プレスリリース

1991年のプレスリリース一覧
ここに掲載されている情報は、発表日時点の内容です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了
承ください。

1991年 12月 24日 3事業本部の新体制固まる
1991年 12月 24日 オフコンソフト開発で新会社設立
1991年 12月 16日 サービス ・ カンパニーへの成長体制整う
1991年 12月 05日 業務分担変更のお知らせ
1991年 12月 05日 IBMコーポレーション、自主性を高める組織改革を発表
1991年 12月 05日 小型システム技術開発強化のため、三井信雄氏を
1991年 12月 04日 コンピューターの印刷出力をペーパーレスでファクシミリ送付
1991年 12月 04日 PS/55と PC-98対応第 1弾に教育ソフト 3種を発表
1991年 11月 25日 高密度プリント配線板の外販を開始
1991年 11月 21日 CAD／ CAM／ CAE用ソフト開発体制を再編成
1991年 11月 20日 地域 VANセンター構築 ・ 運営を支援
1991年 11月 20日 ホスト業務をマルチメディアで効果的に
1991年 11月 06日 高出力連続紫外光発生のための新技法を開発
1991年 11月 05日 第 5回『日本 IBM科学賞』受賞者決定
1991年 10月 24日 歯科医院 VANがスタート

業界初の本格的医療ネットワーク

1991年 10月 16日 IBM、 1991年度第 3四半期までの連結決算を発表
1991年 10月 16日 流通 ・ サービス産業に向けて提供する新しいソリューション体系
1991年 10月 03日 UNIXワークステーションを充実
1991年 10月 02日 広範囲にわたる効率的なネットワーク機能を提供
1991年 10月 02日 新低価格 RISCシステムに PowerPCを採用 ・ モトロ
1991年 10月 02日 アップルと IBM、マルチメディア分野の合弁会社を設立
1991年 10月 02日 アップルと IBM、テクノロジー分野での歴史的な提携まとめる
1991年 10月 02日 アップルと IBMがオープン ・ システム ・ プラットフォームを提供
1991年 10月 02日 アップルと IBMが システム ・ ソフトウェア の合弁会社
1991年 09月 30日 ES／ 9000最上位モデルの出荷を開始
1991年 09月 11日 新世代「システム／ 390」の全容整う
1991年 08月 16日 原子を利用した極小「電気スイッチ」
1991年 08月 08日 IBM、汎用の仮想世界を開発
1991年 07月 22日 IBM、 1991年度第 2四半期および上半期の連結決算を発表
1991年 07月 12日 IBM、高温超電導磁気勾配計を発明

1991年 06月 24日 IBM、新しい設計システムを開発
1991年 06月 19日 『使い易さ』実現した POS端末
1991年 06月 19日 『パソコン CIM』開発支援ソフト発表
1991年 06月 18日 医薬品情報ネットワークを IBM PS／ 55noteで構築
1991年 05月 30日 IBM、 MOSトランジスタの性能向上を達成
1991年 05月 27日 STMで「史上最小」の人物像作成
1991年 05月 22日 世界最高速のマルチ ・ チップ ・ セラミック ・ パッケージを発表
1991年 05月 14日 ユニークな新しいポリマーを発見
1991年 05月 08日 先進的アプリケーションをオフコンで実現
1991年 05月 07日 20万円を切った低価格 DOS／ V専用パソコン登場
1991年 04月 08日 オフコン ・ ソフト開発のソリューション強化
1991年 04月 02日 コンピューターと電話の連動、接続機種を拡大
1991年 04月 01日 パソコンがネットワークの主役に
1991年 04月 01日 カード密度向上で省スペース化
1991年 03月 18日 新薬 ・ 新素材の分子設計を効率化
1991年 03月 06日 地銀 ・ 信金 ・ 信組の 3次オンをパッケージ化
1991年 02月 13日 IBM、世界最高速の大容量 SRAMチップを開発
1991年 02月 06日 カナダ、ドイツとも国際 VAN開始
1991年 02月 06日 半導体レーザーの画期的な量産法開発
1991年 01月 18日 IBM、 1990年度の連結決算を発表

以上

3 事業本部の新体制固まる
- 機構改革に伴い一部役員の担当業務を変更 日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は、 24 日、先の機構改革 (92 年 1 月 1 日付けで実施）に伴い 3 事業本
部新組織と一部役員の担当業務の変更を発表 しました。
大幅な権限委譲の方針に沿って、 3 つの事業本部に人事、管理、企画やお客様の 立場にたった品質管理を行う MDQ (マー
ケティング・ドリブン・クオリティー) 部門を設置しま した。さらに、お客様や市場 ニーズ に対応するため、各事業本部に
いくつかの新しい部門も 設けております。
なお、今回の新組織発足に関連しての役員の新任および昇任はありません。 各事業本部の主な移管・新設部門は次のとおり
です。
1. 産業 システム 事業本部に 「ソリューション 統括本部」を移管
主に大企業を対象に、 IBM の営業部隊が直接個々のお客様に特化した ソリューション・ ビジネス を行う、北城副社長が
率いる当事業本部に、より現場に近い所でのきめの 細かい ソリューション 提供を行うために ソリューション 部門から
「ソリューション 統括本部 」を移管します。
2. 情報 システム 事業本部を「変化対応型経営組織」に
全国の中小規模企業から個人 ユーザー までを対象として、地域に密着して特約店や 関連会社の ビジネス・パートナー と販
売活動を行っていく、佐伯専務率いる当事業本部 では、大村和夫、橋本國男、尾立盛安の 3 取締役を メンバー とする
「GBDエグゼクティブ・ オフィス」 を設置します。これは、柔軟かつ機動力に富んだ事業活動を展開するとともに 迅速な
意思決定を可能にする経営体制を狙ったものです。
3. サービス・ビジネス 事業本部に新 ビジネス 対応部門新設
全てのお客様に共通する保守・運用・管理などの サービス を提供する、倉重専務 率いる当事業本部は、お客様の システム
部門の仕事を肩代わりする アウトソーシング・サービス 等を検討する 「プロジェクト・オフィス」 部門とお客様の情報 シ
ステム の見直しなどの コンサ ルティングを行う 「ISコンサルティング」 部門を新設し、新しい ビジネス の道を開拓して
いき ます。
以上
日本 アイ・ビー・エム 株式会社 役員と業務分担
代表取締役社長 椎 名 武 雄
取締役副社長
本 林 理 郎
社長室・関連事業・渉外・人事・ 購買部門担当 (*)
取締役副社長
北 城 恪太郎
産業 システム 事業本部長 (*)
専務取締役 佐 伯 達 之
情報 システム 事業本部長 (*)
専務取締役 倉 重 英 樹 サービス・ビジネス 事業本部長 (*)
専務取締役 S.P.ジェニングス 管理部門担当 (*)
専務取締役 S.J.パルミサーノ 産業 システム 事業本部、 オペレーションズ・スタッフ 担当 (*)
専務取締役 石 田 清 二
開発製造本部長 (#)
専務取締役 R.J.サーソーシモ 産業 システム 事業本部、 フィールド・サポート担当 (#)
常務取締役 向 野 圭 蔵
経営総務担当
常務取締役 高 石 義 一
法務・知的所有権担当
常務取締役 上 田 利 隆 MDQ - 品質担当 (#)
常務取締役 後 藤 健
産業 システム 事業本部、営業企画統括担当 (#)
常務取締役 田 代 直 義 サービス・ビジネス 事業本部、 サービス 技術担当 (#)
常務取締役 竹 中 誉
渉外部門担当
常務取締役 鴇 田 正 春
人事・組織・購買部門担当 (*)
常務取締役 後 藤 三 郎
産業 システム 事業本部、 システムズ・エンジニアリング 担当 (#)
常務取締役 栗 生 晴 夫
社長室・関連事業担当 (*)
取 締 役大 村 和 夫
情報 システム 事業本部、 オペレーション・サポート 担当 (*)
取 締 役鹿 嶋 堅 資
産業 システム 事業本部、 ソリューション 統括本部長 (*)
取 締 役市 原 真 大
株式会社 エイ・エス・ティ 代表取締役副社長
取 締 役齋 藤敬
財務担当
取 締 役山 本 和 夫
製造統括本部長
取 締 役亀 田 重 悳
産業 システム 事業本部、顧客・地域社会担当 (#)
取 締 役 渡 部 元 パーソナル・システムズ 開発統括本部長
取 締 役橋 本 國 男
情報 システム 事業本部、 オペレーション・サポート 担当 (*)
取 締 役武 田 哲 夫
社会貢献担当 (*)
取 締 役 畠 野 欣三郎
日本情報通信株式会社代表取締役副社長
取 締 役尾 立 盛 安
情報 システム 事業本部、 オペレーション・サポート 担当 (*)
取 締 役藏信 行
産業 システム 事業本部、製品計画統括担当 (#)
取 締 役真 瀬 宏 司
産業 システム 事業本部、流通 ・ サービス 産業営業 統括本部長 (#)
取 締 役 江 崎 玲於奈
非常勤
取 締 役 N.C.ローテンバック 非常勤
取 締 役三 井 信 雄
非常勤
常勤監査役 加 茂 昇
監 査 役野 中亮
(*) 業務分担変更 (#) 組織名称変更
(1992 年 1 月 1 日）

