供しています。
　EBSをベースとした流通小売業向け会
計ソリューションであるRMexpressは、小
売業界に特化した会計管理機能をテンプ

ている企業において、IFRSをきっかけに
バージョンアップを検討するなどです。さ
らに、現在自社開発で業務システムを導
入している企業でも、「IFRSで大きな変更
が必要となるのなら、将来も見据えてERP
パッケージで対応したい」という動きも出
てきています。
　ただし、これらの企業もIFRSの対応さえ
できればよいかというとそうではありませ
ん。ERPパッケージおよび自社開発、いずれ
の対応にせよ費用が発生します。IFRS対
応自体は業務の改善や効率化に直接的に
は繋がりません。逆に運用を変更すること
により非効率となる可能性さえあります。

　やはり、費用をかけて会計システムを
再構築するからには、同時に業務改善や
現在の問題点の解消も行いたいというの
が、多くの企業の要望でもあります。

　IFRS対応の
　テンプレート提供を
　当社は、公認会計士と連携し、情報シス
テム部門からの視点としてIFRS対応の説
明会の実施・対応サービスの紹介などを
行っています。また、日本オラクル(株)と協
力し、IFRS対応セミナーとして、JDEにお
けるIFRS対応内容、当社テンプレートなど

日本基準の変更による影響

影響 ポイント JDE 影響 ポイント JDE

工事進行基準

研究開発費の
資産計上

収益認識基準

セグメント
情報開示

過年度遡及
修正

・正確な工事原価の
　把握
 ・収益原価計画の
　作成

・研究開発費の
　捕捉

・売上計上処理の
　変更、システム
　への影響

・マネジメント・
　アプローチの品質

・遡及が可能な
　会計情報の保持

・作業原価モジュールで
　工事進行基準に対応、
　工事別原価や計画対比　
　が可能

・固定資産モジュールの
　設定で有形無形資産計　
　上が可能

・受注管理モジュール
　にて検収認識の
　対応可能

・50個のセグメント
　情報で連結対象企業を　
　事業別などの横串集計　
　が可能

・会計期間の変更せずに
　過年度の仕訳作成が
　可能

・過年度遡及適用の
　作業ボリューム

 

・科目体系の多重化
　と複雑化

・日本基準と IFRS
　の二重管理

・経理事務の複雑化
・現場判断の機会
　の増加

・作成事務の負担増
・注記項目の増大

・会計期間の変更せずに
　遡及適用が可能なので、
　負荷分散が可能

・43個のセグメント情報　
　でグループ統一勘定科　
　目の設定などが可能

・差分仕訳入力の自動
　(一部)および手作業
　処理

・複数帳簿機能で
　対応可能

・照会機能による複数
　帳簿の合算機能
・Financial Report 　　
　Writingによる対応

IFRS強制適用による影響

初度適用時の
負担

勘定科目の
体系

帳簿の管理

会計基準ごとの
経理処理

法定帳票作成
への影響

機能概要図

賃貸借管理

債務管理 債権管理

一般会計 資金管理

Property Manager(PN)

物件・スペース管理 ■
賃貸借契約管理 ■

支払及び請求処理連動 ■
契約更改の管理(マイルストーン機能) ■

Accounts Payables(AP)

仕入先管理 ■
相殺処理 ■

個別／一括支払／支払案内処理 ■
前渡金管理 ■

経費精算入力処理 ■
個別／一括承認機能 ■

支払決済（全銀フォーマット対応）■

General Ledger(GL)

仕訳入力 ■
個別／一括転記処理 ■
各種決算帳票出力 ■
連結決算機能 ■
予算集計対応 ■
予実績管理 ■

外部システムからの仕訳自動取込機能 ■
インタフェース監視機能 ■

エラーチェック機能 ■
取込スケジュール機能 ■

オプション

管理会計

電子帳簿

Web経費精算

Web購買

予算編成

資産管理

連結会計

経営管理

Accounts Receivables(AR)

顧客（取引先）管理 ■
取引（取引先請求）入力処理 ■

入金消込処理 ■
個別請求書／一括請求書発行機能 ■

与信／債権残高管理 ■
入金決済（全銀フォーマット対応）■

Cash Management(CE)

資金繰り管理 ■
銀行口座残高突合処理 ■
銀行勘定調整機能 ■

銀行取引明細書の分析 ■

凡例 RMexpressの機能範囲
E-Business Suiteの
会計モジュール オプション

外部JOINT機能
(Express Advanced Adapter)

外部JOINT

図-2　当社が取り扱うERPパッケージのIFRS対応

図-3　RMexpress概念図
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「ALWAYS-J」の審査会支援システムにより
要介護認定審査業務のペーパーレス化を実現

　
　審査会業務のスムーズな
　進捗を支援
　介護サービスの利用を受けるには要介
護認定、つまり被保険者が介護を要する
状態であることを公的に認定される必要
があります。要介護認定は、訪問調査の情
報をもとにコンピュータ処理で一次判定
が行われた後、介護認定審査会で二次
判定が行われます。介護認定審査会の委
員は、医師、薬剤師、保健師、介護支援専
門員、社会福祉士といった、保健・医療・
福祉の学識経験者などで構成され、通常
は5人のチームで申請者の介護度を判定
しています。
　介護認定審査会の業務および申請か
ら結果通知までの認定事務に係る業務
の支援に特化したのが、東芝ソリューショ
ン(株)の「ALWAYS-J」です。
　ALWAYS-Jの主な機能の特長は次の
とおりです（図-1）。
■きめ細かいアシスト機能（段階別進捗
管理機能）
　申請から結果通知までの申請者の進
捗状況を一覧で把握するとともに、進捗
遅れのある申請者に対しては自動的にア
ラームを表示します。また、期限内に結果
通知まで完了させるために、計画と進捗
を比較管理します。
■簡単サポートで負担軽減（審査会管理
機能）
　審査会のスケジュール管理や調整を画

面から簡単に行うことができ、申請者の審
査会への効率的な割付ができます。また、
特記事項内の個人情報なども簡単にマス
キングすることができます。
■検索性向上によりスピーディで柔軟に

（申請者管理機能）
　約100種類の検索キー項目により、申
請者からの問い合わせに迅速かつ柔軟
に対応できます。また、個人の審査履歴や
進捗状況も詳細に表示し確認することが
できます。
■審査会をその場でアシスト、ひと目で違
いがわかるビジュアル性（審査会支援シ
ステム）
　基本調査の状態が把握しやすい棒グラ
フ表示や不整合／特記事項の該当項目

のマーク表示、前回との比較を色分け表
示するなど審査の着目ポイントを分りやす
く表示します。また、審査会場で瞬時に一
次判定の再計算ができるので、審査の質
が向上し、その場で議事と判定結果を入
力することにより、双方の紐付けが可能と
なります。
■電子審査会でさらに効率的に（審査会
メディア配布機能オプション）
　審査会の都度、大量に紙で用意して
いた審査会資料を電子データにすること
により、コストを大幅に削減でき、ECOに
貢献できます。また、電子化にすることによ
り、予習した結果を集計して各審査員の
判定意見を一覧表示することができます。

　

これからの超高齢社会に備え、高齢者を社会全体で支える仕組みとして導入された介護保険制度が開
始されて10年余り。要介護・要支援認定者は全国で500万人を超え、認定業務も増加する一方です。要
介護認定支援に特化したシステム「ALWAYS-J」は、煩雑化する審査会業務に対するきめ細かいフォ
ローとペーパーレス化を実現しており、自治体からも高い評価をいただいています。

事務処理システム

審査会支援システム

介護事務システムとのデータ連携

申請受付から結果通知までの段階別進捗管理(9段階)
各段階ごとの定型業務一括処理

審査会資料印刷／メディア作成／審査員・申請者の割付
審査会開催スケジュール管理

申請者情報(基本・進捗・調査・意見書・審査会)の管理
(約100種類検索キー検索／詳細情報票出力／CSVデータ出力、情報提供資料印刷)

OCR帳票(調査票／特記事項／意見書)を原票イメージでファイリング

全銀協データの作成／各種支払帳票の印刷

概況調査／基本調査／特記事項をモバイル入力

主治医意見書・訪問看護指示書・医師意見書作成ソフトウェア「医見書」からの出力データ取込み

審査員の出欠入力

基本・一次判定・二次判定情報の一覧表示
前回二次、今回一次＆二次の間の変化チェック

グラフ＆文字表示／意見書不整合マーク表示／一次判定再計算

特記事項の群別色分け一覧表示

意見書情報のビジュアル表示

審査結果入力／前回・前々回結果の参照

審査員向けに電子審査会システムを外部媒体にて配布(新規PC導入不要)
事前に予習結果を集計し各審査員の判定意見を一覧表示

外部入出力管理機能

段階別進捗管理機能

審査会管理機能

申請者管理機能

原票イメージファイリング機能　オプション

報酬支払機能　オプション

モバイル認定調査支援機能　オプション

意見書ソフト取込機能　オプション

審査員出欠入力画面

審査対象者一覧画面

基本調査画面

特記事項画面

意見書画面

審査会記録画面

審査会メディア配布機能　オプション

図-1　ALWAYS-Jのシステム機能体系
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トを大幅に削減しています。

