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平成22年度中国経済産業局情報産業分野実施事業

■地域新成長産業創出促進事業（情報システム開発供給力強化及びＩＴによる競争力強化支援事業）
予算額 ：１，６００万円、実施期間：平成22年7月2日～平成23年3月31日、委託先：（株）広島ソフトウェアセンター

○Ruby技術集積及び拠点形成事業
・ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム（仮称）の運営
・ワーキンググループ（WG）の設置
・Ruby技術者人材育成の実施

○地域発次世代情報システムサービス展開促進及びITベンダ提案力強化事業

○IT経営強化推進事業

○組込み技術高度化支援連携体制の構築運営事業

■地域新成長産業創出促進事業（情報システム開発供給力強化及びＩＴによる競争力強化支援事業）
予算額 ：１，６００万円、実施期間：平成22年7月2日～平成23年3月31日、委託先：（株）広島ソフトウェアセンター

○Ruby技術集積及び拠点形成事業
・ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム（仮称）の運営
・ワーキンググループ（WG）の設置
・Ruby技術者人材育成の実施

○地域発次世代情報システムサービス展開促進及びITベンダ提案力強化事業

○IT経営強化推進事業

○組込み技術高度化支援連携体制の構築運営事業

■地域経済産業活性化対策調査委託費（通称：NOVA調査）
（中国地域におけるオープンソースプログラミング言語「Ruby」の拠点形成可能性調査）

実施期間：平成22年７月2日～平成2２年１２月２８日、委託先：（財）ひろぎん経済研究所

（１）次の項目に関するＲｕｂｙの国内外の現状を明確化する。
①Ｗｅｂ系、業務基幹系などにおけるビジネス利用の現状及びその技術的特徴
②ＩＴビジネス市場の動向
③Ｒｕｂｙ人材、企業分布
④その他（標準化、各処理系などの周辺動向）

（２）Ｒｕｂｙの可能性と課題を明確化する。
①ビジネス利用の可能性
現状のＩＴビジネス市場の動向を踏まえ、クラウドコンピューティングでのビジネス利用など将来的なビジネス利用の可
能性を明確化する。

②可能性実現における課題

（３）拠点形成に必要となる方策について検討する。
各機関での取り組み（既存施策・制度の活用、新たな施策立案）、新たな研究・連携拠点の創設による取り組みなど拠点
形成に必要な方策について検討する。

■地域経済産業活性化対策調査委託費（通称：NOVA調査）
（中国地域におけるオープンソースプログラミング言語「Ruby」の拠点形成可能性調査）

実施期間：平成22年７月2日～平成2２年１２月２８日、委託先：（財）ひろぎん経済研究所

（１）次の項目に関するＲｕｂｙの国内外の現状を明確化する。
①Ｗｅｂ系、業務基幹系などにおけるビジネス利用の現状及びその技術的特徴
②ＩＴビジネス市場の動向
③Ｒｕｂｙ人材、企業分布
④その他（標準化、各処理系などの周辺動向）

（２）Ｒｕｂｙの可能性と課題を明確化する。
①ビジネス利用の可能性
現状のＩＴビジネス市場の動向を踏まえ、クラウドコンピューティングでのビジネス利用など将来的なビジネス利用の可
能性を明確化する。

②可能性実現における課題

（３）拠点形成に必要となる方策について検討する。
各機関での取り組み（既存施策・制度の活用、新たな施策立案）、新たな研究・連携拠点の創設による取り組みなど拠点
形成に必要な方策について検討する。
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設置予定ＷＧ（各ＷＧ毎３回程度開催予定）

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム

■ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム
○「ちゅうごく地域Rubyビジネス活用研究会」のメンバーを核として、産・官・学の参加によるネットワークの構築
○フォーラムにWGを設置し、 Rubyの普及拡大、拠点形成に向けた検討を実施

■ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム
○「ちゅうごく地域Rubyビジネス活用研究会」のメンバーを核として、産・官・学の参加によるネットワークの構築
○フォーラムにWGを設置し、 Rubyの普及拡大、拠点形成に向けた検討を実施

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム第１回会合
～フォーラムキックオフ～～フォーラムキックオフ～