1991 年 12 月 24 日
オフコンソフト 開発で新会社設立
- 『 ソリユーション・ラボ 中部株式会社 』 中部地区の製造業対象に地元企業と共同で
村瀬電気株式会社
日本 アイ・ビー・エム 株式会社
村瀬電気株式会社（村瀬貞雄社長、本社・愛知県知多郡東浦町）と 日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長、本
社・東京都港区六本木）は 24 日、 「AS/400」「AS/ENTRY」 などの IBMオフィスコンピューター 専門の ソフトウェア 開
発会社として 『 ソリューション・ラボ 中部株式会社 』を設立することで合意、調印しました。
新会社は愛知、三重、岐阜、静岡を中心とした中部地区の拡大する中小型 コンピューター 需要に対応し、 オフコン 分
野の システム・エンジニアリング・サービス の提供、 ソフトウェア 開発の受託、販売などを目的とするものです。
また、 アイコク 工業株式会社（樋田成二社長、本社・愛知県中島郡祖父江町）など 地元 5 社も新会社に出資します。
新会社は地元企業の ソフトウェア 開発技術を ベース に、日本 アイ・ビー・エム から人的、技術的、経済的資源の提供を受
け、新会社独自に 製造業を主な対象とした事業展開を行ないます。
新会社の資本金は 7000 万円で、出資比率は村瀬電気 36%、 日本 アイ・ビー・エム35%、 アイコク 工業株式会社など地
元 5 社 29% となっています。代表取締役社長には 村瀬竜雄・村瀬電気専務取締役が就任、日本 アイ・ビーエム からも代表
取締役が出向 します。
新会社は 92 年 1 月 10 日設立予定で、社員は当初、出資各社からの計 27 人で 1 月中旬から営業活動を開始いたしま
す。
なお、非製造業を対象とする『 ソリューション・ラボ 東海株式会社 』（本社・ 名古屋市）が 90 年 10 月に設立されて
おり、日本 アイ・ビー・エム と地元企業の合弁で 地域の オフコンソフト 開発を手掛ける『 ソリューション・ラボ 』は中部
地区では 2 社目になり ます。
< 新会社概要 >
・ 名称 : 『 ソリューション・ラボ 中部株式会社 』
（英文名 : SOLUTION・ LABO・ CHUBU CO.,LTD)
・ 所在地 : 愛知県知多郡東浦町大字緒川字屋敷壱区 32 番地
・ 資本金 : 7,000 万円
出資企業
出資額（万円）
出資比率 (%)

---------------------------------------------------村瀬電気（株）
2,520
36.0
日本 アイ・ビー・エム （株） 2,450
35.0
アイコク 工業（株）
など地元企業 5 社
2,030
29.0
・ 代表役員 : 代表取締役社長 村瀬竜雄・村瀬電気株式会社専務取締役 （このほか日本 アイ・ビー・エム から代表取締役 1
名、非常勤取締役と して村瀬電気から 1 名、日本 アイ・ビー・エム から 2 名、 アイコク 工業 から 1 名、他の地元企業から
2 名がそれぞれ就任する予定です）
・ 設立 : 1992 年 1 月 10 日（予定）
・ 営業開始 : 1992 年 1 月中旬
・ 従業員 : 設立当初 27 名
なお、当記事資料は名古屋通産記者 クラブ と経団連機械記者 クラブ で同時配布しま した。

