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Rubyの標準化	

•  2012　ISO/IEC 30170　制定 
•  2011　ISO/IEC JTC 1にFast Track提案 
•  2011　JIS X 3017　制定 

 
•  2008　Ruby規格原案作成開始 

イメージを表示できません。メモリ不足のためにイメージを開くことができない
か、イメージが破損している可能性があります。コンピューターを再起動して再
度ファイルを開いてください。それでも赤い x が表示される場合は、イメージを
削除して挿入してください。



なぜ標準化を行うのか　（問い）	

•  標準化は社会貢献？ 
 

•  製品があるのに、いまさら設計図がいるの？ 
 

•  標準と製品の仕様書の公開は何が違うの？ 
 

•  標準化にはコストがかかるんだよね？ 
 

•  標準は技術にとっては、制約だよね？ 
 

•  標準ってお金になるの？ 



なぜ標準化を行うのか　（期待）	

 
•  標準はビジネスを広げるための触媒 

 
–  オープン化による自由競争の促進 

 

–  消費者の立場からは調達コストの削減 
•  最適な物を、適切な価格で調達する 
•  既存の資産を活用し続ける 

–  生産者の立場からは参入機会の増加 
•  技術を活用するための、安心と安全 
•  市場の拡大 
•  新しい参入の機会 



技術標準って何？	

•  公開された技術の仕様書 
 
•  誰もが活用できるように、仕様の実現に係る知的財産権を 
明らかにしたもの 
 

•  技術仕様の変更のために、合意されたプロセスに従うことが 
要求されることにより、特定の個人や企業が独断で 
仕様変更を行えないようにしたもの 
 

•  製品（サービス）間のインタフェースを明確に 
することにより、統合されたシステムの要素間の 
製造に関する責任範囲を明確にしたもの 

 
 



技術標準の効果は？	

•  製品・サービスの基本的な外部仕様の公開と共通化により 
注）　全ての仕様が規定されるわけではない　（差別化の可能性） 
 
–  同等の製品を別の生産者から調達できるようにする 

 
–  製品の再利用（別の用途での使用）を可能にする 

 
–  分離調達を可能にする 

 
 



消費者の立場から	

•  同等の製品を複数の生産者から調達できるようにする 
–  選択肢の拡大 
–  競争原理の導入によるコストの削減 
–  技術ロックインによる将来的なコスト増加のリスクの軽減 

•  製品の再利用（別の用途での使用）を可能にする 
–  スケールメリットによる調達コストの削減 
–  教育・運用・保守コストの削減 

 

•  分離調達を可能にする 
–  プラットホームとアプリケーションの分離 
–  開発と、簡単な保守・改修の分離 
–  統合時の責任分界点が明確となる 

 
 



生産者の立場から	

•  市場規模の拡大 
–  利用者が安心して選択できる 
–  入札のための調達仕様から参照される 

 
•  参入機会の拡大 

–  知的財産権の調査の手間とコストを省くことができる 
–  コストパフォーマンスでの競争ができる 
–  複数のプラットホームでも動作するアプリケーションを作成できる 
–  ソリューションの一部だけでもビジネスができる 

 
•  教育コストの削減と人材の有効活用 

–  プラットホームによる差の縮小 
–  いろいろな機器、業務分野・要件への対応 
–  他者が作成したプログラムの改修への対応 

 

 
 



標準とビジネス	

•  標準はそれ自体目的ではなく、ビジネスの手段の一つ 
•  標準それ自体はビジネスを生み出さない、あくまで触媒 

 
•  標準を活用して市場を広げる 

–  多くの調達で活用することにより市場規模を拡大する 
–  多くの企業が支持し参入することにより市場規模を拡大する 

•  普及啓蒙 
–  事例紹介 
–  コミュニティー形成・支援 
–  情報発信 

•  人材開発 
–  教育プログラム 
–  認定試験 

•  企業間協力 

 
 



標準とイノベーション	

•  標準とはビジネスとビジネスを結びつける糊 
 

•  標準にコミットしたビジネス間の連携が、イノベーションと 
新たなビジネスを生み出す 
 

•  チームを作り、目標と戦略を共有する 

 
 



さて？	

 
 

現在の Ruby の標準は、Ruby 関連のビジネスに 
十分寄与できるものなのか？ 
 

 
 



