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平成２４年３月３１日 
中国経済産業局 電子・情報産業担当 



各県におけるRuby人材育成等に向けた 
自律的な取組が開始 

 
2006年、IT産業振興のための地域資源として着目、 
「Ruby City MATSUE Project」開始  

 2007年、Ruby,Railsのエンジニア育成講座 
 開設など人材育成に注力 

中国経済産業局におけるＲｕｂｙビジネス支援のこれまでの流れ 

まつもとゆきひろ氏により
1993年開発、1995年公開 

OSSとして設計情報公開、 

島根県松江市在住 

2010年、 
「ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム」 
設置 

Ruby拠点可能

性提言、近隣他
県への普及 等 

技術力の集積・
開発実績の蓄
積 等 

地域のオープン
ソース開発コミ
ニュティの形成
等 

R
u

b
y

の
普
及
、
開
発
拠
点
の
基
盤
強
化
支
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●Ruby開発・普及拠点化に向けた動き 

各県 

やまぐちRuby 
研究会 

おかやまRuby

ビジネス活用
推進事業 

2004年、webア

プリケーション
フレームワーク
「RubyOnRails
（Rails）」がリ

リース、一気に
注目 

中国経済産業局 

島根県 

松江市 

2011年7月、一般財団法人
化 

地域ITベン
ダのrubyビ

ジネスへの
参入促進 

支援プラットフォーム
の構築・拠点化 

 
ISO化 

 
2012年、

公益財団
法人化 

■ネットワーク拡充■情報発信 
■専門家派遣■ビジネスモデル構築 

Rubyを 

起爆
剤に 

クラウドビジネスへの展開を視野に入れ、
地域ITベンダの新たなビジネスモデル
構築に向けた各種取組を実施。 

Ｒｕｂｙビジネス 
参入・拡大 
・Ｒｕｂｙ活用 
促進セミナー 

Rubyビジネス 
モデル構築 
・Rubyビジネス
モデル研究会 

・技術・事業化
専門家派遣 

Ｒｕｂｙビジネ
ス課題解決 

・ビジネス課
題解決WG 

Ｒｕｂｙビジネ
ス販路拡大 
・販路開拓 

取組 

●2011年度「ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム」活動内容 
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新たなITソリューションを提供
することのできる「次世代IT産
業」の創出を目指す 
「顧客ニーズに柔軟に対応した質の高い
サービス」「ビジネス確保に直結する素早い
サービス」「低コストのサービス」など 

目標 

2011年3
月JIS化 

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」 
 の平成23年度活動内容 

これまでのRubyの普及・発展に向けた活動に加え、Rubyを活用した新たなビジネスの創出に向けた活動を支援。 

「Rubyを活用した新たなビジネス創出に向けて2011」 

フォーラムの活動報告、最新情報や先行事例等の紹介（年2回程度） 

      Ruby 
      ﾋﾞｼﾞﾈｽへの 
      参入・拡大 

Ruby活用促進セミナー 

●Rubyビジネス参入事例等の紹介 

     Rubyビジネス 

      の販路拡大 

販路開拓 

●大規模IT総合展におけるフォーラム会員のPR 

新たなITソ

リューションを
提供すること
のできる「次
世代IT産業」
を創出 

Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ 
の取組度合 

浅 

深 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

          Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 

          の構築 

Ruby活用ビジネスモデル研究会 

●クラウドビジネスにおけるRuby活用の検証、
課題の浮き彫り化 

技術・事業化専門家派遣 

●Rubyビジネスの確立に向けた技術面・事業化
面のサポート 

Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ 
の課題解決 ●Rubyビジネス参入障壁等の課題解決の検討 

ビジネス課題解決ワーキング 
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Rubyを活用した新たなビジネス創出に向けて 2011 in 松江 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

【日時】平成23年10月17日（月） 14:30-17:00  【場所】松江テルサ４階大会議室（松江市朝日町） 
【主催】ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム  

中国経済産業局長 井辺 國夫 

－ ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラムは新しい進化の時期を迎えた － 
 
○使いやすさや拡張性などの利点を有するRubyに着目し、如何にIT産業を集積させていくかに注目。 
○JIS化、ISO化への対応、Rubyアソシエーションの一般財団法人化による拠点整備など着実に歩を進めており、当局で
は、それを側面支援することが重要と考える。 
○ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラムは、本年度、参入課題の解決やビジネスモデルの構築などに取組み更にその
上の視点に立ち、島根以外の地域でも広報活動や連携を深めていくなど、新しい進化の時期を迎えている。 

 