1991 年 12 月 16 日
サービス・カンパニー への成長体制整う
- 事業本部制の導入と新専門職制度の創設など 6 つの施策を発表 日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は、 16 日、自己完結型の 3 つの マーケティング 事業本部を編成する
機構改革と、 サービス・カンパニー を支える ソ リューション 強化を目的とする新専門職制度の創設、ならびに本社の一層
の スリム 化 を 92 年 1 月 1 日から実施すると発表しました。
また、 ビジネス・コンサルティング から ソリューション までの提供を行う合弁会社と、 システム 開発の実践部隊を
有する SE 子会社の設立意向を表明しました。さらに、 お客様 サービス の一貫として、開発製造部門による システム・
パッケージング・サービス の強化を発表いたしました。
今回の発表と、設立意向表明の概要は以下の通りです。
1. 3 つの マーケティング 事業本部の設立
今回の機構改革の狙いは、価格決定、投資、要員、企画、購買に関する権限を、 本社から大幅に営業現場に委譲し、各
事業本部が個々のお客様や地域ごとに焦点を 絞って、自己完結型経営ができるようにしたことです。例えば、ある事業部が
お客様 の ニーズ に応えるために、他社製品を販売したり、関連会社・子会社を創設すると いった アライアンス 戦略も ダ
イナミック に展開することができるようになります。
新たに編成された 3 事業本部は以下のとおりです。
● 産業 システム 事業本部
公共、金融、製造、流通といった産業別に分けられた 8 つの営業統括本部と、 ソリューション 統括本部等で編成され
た事業本部です。主に大規模企業を対象に、 IBM の 営業部隊が直接お客様ごとに特化した ソリューション・ビジネス を行
います。事業本部長 には、これまで営業 ・ サービス 部門を担当していた副社長の北城恪太郎が就任いたし ます。
● 情報 システム 事業本部
全国の中小規模企業から個人 ユーザー までを対象として、地域別、産業別に編成 された営業部門と小型の パソコン
営業部隊等で構成されます。地域に密着して特約店 や関連会社等の ビジネス・パートナー とともに販売活動を行っていく
事業本部です。 また、当事業本部では、 OEM 販売や ビジネス・パートナー との アライアンス なども進 めていきます。事
業本部長には、これまで本社 スタッフ ・ 管理部門を担当していた専務の 佐伯達之が就任いたします。
● サービス・ビジネス 事業本部
すべてのお客様に共通の サービス を提供する事業本部です。主な サービス として、 保守・運用・管理 サービス、コン
ピューター 関連備品販売、 ネットワーク・サービス、 情報 サービス 等を提供いたします。また、お客様の コンピューター
部門の業務の全てを 請け負う アウトソーシング・サービス も展開していきます。事業本部長には、これまで ソリューショ
ン 部門を担当していた専務の倉重英樹が就任いたします。
2. IBMプロフェッショナル 専門職制度の創設
全世界の IBM 共通の認定資格制度で、世界共通の 5 種類と日本固有の 1 種類 合わせた 6 種類の専門職種を定めたもの
です。また、当制度の特長は、高度な 専門技能 (プロフェショナル・スキル) を持った社員にその スキル に応じた資格を与
え、 業績と責任の程度に合わせた昇進や給与を保証し、役員 レベル の地位や報酬が得られる 処遇と位置づけをした点にあ
ります。
今回の 「IBMプロフェッショナル 専門職制度」は、 IBM が SE という職種を創設して以来 30 年ぶりに発表した制度で
す。お客様への ソリューション 開発から サービス の提供に至る までの過程で、 プロフェッショナル・スキル が要求され
る分野において、次の専門職を創設 いたしました。
(F は日本のみ）
A. 特定のお客様や地域や業種を直接担当する営業責任者 「クライアント・エグゼクティブ」
B. 経営課題を踏まえて情報化戦略の適切な助言を行う 「コンサルタント」
C. プロジェクト の契約や実行に関する全ての責任者 「プロジェクト・マネジャー」
D. お客様 ニーズ を反映した システム や業務設計の責任者 「システムズ・アーキテクト」
E. 特定の市場に関する ソリューション 開発・推進の責任者 「オポチュニティ・マネジャー」
F. お客様の システム 管理・運用支援などの責任者 「アカウント・サービス・エグゼクティブ」
新しい専門職制度の最大の狙いは、お客様を継続的に担当していく専門 スキル を もった プロフェショナル 集団の養
成です。当社はこの制度の認定を受けた集団を "IBMプロフェッショナル" と名づけ、「新しい コンピューター 時代の知識
労働者 (KNOWLEDGE WORKER) が、世間一般にも通用する新しい「職業」として誇れるもの」に育てたいと 考えていま
す。また、この集団が、 サービス・ビジネス を中核とした企業改革の鍵を 握っていると確信しています。
3. 本社の スリム 化
本年、間接部門に所属する約 1000 名の社員を、営業の第一線に投入し、営業力の 強化を図りましたが、 92 年はこれ
をさらに推し進め、本社の約 1700 名のうち 約 1300 人を営業部門に配転し、より一層の営業力強化を図ります。今後本社
は、 法務、広報、資金調達、経理、人事、長期計画など、会社として一本化して対応した 方が効率的と思われる業務を ス
リム 化した組織で迅速に処理し、全社の総合力向上を 図っていきます。
4. 「ソリューション 提供合弁会社」の設立意向表明
当社は、 ビジネス・コンサルタント から ソリューション の開発・提供を中心とする サービス をソリューション・ビジ
ネス の核とし、今後さらに強化していく計画です。このような ソリュー ションを実施する コンサルタント、プロジェク
ト・マネジャー、アーキテクト などの プロフェッ ショナル 部隊を集め、必要に応じて柔軟に編成しお客様への サービス を
行う合弁会社を、産業別 に何社か設立いたします。
これらの合弁会社は、当社と各産業分野において豊富な アプリケーション・ノウハウ を持つ 企業等との アライアンス
の形態で運用されます。当社の ソリューション 関連の プロフェッショ ナル が中核となり、お客様の経営に関する コンサ
ルティング から システム の設計・開発 ・ テスト などシステム の本番稼働に至るあらゆる「実作業」を行います。
5. 「SE 子会社」の設立意向表明
ソリューション 提供合弁会社が産業別の アプリケーション 開発を中心とした ソリューション を提供するのに対し
て、全産業にまたがる システム 開発を中心に、お客様 ニーズ に継続的に お応えしていく実践部隊として、 SE 子会社の