　自治体福祉業務の
　さらなる最適化への提案を
　ALWAYS-Jには、前述した審査会メディ
ア配布機能のほかに、いくつかのオプショ
ンがあり、特に審査員および主治医などへ
の報酬支払管理ができる報酬支払機能、
調査員がＰＣから調査票の入力を行うこ
とができるモバイル認定調査支援機能も
非常に高い評価をいただいています。
　当社は、ALWAYS-Jに関して、2000
年からの自治体介護業務で培った電子
台帳化ノウハウ、業務分析技術、他社シ
ステムとのデータ連携により、自治体へ
のよりきめ細かなサービス提供を図ると
ともに、ALWAYSシリーズとして、要介護
認定支援システムALWAYS-Jのほか、障
害認定支援のALWAYS-J（障害）、介護
事業分析のALWAYS-G、地域包括支援
のALWAYS -Cと福祉・保健行政分野全
体にソリューションを展開しています（図
-3）。

　これからの高齢化社会であらゆる人に
とって関心があり、マーケットも拡大する
一方の福祉・介護の分野で、自治体の業
務がより最適化され、かつ使いやすいパッ
ケージやシステムの提案ができるよう努め
ていきます。

(ソリューション開発事業部　北沢真一)

ます。しかし、さまざまな自治体から「審査
会開催１週間前に審査会資料を配布し
て、審査員に予習を行ってもらうことは継
続したい」との意見がありました。審査会
メディア配布機能は、こうしたニーズに対
応し、審査会支援システムを各審査員に
電子媒体で配布できるようにしたもので
す。各審査員は、職場や自宅のＰＣで審
査の予習・準備を行え、審査のポイントに
マーカーを引いたりコメントを入れたりす
ることができます（図-2）。
　また、予習・準備段階で介護度の事前
判定もでき、実際の審査会では、各審査
員の判定結果を集計し結果が即座に見
られるようになっています。
　審査会メディア配布機能は、電子媒体
だけで起動する仕組みであるため、審査
員の職場や自宅のＰＣに別途ソフトウェア
をインストールする必要がありません。ま
た、電子媒体に入れるデータには一切個
人情報が含まれず、パスワードも設定でき
るほか、データ自体も暗号化して保存され
るため、セキュリティについても配慮してい
ます。
　平塚市では、この機能により、審査会に
係る資料のペーパーレス化を実現し、コス

　介護認定審査会専用システム
　ならではの
　きめ細かな機能を搭載
　ALWAYSシリーズは、全国に７０自治体
の導入実績があり、その中で当社が担当
している自治体の1つに神奈川県平塚市

（人口：260,000人）があります。
　平塚市は当初、他社の要介護認定支
援システムを使っていましたが、審査会資
料に紙代や印刷代、廃棄代のコストがか
かる、さらに申請者の問い合わせに即座
に対応できない、操作性や検索機能など
が不十分、といった課題を持っていたこと
から、当初システムのリプレース時に、本シ
ステムを採用していただきました。
　本システム採用の決め手となったのは、
紙の審査会資料ではなく、電子データで
審査会資料を配布できる「審査会メディア
配布機能」オプションの存在が大きかった
ものと考えています。本オプションは平塚
市のリプレース時期とほぼ同時期にリリー
スしており、他の自治体に先駆けて導入し
ていただきました。
　審査会支援システムは、審査員の事前
予習を行わない完全ペーパーレスの審査
会が実現できることをコンセプトとしてい

要介護認定支援システム

障害認定支援システム

介護事業分析システム

地域包括支援システム

福祉・保健行政ソリューション

図-2　審査会支援システム画面

図-3　ALWAYSシリーズ

マーカー機能

SI Solution 2011

基本調査画面

審査会記録画面
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意見書画面

特記事項画面

Click
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　生活習慣病の発症リスクに
　応じた指導
　ストレスや生活習慣病がこれまで以上
に話題に上ることの多い現代社会では、
高血圧性疾患、糖尿病などの増加が目
立っており、国民医療費は年々増え続け
ているのが実情です。2008年4月からス
タートした「特定健康診査・特定保健指
導」は、40〜74歳の医療保険加入者を対
象に、生活習慣病を早期発見・予防する
ことにより、国全体の医療費を削減するこ
とを狙いとした新しい制度です。特定健
診はメタボリックシンドロームに着目した
健康診査であり、特定保健指導はこの特
定健診の結果から、生活習慣病の発症リ
スクが高く、生活習慣の改善による生活
習慣病の予防効果が期待できる人に対
し、生活習慣を見直すためのサポートを
行うものです。2009年度には約2000万
人が特定健診を受診し、そのうち約2割が
特定保健指導の対象者となっています。
　特定保健指導ではまず、腹囲・BMI・
血糖などの特定健診検査結果と、服薬・
喫煙歴などの問診結果から対象者を「情
報提供」「動機付け支援」「積極的支援」
に階層化します。「情報提供」の対象者に
は、各検査値の意味や生活する上での注
意点などについての資料を渡して終了と
なりますが、「動機付け支援」「積極的支

援」の対象者には医師、保健師、管理栄
養士などの保健指導者が面接し、生活習
慣病リスクの説明や今後の目標設定を行
います。そして約6カ月後に、生活習慣の
改善や目標値(腹囲や体重)の達成がで
きたか評価を行います。生活習慣病リスク
の最も高い「積極的支援」対象者へは、初
回面接から評価までの6カ月間に、指導者
から対象者へ継続的なフォロー（継続的
支援）を行います。継続的支援は、1対象
者あたり4〜10回行われるため、保健指
導者に大きな負担がかかります。
　また、特定保健指導では指導業務以外
に、保健指導実施機関から、指導を依頼
した機関（健康保険組合など）に対する請
求業務を行います。請求のタイミングは1
対象者あたり2回あり、しかも初回面接終
了時と6カ月後評価実施時になり請求の
間隔も離れているため、請求漏れのないよ
う、確実に請求業務を実施する必要があ
ります。

　保健指導業務から
　請求業務まで対応した
　専用システム
　先に述べた一連の業務を、システムを
介さずに管理するのは、極めて煩雑です。
また、１対象者に対し指導が複数回行わ
れることから、指導ごとに保健指導者が異

なるということも十分に考えられ、指導者
間での情報共有は欠かせません。こうし
た課題に完全対応したのが、昨年10月か
ら当社が提供している特定保健指導業
務支援システムです。
　2008〜2009年に開発を行い、現場で
指導にあたる保健師、管理栄養士が実際
に使用した上で収集した意見を、システム
に反映させています。
　本システムの特徴は、次のとおりです。

（1）特定健診・特定保健指導に完全対応
　従来の保健指導システムが健診システ
ムのサブシステムであるのに対し、当社の
システムは、実際の現場の意見を取り入
れた専用システムとして提供しています。

（2）煩雑な継続的支援をシンプルに管理
　システム全体を通して、直感的にわかり
やすく、PCに不慣れなお客様でも、見たま
まの形で登録ができる画面設計としまし
た。
　初回面接時に、指導のために必要最
低限登録しなければならない情報を、一
画面で簡単に登録することができます(図
-1)。また、継続的支援対象者一覧で支援
を未実施の対象者を管理し、支援漏れを
防ぐことができるだけでなく、保健指導者
や支援形態別に対象者を抽出することも
できるため、保健指導者間での業務の振
り分けに役立ちます。最も頻繁に使用され

「特定健康診査・特定保健指導」は2008年に開始された新しい健診制度です。生活習慣を見直す保健指
導では、初回面接から継続的支援、評価、請求業務に至るまで、数多くの情報入力・管理・共有が求められ
ます。当社はこれらに完全対応した専用システムを提供することで、煩雑な特定保健指導業務のシンプルか
つスムーズな管理を実現しています。今後は、健診システムなどとも連携し、保健指導者と受診者に役立つ
きめ細かな機能を提供していきます。

　初回面接や継続的支援管理を簡素化・効率化する 
「特定保健指導業務支援システム」を提供
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ステムとの連携、顧客管理機能など、多彩
な機能と拡張性を備えた新しい健診シス
テム「Asociado」を提供しており、多くの
導入実績を持っています。
　今回の特定保健指導業務支援システ
ムを当社の健診システムと併せて利用い
ただき、健診データ連携を実現すること
で、保健指導業務に携わる方々の業務が
効率化され、受診者への適切なヘルスケ
アが行えます(図-2)。
　今後の「保健」、「医療」、「介護・福祉」
分野では、情報ネットワークを活用した
地域医療連携が重要な役割となってきま
す。当社は、IT技術と業務ノウハウをベー
スに、病院の業務改善や地域医療連携シ
ステムの構築をサポートします。また、住民
の皆さんが自宅に居ながら健康管理を自
主的に行うことができる仕組みを提供す
るなど、「笑顔」のある街づくりに貢献した
いと考えています。
 （システム融合ソリューション事業部　

川本夕紀）

から請求業務まで、特定保健指導で必要
なすべての業務に対応可能となっていま
す。

　健診システムとの連携により
　トータルなサービスを
　当社では、各種健診・人間ドックの対応
はもちろん、複数施設連携や医事会計シ

る継続的支援画面では、継続的支援に必
要な基本情報の管理のほか、支援内容、
連絡履歴を登録でき、備考欄では指導者
間で共有するための情報を自由に登録で
きます。さらに、支援内容履歴参照機能に
より、登録した電話やメールでの支援内
容を時系列で一括参照できるため、対象
者へのこれまでの指導内容の把握や、指
導者間の情報共有が容易であり、これら
現場のニーズに即した機能を数多く盛り
込んでいます。