標準化の達成度を考えてみる	

•  標準化で解決したかった課題は何だったのか？ 
 

•  その課題は、誰にとっての課題だったのか？ 
 

•  その課題はどの程度解決されたか？ 
 

•  積み残しは何か？ 
 

•  積み残しを解決した場合の効果 V.S. そのコスト 
 

 

 
 



事例考察　Linux の場合（課題）	

•  標準化で解決したかったビジネス的課題は何だったのか？ 
–  アプリケーションの開発・保守コストを抑えたかった 

•  ディストリビューションの乱立で、アプリケーションがそれぞれのディストリビュー
ションに対応するのが困難であった 

•  ディストリビューション内でも、版の違い（バージョン、各国語版）があった 
–  さらなる普及のために、入札による公共の情報システムの調達仕様から参
照できるように、正式規格のラバースタンプが欲しかった 
	

•  標準化の考慮事項 
–  様々なハードウェア環境に移植されているため、スケーラビリティを含め、
ハードウェア環境の特性を考慮する必要があった 

–  LinuxはOSSであったため、Linuxの実装者（ディストリビューション）が標準
化から得られる利益は限定的であった 
	

 
	

 

 
 



事例考察　Linux の場合（施策）	
•  民間がコンソーシアムを作って標準化を行った 

–  主な受益者による参画とコスト負担 
•  アプリケーションの開発コストを抑えたかった、アプリケーションベンダーと、 
ソリューションプロバイダー 

•  規格のラバースタンプが欲しかった、実装者（ディストリビューション）とハードウェアベンダー 
 

•  既に市場の広がりは国際的であったので、国際標準を目指した 
 

•  既に多種のハードウェア環境に移植されていたので、コアとなる標準と、 
ハードウェアごとの個別の標準を用意した 
 

•  製品・サービスの差別化が行えるように、コア機能に限定した標準化を行った 
 

•  国際化の機能はコア部分に入れ、各国語版が作成されるリスクを抑えた 
 

 

 
 



事例考察　Linux の場合（歴史）	

•  OSSの活動として、Linux Standard Base (Linuxの基本機能の
共通化）と、LI18NUX (Linuxの国際化）が生まれた 
 

•  2000年　LSB と LI18NUX は、統合して、Free Standard Group 
というNPOを設立、活動資金を調達して国際標準化活動を行った 
 

•  2001年　ディファクト標準として LSB を発行 
 

•  2001～2004年 モジュール化を行い、様々な環境に対応 
•  2006年　ISO/IEC 233060 として ISO 化 

 
•  2007年　OSDL と合併　実質的に標準化活動を縮小し、 

Linux の普及活動にシフト 
 

 

 
 



Ruby と Linux の比較	

•  標準化の背景 
–  Ruby は、技術の発展期に、さらなる発展のために 
先取りで標準化を行った 

–  Linux は、既に市場性を持った技術をコントロールし、アプリケーショ
ンの開発・保守コストを下げるために標準化を行った 
 

•  標準化のビジネス的な目的（初版計画時） 
–  市場の拡大　（公的調達への対応≒規格のスタンプ）　共通 
–  産業・業界の育成 　　　　Ruby のみ 
–  参入機会の拡大　　　　　Ruby のみ 
–  技術の多様化の制御　　Linux のみ 
–  多様なハードウェア環境への対応　　共通但しRubyはポテンシャル 

 
 

 
 



Rubyの標準化の達成度評価	

•  市場の拡大      ◎ 
–  国際規格となり、公的調達仕様から参照できる 
　	

•  産業・業界の育成     ○ 
–  標準化を行い、ビジネス連携の糊が作られた 
–  普及活動とビジネス連携に期待 

 　　　　 

•  参入機会の拡大     △？ 
–  アプリケーション開発・保守に十分な標準か 
　　　　　	

•  技術の多様化の制御     ◎　 
　 

•  多様なハードウェア環境への対応   ○　 
–  ハードウェアアーキテクチャ非依存な標準	
–  コア部分の標準で、多くの実装が適合できる 
–  スケーラビリティによる多様性の考慮は行われていない 

 
 

 
 



Ruby標準を進化させる方向性	

•  Rubyに関連するビジネスへの参入機会を拡大する 
–  Rubyの処理系はOSSなので、それ自体では大きなビジネスにはならないだろう。 
–  とすれば、ビジネス拡大の可能性があるのは、アプリケーション及びソリューションの
エリアなのでは？ 
 

•  アプリケーションベンダー、ソリューションプロバイダーの願望 
–  プログラムの生産性を上げたい 
–  プログラムの移植性、可搬性を上げたい 
–  組込みなどのリソースの少ない環境でも使えるようにしたい 
–  処理系の違いに関する人材教育のコストを下げ、人材の有効活用をしたい 