設立を進めております。当初は数社を 設立し、当社の出向社員と独自採用した人材で経営を行います。
合弁会社と SE 子会社の設立は、来年早々を考えておりますが、具体的な会社の 設立および時期については、今後発表
していく予定です。
6. 開発製造部門による システム・パッケージング の強化
当社の開発製造部門では、従来から パソコン から汎用機までの機器について、 ハードウェア の事前 テスト・サービス
を行って参りましたが、今回の機構改革に伴って、納期 の短縮や システム 全体の品質向上を目的に、機器の事前 チェック
と ソフトウェア の事前 組み込み等を合わせて行い、お客様の希望される日に ハードウェア と ソフトウェア の同時に お
届けする、 システム・パッケージング・サービス を強化いたします。
以上
* 当記事資料は経団連機械記者 クラブ と大阪機械記者 クラブ で同時に配布いたし ました。
（補足説明）
「IBMプロフェッショナル 専門職制度」
新しい専門職制度を創設した狙いは、お客様との良好な取り引き関係を構築し それを長く維持することで、お客様の
個々の ニーズ に対する、迅速かつ高品質の ソリューション を提供する 「クライアント 支援型営業」に必要な プロフェッ
ショナル の養成 です。
当制度は、営業 ・ サービス および ソリューション 部門の社員を主な対象者とし、高度な 専門性を発揮しうる 6 つの
専門職種を設定しております。この制度により、 スタッフ 専門職（部下を持たない管理職）が、 ライン 専門職（部下を持
つ管理職）と同様 の処遇を受けられることに加え、専門職としての キャリアパス が広がるため、士気の 高揚が期待できま
す。一方、お客様は、高度な知識と豊富な経験を持った専門家 から、 プロフェッショナル な サービス を受けられるよう
になります。
プロフェッショナル 職位の資格条件を満たすと適格者として登録されます。半年から最高 2 年までの期間 トレーニン
グ 後、認定審査に合格してはじめて IBMプロフェッショナル として 認定され、新専門職の職位に就任することができま
す。
また、新専門職位者は 3 年ごとに ビジネス の実績や評価を下に再任審査を受ける 必要があり、この制度を有名無実の
ものにしない仕組みが考慮されております。
6 種類の専門職の役割、権限、必要 スキル などは、以下の通りです。
● クライアント・エグゼクティブ 〔顧客営業専門職（特定顧客 / 地域 / 業種）〕
大規模な特定のお客様または特定の地域を直接担当する営業責任者で、お客様や 業界、地域に精通し、高い見識と行動
力をもっていることが要求されます。 IBM の 持てる全ての可能性を結集して、お客様の経営課題または特定地域の市場
ニーズ に 応えていく プロフェッショナル です。 5 年から 10 年以上の長期にわたり、企業の あらゆる部門ないしは地域の
各種の組織や団体などとの パートナーシップ を確立し、 お客様または地域と IBM との間の総合窓口的役割を担います。
● コンサルタント 〔 コンサルタント 専門職 〕
お客様における経営と情報 システム に関する、総合的な コンサルテーション の責任者です。 お客様が抱える経営に
関する計画や管理、情報技術戦略から情報 システム の構築、運営 に至る一連の諸問題に対して、効果的かつ実行可能な解
決策を有料で提供します。 情報技術の現状や トレンド についての詳細な知識はもちろん、企業の最高責任者 なみの ビ
ジョン と指導力と コミュニケーション 力を持った プロフェッショナル です。
● プロジェクト・マネジャー 〔 プロジェクト 専門職 〕
お客様の プロジェクト の契約、実行に関するすべてに対して IBM を代表して、契約 通りの品質、内容、納期を保証
し、予算内で完了させる責任者です。 IBMチーム を編成 し、仕入先と ソフトウェア 協力会社の調整をとって プロジェク
ト を遂行します。 プロジェクト に要する人、物、金などの リソース 見積りや計画に加え、財務管理の知識を持った プロ
フェッショナル です。
● システムズ・アーキテクト 〔 システムズ・アーキテクト 専門職 〕
プログラム 開発に入る前の段階、すなわち システム 開発の上流工程でお客様に代わって 業務設計や システム 設計を
行う プロフェッショナル です。お客様の業務要件を分析し、必要な システム 機能や サービス を定義し、現在実現されて
いる技術はもちろん将来の技術動向を 見極めた上で、具体的な製品や サービス を使った システム 設計や アプリケーショ
設計を有償 で実施します。設計した システム の性能や保守の容易性など アウトプット に責任を持ち ます。
● オポチュニティ・マネジャー 〔 ビジネス 開発専門職 〕
IBM が リーダーシップ を発揮し、更に強化していくと決定した特定の市場において、 お客様の ニーズ を把握・分析
し、最適な ソリューション を タイムリー にお客様に提供していく ビジネス 全体の責任者です。また、同時にお客様の満
足度を向上させその市場に おける当社の ビジネス 目標の責任を持ちます。特定の市場として、 リーテイル・バンキング、
病院、 ストア・オートメーション などの産業市場や全産業にまたがる イメージ 処理、技術計算 処理が挙げられます。
● アカウント・サービス・エグゼクティブ 〔顧客 サービス 専門職（日本のみ）〕
お客様における大規模な情報 システム の導入から運用にいたるまで種々の サービス を 提供し、高品質で戦略的な
サービス・ソリューション の構築を契約に基づいて実施する責任者 です。この専門職はお客様との日常の運用保守などの業
務に関する継続的なお付き 合いを通した信頼関係の確立と維持・発展させる重要な使命を持っています。また、 顧客 サー
ビス・エグゼクティブ だけは日本 IBM 固有の プロフェッショナル です。
以上