（3）事務系業務も網羅
　特定保健指導では、保健指導業務だ
けでなく事務系業務も必要であり、予約、
対象者自己負担額の窓口精算、決済用
電子データの作成、請求書/領収書発行
も本システムですべて対応しています。ま
た、決済用電子データ（保健指導データを
含む）だけでなく、厚生労働省指定の標準
フォーマットに準拠しています。開発当初
は、保健指導業務を支援するためのワー
クフローシステムからスタートしましたが、
お客様からの強い要望により、これら事務
系業務を標準機能として実装するに至り
ました。本システムによって保健指導業務

保健 医療

介護・福祉

特定
保健指導業務 
支援システム

データ連携

介護老人保健施設
特別養護老人ホーム

老健・介護システム

ＰＡＣＳ
画像保存通信システム

医用画像
システム 医用映像

システム
ＲＩＳ

放射線科情報システム医事会計
システム

院内文書共有
システム

各種部門
システム

電子カルテ
オーダリング
システム

ＨＩＳ
病院情報システム

放射線部門
システム

ＣＴ

医用画像管理システム超音波診断
システム

画像保存通信システム（ＰＡＣＳ：Picture Archiving and Communication Systems)
放射線科情報システム（ＲＩＳ：Radiology Information System)
病院情報システム（ＨＩＳ：Hospital Information System）

地域医療
連携システム

健康診断
システム

図-1　初回面接の画面

図-2　健診システムとの連携

SI Solution 2011
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情報管理の常識を変える
次世代バックアップソリューション「VITA Owl」

　従来のバックアップ方式の
　課題を一挙解決
　ビジネスのIT依存度が高まっている昨
今、事業継続計画、内部統制、リスクマネ
ジメントなどのキーワードが注目されてい
ます。その対策の1つであるバックアップや
リカバリの重要性への認識は、企業規模
を問わず高くなっています。しかし、バック
アップやリカバリの現行の方式には課題も
あり、障害発生時のデータの損失や業務
の停止に不安を抱く企業も少なくないの
が実情です。
　当社では、IT基盤を構成するサーバ、ス
トレージおよびネットワークの統合、情報
セキュリティ、ITIL運用管理、IT資産管理
の6分野にフォーカスし、包括的な統合IT
基盤ソリューション「VITA」を提供していま
す。今回提供を開始した「VITA Owl」は、
ストレージバックアップの分野に特化し、
当社が最適なハードウェアとソフトウェア
を組み合わせて、導入・保守サービスまで
オールインワ
ンで提供する
ソリューション
です。当社独
自のノウハウ
を駆使して、
お 客 様 の 環
境 に 合 わ せ
低 価 格 にて

提供します。
　従来のバックアップ方式では、情報シス
テムの稼動状況やデータ容量などを考慮
して、毎日あるいは毎週といった決められ
たスケジュールでバックアップします。通常
バックアップを取得している間はシステム
を停止しなければなりませんので、バック
アップウインドウ（バックアップのためにシ
ステムを停止できる時間）が必要となりま
す。そのため大容量のデータをバックアッ
プするには、バックアップウインドウが足り
ないという問題が発生します。万一障害
が発生した場合、バックアップデータをリス
トアするとバックアップを取得した時点ま
で遡ってしまいますので、それ以降に変更
されたデータは保護されません。また、復
旧作業にも長時間を要し、その間の業務
停止による機会損失は計り知れません。
　「VITA Owl」は、こうした従来方式の問
題点を一挙に解決し、情報システムの可
用性を飛躍的に高め、企業の事業継続と

TCO削減に大きく貢献する優れたソリュー
ションです(図-1) 。

　１秒単位でのリストアと
　最短30秒でのリカバリを実現
　「VITA Owl」は、(株)バイオスの高性能
ストレージサーバと、バックボーン・ソフト
ウエア(株)のバックアップソフト「NetVault 
FASTRecover」を、当社がインテグレート
してお客様環境に導入する次世代バック
アップソリューションです。標準で3台まで
のWindowsファイルサーバに対応し、合
計約8TBのバックアップを取得できます。
CDP(Continuous Data Protection)技
術を用いて継続的にバックアップを取り
続けるリアルタイムバックアップ機能を搭
載しており、サーバに常駐するエージェン
トソフトがデータの変更をバイト単位で監
視して、データ更新の都度バックアップを
取得しますので、システム停止の伴うバッ
クアップウインドウは必要ありません。ミッ

従来の情報システムのバックアップ方式が持つさまざまな課題を一挙に解決する「VITA Owl」(ビータ 
アウル)は、お客様のバックアップ運用を劇的に改善する次世代のバックアップソリューションです。高性
能ストレージサーバと高機能バックアップソフトを組み合わせ、導入・保守サービスまでオールインワン
で提供します。当社が長年培ったバックアップシステム構築ノウハウを駆使し、早期導入・運用開始を
低価格にて実現した「VITA Owl」により、お客様の事業継続とTCO(Total Cost of Ownership)削
減に貢献します。

＜従来のバックアップ方式＞

深夜に
バックアップ
を実施

障害発生！ 復旧完了

データの生成 復旧作業 (データ利用不可 )

00：00 09：00 14：00 18：00

この間にあった変更や新規に作
成されたデータは保護されない

業務に影響 (4時間 )

無事にリストアに成功しても戻るデータは
18時間前のもの

業務開始

＜次世代のバックアップ方式＞

データの生成 業務再開

この間のデータも
保護されている

データが利用できない時間は
ほんのわずか

リストアされるデータは
障害発生直前のもの

00：00 09：00 14：00 18：00

業務開始

VODRで
即復旧

障害発生！常にバックアップ

図-1　従来のバックアップ方式と次世代のバックアップ方式
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とができます。標準構成だけでなく、追加
オプションによるレプリケーション構成へ
の拡張、データ容量やデータ更新頻度に
合わせた設定変更も可能です。システム
管理者の方への「VITA Owl」操作説明も
サービス内容に含まれており、システムの
起動・停止やHDD障害時の交換作業方
法などを記載した簡易運用マニュアルも
提供します(図-3)。
　早期導入・運用開始を実現するため、
ヒアリングシートに記載されていない部分
に、当社が長年培ってきたバックアップシ
ステム構築の経験とノウハウが活かされて
います。当社が経験したさまざまな導入事
例から得た実データをもとに設定パラメー
タ群をパターン化し、お客様環境に一番
フィットする設定内容を当社が選定して
セットアップしています。これにより煩雑な
設計工程を短縮し、導入にかかる期間と
費用を圧縮することができ、従来のバック
アップシステムと比べて数分の１(当社比)
の低価格での提供が可能となりました。
　当社は、お客様の部門に点在している
Windowsファイルサーバのバックアップ
や、バックアップ運用に課題を抱えている
情報システム部門などを対象に、「VITA 
Owl」を積極的に販売していきます。また

当社は「VITA Owl」のほかに
も、IT資産／運用統合管理
ソリューション「VITA Stork」
(ビータ ストーク)と、仮想マ
シン自動プロビジョニングソ
リューション「VITA Ibis」(ビー
タ アイビス)の新ソリューショ
ンを取り揃え、今後もお客様
のビジネスに貢献していきま
す。

(SIソリューション事業部　
田中正弘)

能なHDD を搭載し、耐障害性に優れたス
トレージサーバを使用しています。RAID6
構成を採用していますので、2台のHDDが
故障してもデータ保護できます。さらに不良
セクタ検出機能、冗長化された電源ユニッ
トなど、万一のハードウェア障害発生時に
もシステムの可用性を確保しています。
　「VITA Owl」には、これらハードウェア・

ソフトウェアに機
器 設 定 、現 地 導
入・試験、操作説
明、3年間のオン
サイト保守(ハード
ウェア)や3年間の

電話・メールによるサポート(ソフトウェア)
が含まれています(図-2) 。

　簡単なヒアリングだけで導入、
　直ちに運用可能
　「VITA Owl」のもう一つの特徴は、導
入のしやすさにあります。当社独自のヒア
リングシートを用意し、どれを(保護する対
象データ)、どのくらい(期間)保護するか、
といういくつかの項目に記入・チェックして
いただくだけで、当社がお客様環境に合
わせて機器に事前設定を施し、現地での
導入・試験の後、すぐに運用を開始するこ

ションクリティカルな情報システムの大容
量データを、無停止でバックアップし続け
ることができます。
　バックアップデータをリストアする際に
は、APIT(Any Point in Time)機能を用
いてファイル単位で任意の時刻の状態に
復元できます。データ保護期間内(標準で
2週間)であれば、1秒単位でどの時点にで

も遡ることが可能です。それ以前のデータ
は、週1回のスナップショットを3カ月間保
持しています。バックアップデータを代替
サーバにリストアしたり、CIFS(Common 
Internet File System) View機能を使っ
て、Windowsのファイル共有と同じ要領で