 
•  消費者の願望 

–  既存のハードウェア、ＯＳ資産の上でアプリケーションを動かしたい 
–  ハードウェアが変わってもアプリケーションを使い続けたい 
–  使用するコンピュータ上のリソースは小さくしたい 

 
 

 
 



Ruby標準の適合性	

•  処理系適合 
–  規格適合処理系は、規格厳密適合プログラムを、この規格の規定に
従って評価しなければならない。 

–  規格適合処理系は、次のとおりに実装してもよい。 
•  規格厳密適合プログラムの動作を変えない限りにおいて、この規格で規定した
方法と異なる方法でプログラムを評価してもよい。 

•  この規格で規定されていない文法をサポートしたり、この規格で規定していない
機能を利用するプログラムを評価してもよい。 

•  規格適合処理系は、処理系定義の動作並びにこの規格で規定されている以外
の機能及び動作を適合性文書に記載しなければならない。 
 

•  プログラム適合 
–  規格厳密適合プログラムは、この規格が規定する機能だけを使用し
なければならない。 

–  規格厳密適合プリグラムは、いかなる未規定の動作又は処理系定
義の動作に依存する出力も生成してはならない。 
 

 

 
 



処理系適合を平たく言えば	

•  標準が必須としている部分は守らなければならない 
•  標準が実装依存としている部分は、実装ごとに異なってもよい 

–  Ruby標準の場合、文字集合のサポートに関してISO/IEC 646:1991（英数
字・英字記号）の国際基準版のサポートは必須であるが、規格適合処理系
は、他の文字集合及びエンコーディングをサポートしてもよい。 

•  標準が規定していない機能をライブラリとして拡張してもよい。 
 

つまり処理系適合のRubyの処理系は、差別化のために、規格が規
定しているより大きな機能を提供することになる。 

 
 

拡張	拡
張	

標準に適合する処理系	

標準が規定する 
インタフェース	



厳密なプログラム適合を平たく言えば	

•  アプリケーションプログラムは、標準が必須としているインタフェー
スだけを使用して書きなさい。そうすれば、標準に適合するどんな

処理系の上でも動作するから。 
 

 
 

拡張	拡
張	

標準が規定する 
インタフェース	

拡
張	

規格が規定する 
インタフェース	

アプリケーション	 アプリケーション	

処理系とアプリケーションの分離調達のモデル	

コアロジック部	

アプリケーション 
ライブラリ部	

ＡＰＩ	

可搬性	



一括調達の場合なら	

•  Ruby の規格適合プログラムは（規格厳密適合ではないこと
に注意）、Rubyのある規格適合処理系が評価することがで
きるプログラムとする。 

•  つまり、Rubyの処理系定義の動作や、拡張機能に依存して
もよい。ただし、プログラムの可搬性は保証されない。 
 

 

 
 

拡張	拡
張	

標準が規定する 
インタフェース	

拡
張	

規格が規定する 
インタフェース	

アプリケーション	



プログラム言語の標準の要素	

•  言語の構文規則 
–  基本的な機能 
–  拡張機能 

•  外部連携 
•  並列処理 
•  リアルタイム対応　など 

•  ライブラリ 
–  基本的な機能 
–  拡張機能 

•  数学 
•  ネットワークアクセス 
•  多言語処理 
•  データベースアクセス　など 

•  処理系限界・実装依存値 
 

 

 
 

実装に共通な部分に加え、 
下線の部分が実装の多様性を 
許容し、結果として、 
多様なハードウェア環境 
多様なアプリケーションの要求に 
対応することができるよう 
している。	



ジレンマ	

•  標準を拡張し、多くの機能を持たせた方がアプリケーションが 
小さくなり、プログラムの可搬性が増す 
 

•  標準に多くの機能を持たせると、処理系の実装が大きくなり、 
組込みなどリソースの小さい実行環境には適さなくなる 
 

•  標準がインタフェースの詳細まで規定すると、処理系の実装の差は小さ
くなり、アプリケーションの可搬性が増す 
 

•  標準がインタフェースの詳細まで規定すると、 
技術は下位互換性の制約を受け、 
斬新な技術の進化が抑制されてしまう 
 

 
 
 

 
 