電子・情報産業担当参事官 稲原宏昭 

－ Rubyを活用した新たな
ビジネスの創出に向けた活
動を支援 － 

○平成23年度は、地域ITベンダのRubyビジネス
への参入促進を図るため、Rubyビジネスへの
取組度合いに応じて、各企業のステージに適
合した支援を提供。 

一般財団法人Rubyアソシエーション 副理事長 前田修吾氏 

○Rubyアソシエーションは、人的・財政的基盤も脆弱であったため、平成23年7月に
一般財団法人へ移行し、人的リソースの拡充と財政基盤の強化を図った。 

○新しい組織体制のもと、 
人材育成に関するRuby技術者認定制度への対応 
 Ruby開発支援事業による開発プロジェクトの公募支援 
 Ruby標準維持事業によるISOの認証取得への対応 
 RubyWorld Conferenceをはじめ、全国でのセミナー活動の開催などの情報発信
事業 

を直営事業として実施。 
 
○更には、技術サポートを提供するIT企業を認定するなどの認定事業なども実施の
予定。 

－ 財団法人という新組織体制のもと、Rubyアソシエーショ
ンの機能強化を推進 － 

参加
110名 
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Ruby言語開発者 まつもとゆきひろ氏 

－ 小さい開発をたくさん行っていく時代の到来。 
     Rubyで新しいアイデアを試す。ソフトベンチャーの成功に期待 － 

○2007年は、Rubyを「知っている」から「使い始めた」に展開。楽天技術研究所のフォローに就任し、日経BP大賞も
受賞。ビジネス領域でRubyが使われるようになった「第１の節目」の年。2009年に日本ものづくり大賞受賞で更に
ブレーク。 

○2011年は、「クラウド２（＝次世代クラウド）の言語はRuby」と評価するセールスフォース社のチーフアキテクトに就任した他、RubyがJIS化さ
れ、Rubyアソシエーションが財団法人化されるなど、ビジネスRubyにとって「第2の節目」の年となった。 

 
○米シリコンバレーでは、毎年数十、数百の企業が立ち上がっているが、最近は半数程度がRubyを使ったサービスを展開。家電量販店最大
手ベスト・バイ、ウォルト・ディズニー、ワーナー・ブラザーズなど米国の大手企業にも採用が広がっている。 

 
○最近のシステム開発では、「短い開発期間」、「小さなチーム」、「未来への拡張性」が重要なキーワード。一説では、大規模開発の8割は失
敗。これからは、「小さい開発」をたくさん行っていく時代。これまでのRubyは、サーバ連携の開発が大変であったが、HerokuやIIJのPaaS
を使うと、手元のパソコンでアプリを開発し、Herokuの環境にコピーして実際に動かせる。 

 
○Rubyは、IT業界の「Rollingstone」を提案。常に人々の手によってRubyを「動かす」ことで苔むさない「使える」Rubyとしていく。 

株式会社カカクコム 食べログ本部副本部長 宮島壮洋氏 

－ “食べログ”の大規模サイトがトラブルなく動いている、そのこと自体がRubyの信頼性の証 － 
 
○食べログは、最初はASP言語で作られていたが、改良・改良で大変であり、処理に限界。一方、Ruby言語は注
目を集めていたが、大規模サイトの実績がなかったため、技術検証を行い、パフォーマンスを何度もチェックした。 

○当時の食べログは赤字。サービスの成長期にあり、3人で開発に着手。3ヶ月遅れたが6ヶ月後の2007年10月にリリース。リニューアル当時の
ユーザは200万人だったが、現在はユーザ3000万人、アクセス数7億回/月に達している。この大規模サイトがトラブルもなく動いていることが、
Rubyの信頼性を示している。 

 
○Ruby導入のメリット 
 ◆コード量が圧倒的に尐ない。 ◆可読性が高く、余分な設計仕様書を作らなくてもコードを読めば理解でき、新人教育も簡単。 ◆デザイナー
と分業が可能。デザイナーが直接テンプレートを記述でき時間短縮。 ◆Rubyは注目度が高い。 ◆日本最大のRubyサイト実績で、技術力
が評価され、新規採用がし易くなった。 

○Ruby導入のデメリット 
 ◆Ruby自体のデメリットは、ほとんどない。 ◆Ruby on Railsでは、大規模化に不向き。バージョンアップ対応が大変。◆マシンパワーで、多く
のメモリを使う。（食べログではデメリットになっていない。） 5 