1991 月 12 月 5 日
業務分担変更のお知らせ
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は、三井信雄氏の異動に伴い、当社 開発製造部門担当の職務に テクノ
ロジー 統括本部長の石田清二専務取締役を任命すると 発表しました。
テクノロジー 統括本部長時代、石田氏は小型磁気 ディスク 製品をはじめとする パーソナル・ システム 関連の テクノ
ロジー およびその技術製品に対する開発製造責任を担当して いました。今回の業務変更に伴い、開発製造部門担当として
当社開発製造部門全体を 統括し、米国の パーソナル・システムズ 事業部門との密接な連携のもとに任務を遂行 します。石
田専務は椎名社長に業務報告を行ないます。
石田氏は、 1961 年当社に入社後、製造分野で要職を歴任し、 1982 年 8 月 野洲工場長に就任しました。 1985 年 7 月
から大和研究所長として開発分野へ キャリア を広げ、 1986 年 3 月当社取締役に就任。 1987 年 1 月に開発統括本部長、
1989 年 2 月に パーソナル・システムズ 開発統括本部長、同年 3 月には常務取締役に任命 されました。 1989 年 8 月に米国
IBM へ テクノロジー・プロダクツ の アシスタント・ゼ ネラル・マネージャー、テクノロジー 担当として赴任、帰国後、常務
取締役 - テクノロジー 開発統括本部長を経て、本年 3 月専務取締役に昇任しています。
以上
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IBMコーポレーション、 自主性を高める組織改革を発表
IBMコーポレーション （本社：米国 ニューヨーク 州 アーモンク、 会長 : ジョン・F・ エイカーズ) は現地時間 12 月 5
日、個々の事業体の、自主的な経営を目指して組織改革を 開始したと発表しました。
今回の組織改革により、 IBM は ストーレッジ、プリンター 製品および米国の人事業務に 関するそれぞれの新しい組織
を設置しました。さらに、 パーソナル・システム、 中型 システム、 大型 システム および テクノロジー 製品分野における
組織・経営体制の変更も行ないます。 また、全 IBM の事業体に対して採用される新しい マネジメント と評価 システム の詳
細に ついても発表しました。
< 新組織 >
- ペナント・システムズ・カンパニー
社長 : IBMバイス・プレジデント の ジム・バンダースライス
業務報告 : IBMシニア・バイス・プレジデント の テリー・ローテンバック
本部 : コネチカット 州 ノーウォーク
内容 :
先進的な機能を持つ プリンター と関連 ソフト の開発製造ならびに 高度な印刷 サービス に関する責任を
担います。今後、 IBM の 100% 子会社にする意向です。
- ストーレッジ・プロダクツ・ライン・オブ・ビジネス
ゼネラル・マネジャー:IBMバイス・プレジデント の レイ・アブザヤッド
業務報告 : IBMシニア・バイス・プレジデント の テリー・ローテンバック
本部 :
カリフォルニア 州 サン・ノゼ
内容 :
IBM の ディスク、テープ、 光 ストーレッジ 製品と関連 ソフトウェア の 開発製造の責任を持ちます。
- エンプロイメント・ソリューションズ・コーポレーション
社長 :
ケン・レイ
業務報告：
米国 IBM 人事部門の アシスタント・ゼネラル・マネジャー の ビル・コルッチ
内容 :
IBM の 100% 子会社で、米国内における リクルート の サービス を IBM に対して行ない、将来は他の企
業に対しても同様の サービス を行なっていく予定です。
< 既存組織の変更 >
- パーソナル・システムズ・ライン・オブ・ビジネス
・ パーソナル・コンピューター や ワークステーション の最先端 テクノロジー と サブシス テム の開発に関する責任を持つ
新しい組織を設置します。また、 パーソナル・システムズ の ゼネラル・マネージャーである ジム・キャナビノ の主宰する
エグゼクティブ・ボード を新設し、自主的な経 営を展開します。世界中の各地域において各地域全般の ビジネス に 関する
責任を担うマーケティング・エグゼクティブ を新たに任命し、その ボード の メン バー を務めます。
- アプリケーション・ビジネス・システムズ・ライン・オブ・ビジネス
・ 主要地域ごとに AS/400 の ブランド・マネージャー を任命します。多くの国々では AS/400 に特化した マーケティング の
組織を設置し、成長を続ける中・小型機分野に 力を入れていきます。
- テクノロジー・プロダクツ・ライン・オブ・ビジネス
・ 今まで IBMシニア・バイス・プレジデント の テリー・ローテンバック に業務報告を行なって いましたが、今回の発表によ
り、直接 IBM 社長の シャック・キーラー に業務報告を 行ないます。
さらに、 IBM は エンタープライズ・システムズ、ストーレッジ・プロダクツ、ネットワーキン グ・システムズ、プログラミ
ング・システムズ、テクノロジー・プロダクツ の各 ライン・オブ・ ビジネス が大型 システム 分野で引き続き協力関係を強化
していくために エグゼクティブ・ステ アリング・コミッティー を新設しました。 エグゼクティブ・ステアリング・コミッ
ティー の議 長は テリー・ローテンバック が務めます。
< 新しい事業体制 >
全社的に新しい マネージメント と評価の システム を採用し、それぞれの ビジネス に新たに 独立性と責任を与え、最大限
に担当分野の市場に対応できるようにします。各々の 市場が異なるように、それぞれの ビジネス によってこの新しい マ
ネージメント と評価の システム の適用形態も異なります。ただし、 IBM の各主要 ビジネス の決算報告、 各 ビジネス・ユ
ニット の業績に連動した報酬、そして IBM の ビジネス・ユニット 間にさらに 市場の規律を導入するなど、いくつかの原則
は全ての ビジネス に該当します。
・ マーケティング および サービス 組織
- 引続きお客様との関係を維持・発展させる主要な役割を果たします。
そのため、一部の例外を除いて、 IBMロゴ の製品販売の優先権を持ちます。
- 市場にある最善の製品、 サービス、テクノロジー を統合してお客様に提供します。
お客様の要求に応じて、 IBM 以外の製品も対象とします。
- 市場予測や ビジネス 機会に基づき、お客様の規模、業種、製品、 アプリケーション に応じて市場を セグメント 化しま
す。
- IBM の製造開発組織から購入した製品の在庫管理に責任を持ちます。
この変更によって、需要予測や ビジネス の全体的な効率化を図ります。
- 提携関係や協業関係を推進し、 ビジネス の業績を高めます。
- リソース の レベル を設定します。
- 総収益、利益、収益性で業績を評価されます。
・ 開発および製造組織
- 世界的な製造開発の投資全般、生産能力や資産の運用について責任を 担います。
- OEM や他の流通 チャネル を通して販売の拡大が自由に行なえます。
- 提携関係や協業関係を推進し、 ビジネス の業績を高めます。
- ソリース の レベル を設定します。
- 総収益、利益、収益性で業績を評価されます。

・ IBMコーポレーション 本社機構
- 様々な事業の財務目標を設定し、個々の ビジネス の投資と業務計画の レビュー および承認をします。 マネジメント・コ
ミッティ は必要な場合のみ、 オペレーション 上の 問題の解決を図ります。
- 収益や成長見込みに基づき、現行の事業、 アライアンス、パートナーシップ や新しい事業 に関する全社的な観点からの
取り組みと投資を行います。個々の事業において は出資比率を変更することができます。
- 戦略的な ビジネス の機会を選択や投資にあたっては新しい方式を確立します。
- IBM の経営理念、企業 イメージ と ブランド、 会社貢献活動、全社的な ファイナンシング などに関して統括します。
以上
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小型 システム 技術開発強化のため、
三井信雄氏を IBMバイス・プレジデント 兼 ゼネラル・マネージャー に任命
IBMコーポレーション （本社：
米国 ニューヨーク 州 アーモンク、 会長 : ジョン・ F・ エイカーズ) は、現地時間 12 月 5 日、今回の一連の機構改革に伴
い、 IBMコーポレーショ ン・バイス・プレジデント兼日本 アイ・ビー・エム 副社長の三井信雄氏を新設の エントリー ・システ
ムズ・テクノロジー の ゼネラル・マネージャー に任命したと発表しました。
エントリー・システムズ・テクノロジー(EST:ENTRY SYSTEMS TECHNOLOGY) は、将来の パーソナル・システムや ワー
クステーション のための テクノロジー や サブシステム の効 率的な開発を行なうことを目的として、 パーソナル・システ
ムズ 事業部門 (ゼネラル・マネ ージャー:IBMバイス・プレジデント のジム・キャナビノ 氏）内に新たに設置された組織で
す。
開発対象となる テクノロジー や サブシステム は、 2 ～ 5 年先を見越しており、 コミュニケーション、ストーレッ
ジ、マイクロチャネル/バス・インターフェース、グラフィック ス、イメージ、マルチメディア などです。EST で開発され
た テクノロジー や サブシステム は、 パソコン や ワークステーション の製品に使用されるとともに、他社に対しても
OEM 販 売される予定です。この EST が設置されるパーソナル・システムズ 事業部門は IBM の機構改 革の一環として当部
門の事業に関し、より自主的な運営を行なっていきます。
三井氏は、 1969 年に当社に入社後、 1971 年 8 月に米国 IBMラーレイ 研究所に オペレーション 担当 マネージャー と
して赴任、 1973 年 9 月に日本 アイ・ビー・エム 藤 沢研究所長に就任しました。
1977 年 3 月に取締役 - 藤沢研究所長に選任された後、 1980 年 1 月に 米国 IBMラーレイ 地区の研究所・工場の サイト・ゼネ
ラル・マネージャー として赴任、帰国後、 常務取締役、専務取締役を経て、 1990 年 4 月に日本 アイ・ビー・エム 副社長 開発製造部門担当に任命され、 1990 年 6 月には、 IBMコーポレーション の IBMバイス・ プレジデント に選任されました。
三井氏の オフィス は ニューヨーク 州 ソマーズ に設置されますが、引き続き IBMワールド ・トレード・アジア・パシ
フィック の ボードメンバー および日本 アイ・ビー・エム の非常勤 取締役を勤めます。
以上