ジレンマの解決法	

•  小さな標準は処理系にとって都合がいい 
–  機能拡張による差別化を行いやすい 
–  実装のプログラムが小さくて済む 

•  大きな標準はアプリケーションにとって都合がいい 
–  処理系ごとの差が少なくプログラムの可搬性・移植性が増す 
–  アプリケーションプログラムが小さくて済む 

 

•  大きな標準がいいのか、小さな標準がいいのかは 
一概には決められない 
 

要求を同時に満たすためには、標準を機能単位に分解し、 
複数の適合要件を持たせればいい 

 
 
 

 
 



標準の機能分割と複数の適合要件	

 
 

 
 Ruby 

コア	

ネット
ワーク	

2.0 基本 
ライブラリ	

1.8 互換 
ライブラリ	

データベース 
アクセス	

数学	

多言語処理	

Ruby 
組込み適合	

Ruby 1.8適合	

Ruby 2.0適合	

拡張 Ruby 適合	

除
外 
	

分割により、各標準（パート）のサイズが小さくなり、メンテナンスしやすくなる	



改訂を行う価値はあるのか？	

•  標準化は、その標準を担ぐビジネスに利益をもたらす方向で行わなけれ
ばならない 

•  標準の改訂は、その標準を担ぐ各ビジネスのビジネスモデルにより、利
害が対立する 

•  標準化にはコストがかかる 
•  標準化のコストは、消費者を除く受益者が負担しなければならない 

 
•  使えるリソースには限りがある 
•  経済状況等により、使えるリソースに 
制限が加えられる場合がある 
 

 

 
 

やるべきか？ 
やらざるべきか？	

標準化を進めるかどうかは、 
技術的な美しさや、提案者のメンツなどではなく、 
利害関係者のビジネス判断で決定されるべき	



需要曲線とビジネス競争	

脱競争	境界	 競争	 ニッチ	

技術要件の共通度・基本度	

利
害
関
係
者	

需要曲線として、 
一般的なロングテールモデルを用いる 
 
需要者数　≒　利害関係者数　とする 
 
基本的な要件ほど、 
需要も多く、利害関係者も多い、 
また技術的に枯れている　と想定する。	



標準化のコストとメリットの要素	

•  仕様書の作成コスト 
–  技術仕様書のボリュームに依存 

•  技術的検討 及び コンセンサス形成 
–  標準開発に関係する利害関係者の数に負の相関をもつ 

•  利害関係者が少ないほど、反対が少なく少ないコストとなる 

•  標準化の手法・戦略の策定 
–  初期版の作成時にほとんどのコストがかかり、以降は模倣のためのコストとなる 

•  個々の参加者が分担するコスト 
–  標準開発に関係する利害関係者（参加者）数と反比例する 

 

•  個々の利害関係者が期待できるメリット 
–  直接得られるメリットと、イノベーションにより期待されるポテンシャルからなる 
–  市場がニッチで成長可能性があるほど、先駆者利益のポテンシャルが高まる 

•  イノベーションにより将来消費者（利害関係者の一部）の数が増大すれば、 
利益のポテンシャルが実利益に変わる 
 

•  社会として期待できるメリット 
–  個々の利害関係者（生産者＋消費者）のメリットの総和 

 
 



定性的なコスト・メリット　モデル	

全	 全	 全	 全	個	 個	 個	 個	

ポテンシャル	

技術競争による 
コンセンサス 
形成コスト	

良好なコストメリット 
但し、 

大幅な変更を除く	

イノベーションにより 
ビジネスの拡大が望めれば 
メリット増大のチャンスあり	

手法・戦略の 
イニシャル 
コスト	



標準の改訂時期	

•  改訂されない標準は陳腐化してしまう 
–  実装と乖離した標準は廃れる 

 
•  標準の普及には、一定期間のフリーズが必要 

–  頻繁すぎる改訂には、実装がついていかない 
–  頻繁すぎる改訂のある標準は、安定性がないという理由で敬遠される 

 
•  技術要件の変更にはリスクがつきまとう 

–  標準が改訂されたとたん、今まで適合していた実装及びアプリケーションは、非
適合となってしまう 

•  契約時に適合であった実装が、納品時には非適合となるリスク 
•  設計時に適合であったアプリケーションのデザインが、納品時に非適合となるリスク 

 

•  褒め殺し（積極的な改訂）は、標準を殺す一つの技である 
 

 
 

 

 
 