「VITA Owl」上のデータをリストアせずに
参照することもできます。
　「VITA Owl」の最大の特徴は、仮想オ
ンデマンド・リカバリ(VODR：Virtual On 
Demand Recovery)機能です。従来の
バックアップ方式では、データ復元時に
全データのリストアが完了するまでデータ
にアクセスできませんでしたが、VODR機
能によって復元データのファイル構造が
コピーされた時点で、データにアクセスで
きるようになります。実際のデータは、バッ
クグラウンドで順次リストアされていきます
が、アクセスしたデータを優先的にリストア
するため、大容量データをリストアする場
合でも、最短30秒で必要なデータにアク
セスできます。またVODR機能で復元中も
データの読み書きが自由に行え、リアルタ
イムバックアップ機能で保護されます。
　「VITA Owl」は、16台のホットスワップ可

VITA Owl の内容

バックボーン・ソフトウェア社製NVFR

バイオス社製ストレージ

サービス内容
・機器設定
・現地導入 /試験
・操作説明

納品物
・簡易運用マニュアル
・機器設定シート

保守サービス
・ハードウェア (*1)
　3年間オンサイト保守
・ソフトウェア (*1)
　3年間問合せ受付
　(電話、メール )

*1: 弊社営業日対応

+ +

お客様

お問い合わせ

ヒアリングシートご回答

ご発注

VITA　Owl 受領

設置作業立会い
管理者様向け教育受講

VITA　Owl 運用開始 3年間保守対応

現地構築作業
初期動作試験
管理者様向け教育

事前設定
VITA　Owl 送付

お見積書送付

ご提案
ヒアリングシート送付

当社

図-2　VITA Owlの構成

図-3　導入・サービスのプロセス
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「ORACLE Tuxedo ART」による
　レガシーマイグレーションの提供

　再注目される
　レガシーマイグレーション
　大型汎用コンピュータ中心からオープ
ンシステムへと移行してきた企業のITシス
テムですが、基幹系システムはまだ旧来の
システムで運用が続けられているケースも
少なくありません。しかし、長年稼働してき
た基幹系システムにおいて、運用管理コス
トの高さは大きなネックでもあり、システム
の刷新によってコスト低減を図ろうという
動きは後を絶ちません。
　低コストのソリューションへのニーズが
高まる中、企業の関心を集めてきたのが、
大型汎用機で稼働している基幹システ
ムのプログラム・データをオープンプラッ
トフォームに移植するレガシーマイグレー
ションで、既存のIT資産を活かしつつ、開
発コストも抑えた刷新が可能であることが
最大の特徴です。クラウドコンピューティン
グ時代を迎え、企業の情報システムはます
ます最適化の必要性が問われており、現
行システムの分析や資産の把握が不可欠
となる中でレガシーマイグレーションは再
び注目されてきています。
　「ORACLE Tuxedo ART」は、日本では
今春発表されたばかりの、メインフレーム
リホスティング基盤です。メインフレームを
撤廃してオープンシステムへ移行する方
法には、同じ仕様・言語のままオープン環
境に実装しプラットフォーム部分が最新化

される「リホスト」、現行のソフトウェア仕様
のままプログラム言語を置き換える「リライ
ト」、現行の業務仕様のまま新たなシステ
ムを構築する「リビルド」などの手法があり
ます。ORACLE Tuxedo ARTはリホストの
手法を用いたフレームワークです。

　メインフレーム級の性能と
　信頼性を確保
　ORACLE Tuxedo ARTは、移行後
の 実 行 環 境で 必 要となるランタイム
の「ORACLE Tuxedo Application 
Runtime 11g For CICS and Batch」およ
び、IBM OS/390とz/OSをターゲットとし
た移行ツールである「ORACLE Tuxedo 
Application Rehosting Workbench 
11g」の2つから構成されています。
　ORACLE Tuxedo ARTによるオープン
環境への移行をイメージした例が図-1で

す。WorkbenchはLinux限定で稼働しま
すが、Workbenchを介して移行する先の
プラットフォームはUNIX系やLinuxが使用
可能です。端末はtn3270によるエミュレー
タ、もしくはWebによる接続となり、トランザ
クション処理を管理するミドルウェアであ
るCICSやIMSはORACLE Tuxedo ART
の実行環境で動作します。IMSやWeb 
ユーザインタフェースは次期バージョンで
対応予定です。
　ランタイムの特徴は次のとおりです。
・ARTのプリプロセッサの変換機能により、
アプリケーションコードを変更することなく
実行可能
・3270エミュレータの使用により、ユーザイ
ンタフェースは汎用機の操作性を維持
・JESエミュレーションの提供により、バッ
チジョブ実行において既存バッチアプリ
ケーションへの影響が最小限　　　

 

「ORACLE Tuxedo ART」は、日本オラクル(株)が提供を開始したレガシーマイグレーションのリホス
ト用フレームワークであり、これまでのマイグレーションと比べて期間やコストの削減を実現しただけで
なく、高い性能や拡張性も確保しているのが特徴です。さらに、マイグレーションに加えて、クラウドや
SOA(サービス指向アーキテクチャ)の手法などの組み合わせにより、お客様のシステム全体を見据えたIT
リフォームを提案していきます。

メインフレーム環境からオープン環境へ

IBM OS/390，z/OS

ユーザ・インタラクション

3270

BMS

カスタム

バッチ処理 4GL環境

ジョブスケジューラ
SyncSort

サードパーティツール

JCL，PROC,REXX IBMユーティリティ

Natural
：
：

アプリケーション
トランザクション
CICS、IMS TM

ビジネスロジック
COBOL

データサービス
（Files/Databases）

VSAM

IMS/
DB

DB2

IDMS

Oracle Tuxedo Application
Rehosting Workbenchによる移行ART

AIX  Solaris  HP-UX  Linux

Oracle Tuxedo ART

ユーザ・インタラクション

tn3270

Web UI

カスタム

バッチ処理

Oracle Scheduler

Ksh,Perl…

SyncSort
サードパーティツール

JCL Libraries & 
Utilities

3GL　または4GLに変換、手動移行

アプリケーション
トランザクション
Oracle Tuxedo

ビジネスロジック
COBOL

データサービス
（Files/Databases）

ISAM

Oracle DB Grid

日本オラクル（株）「Oracle Tuxedo ART概要より」

図-1　移行環境イメージ
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「ORACLE Tuxedo ART」による
　レガシーマイグレーションの提供

ようになります。
　このようなことから、従来型のマイグレー
ションより大幅な作業量の低減が実現で
きます。移行期間は36カ月から18カ月に、
移行コストが半分近くに削減された海外
の事例も示されています。
　もう1つの大きな特徴が柔軟な拡張性
です。分散エンタープライズ・アプリケー
ションのためのプラットフォームである
Tuxedoがベースになっていることで、流
量制御、高信頼性機能などといったメイ
ンフレームの基盤機能が提供されており、
オープン環境でありながらメインフレーム
並みの信頼性が確保されています。また、
Tuxedoに実装される各種連携機能によ
りWebサービス連携、Java連携、SOA基
盤との連携など、メインフレームでは難し
かった連携機能も提供されています (図

・１秒間に数十万件ものトランザクション
処理が可能で、オープン環境でもメインフ
レーム並みの信頼性を確保
　一方、移行ツールのWorkbenchには、
Cataloger、COBOLコンバータ、JCLトラ
ンスレータ、DB2 to ORACLEコンバータ、
FILEコンバータなどの機能があります。
　マイグレーションの場合は、まずはじめ
にリソースの過不足チェックやプログラム
の稼働状態を判定し、移行資産を確定す
る棚卸しという作業が必要になりますが、
Catalogerはこの棚卸し機能を持っている
とともに、後続の移行作業で必要となる中
間ファイルを作成します。そのため、後続の
処理が大きく簡略化されます。
　COBOLのプログラムはCOBOLコン
バータを通してMicrofocus COBOLに
変換します。但し、COBOL以外の言語は
Workbenchで対応していないため、別途
変換が必要となります。またJCLはJCLト
ランスレータによりKシェルに、DB2はDB2 
to ORACLEコンバータによりORACLE
に、そしてVSAMファイルはFILEコンバー
タによりISAMまたはORACLEに変換しま
す。

　IT基盤を最新化し、
　柔軟な拡張性を実現
　従来のマイグレーションでは、移行シ
ステム毎に変換ツールのカスタマイズが
必要でしたが、ORACLE Tuxedo ART
ではWorkbench自体に手を加えること
はありません。変換ルールに対するパラ
メータ定義を行うだけで、手修正をほと
んど必要とせずにプログラムの変換が可
能です。また、データの移行プログラムも
Workbenchが自動生成します。これらの
機能により、従来のような細かな機能テス
トは必要なくなり、照合テストに注力できる

-2) 。IT基盤の最新化だけにとどまらず、
今後のシステム拡張にも多くの可能性を
持っている点は、ORACLE製品ならでは
のメリットと言えるでしょう。
　これまでもメインフレームからオープン
環境へのマイグレーション・ソリューション
をお客様に提供してきましたが、今回の
ORACLE Tuxedo ARTでは、マイグレー
ションへの付加価値として、その拡張性
や連携機能を活かした企業全体のIT基
盤の再構築までをお客様に提供していき
たいと考えています。また、マイグレーショ
ンだけでなく、当社の各種ソリューション、
クラウドやSOAの手法などを組み合わせ
て、お客様のシステム全体を見据えたITリ
フォームを提案していきます(図-3)。

 (SIソリューション事業部　石澤美和)

メインフレーム

マイグレーション

UNIX/Linux Webｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
Oracle Weblogic Server Oracle 

Database

COBOL

流量制御

分散トランザクション

Java 連携

高信頼性機能

メッセージ制御

Webサービス連携

Oracle Tuxedo

Java
クライアント
etc.

