一 あとが き 一―
メインフ レーマを頂点 に、その周辺 にソフ トハ ウスを傘下 に従 えた我 が国 の情報産業 が
「日本語 の障壁」 に守 られ順調 に成長 ヒ
ノ
て い る間 に、世界 の状況 は一変 して いた。 アメ リ
カの新興勢力が マ イクロプロ ッセ ッサやオペ レーテイ ングシステムなどの専門分野 で各社
が協業 しなが ら、新 しい世界共通 のプ ラ ッ トフ ォームを創造 し、世界市場 を制覇 して しま
ったのである。 ユーザ ーが望む競争原理 の働 くオ ープ ン市場 では、我が国 の大手 コ ンピュ
ータ メーカ ーの総合力 は無 力であ った。
しか しく この衝撃 は決 して我 が国 の産業 力を駆逐す るもので はない。む しろ従来 の産業
構造 を打破 し、市場競争原理 を導入す る絶好 の チ ャ ンスと捕 らえ るべ きである。世界規模
の新 たな協業体制 に対 応 し、我 が国 の企業が世界市場 に発進で きる独創的な技術を確立す
るときである。
メイ ンフ レーマで は、ハ ー ドウェア部門

ソフ トウェア部門・ サ ービス部門を分離す る

動 きが始 ま った。 それは各専門分野 で独立 した ビジネ スをす るためである。 トー タル ソ リ
ューシ ョン提供事業 で は、 自社製品 に捕 らわれない最適製品を組 み合 わせた システ.ム イ ン
テグ レーションをす る ことが 目的であ り、既に、幾 つ かの成功事例 も日立 ち始 めたcハ ー
ドウエ ア事業 も、自社中心 の システムイ ンテ グ レー ション向 けの部品提供 で はな く、量産
技術を生か して ターゲ ッ トは世界共通市場 に向けた製品開発 を始 めた。 ソフ トハ ウス も、
特定 の分野 に.経 営資源を集:中 して、ニ ッチ製品で 世界市場 の シェア獲得を狙 っている。
マイクロプロセ ッサを作 るこ。
しか しなが ら、今 す ぐ、我が国でい
とは不 可能 に近 い。

Lノ

ば

らくは、アメ リカ生 まれ のアーキテ クチ ャの世界 で生 きて い く必要 があ る。我 が国が狙 う
領域 はマ イクロプロ ッセサやパ ソコ ンだ けの提供 ではない。我が国 の情報産業 が今後狙 う
Tlア の生産 技術・ 通信技術、 そ
分野 は垂 直統合型企業 の特徴を生 か して 、ハ ー ドウ、

ーザ ー先 で蓄積 された業務知識 と システノ
、
構築 ノウハ ウを駆i使
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て、ユ

tノ

てユ

ザ ーに使 い勝手

の良 いシステムを提供す ることである。その解 は、 「世界標準 プラ ッ トフ ォ ーム・
」上 に新
たな枠組 みで開発す るア プ リケ ーシ ョン分野 に近 い 「専用 プラ ッ トフ ォーム」と 「ソ リュ
ー ションサ ービス」である。
この 「専用 プラ ッ トフ ォーム」の創造 をベ ースに、従来 の コ ンピュータ産業 と情報 サ ー
ビス産業 は、 それぞれの産業 の垣根 を取 り去 り、更 に、個人 の心をつかむ技術・ マルチメ
デ ィア技術 で先行す るゲ ーム業界 を加 えて 、個人・ 家庭・ 企業を相手 とす る巨大 な 「情報
インフラ産業 」に生 まれ変わ るに違 いない。