国立大学法人島根大学 総合情報処理センター長 野田哲夫氏 

【総括】 
－ 様々な産業でRubyが活用され、中国地域の産業が活性化していくことが重要 － 
 
○中国地域が得意とする産業でRubyが活用されるようになることが、本年度のフォーラムの目的の一つであり、産業の
活性化につながっていくことが重要。 

 
○カカクコムでは、データベースとの連結などの課題を克服されているが、簡単に解決できないところにビジネスチャン
スがある。 

 
○Rubyビジネスを展開する中で、課題があれば、その解決方法をフォーラムの中で検討していきたい。フォーラム活動
に積極的に参加いただき、Rubyビジネスを中国地域全体に広げていくために協力いただきたい。 

参加者アンケート結果 

参加者の所属業種 まつもと氏と宮島氏の講演の感想 Ｒｕｂｙビジネスの展開について 

回答81人 
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Rubyによるシ

ステム開発に
適したﾋﾞｼﾞﾈｽ
を探る 

Rubyビジネス

に参入した成
功事例に学
ぶ 

Ruby活用促進セミナー 
ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

Rubyビジネスへの参入・拡大に向けて 

Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ

に関心がある、
Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ
に不安がある 

 
 
■事業イメージ 
 

○中国地域以外における中小ITベンダの成功
事例を紹介することで、ユーザの抱えるIT化の
課題解決にいかにRubyが有効かということの
「気付き」を地域ITベンダに得ていただく。 
 

○実施会場：岡山、広島、山口とし、各県情報
産業協会と連携して実施する。 
 
 
 
 

岡
山 

中小ITベンダが自治体と協業で取り組み、自
治体向けRubyシステム導入に成功した事例
を紹介。 

広
島 

中小ITベンダが、クラウドに着目し、クラウド型

アプリケーションの開発・導入に成功した事例
を紹介。 

山
口 

中小ITベンダが、アジャイルを活用した新たな
ビジネスモデルの構築に成功した事例を紹介。 

Ruby拠点 
（島根） 

以外の地に
おいて 

  事例を
学ぶ 
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Ruby活用促進地域リレーセミナー  in  岡山 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

【日時】平成24年2月13日（月） 13:30-16:30  【場所】岡山国際交流センター5F会議室1（岡山市北区奉還町） 
【主催】ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム  

サイトブリッジ株式会社 代表取締役 貴田秀資氏 

「国産オープンソースCMS「Joruri」をテーマとしたRuby実践活用」 
○自治体CMSに関する仕様は、50～300項目と細かく、半分は標準機能で対応し、半分はカスタマイズ対応。 
○コア部分を含めて自治体向け機能が実装されており、要望に応じて、コアをいくらでも修正可能。 
○OSSなので、自治体はベンダロックインされず、地元のベンダに作ってもらえる。 
○北海道から九州まで導入されており、当社が直接導入したものではなく、各地のベンダが使ってくれたもの。 
○自治体クラウドで徳島県内の11市町村に導入し、市町村の初期負担はなく、月額の運用費だけで対応可能。 
○OSSカンファレンスでのPR効果が最も大きく、ここでPRしないと普及しない。 

リバティ・フィッシュ株式会社 代表取締役 石丸博士氏 

○当所は制御系のシステム開発企業で、業務系の経験はほとんどなく、制御系の仕事が急減したため、OSSに着目。 
○関西でRubyビジネス推進協議会を立ち上げ、参加企業間で受注した仕事をもとにノウハウを共有し、リスクを分散し
ながら、ビジネス開発しようとしている。 

○フロンティア領域でIT化が遅れているところ、医療、介護などはOSSで対応していく必要がある。 
○紙をデジタル化し、外国語対応も行い、クラウドによるタブレット端末での問診票などのシステムを開発。 

「Ruby開発事例 ～クラウドサーバーとして活用～ 」  

参加 
28名 

社団法人システムエンジニアリング岡山 Ruby普及コーディネータ 宇野寛三氏 

○中高生を対象にRuby集中講座を7月の毎週土曜日に開催。まちづくり三鷹のテキストを活用し、Rubyのゲーム
作りを実施。 

○大学生、専門学校生を対象に、IT業界の後継者育成を目的にRuby入門講座を合宿方式で実施し、20名が参加。 
○中高生のプログラミングコンテストを岡山と三鷹の2箇所で開催し、三鷹市で開催された国際コンテストで、岡山
の学生2人が優秀賞を受賞。 

「中高生国際Rubyプログラミングコンテスト入賞の紹介 」  
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Ruby活用促進地域リレーセミナー  in  広島 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

【日時】平成24年2月1日（水） 13:30-16:00  【場所】メルパルク広島5F瀬戸の間（広島市中区基町） 
【主催】ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム  