ITベンダ、ITユーザ、大学、自治体、支援機関など７０企業・団体

開発環境整備WG
・ビジネスで活用するのに

必要となる機能の抽出
・サポート体制の検討

人材育成WG
・人材育成事業の評価・検証
・教育カリキュラムの検討

情報発信WG
・開発・採用などRubyに関係

する情報の収集
・効果的な普及拡大の検討

RubyWorld Conference 
開催実行委員会

連携

拠点形成可能性
検討委員会

・Ruby拠点形成の課題、解決
方策の検討

【フロー図】

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム第２回会合
～～WGWGの成果報告～の成果報告～

ITベンダ、ITユーザ、大学、自治体、支援機関など参画機関の拡大

課題解決のためのＷＧ設置

ＷＧの検討結果フィードバック

RubyRubyのビジネス活用の加速による地域ＩＴ産業の競争力強化！のビジネス活用の加速による地域ＩＴ産業の競争力強化！

■ちゅうごく地域Rubyビジネス活用研究会（第１回：9/30松江､第２回：11/25広島､第３回：2/2松江､第4回：3/16広島）
○中国地域のＩＴベンダ、ＩＴユーザー、大学、自治体などが参画し「Ruby」のビジネス活用について検討
○Rubyのビジネス活用利点・優位性等の明確化、Ruby開発がもたらすユーザーメリットの見える化

■ちゅうごく地域Rubyビジネス活用研究会（第１回：9/30松江､第２回：11/25広島､第３回：2/2松江､第4回：3/16広島）
○中国地域のＩＴベンダ、ＩＴユーザー、大学、自治体などが参画し「Ruby」のビジネス活用について検討
○Rubyのビジネス活用利点・優位性等の明確化、Ruby開発がもたらすユーザーメリットの見える化

平成22年9月6,7日開催

関係者総参加型の活動組織に発展
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Ruby技術者人材育成

■Ruby技術者人材育成
○Ruby開発入門編（各県１回（３日間）程度）

プログラム経験がある者を対象として、Rubyを利用したプログラム作成のために必要な知識とオブジェクト指向の習得

○Ruby開発応用編（各県１回（３日間）程度）
Rubyに関してある程度知識がある者を対象として、Ruby on Railsの学習し、アプリケーションを作成するスキルを習得

○Ruby開発指導者育成編（１回（５日間）程度）
Ruby技術を習得している者を対象に、講師としての指導法を習得

■Ruby技術者人材育成
○Ruby開発入門編（各県１回（３日間）程度）

プログラム経験がある者を対象として、Rubyを利用したプログラム作成のために必要な知識とオブジェクト指向の習得

○Ruby開発応用編（各県１回（３日間）程度）
Rubyに関してある程度知識がある者を対象として、Ruby on Railsの学習し、アプリケーションを作成するスキルを習得

○Ruby開発指導者育成編（１回（５日間）程度）
Ruby技術を習得している者を対象に、講師としての指導法を習得
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■Ruby入門編開催スケジュール
○受講料：３５，０００円程度
○定員 ：２０名（各会場）

□鳥取
開催日：9月１５日（水）・１６日（木）・１７日（金）

□岡山
開催日：１０月１３日（水）・１４日（木）・１５日（金）

□広島
開催日：１０月５日（火）・６日（水）・７日（木）

□山口
開催日：9月８日（水）・９日（木）・１０日（金）

■Ruby入門編開催スケジュール
○受講料：３５，０００円程度
○定員 ：２０名（各会場）

□鳥取
開催日：9月１５日（水）・１６日（木）・１７日（金）

□岡山
開催日：１０月１３日（水）・１４日（木）・１５日（金）

□広島
開催日：１０月５日（火）・６日（水）・７日（木）

□山口
開催日：9月８日（水）・９日（木）・１０日（金）

■Ruby応用編
○開催時期：１０月下旬～１１月中旬（予定）
○開催場所：鳥取、岡山、広島、山口

■Ruby応用編
○開催時期：１０月下旬～１１月中旬（予定）
○開催場所：鳥取、岡山、広島、山口

■Ruby開発指導者育成編
○開催時期：１２月上旬（予定）
○開催場所：広島

■Ruby開発指導者育成編
○開催時期：１２月上旬（予定）
○開催場所：広島



事業実施スケジュール
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6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ちゅうごく地域Rubyビジ