プレスリリース
1991年12月4日
コンピューターの印刷出力をペーパーレスでファクシミリ送付
-AS/400と PS/55向けソフトウェアを発表 日本アイ・ビー・エム株式会社（椎名武雄社長）は4日、当社の中・小型コンピューターAS/400*と、その端末として接続された
パソコンPS/55*の適用業務から出力された印刷データを、紙にプリントすることなく直接ファクシミリ送信するソフトウェ
ア「ファクシミリ・リンク・プログラム/400」ならびに「プリント/イメージ変換プログラム」を発表しました。
ファクシミリは、コンピューターと並んでOA化の中心的役割を果たしていますが、このふたつを接続、統合して一つのシス
テムとして活用することは、今日までほとんど行なわれていません。そのため、大部分のオフィスではコンピューターが出
力した帳票類を一旦プリンターで印刷してから入手を介してファクシミリで送付していますが、これは非能率的であるう
え、省資源、ペーパーレス化の観点からも問題がありました。
今回発表した2種類のプログラムはこれらの問題を解決し、オフィス業務の効率化を支援するものです。AS/400に「ファクシ
ミリ・リンク・プログラム/400」を導入し、併せて、PS/55の日本語OS/2*上に「プリント/イメージ変換プログラム」と既発表
の通信プログラム「ファックスディレクター」を導入することにより、AS/400から出力される注文表、送り状、配布リスト
といった文書をファクシミリ情報に変換し、送付先にあるG3ファクシミリに直接送信、出力することができます。また、
PS/55単体でも、プログラムに変更を加えることなく、OS/2で稼働するユーザー・アプリケーションやパッケージ・ソフトの印
刷出力をイメージ・データに変換し、ファクシミリ送信することができます。送信に際しては、AS/400のCLプログラムを変
更するだけで既存の適用業務の印刷出力が指定した宛先に自動的に届くため、夜間等の無人運転によるファクシミリ文書配
布が可能になり、省力化に貢献します。なお、送信するイメージ・データは、回転させて例えばA4横型の帳票をそのままファ
クシミリで出力したり、イメージをオーバーレイさせて絵や図をはめ込んだり、枠線の中に別のデータをはめ込んだりと
いったことができます。稼働可能なハードウェアは、AS/400ではAS/ENTRYを除いた全モデル、PS/55では5551以上のモデル
です。
「ファクシミリ・リンク・プログラム/400」ならび「プリント/イメージ変換プログラム」の利用料金および出荷開始予定日
は、下記の通りです。
プログラム名

一括払利用料金（消費税別）

出荷開始予定日

ファクシミリ・リンク・プログラム/400

480,000円

1991年12月18日

プリント/イメージ変換プログラム

450,000円

1991年12月4日

以上

*IBMCORP.（米国）の商標です。

1991 年 12 月 4 日
PS/55 と PC-98 対応第 1 弾に教育 ソフト3 種
「数学 ラボ・シリーズ」2 種と 「マップDB」 を発表
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 4 日、当社の パソコン「パーソナルシス テム/55(PS/55*)」 と日本
電気（株）の パソコン「PC-9801」 に対応した高機能で低価格な教 育用ソフトウェア3 種を、当社および IBM* 特約店で販
売すると発表しました。
当社および IBM が、他社製 ハードウェア 対応の ソフトウェア を発売するのは初めての ことで、 ノン・ハードウェア・
ビジネス を一層強化しています。新製品には PS/55 と PC-98 対応それぞれの フロッピー・ディスク が、 1 つの パッケー
ジ に梱包されており、使用する ハードウェア に合わせて ユーザー が選択して利用できます。教育分野の パソコン 用 ソ
フト ウェアは、今後も同様の対応を行う予定です。
さらに、 クラス・ルーム 単位で購入しやすい料金を設定した提供方法 「スクール・ライセンス」 を発表しました。通常
1 本の ソフトウェア は 1 台の ハードウェア でしか利用できませんが、 この新たな提供方法に対応した新製品は、 8 本の
ソフトウェア 料金設定で、計 25 台の ハードウェア で利用できるように ソフトウェア の複製を認めるものです。
新製品は「数学 ラボ・シリーズ - 平面幾何編 バージョン1.0 （略称 - GEOBLOCK: ジオブロック)」、 「数学 ラボ・シ
リーズ - 関数 グラフ 編 バージョン1.0 （略称：関数 ラ ボ)」、教育用電子地図帳 バージョン1.0 （略称 - MAPDB:マップ
DB)」 の 3 種類で、教師の 教授活動、教材作成と生徒の学習 ツール として活用します。 パソコン に慣れていない人 でも
簡単に使いこなせるように メニュー 方式で操作できます。
「ジオブロック」 と「関数 ラボ」 は、中高校数学のうち、それぞれ平面幾何、関数領域 を対象にした学習支援 ソフ
ト で、作図および数式処理機能がそれぞれにあり、図形や グラフ の変化を アニメーション で表現できます。さらに 「ジ
オブロック」 は、従来 ワープロ では難しかった平面図形と数式や数学記号を含んだ教材を容易に作成でき、「関数 ラボ」
は数式計算、数式から グラフ を作成できます。 「マップDB」 は、小中学校の社会、 理科、情報基礎などでの データ の
グラフ 化や加工、地図の作成に加え、 データ と 図表、地図を関連付けた データ の解析や考察を視覚的に行えます。
この新 ソフト によって、教師は パソコン を活用して教材を簡単かつ短時間に作成 したり、 パソコン で作成した教材
や図形、 グラフ を パソコン で表示したり、印刷物に して授業で活用できます。また、生徒は パソコン で図形を描いた
り、 ゲーム 感覚で 数学の定理や公理を理解したり、独自の地図や表、 グラフ を作成できます。
ネットワークOS の 「NETWARE**386V3.1J PS/55 版」（本年 10 月 21 日発表）を活用 すれば、最大 250 台の PS/55 と
PC-98 が混在した環境で LAN 接続して利用でき、 大規模同時授業も可能です。
新製品の主な特長と利用料金、利用可能日は以下の通りです。
● ジオブロック （数学 ラボ・シリーズ - 平面幾何編 バージョン1.0)

(MATHEMATICS LABOLATORY SERIES - GEOBLOCK)
・ 点、線分、三角形、円、折れ線などの図形要素を選択するだけで簡単に作図 できます
・ 図形の変化と数値の関係が分かるように、線分の長さや角度、面積などを リアルタイム に表示し、長さの比、角度の合
計などの演算も実行できます
・ 「2 直線の交点を中心とする円を描く」など、図形の制約条件を簡単に設定 できます
・ マウス を使用して簡単に図形を変形できます
・ 図形の変化を、視覚的に理解できるように アニメーション で表示します
・ 数式を含んだ文章の入力、編集、印刷が行える ソフトウェア 「数式 エディター」 を添付 してあるので、複雑な数式を含
む教材作成が容易です
・ 「DOS バージョンJ4.0/V、J5.0/V」、「DOS バージョンJ4.0」、「NEC DOS バージョン3.3」 に対応します
● 関数 ラボ （数学 ラボ・シリーズ - 関数 グラフ 編 バージョン1.0)