株式会社日立ソリューションズ 技術開発本部 本部長 正村 勉氏 

「Ruby on Railsを適用したシステムの事例紹介」 
○しまね海洋館アクアスのシステムをRubyで作り、コンテンツデータを子供でも使えるように、展示システムをタッチパネ
ルに変更。任天堂DSも使えるようにし、データ登録・配信するためのコンテンツ管理サーバーの操作は職員が行う。 
○システム要件を決めるとき、担当者はシステムに詳しくないので、具体的なやり方は明確でなかった。そこで、紙の仕様
書は書かないで、動く仕様書を作って見せて、開発を進めていった。 
○システム全体を機能単位に分割し、意向を確かめてレイアウトを作り、1週間ごとに見てもらって、修正を繰り返した。 
○当初、お客様は画面レイアウトなどのイメージが乏しい状態だったが、実機を使ってレイアウトを示すと、システムを使う
立場になって見ることができ、要望が変わってくる。 
○RubyはJavaの1/3～1/5のコード量で対応できるから、このようなやり方はRubyだからできること。 
○最近は、Rubyの依頼が多くなってきている。国の基幹システムなどJavaで360キロもある大きなシステムは、全部

Rubyで書き換えており、Rubyで書き換えると150キロを切る。 

小松電機産業株式会社 情報システム部 廣江 深氏 

○上下水道の監視システムは、役場に設置されたホストコンピューターで処理していたが、システムの立ち上げやメ
ンテナンスにかなりコストがかかり、全国展開できる状態になかった。 

○2003年にシステムの刷新を行い、Linux上に構築。ネットワーク応用通信研究所と共同開発し、ペアプログラミン
グで実施。2003年7月にサービスを開始し、その後の機能追加や保守メンテナンスは、当社が実施。 

○Rubyは、一からシステムを作るのに適しており、他の言語では工数がかかる。Rubyは、間違いがあった場合も、
修正を手早く、尐ない工数で行うことができる。 

○現在、全国250市町村、500施設以上で利用されており、サーバーは東京都のNTTデータセンターを活用。 

「Rubyを利用した上下水道施設監視システムについて」 

参加 
52名 
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Ruby活用促進地域リレーセミナー  in  山口 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

【日時】平成24年1月27日（金） 13:30-16:30  【場所】新山口ターミナルホテル2Fオーロラの間（山口市小郡） 
【主催】ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム  

株式会社ノーチラス・テクノロジーズ 代表取締役社長 最首英裕氏  

「Rubyによるアジャイル開発、成功のポイント」 
○Gumiという会社はゲームで大成功し、設立5年で1日1億円の売上げ。福岡オフィスを開設した理由は、福岡にはエン
ジニアがいそうだから。サーバーエージェントや楽天も同様の理由で福岡に開発拠点を設置。 
○Rubyは、まじめに取り組んでいると相当仕事がある。Gumiは福岡でエンジニア60名を雇用。このような企業が求めて
いるのは、Rubyに詳しい人ではなく、Rubyらしい開発をできる人を求めている。その一つがアジャイルとの組合せ。 
○ウォーターフォールの要件定義は、状況が分かっていない時に、全てを決めることになる。作業を進める中で、いろいろ
分かってくるが、アジャイルと違って要件定義されているため、変更できない。 
○九州電力の基幹処理システムで、分散処理を導入し、その結果、従来70時間かかったことを20分でできるようにした。
このようなことを、開発会社ではなく、ユーザー企業がやりはじめるようになってきた。 
○開発とはテストに合致するコードを作ることであり、コードに手が加わったら、必ずテストをする。テストと設計の時間を
短縮すると、生産性があがる。テストの稼働確認がRubyでは簡単にでき、そのような道具がRubyとアジャイルには充実
している。 

株式会社アールラーニング Webグループ マネージャー 鈴木達也氏 

○当社は、2007年からRubyのアジャイル手法の開発を実施してきており、3年間で売上げは10倍。 
○TIS（旧ユーフィット）のグループウェアである「ナレジオン」の開発にあたり、クライアントが求めたものは開発のスピー
ド感。 

○Rubyとアジャイル開発を成功させるポイントは「時間の捻出」「スピード感」「変更を恐れずRubyを活かしきる」の3点。 
○簡易ホワイトボードを用意し、社内のどこでもその場で検討できるようにするなど、徹底的に無駄を省き、時間を捻出。 
○プロパーと外部の開発スタッフは別の場所で仕事をする社内ルールであったが、来訪者用ミーティングスペースで作
業し、仕様変更に随時対応できるようにしてスピード感を出した。 

○Rubyは、Javaと比較し尐ないコード量で済むが、それによるプログラム全体への影響が大きくなるため、膨大なテスト
範囲が必要となる。そのため、開発者と同程度の人数のテストチームを構築し、次々に変更が発生してもそれを許容
出来る体制を組んで、変更を恐れずRubyの良さを活かしきった。 