ネスフォーラム

開発環境整備WG
人材育成WG
情報発信WG など

Ruby技術者人材育成

「Ruby」の拠点形成可能

性調査

Ruby関連イベントなど

入門編

応用編 指導者育成

中間報告 最終報告検討委員会

RubyWorld
Conference

第１回フォーラム 第２回フォーラム



（参考）ちゅうごく地域Rubyビジネス活用研究会
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（参考） 中国地域におけるRuby技術を有する企業
松江市

(株)ネットワーク応用通信研究所
(株)ルーツ
(株)ワコムアイティ
(株)マツケイ
日立ソフトウェアエンジニアリング(株)

松江事務所

(株)アキュートシステム
(株)システム工房エム
(株)システムリンク

セコム山陰（株）
(株)アイテック
ファーエンドテクノロジー(株)

出雲市

(株)エスティック
(株)プロビズモ
いずもトータルネット(株)

益田市

(株)マスダシステム開発

浜田市

(株)コンピュータコンサルタント
(株)浜田コンピュータシステム

下松市

(株)エム・アイ・シー

広島市

(株)ミウラ
(株)日立中国ソリューションズ
(株)ハイエレコン
(有)ENCOM
広島ダイヤシステム(株)
(株)ネクストビジョン
(株)マイティネット
(株)アイヒデコーポレーション
中央情報システム(株)広島支店

呉市

バブ日立ソフト(株)

岡山市

(株)トスコ
(株)アリオンシステム
(株)クレオフーガ福山市

(株)アクトシステムズ

鳥取市

セコム山陰(株)鳥取営業所

米子市

(株)日本マイクロシステム
東亜ソフトウェア(株)

八頭町

(株)アクシス

(株)テクノプロジェクト
(株)松江情報センター
(有)テクオリティ・ソリューションズ
小松電機産業(株)
(株)オネスト
和幸情報システム(株)
バブ日立ソフト(株)松江ラボ
(株)ティーエム２１
ケーシーコンサルタント(株)
(有)Willさんいん

（有）シンク・フジイ

(株)日本ハイソフト
(株)島根情報処理センター
(有)アイナス

企業数 ： 50社（平成22年4月現在）
技術者数：約２００人（推計）

各県情報産業協会等へのアンケート等による中国経済産業局調べ
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（参考資料）（参考資料）

会員登録概要会員登録概要



会員登録概要（ＩＴベンダ）

○会員登録企業数
・中国５県合計６３社
・鳥取：２社、島根：２０社、岡山：２４社、広島県：１１社、山口県：６社

○ Ruby関連の売上（合計：455百万円）
・９８％が島根県の登録企業
・Rubyをビジネスに活用している割合は島根県が圧倒的に多い
・島根県、松江市における公共発注の影響が大きいと思慮

○Ruby技術者（合計：１８５人）
・半数が島根県の登録企業
・岡山県、広島県にもRuby技術者が居るが、現状ではビジネスに結びついていない

○開発実績（合計：３０社）
・Webアプリケーション、CMSの開発実績が比較的多い
・業務系システムの開発やSaaS提供のシステムも一部ある
・開発実績のある企業の多くは、今後も開発予定あり

○会員登録企業数
・中国５県合計６３社
・鳥取：２社、島根：２０社、岡山：２４社、広島県：１１社、山口県：６社

○ Ruby関連の売上（合計：455百万円）
・９８％が島根県の登録企業
・Rubyをビジネスに活用している割合は島根県が圧倒的に多い
・島根県、松江市における公共発注の影響が大きいと思慮

○Ruby技術者（合計：１８５人）
・半数が島根県の登録企業
・岡山県、広島県にもRuby技術者が居るが、現状ではビジネスに結びついていない

○開発実績（合計：３０社）
・Webアプリケーション、CMSの開発実績が比較的多い
・業務系システムの開発やSaaS提供のシステムも一部ある
・開発実績のある企業の多くは、今後も開発予定あり
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【登録企業数】 【Ruby関連売上】 【Ruby技術者】 【開発実績】

N=63 N=44 N=54 N=30

会員登録票の回答から作成



Ruby開発による利点・課題（ＩＴベンダ）

■主な利点
○開発生産性の高さ
・Javaなどの他言語と比較してコード量が減少
・Ruby on Railsのライブラリなどを利用することにより、更に生産性の向上
・その結果、短期間での開発が可能