柔軟な拡張 WEBサービス
発信／着信

Oracle 
Weblogic Server

Oracle 
Service Bus etc.

日本オラクル（株）
「Oracle Tuxedoより」

Oracle Tuxedo ART

メインフレーム

オープン化

オープン基盤

オンプレミス
プライベートクラウド

パブリッククラウド
SaaS/PaaS/IaaS

クラウド
SOA etc.

図-3　マイグレーションからITリフォームへ

図-2　IT基盤の最新化
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モデルベース開発とは、設計品質向上や開発期間短縮に大きな効果をもたらす開発手法です。検証工程
の効率化に寄与するリアルタイムシミュレータ「M-RADSHIPS」を提供している当社ですが、このた
び、設計フェーズや自動コード生成での課題を解決するための、モデルIP（Intellectual Property）お
よびブロックセットを取り揃え、お客様がモデルベース開発のメリットをより早く、より多く享受いただ
けるよう、提供するソリューションの幅を広げることとしました。

M-RADSHIPSにモデルIPを加え
モデルベース開発ソリューションの幅を拡大

　
採用分野の拡大する
M-RADSHIPS
　設計フェーズで作成したモデルを基に
シミュレーションによる検証を行いながら
開発を進めていくモデルベース開発は、組
込み制御開発の分野において極めて有
効な手法です。設計工程では、シミュレー
ションによる設計品質の向上や後戻りの
軽減、プログラム作成工程では、自動コー
ド生成による正確なプログラミングおよ
び、ヒューマンエラーの低減による生産性
向上を図ることが可能です(図-1)。
　モデルベース開発の採用が顕著な分
野としては車載ECU開発が挙げられま
すが、当社でもこの分野では、MATLAB/

Simulinkを活用したモデルベース開発に
よるソリューションに早期から取り組んで
おり、自社開発したリアルタイムシミュレータ

「M-RADSHIPS」(Model-based Rapid 
Application Development Simple & 
High cost Performance Simulator)
を提供しています。M-RADSHIPSは、
MATLAB/Simulinkにて作成したモデル
を搭載することで、実信号によるリアルタ
イムシミュレーションを行うことができるシ
ミュレータです。設計時に作成したモデル
を活用することで、より正確な検証や、実
機では検証の困難なレアケースの検証を
実現することができ、モデルベース開発の
利点である開発効率と品質の向上、ひい
ては開発コストの削減に寄与しています。

　低コストでシンプルな検証環境を可能
にしたM-RADSHIPSは、これまで費用対
効果の面で導入が見送られていた自動
車のボディ系ECUなどの小規模なコント
ローラの開発にも適用されています。
　また、車載分野以外でも産業用機械、
インバータECU、リチウムイオンバッテリー
マネジメントシステム、エアコンや照明管
理システムなど、FA、エネルギー分野のモ
デルベース開発への導入に実績がありま
す。

モデルIPの利用による
課題の解決
　モデルベース開発はそのメリットの大き
さから組込み制御分野で注目を集めてい
ますが、設計品質が上がることで下流工
程が短縮され、品質が向上するのとの引
き換えに上流工程が重くなります。モデル
ベース開発では、システム設計・ソフトウェ
ア設計工程にてメカモデルを含め動作す
るモデルを作成する必要があり、そこにコ
ストを掛けなければなりません。また、自動
コード生成により大幅な開発コスト削減が
実現できますが、自動生成したコードはハ
ンドコードに比べ効率・性能面で劣ってし
まう場合があります。
　その2点を解決するため、当社が新た
に提案するのが、モデルIP／ブロックセッ
トです。モデル作成をより効率化するため
に、モデルをIP化して商品としてラインナッ

エンベデッドソリューションの紹介
E m b e d d e d  S o l u t i o n

システム設計

ソフトウェア
設計

Simulink
モデル

Simulink
モデル

プログラム作成
（自動生成）

適合・評価

ソフトウェア検証

Simulink
モデル活用

RapidPrototyping
M-RADSHIPS

実機/メカ
制御モデル

SILS システム設計

実機/メカモデル 制御モデル

検証工程へ
ソフトウェア設計

制御モデル

制御用ブロックセット

デバイスドライバ

OS コントローラ

モデルIP

ブロックセット

ミドルウェア

HILS ソフトウェア検証
実機/メカモデル

M-RADSHIPS
コントローラ

仕様検討時に作成した実機/メカ モデル

実機検証（適合・評価）

実機/メカ コントローラ

アプリケーション
（自動生成）

制御ミドルウェア

図-1　モデルベース開発のソリューション全体像
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プします。車載やFAはもちろんのこと、注
目分野であるエネルギーや環境効率に関
連する製品のモデル化を手掛けていく計
画です(表-1)。
　現在ラインナップしているのは、電池や
BMS(バッテリーマネジメントシステム)、ス
テッピングモータ、三相モータ、インバータ
などパワーエレクトロニクス関連の基本モ

デルです。これらのモデルを組み合わせる
ことによって、さまざまな製品、プラントのシ
ミュレーションを行うことができるため、多
種多様な分野のお客様に提供可能と考
えています。これらのモデルIPにより、上流
工程の負荷を低減しようという考えです。
　モデルIPとそれらを制御するブロック
セットを組み合わせることで、もう1つの課
題である自動コード生成の効率・性能の
問題も解決できます。当社が提供する制
御側のブロックセットは、振る舞いがあら
かじめ規定されていて、パラメータ・プロパ
ティによって振る舞いを変更したり調整し
たりすることができる構造になっています。
従って、毎回自動生成するのではなく、あ
らかじめ、そのブロックセットに最適なコー
ドをライブラリ化しておき、自動生成する際
には、パラメータやプロパティに相当する
部分のみを生成する構造になっています。
そうすることで、自動生成による生産性／
品質の高さを維持しながら、コード効率や
性能の課題を解決することができます。

スマートグリッドなど
エネルギー分野にも注力
　現在、当社は、需要が多く見込まれてい

るパワーエレクトロニクス関連のモデルを
ラインナップしていますが、さらに多くの種
類のモデルを用意することが効率化をさ
らに進めていく鍵であると考えています。
　自動車関連では、エンジンからハイブ
リッド・EVに代わることで、駆動系はもち
ろん、パワーステアリングをはじめブレーキ
まで、油圧から電動に変わろうとしていま

す。これらの主要パーツの変革には、モデ
ルベース開発が不可欠になると予想され、
必要なモデルIPをタイムリーにラインナッ
プしていくことが重要と考えています。
　また、当社は電池に特化したIPを取り
揃えており、スマートグリッドなどのエネル
ギー分野にも展開していきます。スマート
グリッドは、従来の火力や原子力の発電
に加え、太陽光発電、風力発電、各戸に
おけるさまざまな発電・蓄電を組み合わ
せてエネルギーを効率よく利用／供給し
ていくもので、蓄電池は不可欠です。太
陽光発電、風力発電、ビル・家庭内の電
力バランスなど、蓄電池との効率的な組
み合わせについて、国、地方、インフラ会

社、電機メーカ各社がさまざまな角度で、
実用検討／検証を進めているところで
す。これにはシミュレーション技術が必要
であり、当社の電池をはじめとしたパワー
エレクトロニクス関連のモデルIPおよび、
M-RADSHIPSは大きな役割を果たすこと
ができると考えています。
　当社はソフトウェアのエンジニアリング
に強みを持った会社です。従って、ソフト
ウェア開発に有益なソリューションを提供
し、サポートも含めソフトウェア開発者に
とって使い勝手のよい商品構成を展開し
たいと考えています。当社が提供するモデ
ルIP／ブロックセットを組み合わせてシス
テム設計することによって、モデルベース
開発を実現することが出来、システム開発
を行うお客様にとっても大きなメリットとな
ります。
　今後提供していく商品についても、単
体での利用はもちろん、すべてを組み合
わせて利用できるよう展開していく計画で
す。今後もモデルベース開発に関する製
品群を整えることでソリューションの幅を
広げ、より多くのお客様がモデルベース開
発のメリットをより早く、より多く享受いただ
けるよう取り組んでいきたいと考えていま
す(図-2)。
(エンベデッドシステム事業部　三島隆司)