(MATHEMATICS LABOLATORY SERIES - CALUCULUS LAB)
・
・
・
・
・
・

分数やべき乗、 ルート などの数式や数学記号を ギーボード から簡単に入力、修正、 編集できます
数式の展開や計算、因数分解、微積分などの数式処理機能があります
数式から グラフ を即座に描く機能と、 グラフ の拡大縮小、座標軸の移動ができます
関数 グラフ の パラメーター 変化を、 アニメーション で リアルタイム に表示します
ジオブロック と同様「数式 エディター」 を添付してあるので、複雑な数式を含む教材作成 が容易です
「DOS バージョンJ4.0/V、J5.0/V」、「DOS バージョンJ4.0」、「NEC DOS バージョン3.3」 に対応します
● マップDB （教育用電子地図帳 バージョン1.0)

(EDUCATIONAL MAP DATABASE SYSTEM - MAPDB)
・ 日本地図や都道府県別の面積、人口などの データ を収録していることに加え、作図 エディター を活用して簡単に オリジ
ナル の地図を作成できます
・ データ に応じた色分けや棒 グラフ を描画した地図を作成できます
・ 表 データ の作成、 データ の合計や比較などの計算ができます
・ 棒 グラフ、 円 グラフ など 10 種類の グラフ を作成できます
・ 4 つまでの グラフ を同時に図面表示して、 データ の検索・比較ができます
・ 「DOS バージョンJ4.0/V、J5.0/V」、「NEC DOS バージョン3.3」 に対応します
製 品 名
消費税抜き一括払い料金 (スクール・ライセンス)
利用可能日

~~~~~~~~~~
ジオブロック
関数 ラボ
マップDB

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
¥19,000.(¥152,000.)
¥19,000.(¥152,000.)
¥18,000.(¥144,000.)

~~~~~~~~~~~~~~
1992 年 5 月末
1992 年 2 月末
1992 年 2 月末

* IBM CORP. の商標
** NOVELL INC. の商標
以上

1991 年 11 月 25 日
高密度 プリント 配線板の外販を開始
- SLC 基板と高密度多層 プリント 配線板 日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 25 日、 コンピューター を含む電子機器 の軽量化、小型化および高
機能化に対応し、 コスト 低減を実現する高精度、 高信頼性、高密度 プリント 配線板の外販を開始する、と発表しまし
た。
近年、情報機器、特に パーソナル・コンピューター において軽量化、小型化、低価格化が 進んでおり、 プリント 配線
板の高密度化、製造 コスト の低減が重要な課題になって います。野洲事業所（工場）では、このような課題に解決策を提
供するため、次世代 の実装技術を採用した SLC 基板と高密度多層 プリント 配線板を量産しております。 今回の外販は、
IBM の優れた先進 テクノロジー を広く業界やお客様に提供することが 目的であり、すでに数社のお客様に対して テスト
的に販売しております。野洲事業所 では今後お客様の業態に応じて、 プリント 配線板の設計から製造まで対応します。
● SLC 基板および高密度多層 プリント 配線板の概要は以下の通りです。
SLC(SURFACE LAMINAR CIRCUIT)
IBM 野洲事業所が独自に開発した ビルト・アップ 方式の プリント 配線板です。従来の ビア・ホール を フォトプロセス
で形成した フォト・ビア・ホール に変えた高密度基板です。 これまで業界の主流であった ピン 間 2 ～ 3 本の配線密度を、
ピン 間 7 ～ 8 本の高密度 に向上させました。これにより、半導体 チップ を直接実装することを可能にし、小型 コン
ピューター に適した高密度、低 コスト の実装が実現できます。
高密度多層 プリント 配線板
独自の生産技術、特に メッキ 技術や微細加工技術、 ファインライン・エッチング 技術などに より、 ピン 間 5 本、 ブ
ラインド・ビア 仕様などを標準仕様とした高密度 プリント 配線板 の量産を実現しています。さらに統合生産情報 システム
(CIM) に支えられた設計、 開発、製造の一貫生産 ライン による短納期、安定供給体制で高度化する ユーザー・ニーズ に迅
速に対応することが可能です。
野洲事業所では、このほか先端技術の積層基板製品から高密度で薄板の多層 プリント 配線板などの各種 プリント 配線
板、各種実装基板、 トークンリングカード などを、主に OEM でお客様に提供しています。また DRAM、ASIC、VGA 等の
半導体についても特定の お客様に限定販売しています。
以上

1991 年 11 月 21 日
CIM 関連製品強化のため、 CAD/CAM/CAE 用 ソフト 開発体制を再編成
IBMコーポレーション
ダッソー・システムズ SARL
CADAM INC
IBMコーポレーション （米国）、 ダッソー・システムズ 社 (フランス)、CADAM 社（米国）の 3 社は、CAD/CAM/CAE
ソフトウェア 製品に関する 3 社間の開発体制を再編成することで基本合意に 達した、と発表しました。
CAD/CAM/CAEソフト は、 コンピューター を利用して設計・製造 ・ シュミレーション 解析を 行なうための ソフトウェ
ア で、航空機、自動車、各種装置、電子機器などの設計・製造や、 工場、施設の設計・管理などに幅広く利用されていま
す。 IBM では、 CADAM 社が 開発した『 CADAM** 』、 ダッソー・システムズ 社が開発した『 CATIA** 』といった製品を
世界各国で販売しています。
今回の基本合意の主な内容は、次の 3 点です。
1) CADAM 社は、『 MICRO CADAM** 』を中心とした デスクトップCAD/CAM/CAEソリューション の提供という新しい役
割を担う
2) ダッソー・システムズ 社は、現在 CADAM 社が保有している、現行の 『 ホストCADAM 』、『 PROFESSIONAL
CADAM** 』関連製品群の機能拡張、 サポート、 および将来の開発についての責任を持つ
3) IBM は ダッソー・システムズ 社へ資本参加し、 ダッソー・システムズ 社製品の販売力、 サポート 力を強化するととも
に、引き続き CADAM 社および ダッソー・システムズ 社
両方の製品を世界的に販売してゆく
今回の基本合意によって、 3 社の協業体制をさらに強化し、統合化された開発 ・ サポート 体制の下、より充実した
機能や サポート の提供を実現します。また、これら 製品をお使いいただいている日本のお客様は、従来と同様に日本 ア
イ・ビー・エム （株）、 キャダムシステム （株）、 キャティア・サービス （株）など日本に拠点を置く企業 から、より充
実した製品や サービス を得ることができます。
『 CATIA 』は、 3 次元の設計が行なえ、 IBM の ES/9000* などの ホスト・コンピューター および RISC システ
ム/6000* などの エンジニアリング・ワークステーション で稼働します。 『 CADAM 』では、 2.5 ならびに 3 次元設計が行
なえます。 ホスト・コンピューター 用の 『 ホストCADAM 』、 エンジニアリング・ワークステーション 用の『
PROFESSIONAL CADAM 』、 『 MICRO CADAM-X/6000 』、および パソコン で利用できる『 MICRO CADAM 』、 『
MICRO CADAM/2 』があり、幅広い製品群で利用できます。
この基本合意に従って詳細な契約を行ない、最終的には関連米国政府機関の承認を 受けることになります。
今回の再編成に伴なう各社の役割、および関連の合意内容は以下の通りです。