○アジャイル開発との親和性
・ユーザーの要求を素早くシステムに反映できる
・その結果、開発品質が向上

○その他
・オープンソースプログラミング言語であるため、コスト削減効果がある
・話題性があり、営業で有利となることがある

■主な利点
○開発生産性の高さ
・Javaなどの他言語と比較してコード量が減少
・Ruby on Railsのライブラリなどを利用することにより、更に生産性の向上
・その結果、短期間での開発が可能

○アジャイル開発との親和性
・ユーザーの要求を素早くシステムに反映できる
・その結果、開発品質が向上

○その他
・オープンソースプログラミング言語であるため、コスト削減効果がある
・話題性があり、営業で有利となることがある
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■主な課題
○ライブラリ
・バージョンアップに伴うライブラリ、プラグインとの互換性の確認が必要
・エンタプライズ領域で必要なライブラリの整備が不足

○実績
・基幹系業務開発での実績が不足

○情報量
・Javaなどの他言語と比較して、情報量が不足

○技術者
・Ruby技術者が少なく、技術者の確保が困難

■主な課題
○ライブラリ
・バージョンアップに伴うライブラリ、プラグインとの互換性の確認が必要
・エンタプライズ領域で必要なライブラリの整備が不足

○実績
・基幹系業務開発での実績が不足

○情報量
・Javaなどの他言語と比較して、情報量が不足

○技術者
・Ruby技術者が少なく、技術者の確保が困難

会員登録票の回答から作成



解決策・フォーラムへの期待（ＩＴベンダ）

■主な解決策
○ライブラリの拡充

○実績の増加
・自治体、公的機関等における開発実績の創出

○情報量の増加
・開発事例の紹介

○技術者の増加
・研修などの人材育成
・教育機関における学生への教育によるRuby人材の育成

○サポート体制の構築

○開発環境の整備
・開発プラットフォームやＰａａＳなど共通基盤の充実

■主な解決策
○ライブラリの拡充

○実績の増加
・自治体、公的機関等における開発実績の創出

○情報量の増加
・開発事例の紹介

○技術者の増加
・研修などの人材育成
・教育機関における学生への教育によるRuby人材の育成

○サポート体制の構築

○開発環境の整備
・開発プラットフォームやＰａａＳなど共通基盤の充実
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■主なフォーラムへの期待
○開発事例・導入事例の紹介