「大企業でのRubyによるアジャイル開発に大切な3つのこと」 

参加 
25名 
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Ruby活用促進地域リレーセミナー   

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

参加者アンケート結果 

【ご意見・ご要望】 
○Rspecの実践セミナーの開催を要望。 
○TDDの実践（オペレーション等）セミナーの開催を要望。 
○事例紹介や開発の進め方など大変参考になった。 
○Ruby知識を十分持たないままの参加で、理解できない箇所もあったが、Rubyに興味を持てた。 
○実際のシステムの紹介であり、特に開発プロセスの箇所は大変勉強になった。 
○使用する立場の視点からの講演であり、実際にどのように使っていけるのか考え方の参考になった。 
○こうしたイベントを継続して開催されることを期待。 

参加者の所属属性 Rubyビジネスの展開について 

回答：77人 回答：72人 

岡山会場 

広島会場 山口会場 

サイトブリッジ リバティフィッシュ 

日立ソリューションズ 小松電機産業 ノーチラス・テクノロジーズ アールラーニング 
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ｸﾗｳﾄﾞﾋﾞｼﾞﾈｽ
に着目した 
Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽの
検証、課題の 
  浮き彫り化 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ 

構築に向けた
ﾍﾞﾝﾀﾞとﾕｰｻﾞｰ
のﾈｯﾄﾜｰｸの
構築 

Ruby活用ビジネスモデル研究会 
ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

Rubyビジネスモデルの構築に向けて（１） 

Ruby 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙ
が構築したい 

 
 

 
■事業イメージ 
 

○フォーラム会員から上記「重点６分野」に
おいてＲｕｂｙビジネスモデルになりうるテー
マを公募により選定。 
 

○それぞれの例題に数回程度の研究会を
実施し、その内容を公表。 
 
 
 
 

重点支
援分野 
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■Ruby活用ビジネスモデル研究会 
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中山間地域に小規模圃場が点在 効率的な圃場管理が困難 

営農、作目別に収集・分析した各種データや大規模圃場との比較検討 

中山間地域の抱える課題の整理 

研究会で目指すRuby活用アグリビジネスモデルの方向性の検討 
 
     対象にすべき作目、圃場規模等の整理。 
     課題解決のアウトプットは、生産性効率の向上か、付加価値の向上か。 

メンバー：（株）ワコムアイティ 

         広島大学、近畿中国四国農業研究センター 



■中山間地域の農業の現状 

• 中国地域は、総土地面積の85％（全国73％）が中山間地域で
あり、中山間地域での農業産出額が55％（全国39％）と割合が
大きい。 

      条件不利地域での農業 

 

• 過疎化・高齢化が進展しており、中山間地域では、農業就業人
口が5年間で21％減尐し、65歳以上の農業者が7割超。 

     限界集落、過疎化、高齢化、後継者不足 

 

• 平均作付け規模が1ha未満と小さい。 

      小規模圃場が点在、圃場が集約できない 
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■果樹類農家の現場課題（ヒアリング結果） 
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•点在しているハウスを移動しながら管理。 

•ハウスの温度管理、湿度管理が必要。 

•樹勢判断や着果量の判断、収穫時期のタイミング。 

ハウス管理 

・育成管理 

•直接的な樹木の状態の確認が必要。 

•適切なタイミングでの病害虫の防除が必要。 

•被害が見えにくく、葉っぱの色が変わってからでは対処が遅い。 

病気・ 

害虫管理 

•栄養障害や過剰施肥による障害が、生産効率に影響。 

•ぶどう栽培では、土壌水分管理が品質に影響。 

•施肥量やかん水時期などのタイミング。 

土壌・ 

施肥管理 

•農家の高齢化・過疎化が進み、後継者問題が発生。 

•適切な技術継承が困難。 

•世代交代、Iターンへの対応として、新人育成が必要。 

技術・ 

ノウハウ継承 

•複数作物の栽培をする 

•規模を拡大する リスク分散 



■果樹類農家の課題解決方法 
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ハウス管理・育成管理 

点在しているハウスを移動しながら管理。 遠隔でのリアルタイム監視（映像、温度） 
温度アラート（温度上昇・温度低下） 
遠隔からのハウス窓開閉 
遠隔から防霜用スプリンクラー制御 
加温機制御による自動温度調節 

ハウスの温度管理、湿度管理が必要。 

樹勢判断や着果量の判断、収穫時期のタイミング。 糖度と酸度の計測・管理（※ワインの場合） 
全国各地の作業時期通知システム 
（展葉期、芽かき、開花期、追肥等の前線予想） 

