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３ はじめの言葉 

 
４ 様子見のマイナンバー 

伸びないカード申請数               田原文夫 

マイナンバーの配布は始まったが、実際にカード申請に出向く人の数は増えていないよ

うだ。理由は明々白々。とにかく、説明不足なのである。加えて、そもそもを説明できる

立場の人がいないのである。住基カードの二の舞か。 
 

 
１０ 情報社会を考える その６６ 

     情報社会作りに、どう関与し、どう貢献していくか    編集部 

博打で稼ぐ不労所得 
 不労所得とは、「それを得るために労働する必要がない所得のこと。労働の対価として

得る賃金／報酬以外の所得を指し、働かずとも得られる収入または収入源という意味で用

いられる」と解説されている。 具体的には、預貯金の利息／利子、株式配当、債権の利

子、先物／外為証拠金取引の売買益、生保給付金、年金などである。 

 解るように、誰もがチャンスとしては、あまねく与えられている所得であるとも言える。

しかし現実的には、日常生活をカツカツに暮らしている低所得者／貧困層には、ほとんど

恩恵にあずかることが難しい所得である。要するに、現実は富裕層だけが恩恵を享受して

いる所得である。 

 
 

１２ オープンガバメント OG 27 
情報社会をすすめる       その 61        水田 浩 

1990 年代に紙によるワークフローをデジタルにして、メインフレームと端末を使って

事務系、技術系で個別に行われるようになり、1995 年代にはインターネットが世界中で

使えるようになってきた。そして、個別に開発されたシステムをより早く、より安く、よ

り良くつかうために製品やシステムのライフサイクル全体の統合化を模索するようにな

っていた。そして、産業別、国別のシステムとデータを世界共通にしてより生産性の高い

ビジネスをするために、世界共通の情報基盤を作らなければならないという認識が世界中

で起こっていた。そこで、CALS の一つの製品、システム、サービスを全ライフサイクル

で、「情報は一度つくって、幾度も使う」という運動は世界規模で受け入れられた。一つ

の CALS という概念（言葉）で 1995 年から 2005 年に掛けて世界中が一つになって運動

を起こすようになった。 
 

 

３ 
２０１６ No.738 
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１８ 連載 アーキテクチャ論 （59） 

コンセプタゴン                   山本修一郎 

         国立大学法人 名古屋大学 情報連携統括本部 情報戦略室 教授 

連載 18 回[1]では、Boardman によって提案されたアーキテクチャモデルをシステミグ

ラムで分析する手法[2]を紹介した。システミグラムは SSM を拡張していることから、複

雑なシステムのアーキテクチャを分かりやすく分析できるだけでなく、図式とその文章表

現が明確に対応づけられる点で、複数のステークホルダによる合意形成を容易化できると

思われる。また、Checkland による SSM と BSSM の差異点を示した。 
今回は Boardman による最近の著作[3、4、5、6]などで紹介されているコンセプタゴン

（Conceptagon）について紹介する。 
 
 

２５ 連載 日本再生と人材育成 

人口減少／少子高齢化時代への挑戦 その１４ 

第 9 話 大学勤務時代（その２）            Dr.ベスト 

マルチ人間、スーパー人間と呼ばれてもいいほど、高度成長時代からバブル崩壊、そし

て今日に至るまで 4 回の定年退職（1 回目：企業の早期退職制度に基づく退職（52 才）、2
回目:同企業の関連会社における定年退職（60 才）、3 回目:某大学における定年退職（65
才）、4 回目:別の大学における定年退職（70 才））を経験しながらも「情報と人材」をテー

マに働き続けてきた男がいる。その男の生き方は人口減少／少子高齢化時代への挑戦に何

らかのヒントを与えることができるのではないかと思われる。その半生を「履歴書」的に

紹介させていただきたい（編集部）。 

 

３３ IT 新時代とパラダイム・シフト 

   第７６回 アップルと FBI の対立は 

全米を揺るがす大問題に発展       根本忠明 

現在、iPhone のロック解除についてアップルと FBI が裁判で対立している。このロッ

ク解除は、スマートフォンのバックドア問題そのものであることが表面化し、IT 業界だけ

でなく、アメリカの議会や世論を巻き込む大きな問題へと発展している。日本も含め世界

中が、この事件の進展に注目している。今回はこの事件のインパクトについて、日本でも

大きな関心を持ってもらうことを意図して、これまでの経緯を紹介する。 
 

 
３５ 続インテリジェンスへのいざない 74 

大統領候補選で見えてきた 

病める国アメリカ人の本音             今井 武 

不謹慎のそしりを受けるかもしれないが、今展開中のアメリカ次期大統領選の指名候補

争いは、正直「おもしろ可笑しい」。人気投票的な大統領選が、今回は、かなりアメリカ

人の本音のところで戦われているからだ。表面の綺麗事でない、アメリカ人の腹の中が伝

わってくる。 
 

３８ 連載 四字熟語力トレーニング            すぎやまチヒロ 
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案内／お知らせコーナー 

 

セミナー／講演会の講師紹介 
 

ユーザー会/各種研究会/勉強会における 
セミナー/講演会での講師をご紹介致します。 

 

クラウドサービス導入前のチェックポイント 

クラウドサービスは果たしてＴＣＯ削減に寄与するか 

レガシーマイグレーションの進め方と留意点 

これからの企業情報システム構築のポイント 

これからの金融情報システムの課題 

役に立つ情報管理の実践と課題 

情報セキュリティ監査の受け方／臨み方 

リポジトリーベースのシステム資源管理 

その他 クラウドサービス導入にお悩みの方 

など 各種カウンセリングも承ります 
 
 
ご質問／何でも相談は下記まで 

株式会社 日本経営科学研究所 
ＣｏｍｐｕｔｅｒＲｅｐｏｒｔ編集部 

cr-info@jmsi.co.jp 
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