E m b e d d e d  S o l u t i o n

ＫＷ

BMSモデル

電池モデル

インバータモデル

三相モータモデル

風力発電
ビ　ル

家　庭
燃料電池

工　場
火力発電

情報制御
太陽電池

分散電源統合制御

次世代電力量計

　　　モデルIP／ブロックセット

電池モデル

BMSモデル

三相モータモデル

インバータモデル

ステッピングモータブロックセット

三相モータ制御ブロックセット

　　　　　　　　　　   説　　　　明

セル単位のシミュレーションが可能な電池モデル

電池モデルとの組合せでシステムモデル構築可能

三相交流モータのシミュレーションモデル

三相モータモデルとの組合せでシステム構築可能

ステッピングモータを制御するためのモデルライブラリ

三相モータを制御するためのモデルライブラリ

表1　当社が提供しているモデルIP ／ブロックセット

図-2　モデルIP適用イメージ
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次世代SDメモリカード規格として登場した「SDXC」。最大2TBの大記憶容量や従来の約4倍となる高
速アクセスなどを実現し、今後の普及への期待が高まっています。これまで数多くのSDカード関連製品
の開発に携わってきた当社は、その迅速な体制と豊富な実績・ノウハウを活かし、SDXCに対してもハー
ドウェア、ソフトウェアを含めたトータルなソリューションの提供を進めています。

高速化と大容量化にいち早く対応し
SDカード関連製品のトータルソリューションを提供

　
進化を続ける
SDメモリカード
　SDメモリカードは、1999年に東芝、
SanDisk、松下電器産業(現パナソニッ
ク)の共同開発により登場したメモリカー
ドの規格の1つです。この3社によりSD 
Associationが設立されて、規格標準化
作業や普及活動が進められ、現在は400
超のブランドの8,000を上回るモデルに採
用されています。
　SDメモリカードはデータ保存以外
の大きな特徴として、著作権保護規格

「CPRM(Content Protect ion for 
Recordable Media) 」の搭載があります。
オンラインで配信される音楽や動画を携
帯電話などの機器のSDメモリカードに
保存する際には、SD-AudioおよびSD-
Video規格に準拠している必要がありま
す。こうした音楽や映像データ、ダウンロー
ドコンテンツなどの著作権保護規格を
定め、著作権技術を提供する団体として、

「4C Entity LLC」(IBM、Intel、パナソニッ
ク、東芝の4社で構成されるデジタルコン
テンツの著作権保護に関するライセンス
機構)が設立されています。
　当初8MBで登場したSDメモリカード
ですが、年を追うごとに大容量化と高速
化が進んでいます。2006年には、FAT32
に対応し最低保証転送速度を規定しス
ピードクラス対応を行ったSDHCが登場、

最大32GBまでの記憶容量を実現してい
ます。さらに、デジタルカメラの高画質化
やハイビジョン動画の普及などに伴い、
2009年にはSDXCカードという次世代SD
メモリカードの規格が策定されました。ま
た、このときにアクセススピードの高速化
が図られ、理論上最大104MB/sでのデー
タアクセスが可能な「UHS-I（Ultra-High 
Speed Bus 1）」も規格化されています(図
-1)。

さらなる大容量化と
高速化を実現したSDXCカードと
ホストコンローラ
　 S D H C 規 格 は 、ファイルシステム

「FAT32」が持つ制限から最大記憶容量
32GBとなっています。2006年に4GBの
SDHCメモリカードが登場したとき、32GB
を超えるSDメモリカードの登場は当分先
であると予想されていま
した。しかしながら、その3
年後となる2009年には早
くも32GBのSDメモリカー
ドが登場し、SDHC規格
が上限に達したことから、
SDXCが新たに規格化さ
れました。
　SDXCでは、新しいファ
イルシステム「 e x FAT 」
の採 用により記 憶 容 量
3 2 G B 超えから最 大で

2TBまで拡張が可能となっています。
NANDフラッシュメモリのプロセス微細化
技術の他に、積層実装技術の進歩も手
伝って、発売されるSDメモリカードの大容
量化は今後も進みますが、それでも実際
に容量2TBのSDメモリカードが登場する
のはまだ先のこととなるでしょう。
　なお、SDの後に付く文字は容量を表す
言葉であり、HCは「High Capacity」、XC
は「eXtended Capacity」です。SDXC対
応SDメモリカードであればデータアクセ
スも高速と誤認されるケースもあるようで
すが、単にSDXC対応となっている場合、
データアクセス速度自体は従来のSDや
SDHCと変わりありません。
　SDXCによって大容量の記憶領域を
得たSDメモリカードですが、データアクセ
ス速度が従来のままでは大きなデータの
扱いに時間がかかってしまいます。そこで

2010年　UHS-I
最大転送速度 104MB/s
UHS Speed Class 1

2009年　SDXC
最大記憶容量 2TB
Speed Class 10

2006年　SDHC
最大記憶容量 32GB
Speed Class 2, 4, 6

2004年
最大転送速度 25MB/s

2000年 SD
最大転送速度 12.5MB/s
最大記憶容量 2GB

さまざまな機器に
搭載、大容量コンテンツ
保存のニーズに対応

図-1　SDカードの高速化と大容量化の流れ

エンベデッドソリューションの紹介
E m b e d d e d  S o l u t i o n
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SDXC規格とほぼ同時期に規格化され
たUHS-I対応のSDメモリカードとSDホス
トコントローラの組み合わせで、これまで
のSDメモリカードのデータアクセス速度
25MB/sに対し4倍強となる、104MB/s
でのデータアクセスが可能となりました。
UHS-I規格はSDXCのみならずSDHCに
も実装できるようになっています。今後は
UHS-I対応のSDメモリカードやそれを装
着できる機器が多く登場します。
　このようなSDメモリカードの進化に
合わせ、当社ではSDXC対応/UHS-I対
応SDホストコントローラをハードウェアIP

（Intellectual Property）として商品化し
ました。このIPを用いれば容易にSDXC/
SDIO/UHS-I対応のコントローラを構成で
き、市場の変化にいち早く対応することが
可能です。

デバイスドライバ、ファイルシステム、
SD-Audio／SD-Videoも提供 
　一方、ソフトウェアとしては、32GBから
2TBに対応したSD Association規格の
SDドライバやファイルシステムを開発し

製品化しています。
SDドライバは、SDXC
までの 容 量に対 応
したデバイスドライ
バで、UHS-I対応に
より高速アクセスが
行えます。また、ファ
イルシステムについ
ては、FAT12/16/32
に加えて32GBを超
えるものに対応した
exFATを開発し製品
を提供しています。
exFATは、SDフォー
マッタ対応はもちろ
んのこと、SDXCの高

速書き込み手順を順守し、スピードクラス
に応じた書き込みの保証や Allocation 
Bitmap、Name Hash、Continuous 
Information(CI)といった機能を網羅して
います。
　また、SDメモリカードに著作権保護規
格(CPRM)を施して音楽を記録する SD-
AudioやSDメモリカードから動画の著作
権保護規格(CPRM)対応を行い録画・再
生を可能にするためのSD-Videoといった
ミドルウェア製品も開発し製品化していま
す(図-2)。
　最もニーズの高いSD-Video は、用途
に応じてProfileが分かれており、ワンセグ
機器で録画・再生を可能とする ISDB-T 
Mobile Video Profileは、既に当社のソフ
トウェアを搭載した製品が市場に出てい
ます。MP4コンテンツの録画・再生を可能
とするH.264 Mobile Video Profile は、
昨年10月から製品販売を開始しており、
来春には搭載製品が市場に出る予定で
す(図-3)。
　今後は、フルセグ対応したProfileの整
備や 携帯向けにSD-Bindingの開発を進

めていきます。これらは、著作権保護規格
(CPRM)を組込んだ高付加価値商品とし
て展開を進めていきます。
　当社は、これまで多くのSDカード関連
製品開発に携わり、豊富な開発経験と実
績、ノウハウを蓄積してきました。また、SD 
Associationに加入しており、最新の規格
にもいち早い対応が可能です。今後登場
するとされるUHS-II(最大データアクセス
速度312MB/s)をはじめとする新しい技
術や、新しい著作権保護規格への対応に
積極的に取り組みます。
　当社の強みとなるハードウェアIP(SD 
ホストコントローラ)、ソフトウェアIP(ドラ
イバ、ファイルシステム、SD-Audio、SD-
Videoなど)の販売から受託開発(関連ソフ
トウェア/ハードウェア、ファームウェア、ボー
ド、システムLSI)まですべてを一社で提供
できる体制を軸に、時代に即したSDカー
ドのトータルソリューションを提供していき
ます。
(LSIソリューション事業部　渡邊秀一、
エンベデッドシステム事業部　平田宏輝)

販売中

販売予定

開発予定

SD Middleware

File System

SD Memory Driver

SD Host Controller IP

Software IP
SD SDHC SDXC

Hardware IP

SD-Binding

SD-Video
H.264 Mobile Video Profile

SD-Video
ISDB-T Mobile Video Profile

SD-Audio

SD-Binding
SD-Video
SD-Audio

FilDosEX

104MB/s

UHS-I

25MB/s
Regacy

Data Speed

SDXC/SDIO/UHS-I 対応 SD Host Controller IP
SDXC UHS-I 対応 SD Memory Driver

SD CPRM

HDDレコーダーのコンテンツとの機器互換

H.264 Mobile Video Profile

ワンセグ録画、再生での機器間での互換

Movie SDなどの市販コンテンツの再生

ISDB-T Mobile Video Profile

図-2　当社の提供するSD商品

図-3　CPRM対応のSD-Videoを提供

E m b e d d e d  S o l u t i o n
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新世代のスクリプト言語として広く普及し始めているRubyの長所を幅広い分野に活かすため、当社は、よりコンパクト
な「軽量Ruby」の研究開発に参画し、とりわけ、組込み機器で活用可能なRubyチップや評価ボードへの取り組みを
進めています。当面は産業機器での実績を積みながら、将来的にはエコロジー、エコノミーを実現する家電機器への
普及を図っていく考えです。