標準を適用する地域の設定	

•  正式な国際規格 
–  標準開発のコストが高い 

•  国際舞台で議論し、国際プロセスに従った開発が必要 
•  規格制定まで、長期間かかる 
•  国際会議を招集、及び参加しなければならない　（会議費がかさむ） 
•  英語で規格化しなければならない 

–  国際市場で全世界に影響力を行使できる 
•  国際的な業界標準 

–  標準開発のコストがやや高い 
•  国際舞台で、業界団体のプロセスに従った開発が必要 
•  規格制定にいたるプロセスルールが正式な国際規格に比べ緩い場合が多く 
比較的短期間で標準化ができる 

•  国際会議参加のための会議費がかかる 
•  英語で標準化しなければならない 

–  国際市場で、デファクト標準を認める地域に 
影響力を行使できる 
 

 

 
 



標準を適用する地域の設定　（続き）	

•  正式な国内規格 
–  標準開発のコストがやや低い 

•  国内で議論し、国内プロセスに従った開発ができる 
•  規格制定まで、比較的長期間かかる 
•  国内で審議できるので、会議費は比較的安く済み、国からの補助も期待できる 
•  母国語で審議できるので、参加者を募りやすい 

–  国内の公的調達で参照することができる 
 

•  国内の業界標準 
–  標準開発のコストが低い 

•  オープン性、公平性が担保されれば、業界団体の比較的簡易なプロセスに従った開発を行うことができる 
•  国内で利害関係者集まって審議することができるので、集中審議が可能 
•  母国語で審議できるので、参加者を募りやすい 
•  母国語で記述でき、内容さえ適切であれば、あまり形式にとらわれないで済む 

–  国際市場で、標準に賛同する者の間でのみ共有される 

–  いつどのように改訂されるかについては業界団体のポリシー次第 
 

 

 
 



標準のロードマップの例	

国際規格	

国内規格	

業界標準	

第1版　コア部	 第1.5版 
マイナー改訂	

第2版 
メジャー改訂	

要求定義・基本設計	 標準開発	



国際標準化は外交	

•  右手で握手をし、左手で殴り合う 
–  総論として、戦略的互恵関係の構築 
–  各論として、利益・利害の対立と抗争 

 
•  まずは議題に上げることが重要 

 
•  第三国の支援をいかに取り込めるかが 
議論の勝敗を決める 
 

•  技術論よりプロセスの正当性 
 

•  根回し、事前会合で会議の流れは決まる 
 

 

 
 



日本人参加者の悪い癖	

•  会議のルールを知らない 
–  初等教育で会議規則を学んでいない 
–  中等教育でディベートの訓練を積んでいない 

•  ルールは公平であり、絶対だと信じている 
–  スポーツの国際競技でもルールは頻繁に変わっている 
–  ルールを制するものは、競技を制する 

•  英語に苦手意識がある 
–  ペースダウンを求めない 
–  ブレークを求めない 

•  会議期間を有効に使わない 
–  興味がない議題、上手くいっている議論の時に黙っている 
–  ロビングによる多数派工作をしない 

•  事前に態度が決まっており、現場に調整権限がない 
–  事前に決まっていないことに関しては、発言できない 

 
 

 
 



国際標準化での人材開発の重要性	

•  優れた技術が勝つとは限らない 
 

•  勝つためには会議技術に秀でた人材の活用が必要 
 

•  国際会議の場だけでは、会議を制することはできない 
–  会議戦略・戦術の策定　    　　　軍師の登用 
–  利害を共有する仲間を集める   　　　  　　　多数派工作 
–  利害関係の薄い第三国の協力をとりつける  　　　戦術的取引 

 
•  現場指揮官ができる人材の活用 

–  最終意思決定は現場で 
–  戦力（参加者）の有効活用 

 
 

 
 



標準化人材に求められる能力	

•  一般的なコミュニケーション能力 
–  会話能力 
–  文書記載能力 

•  技術の価値を語れる能力 
–  技術のアプリケーションを見出す能力 
–  技術を基に、ビジネスを連携させ、イノベーションを起こす能力 

•  会議で相手を説得する能力 
–  会議を運営する能力 
–  相手の論点を理解する能力 
–  同意見の仲間を増やす能力 
–  双方に利益をもたらす新たな解を考えだす能力 

•  現場の指揮をとり、意思決定を行う能力 
 

 

 
 

エンジニアやリーダーに要求される一般のスキルが求められている 
ただし、通常の業務の中ではＯＪＴが行いにくいスキルかもしれない 
	



　　　　　　　ＥＮＤ 
 
ご質問はございますか	