病気・害虫管理 

直接的な樹木の状態の確認が必要。 遠隔指導システム 

高解像度遠隔監視カメラによるモニタリングシステム（農家、技術センター、指導員との画像
情報を共有） 

適切なタイミングでの病害虫の防除が必要。 樹木診断支援システム 
病害虫の知識の検索システム 
（県の普及員による診断結果も入力してもらう） 被害が見えにくく、葉っぱの色が変わってからでは

対処が遅い 

土壌・施肥管理 

栄養障害や過剰施肥による障害が、生産効率に影
響。 

アグリサーバ 
センシングデータ管理システム 
施肥・農薬作業管理システム 
（土壌の成分分析の管理を行い、必要な施肥量を助言） 
自動潅水システム 
（土壌水分量を把握し、適切な散水量や水はけ処理の助言） 

ぶどう栽培では、土壌水分管理が品質に影響。 

施肥量やかん水時期などのタイミング 

技術・ノウハウ継承 

農家の高齢化・過疎化が進み、後継者問題が発生。 遠隔指導システム 
施肥・農薬作業管理システム 
樹木診断支援、病害虫の知識検索システム 適切な技術継承が困難。 

世代交代、Iターンへの対応として、新人育成が必要 

リスク分散 

複数作物の栽培 遠隔指導システム 
遠隔でのリアルタイム監視 

規模を拡大する 



■課題解決方法の構築に向けて 
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ユーザー目線に立ち、それぞれ得意とする分野を有する企業が協
業することによりいち早く安価なサービスを提供 

ワコムアイティの
技術・ノウハウ 

他社が保有する
技術・ノウハウ 

中小企業の技術・ 

ノウハウの連携による 

集中監視・制御型 

アグリシステム 

既存技術の組合せによる、新たなソリューションの提供 



ビジネス課題解決ワーキング（WG) 
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Ⅱ Rubyビジネス成功のポイント 
   ～課題を乗り越えた解決方法～   事例１ 

株式会社ローハイド（東京） 
資本金：1,000万円、従業員：6名 

対応分野：基幹系システム（データベース） 
取引先：日本最大手飲食チェーン、各種スポーツ団体等 

  

課題「Rubyの知名度が低い、信頼性に不安、将来性に不安」 
  

ここがポイント： 
企画提案の際、エンジニアがユーザーの所に直接出向き、Rubyで構築
したプロトタイプでデモすることにより、システムに対する不安を解消。 

この提案方法を地道に繰り返すことにより、ユーザーの不安を解消。 

今では、当社の不安は払拭。 
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Ⅱ Rubyビジネス成功のポイント 
    ～課題を乗り越えた解決方法～   事例２ 

  

株式会社アイ・ディ・エス（徳島） 
資本金：2,800万円、従業員：24名 

対応分野：CMS、HP開発 

取引先：自治体等 

  

課題「Rubyを含めた提案力が必要」 
  

ここがポイント： 
徳島県と共同開発したCMS（コンテンツ・マネージメント。システム）
「Joruri」をオープンソースとして公開。この「Joruri」を他社が利用してく
れることにより、「Joruri」の導入が進み、当社の知名度がアップ。また、
この「Joruri」の普及が、導入実績を重視する自治体への参入を容易に
した。 
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Ⅲ Rubyビジネス成功のポイント 
   ～ビジネスでのRubyの活かし方～   事例３ 

  
株式会社永和システムマネジメント（福井） 
資本金：6,168万円、従業員：222名 

対応分野：BtoCサービス、CMS 

取引先：BtoCサービス事業者等 

  

課題「Rubyを含めた提案力が必要」 
  

ここがポイント： 
Webインターネット活用型BtoC等のシステムは、ページ構成の変更や機能追加
が頻繁に発生する。これらの変更に対しRubyを用いると早く、臨機応変に機能拡
張できることから、顧客への企画提案に際し、Rubyのメリットを付加し、他社のシ
ステムとの差別化を実現。 

また、Rubyのコミュニティと関わりの深い社員たちからの「Rubyで開発がしたい」
という熱い要望と自社からのRuby情報発信のおかげで、言語にこだわらない顧
客からも「Rubyによる提案力」が認められ、Rubyを使用したシステム開発案件が
増加した。 
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Ⅲ Rubyビジネス成功のポイント 
   ～ビジネスでのRubyの活かし方～   事例４ 

  

リバティ・フィッシュ株式会社（大阪） 
資本金：800万円、従業員15名 

対応分野：クラウド開発（タブレットアプリ） 
取引先：病院、介護施設等 

  