○技術的課題の情報交換の場の設置

○Ruby開発の情報共有や開発パートナー探しができる仕組み作り

○人材育成

○産学官連携による技術集積化

○将来的にビジネスマッチング、よりテーマ性を持った研究の取組

■主なフォーラムへの期待
○開発事例・導入事例の紹介

○技術的課題の情報交換の場の設置

○Ruby開発の情報共有や開発パートナー探しができる仕組み作り

○人材育成

○産学官連携による技術集積化

○将来的にビジネスマッチング、よりテーマ性を持った研究の取組

会員登録票の回答から作成



会員登録概要（ＩＴユーザー）

■会員登録企業数
○中国５県合計８社
・岡山：４社、広島県：３社、山口県：１社

○導入実績１社

■会員登録企業数
○中国５県合計８社
・岡山：４社、広島県：３社、山口県：１社

○導入実績１社

13
会員登録票の回答から作成

■主な利点
○開発の効率性（開発期間の短縮、開発コストの低減）

○システム変更の容易性

■主な利点
○開発の効率性（開発期間の短縮、開発コストの低減）

○システム変更の容易性

■主な課題
○実績の少なさ

○開発後のサポート（保守、技術者の確保）

■主な課題
○実績の少なさ

○開発後のサポート（保守、技術者の確保）

■主な解決策
○実績の増加

○技術者の育成

■主な解決策
○実績の増加

○技術者の育成

■主なフォーラムへの期待
○開発事例・導入事例の紹介

○情報交換の場の設置

■主なフォーラムへの期待
○開発事例・導入事例の紹介

○情報交換の場の設置



会員登録概要（大学等研究機関）

■会員登録企業数
○中国５県合計４社
・島根：１機関、岡山：３機関

○導入実績１社

■会員登録企業数
○中国５県合計４社
・島根：１機関、岡山：３機関

○導入実績１社

14
会員登録票の回答から作成

■Ruby関連の主な取組
○Rubyでのプログラミング教材開発の可能性の研究

○高校生向けRuby講座開講

■Ruby関連の主な取組
○Rubyでのプログラミング教材開発の可能性の研究

○高校生向けRuby講座開講

■主な課題
○学生の関心を高めるため、（財）全国商業高等学校協会主催の検定のプログラミング言語へのＲｕｂｙ選定

○企業の採用状況

■主な課題
○学生の関心を高めるため、（財）全国商業高等学校協会主催の検定のプログラミング言語へのＲｕｂｙ選定

○企業の採用状況

■主なフォーラムへの期待
○Ruby教育の支援

■主なフォーラムへの期待
○Ruby教育の支援



会員登録概要（自治体・支援機関）

■会員登録企業数
○中国５県合計２４機関
・自治体：１１機関
・情報産業協会、OSS団体：６団体
・産業支援機関など：７社、機関

■会員登録企業数
○中国５県合計２４機関
・自治体：１１機関
・情報産業協会、OSS団体：６団体
・産業支援機関など：７社、機関

15
会員登録票の回答から作成

■Ruby関連の主な取組
○人材育成
・技術者向け研修
・中高生向け研修
・講師育成講座
・Ruby技術者認定受験費の一部補助

○普及啓発
・RubyWorld Conference開催支援
・企業の取組状況の調査及び活用事例をまとめた冊子作成
・普及啓発セミナー

○Ruby利用開発促進、導入促進支援
・県システムの研究開発
・Rubyシステム導入における市町村支援

■Ruby関連の主な取組
○人材育成
・技術者向け研修
・中高生向け研修
・講師育成講座
・Ruby技術者認定受験費の一部補助

○普及啓発
・RubyWorld Conference開催支援
・企業の取組状況の調査及び活用事例をまとめた冊子作成
・普及啓発セミナー

○Ruby利用開発促進、導入促進支援
・県システムの研究開発
・Rubyシステム導入における市町村支援

■課題
○ライブラリのメンテナンス、バージョン対応について確実性の担保

○企業等の民間分野ではRubyによる導入実績が増えておらず、こうした市場でのRuby利用の促進

○サポート体制の構築

○情報量の不足

■課題
○ライブラリのメンテナンス、バージョン対応について確実性の担保

○企業等の民間分野ではRubyによる導入実績が増えておらず、こうした市場でのRuby利用の促進

○サポート体制の構築

○情報量の不足



会員登録概要（自治体・支援機関）

16
会員登録票の回答から作成

■主な解決策
○Ｒｕｂｙが他の言語に比べて強い優位性があることについての検証・実証及び見える化

○民間分野でのRubyの導入事例を収集し、情報発信

○問題が発生した際のサポート体制を構築

○Rubyの言語としての特徴を活かす（他の言語に比べた優位性を強調した）ビジネスモデルの構築

■主な解決策
○Ｒｕｂｙが他の言語に比べて強い優位性があることについての検証・実証及び見える化

○民間分野でのRubyの導入事例を収集し、情報発信

○問題が発生した際のサポート体制を構築

○Rubyの言語としての特徴を活かす（他の言語に比べた優位性を強調した）ビジネスモデルの構築

■主なフォーラムへの期待
○課題等の抽出、課題解決に向けた有識者（ITビジネス関係者、技術的な専門家）による議論

○経営者、中堅以上のエンジニア層だけでなく、若手エンジニア、Rubyコニュニティを取り込んだ議論の場の醸成

○Ruby普及への取組情報、先進および失敗事例の紹介などの情報収集及び発信

○Rubyを、産学官共通認識のもと、中国地域のＩＴ産業振興の起爆剤、地域資源として、隅々まで浸透させていくための、適切
な施策の確認・実践・推進

■主なフォーラムへの期待
○課題等の抽出、課題解決に向けた有識者（ITビジネス関係者、技術的な専門家）による議論

○経営者、中堅以上のエンジニア層だけでなく、若手エンジニア、Rubyコニュニティを取り込んだ議論の場の醸成

○Ruby普及への取組情報、先進および失敗事例の紹介などの情報収集及び発信

○Rubyを、産学官共通認識のもと、中国地域のＩＴ産業振興の起爆剤、地域資源として、隅々まで浸透させていくための、適切
な施策の確認・実践・推進