組込み分野での活用が期待される
軽量Rubyへの取り組み

技術トピックス

オブジェクト指向軽量言語を
さらにコンパクトに

　Rubyは、従来の本格的なオブジェクト言語と比べて手軽で書
きやすい次世代のスクリプト言語として、ここ数年世界的に注目
を集めている言語の1つです。また、日本人(まつもとゆきひろ氏)
により開発されたということもあり、日本語による文献も多く日本
人技術者にとって親しみやすいのも特徴の1つです。
　Rubyは、従来のスクリプト言語が用いられてきた領域でのオ
ブジェクト指向プログラミングを実現するものですが、同じくコン
パイル処理を必要としないPerlやPythonなどと比較しても、少
ない行数でさまざまな機能を実現でき、可読性が高く、プログラ
マがストレスなく、より容易にプログラミングを行うことができるの
が最大の特徴です(表-1)。

　クラス定義、ガベージコレクション、マルチスレッド、例外処理、
イテレータ・クロージャ、演算子オーバーロードなどの機能を持
つほか、グルー言語としての使い方が可能で、Cプログラムやラ
イブラリを呼び出す拡張モジュールを組み込むことができます。
テキスト処理関係の能力に優れ、また移植性も高く、当初の個
人の趣味レベルから急速に普及が進み、大手企業や商用サイト
でも相次いで採用される動きが見られます。
　オブジェクト指向軽量(Lightweight)言語と呼ばれるジャンル
の1つであるRubyは、これまでWebシステムに適した言語体系
として普及してきましたが、ここにきて、機能を絞り込んで、より
軽量化した専用言語とすることで応用用途の拡大を図る「軽量
Ruby」の取り組みが進められています。
　Rubyがコンパクトになることで、サーバ分散環境での利用、リ
アルタイムOS上で動作するタスクとしての利用、ゲームなどのア
プリケーション組込み言語(スクリプト)への利用など、さまざまな
用途が期待されますが、中でも、画面やハードディスクドライブを
備えていない、あるいはCPUリソースの少ない機器にも応用可能
な組込み分野に特化したものを「組込みRuby」と呼んでいます。

組込み機器の生産性向上を実現する
「組込みRuby」

　現在、組込みソフトウェア分野では、開発規模の大型化やソフ
トウェアエンジニアの不足により効率的な開発が求められてい
ます。Rubyは、組込みソフトウェア開発に特化した言語として開
発されることで、この分野では主流となるC言語に比べ飛躍的
に生産性が向上すると期待されています。
　組込みRubyの取り組みは、既存の組込み環境に使われて
いるリアルタイムOS上にRubyを搭載すること、もう1つは、直接
Rubyを走らせるRubyチップ、の2つのアプローチで進められて
います。リアルタイムOS版のRubyはVxWorksを使ってロボット

use File::Basename;

$scrName = basename($0);

sub catn {
  my $infile = $_[0];
  foreach $line (<$infile>) {
    ++$lineNo;
    printf("%6u  %s", $lineNo, $line);
  }
}

$lineNo = 0;
if($#ARGV < 0) {
  &catn(STDIN);
} else {
  foreach $filePath (@ARGV) {
    open(IN, "<$filePath")
      or die("$scrName: $filePath: $!¥n");
    &catn(IN);
    close(IN);
  }
}

import sys, os

def catn(inFile):
  global lineNo
  for line in inFile:
    lineNo += 1
    print("{0:6d}  {1:s}".format(lineNo, line), end='')

lineNo = 0
if (len(sys.argv) <= 1):
  catn(sys.stdin)
else:
  for filePath in sys.argv[1:]:
    try:
      file = open(filePath)
      catn(file)
    except IOError:
      print("{0}: {1}".format(os.path.basename(sys.argv[0]), sys.exc_info()[1]),
          file=sys.stderr)
      exit(1)
    else:
      file.close()

def catn(inFile)

  inFile.each_line { |line|
    $lineNo += 1
    printf "%6u  %s", $lineNo, line
  }
end

$lineNo = 0
if ARGV.length < 1 then
  catn STDIN
else
  begin
    ARGV.each { |filePath|
      file = File.open filePath
      catn file
      file.close
    }
  rescue
    STDERR.puts "#{File.basename $0}: #{$!}"
  end
end

lineNo = 0

ARGF.each_line { |line|
  lineNo += 1
  printf "%6u  %s", lineNo, line
}

(さらに言語が持つ標準の
エラー処理機能を利用すれば…)

Rubyで記述した場合Pythonで記述した場合Perlで記述した場合

表-1　cat コマンド相当の機能をスクリプトで実現した場合
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を制御する言語に活用しようとしています。
　当社が手掛けているのはRubyチップの試作開発で、Rubyで
開発したソフトウェアを、家
電機器をはじめとする組
込み製品で動作させるた
めの基盤となるものです。
　従来のRubyはスクリプ
ト言 語であるため、イン
タープリターによってソー
スコードそのままの状態で走らせますが、組込みRubyの場合は
それとは異なる動作環境になります。まず開発用のPC上でソー
スコードを記述し、次にRubyコンパイラによって中間言語(Java
でいうバイトコード)に変換します。そして、生成された中間言語
を、ターゲットの機器で解釈しながら実行するRuby VM（バー
チャルマシン）の上で動作させます(図-1)。これにより、従来の
Rubyと比較してメモリ消費量が抑えられ、さらにRuby VMを支
援するハードウェアロジックを搭載した専用チップにより高速に
動作させることができます。このRuby VMを支援するための専
用ロジックを搭載したチップをRubyチップと呼んでいます。
　今回、軽量Rubyを動作させる、家電などへの搭載を想定
した「組込みRubyチップ評価ボード」の開発を行いました(図
-2)。Rubyチップそのものは、現段階では最適な支援機能を実
験するために書き換え可能なロジックLSIであるFPGA(Field-
Programmable Gate Array)で実装しました。 現在、Ruby支援
機能のロジック実装を進めています。

産業用途からスマートホームまでの
応用に期待 

　エコロジー、エコノミーの時代を迎え、家電機器においても電

力制御や管理などのインテリジェンスが要求され、家電製品
単体ではなく機器同士の連携によってシステム全体で最適化
しようとすることが考えられます。こうした機器間のネットワーク
にはテキスト処理が多く用いられるため、新しいプロトコル対
応などRubyの記述のしやすさと柔軟さがより活かされます。
　しかし、この分野に実績のないRubyがすぐに採用されるの
は難しく、あくまで最終ゴールを家電機器におきながら、現在
は農場の土壌の温湿度、成分などのセンサーデータを管理端
末へ送信するセンサーゲートウェイ、工場のラインなどで製造
機器からの状態情報を集中管理ホストへ送信する中継器、と
いったマシン・ツー・マシンのネットワークが要求される産業用
途で実績を積んでいく考えです。
　現在、Rubyは国際標準化(ISO規格)の動きがあり、2010
年9月に最終ドラフトが完成しました。軽量Rubyはこの国際標
準仕様に準拠しています(図-3)。
　組込みRubyについては、福岡県の「軽量Rubyを用いた組
込みプラットフォームの研究・開発」への取り組みが2010年度
の経済産業省地域イノベーション創出研究開発事業に採択
され、(株)福岡CSKを幹事会社として、開発者のまつもと氏や
九州工大の先生などが研究員として参加、当社はアドバイザ
兼チップ・ボード製造担当としてRubyチップの開発に取り組
んでいます。
　現在はRubyのチップや評価ボードの受託を進める当社で
すが、今後はロジック部分のIP販売、さらにはこの先、用途が
確立してくれば小さなPCのようなRubyボックスの開発にも取
り組んでいきたいと考えています。

(新規事業開発室　高野秀隆)

Topics

軽量Rubyソースコード

led01=LED.new :port=>0x01
led01.on
Delay(100)
led01.off

Ruby
コンパイラ

軽量Ruby
バイトコード

Ruby VMドライバ／
ネイティブライブラリ

汎用CPUコア
Ruby支援機能

周辺IO

ターゲットデバイス
開発用PC

LEDクラスはPC上ではエミュレーション、
ターゲット上では実デバイスにアクセスすることで
プロトタイピング開発が容易に可能となる

軽量Ruby
バイトコード

Ruby ver.1.8/1.9

Ruby言語 組込みライブラリ 標準添付ライブラリ

文法
クラス
メソッド

整数
文字列
配列
例外

ネットワーク(http、smtpなど)
文字コード
cgi
curses
win32

ISO/JIS規格

軽量Ruby

図-1　組込みRubyの開発環境・動作環境イメージ

図-2　組込みRubyチップ評価ボード

図-3　軽量Rubyの仕様範囲
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　●EVENTS

最先端のエンベデッドソリューションを展示・実演
　当社は、2011年5月11

日(水)〜13日(金)の3日間、

東京ビッグサイトで開催さ

れる「第14回組込みシステ

ム開発技術展(ESEC)」に

出展します。

　組込みシステムにおい

て、LSI設計・プラットフォー

ムからアプリケーション開

発・ライセンス・サービスなど、最先端のソリューションを提供しま

す。

(1) LSI設計

　　−LSI解析サービス

　　−音声分離、動体検知（FocusNavi）

(2) SD

　　−SD最新規格「SDXC」のハードウェアIP、ドライバーを提供

　　　（SDXC）

(3) セキュリティ

　　−より安全に簡単にセキュアな通信を実現（Wi-Fi Direct、

　　　WPS2.0）

(4) UI

　　−アドビ システムズ社スケーリング･パートナーについて

　　　紹介（Flash Player）

(5) 開発ツール

　　−モデルベース開発（M-RADSHIPS)