課題「Rubyを含めた提案力が必要」 
  

ここがポイント： 
Rubyは他のソフトウェアと連携する必要がある場合、ライセンスにしばら
れることなく接続して動作させることが出来、相互運用性が高く、拡張性も
柔軟に対応できる。このRubyの優位性により、プログラミングの際の工数
が尐なくなり、開発コストが大幅に低減できることから、１００万円位コスト
ダウンできたことで競合に打ち勝つことが出来た。 
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Ⅲ Rubyビジネス成功のポイント 
   ～ビジネスでのRubyの活かし方～   事例５ 

  

小松電機産業株式会社（島根） 
資本金：10,000万円、従業員：90名 

対応分野：上下水道管理システム 

取引先：自治体 

  

課題「Rubyを含めた提案力が必要」 
  

ここがポイント： 
当社はシステム開発を専門に行うソフトウェア企業でなく、開発スタッ
フが尐ない状況で、納入・立ち上げ後もユーザーからの機能変更にす
ばやく対応しなければならない。Rubyは他の言語と比べて、「コーディ
ング量」が尐なく、尐人数の開発メンバーで、全てが対応できた。 
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東和ハイシステム株式会社（岡山） 
資本金：4,000万円、従業員：115名 

対応分野：歯科問診票管理システム 

取引先：歯科医院 

  

課題「Rubyを含めた提案力が必要」 
  

ここがポイント： 
短期間で製品を開発、市場へ投入という自社のビジネスモデルには
Rubyが最適と考え、競合が20社もある価格勝負の世界で、同じシステ
ムを他の言語（objectiveCなど）でプログラムするのと比べてステップ数
が尐なくてすみ、短期間で製品をリリースできることを武器に競合他社
との優位性を確保。 

Ⅲ Rubyビジネス成功のポイント 
   ～ビジネスでのRubyの活かし方～   事例６ 
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大規模IT 

総合展にお
けるフォーラ
ム会員自らに
よるPR機会を
演出 

大規模IT総

合展でフォー
ラム会員を紹
介 

販路開拓 
ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

Rubyビジネスの販路拡大に向けて 

自社の 
Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ
をPRしたい 

 
 
 
 
■事業イメージ 
 

○2011年10月、ひろしまIT総合展2011においてちゅ
うごく地域のＲｕｂｙビジネスをPRするためのデモンス
トレーション、カタログ展示・配布、プレゼン等を行い、
来場企業とのビジネスマッチングのきっかけづくりを
演出。 
 
○Rubyﾋﾞｼﾞﾈｽ拡大のための支援体制のポスター展
示や説明カタログなどを配布・説明し、主に本展示会
の出展ＳＩ企業を含めたＳＩ企業にＲｕｂｙによる開発の
優位性をアピール。 
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ひろしまIT総合展2011における販路開拓 
2011年10月26日（水）～28日（金） 

○3日間で約１万8千人のITユーザーやITベンダが来場した「ひろし
まIT総合展2011」において、ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム
として出展。 
○Ｒｕｂｙビジネス及び組込みビジネスをPRするためのデモンスト
レーション、カタログ展示・配布、プレゼン等を行いました。 

ブースの様子④ 

◆ブース来場者数：６８３人  ◆事後フォロー件数：１２２件 
◆商談継続中：１件  ◆Ruby技術者派遣：1件 

井辺中国経済産業局長挨拶 テープカットの様子 ブースの様子① 

ブースの様子②（中央が
まつもと ゆきひろ氏） 

デモンストレーション
の様子① 

プレゼンの様子 

ブースの様子③ デモンストレーション
の様子② 

26 



Rubyを活用した新たなビジネス創出に向けて 2012 in 岡山 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

【日時】平成24年3月21日（水） 13:00-14:50  【場所】岡山ロイヤルホテル（岡山市北区絵図町） 
【主催】ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム  

【講演】株式会社インターネットイニシアティブ マーケティング本部企画部担当部長 高地圭輔氏 

「Ruby PaaS「MOGOK」とその活用への期待」 
 
○Ruby PaaS「MOGOK」を活用すれば、サーバー構築やサーバー連携等の面倒な開発を行うことなしに、開発したア
プリケーションをすぐに実行することができ、ITベンダ本来のアプリケーション開発に集中することができる。 

 
○「MOGOK」の活用事例では、震災で被災した大槌町のHPを新たにCMS「Joruri」で復旧。オープンソースソフトウェア
である「Joruri」とクラウドインフラサービス「MOGOK」の連携による自治体クラウドを進める。その特徴は以下のとおり。 

  ・コストの最適化（ソフトウェアライセンス費用が不要、仮想化による割り勘効果等） 
  ・災害時の対応力強化（データセンターでの分散保管等） 
  ・自治体間連携（データ・操作性の標準、テンプレート活用、運用ノウハウの共有等） 
  ・公平な競争、ロックイン（囲い込み）の解消（ソースの公開、ブラックボックス化しない、地場企業の参入等） 

【会員の活動紹介】株式会社ネットワーク応用通信研究所 代表取締役 井上 浩氏 

参事官（電子・情報産業担当） 

参加42名 

「Ruby PaaSを使って、こんなに簡単・早期にSNSアプリを開発しました」 
 
○Rubyを活用した具体的なシステム開発をすることにより、中国地域におけるRubyビジネスの展開の動きを加速させる
ことを目的に、Ruby活用システムやクラウド環境の整備に向けた開発実証を実施。 

 
○Ruby PaaS上に構築しやすいようにSNSのパッケージを開発し、企業に役に立つSNSとなるための機能追加・改良や
ドキュメント整備を実施。 
○開発環境の整備として、パッケージを展開しスクリプトを実行すれば良いように調整し、Ruby PaaS上で簡単にデプロ
イできるように開発環境を整えた。 

 
○成果物として、開発環境を整えるためのパッケージ、ツール、ドキュメントを当フォーラム会員に提供するとともに、SNS
のソースコードを公開。 
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株式会社MEDIAS 代表取締役 松田圭市氏 株式会社ワコムアイティ 代表取締役 今岡克己氏 

「ちゅうごく地域Rubyビジネスフォー
ラム活動の成果報告」 
 
○「Ruby活用促進地域リレーセミナー」

Rubyビジネスへの参入・拡大に向けて、
山陽3地域でセミナーを開催。 

「Ruby活用アグリビジネスモデルの検討の
取組み」 
 
○中山間地域の抱える農業の課題を整理し、IT
を活用した農業の高度化を実現するため研究
会を開催。 

【総括】座長（国立大学法人島根大学 総合情報処理センター長） 野田哲夫氏 

【総括】 
－ 各企業が得意とする分野で企画提案力を発揮し、様々な産業でRubyビジネスが展開されていくことを期待 － 
 
○米国のベンチャー企業では、サービスのスタートアップ時に使用する言語として、早くサービスを開始できて、機能
拡張が容易なRubyが多く活用されている。 

 
○Webシステムや業務システムでのRubyの活用が進み、こうしたシステムが、今後はクラウドサービスに変わってく
る。システム開発もクラウド環境で行われるようになり、容易にデプロイが行えるなど、簡単にシステム開発できる
ようになり、Rubyビジネスへの参入障壁がより一層低くなってくる。 

 
○参入障壁が低くなることにより、競争が活性化し、企業の企画提案力がより重要になってくる。農業分野での取組
などは、IT分野の市場拡大が期待されている。 

○中国地域が得意とする産業や各企業が得意とする産業分野で、Rubyビジネスが展開されていくことを期待。 

○「Rubyビジネス課題解決ワーキング」 
 Rubyビジネスの事業化に成功した事例を題材に、課題を乗り
越えた開発方法を抽出し整理。 
 
○「ひろしまIT総合展2011における販路開拓」 
ひろしまIT総合展に出展し、RubyビジネスをPRするためデモや
プレゼン等を実施。 

○広島大学と近畿中国四国農業研究センターを研究会メンバーに
迎え、中山間地域の農業の課題等を整理。 
 
○当社のアグリサーバー等の技術・ノウハウ等を踏まえ、「ぶどう」を
中心とした果樹類生産農家を対象に、ITシステムの構築を検討。 
 
○果樹類農家等の現場課題をヒアリングし、今後、課題解決の方法
や事業化に向けた検討を行い、これらの結果を公表予定。 

平成23年度成果報告 
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Rubyを活用した新たなビジネス創出に向けて 2012 in 岡山 

ちゅうごく地域Rubyビジネスフォーラム 

参加者アンケート結果 

【ご意見・ご要望】 
○クラウド環境でのRubyのビジネス利用情報は、大変意義あるものと思う。 
○今後の開発・リリース計画や、利用シェア・市場規模・エンジニア数などのマーケティングに関する情報提供を希望。 
○Rubyの成功事例をたくさん伝えていくことが大切。「まだまだ不安」という声に対して、小さくていいので事例を数多く紹介した方が良い。 
○Rubyでなければできない、または、Rubyの方が有利なビジネスを明確化してほしい。 
○Rubyシステムに対し、①FW全般、②問題、課題解決のネットワーク、③運用管理ツール等、全く分かっていないのが実情 
○Rubyビジネスでの展開例がよくわかった。 

参加者の所属属性 

回答：23人 

インターネットイニシアティブ ネットワーク応用通信研究所 成果報告 

Rubyビジネスの展開について 
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