　　−オープン・ソース・ライセンス管理（Black Duck Protex）

　　−Androidプラットフォームでの開発向けに、品質・生産性

　　　向上への取り組みを紹介（Android自動テストツール）

(6) 最先端技術

　　−裸眼視による3Dコンテンツ表示（T3DCoreエンジン）

「デジタル・マーケティング 最新動向と事例紹介」
オープンカンファレンスを開催
　当社は、2011年1月21日(金)に東京・大手町の日経ホール＆カ

ンファレンスルームで、当社の主催によるOpen Conference「デ

ジタル・マーケティング 最新動向と事例紹介」を実施しました。関

連各社・団体の協賛・協力により、CMSとデジタルサイネージの導

入を検討している企業などを対象に開催したものです。

　当日は、慶應義塾大学大学院の中村伊知哉教授による基調講

演をはじめ、各社が最新動向や事例紹介、併設展示によるソリュー

ション紹介などを行いました。

　当社は、コンテンツ活用事例やCMS「HeartCore」を紹介する

セミナーを実施、参加者の注目を集めました。コンテンツ管理パッ

ケージ「HeartCore」を使った効果的なWebサイト構築について

は、本誌P2-3で詳しく紹介しています。

CP＋(シーピープラス)2011に出展
　当社は、2011年2月9日(水)〜12日(土)にパシフィコ横浜で開

催された「CP＋(シーピープラス)」(カメラ映像機器工業会主催)に

出展しました。同展は、カメラ、レンズ、フォトプリンター、写真関連機

材など、多岐に渡る写真映像関連商品や最新技術を紹介する展示

会で、会期中は5万人近い来場者で賑わいました。

　当社は、SDの最新規格である「SDXC」のハードウェアIPやドラ

イバーを紹介し、当社のSDソリューションをアピールしました。当社

のSDソリューションについては、本誌P16-17で詳しく紹介してい

ます。

昨年のESECの模様▲

こんなことにお困りではありませんか？ こんなことをお考えではありませんか？
広告宣伝の効果が出ない
コンテンツを活用できていない
Webサイトを効果的に活用できていない、アクセス数が少ない
Webサイトのコンテンツ制作や維持コストが高額になっている
Webサイトのデザインや操作性がバラバラで統一性が無い
公開や改訂までの承認など規定が決まっていない（手運用）

効果的な広告宣伝
CMS（ContentsManagementSystem）の導入と活用
・全社/製品CMSサイト
・ｅコマースサイト、ショッピングサイト
・海外向けグローバルサイト
・携帯、スマートフォン向けサイト

営業本部　第二営業統括部　CMS担当　  TEL : 044-246-8469　　e-MAIL：cms-info_master@tjsys.co.jp

◆ 問合せ先

当社ソリューションが解決します！

コンテンツ活用

コンテンツ
管理

マーケティング

Eコマース コミュニティ

● 携帯電話/スマートフォン対応
● 静的ＨＴＭＬ配信  ● 多言語サポート
● サイトマップ

● LandingPageOptimization
● アクセス統計分析  ● パ－ソナライズ
● 自動ＳＥＯ  ● 会員管理

● 掲示板  ● RSS配信
● アンケート、申込み
● Blog 、ＳＮＳ 、Twitter

● 決済  ● レコメンド  ● ショッピングカート
● コンフィグレーター  ● 基幹システム連携
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ＳＩソリューション事業部長　西岡　豊

　クラウドコンピューティングと同様のサービスは、以前より存在してい

ましたが、ネットワーク技術、仮想化技術、分散データベース技術など

の進歩によって、クラウドは急速な広がりを見せています。

　クラウドによって、お客様のシステムの実現方法が多様化されること

になり、システム構築においては、より低価格かつ短納期が要求され

ると同時に、高信頼性の要求が大きくなってきており、従来にも増してソ

リューション力が問われています。

　 当 社 は、今 号 で 紹 介しましたコン テン ツ 管 理 パッケ ージ

「HeartCore」、バックアップソリューション「VITA Owl」、「ORACLE 

Tuxedo ART」によるマイグレーションをはじめとした様々なソリュー

ションを提供し、お客様のニーズにお応えできるものと考えています。

　コラムでも採り上げていますが、この度の東日本大震災により被害に

あわれた皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い回復・

復興を切にお祈りいたします。

　この原稿依頼を受けて、そろそろ書こうと思ってい

た時に３・１１の日がやって来た。私のこれまでの人

生で初めての経験であり、これから先も忘れることの

出来ない日である。本誌発刊のころには若干内容にタ

イムラグがあると思うが、ご容赦願いたい。

　まずはこの震災で被害に遭われた皆様にお見舞いを

申し上げます。みなさんの生活が一刻も早く復旧する

ことをお祈りしています。

　今回の大震災で海外メディアの報道の中に“ＧＡＭ

ＡＮ”という言葉がある。ニューヨーク・タイムズで

かつて東京特派員を務めたコラムニスト、ニコラス・

クリストフ記者のレポートにも登場する。

　「･･･事を処するに当たって日本の一般市民が示した

弾力性とストイシズム、規律正しさには驚くべきもの

がある。･･･日本の被災者は驚くべきGamanをもって、

秩序を守っている。あの大地震の後、水や食糧を求め

る長い列に黙々と並ぶ。自分のことは傍らに置いて、

他人を助ける。商店から商品を盗み出すなどといった

ことは論外だ」。

　被災地以外でも、電車を待つ長い列にいる普通のサ

ラリーマンが“被災地の人の心痛に比べたらこの位な

んでもない”というカッコいい言葉。献血に並ぶ長い

列・・・等、自分に出来る小さなことをする、当たり

前のようであり、でも素晴らしいこと。

　同じアジア地域で

ある中国・韓国の記

者のレポート・ブロ

グにも似たような記述が溢れている。そして、皆さん

驚きと尊敬の念を送ってくれている。確かに、ＴＶを

見ていてもコンビニで並んでいる人たちに対応してい

るのは店員二人だけ。略奪が起きればひとたまりもな

い状況。でも起きない。

　これは阪神・淡路大震災の時も同じだったようで、

さらに、関東大震災を取材したイギリス人特派員の記

事は、今読んでも、通じるようだ。だから、100年たっ

た今でも変わっていない。気付かないのは日本人だけ

のようである。

　これらの行動が“我慢（ＧＡＭＡＮ）”と一言で言

えるかは日本人から見ればちょっと違うような気がす

るが、日本人としての誇りを取り戻した気分になる。

被災地の皆さんの想像を絶する苦労に比べたら神奈川

に住んでいる私なんかの苦労は苦労になってないが、

改めて日本人としての誇りを感じた。

　そして、被災していない我々が出来ることは何だろ

う。節電、献金・・・等色々あると思うが、一番身近

で簡単に出来ること。それは今だからこそキッチリ自

分の仕事をやる。ではないだろうか。仕事をしっかり

して、明日の日本に繋げていきたい。
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VITAソリューション担当 
〒210-8540 川崎市川崎区日進町1番地53( 興和川崎東口ビル )
TEL.044-246-8230   E-mail : vita@tjsys.co.jp　http://www.tjsys.co.jp

統合IT基盤ソリューション
VITAの価値を
実感してみませんか？
VITAはクラウド時代の到来に向け、統合化された
IT基盤を構築するためのソリューションです。
ベストプラクティス方式によりソリューションをご提供し、
お客様のビジネスに貢献いたします。

TCO削減効果を最大化します

ビジネスにスピードと柔軟性を与えます

仮想化システムのセキュリティを強固にします

IT資産を可視化してITをスリムにします

クラウドコンピューティングの活用をご提案します

New Release!
次世代バックアップソリューション
VITA Owl >>> 事業継続計画（BCP）でキーとなる情報保全、万が一の 
　　　　　　　　 情報復元を確実にかつスピーディに実現します。

仮想マシン自動プロビジョニングソリューション※

VITA Ibis >>> 仮想環境・クラウド環境の構築・管理運用を自動化し、
　　　　　　　　 更に運用コスト（TCO）を削減します。　

IT資産/運用統合管理ソリューション※
VITA Stork >>> クライアントPCを含むIT資産管理とヘルプデスク
　　　　　　　　　 業務の一体化により、社内エンドユーザへのサポート
　　　　　　　　　 サービスを向上します。

※2011年4月リリース
※VITA（ビータ、Virtual Integration Total Architecture）は、東芝情報システム株式会社が
　ご提供する、包括的統合ＩＴ基盤ソリューション・サービスの登録商標です。
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