● IBM
ダッソー・システムズ 社へ資本参加し、 ダッソー・システムズ 社および CADAM 社の製品群 を世界で販売するとともに、
ダッソー・システムズ 社製品に対する販売と サポート を強化 します。
● ダッソー・システムズ 社
引き続き、高度で統合化された先進的な CAD/CAM/CAEソリューション を提供して ゆきます。
- 現在の IBM 『 ホストCADAM 』および『 PROFESSIONAL CADAM 』の全ての製品に ついて、開発ならびに サポート の
責任を持つ
- CADAM 社から今後の上記 CADAM 製品を開発する権利を取得する
- 米国 カリフォルニア 州 バーバンク に開発と サポート のために新しい事業所を開設する。 詳細な契約が締結された後
に、 CADAM 社の ホスト および ワークステーション 向け製品の 開発ならびに サポート に関する組織を ダッソー・システ
ムズ 社に統合する
- CATIA 同様に、 IBM 『 ホストCADAM 』および『 PROFESSIONAL CADAM 』製品の機能 拡張および サポート を行な
い、 IBM の パートナー としてその重要な役割をさらに拡充 する
- 他の IBM CAD/CAM/CAEソリューション と同様に『 CATIA 』と『 CADAM 』間の相互稼働 環境の向上に努める
● CADAM 社
最先端の デスクトップCAD/CAM/CAEソリューション の提供という重要な役割を担って ゆきます。
- 今後も IBM の 100% 子会社として、現在の『 MICRO CADAM 』とその製品群の機能 拡張および サポート を継続して行
なう
- 他の IBM CAD/CAM/CAEソリューション との相互稼働環境の向上に努める
以上

CAD/CAM/CAE : COMPUTER AIDED DESIGN / MANUFACTURING / ENGNEERING
CADAM : COMPUTER AIDED DESIGN AND MANUFACTURING
CATIA : COMPUTER-GRAPHICS AIDED THREE-DIMENSIONAL INTERACTIVE APPLICATION
* ES/9000,RISC システム/6000 は IBM CORP. （米国）の商標
** CATIA は DASSAULT SYSTEMES 社（仏）の商標
** CADAM,PROFESSIONAL CADAM,MICRO CADAM は CADAM,INC. （米国）の商標

1991 年 11 月 20 日
地域 VANセンター 構築・運営を支援
- 4 種類の ソフトウェア・パッケージ を発表 日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 20 日、地域 VAN （付加価値 通信網） センター の効率的な運営を
支援する ソフトウェア・パッケージ4 種類を発表しました。
特定の地域内の様々な業種の企業を結ぶ地域 VAN は、特に卸と小売の取引きの システム 化による業務効率の向上や、
地域の卸売業および小売業の活性化を支援する 手段として注目されています。
今回発表した 4 種類の ソフトウェア を使用することにより、地域 VANセンター は VAN の 基本的な運営を行なうこと
ができます。地域 VANセンター を運営するための システム は、 ユーザー 設置の システム や端末と センター の接点であ
る フロント・エンド・システム に システム/88* を、VANセンター の基幹業務を行なう ホスト・システム に ES/9000* を、そ
して顧客管理などのアプリケーション 用の ホスト・システム に AS/400* を使用します。
今回発表した ソフトウェア の主な機能と特長は、以下のとおりです。
1. 「地域 VAN 基本 プログラム/390」
ホスト・システム の VSE/SP 上で稼働し、地域 VAN を運営・管理するために必要な基本 機能を パッケージ として提供
します。地域 VANセンター の基幹業務として、 ユーザー・データ の地域 VAN 統一形式への変換、 ユーザー の属性情報・課
金情報などの管理、 アプリケーション・プログラム 「地域 VAN 標準受発注支援 システム/390」、 「地域 VAN 顧客管理支
援 システム/400」 への インターフェース の提供、および地域 VAN が業界 VAN や他の地域 VANなどの外部 ネットワーク
と データ 交換を行なうための、 IBM が提供している VAN であるNMS (NETWORK MANAGEMENT SERVICE) への イン
ターフェース の提供などを行なう 運用管理プログラム です。
2. 「地域 VAN 通信処理 プログラム/88」
フロント・エンド・システム の システム/88 上で稼働し、「基本 プログラム/390」 と併用 することによって ネット
ワーク 管理を行ないます。業界 プロトコル である C-J 、JCA、 全銀 、 ベンサム標準などを サポート する端末との送受信
のため プロトコル 変換を行なうほか、 VANユーザー端末と ホスト 間の データ 集配信管理を行ないます。
3. 「地域 VAN 顧客管理支援 システム/400」
アプリケーション 用 ホスト・システム の AS/400 上で稼働し、小売業における顧客情報の登録、 更新、照会を行ないま
す。実用化に期待がかかっている総合 POSカード(プリペイド・カード、 クレジット・カード、バンク・カード、プレミアム・
カード の 4 つの機能を搭載した流通業界の顧 客向け カード) を指向しています。この パッケージ を利用することにより、
VANユーザー である 小売店は カード・システム に基づく集客効果と顧客情報の収集・管理ができることから、 地域 VANセ
ンター は受発注に加えて、より付加価値の高い VANサービス を提供することが できます。
4. 「地域 VAN 標準受発注支援 システム/390」
ホスト・システム の VSE/SP 上で稼働し、地域 VAN の中で、卸・小売用の受発注 システム を 支援します。受発注 データ
交換の フォーマット は流通業界における受発注業務の標準 プロトコル である ベンサム 標準を採用しているため、小売側
の発注業務が効果的に 行なえるうえ、この標準に準拠するすべての端末を接続することができます。また、 従来地域 VAN
センター 毎に開発されていた受発注 システム が パッケージ として提供される ため、 センター は開発・導入に多大な要員
を投入する必要がありません。
今回発表した製品の利用料金（消費税別）および出荷開始予定日は、次のとおり です。
プログラム 名
一括払利用料金（円）
出荷開始予定日
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地域 VAN 基本 プログラム/390
5,000,000
1991 年 12 月 20 日
地域 VAN 通信処理 プログラム/88
3,500,000
1991 年 12 月 20 日
地域 VAN 顧客管理支援 システム/400
4,800,000
1991 年 12 月 20 日
地域 VAN 標準受発注支援 システム/390
6,700,000
1991 年 12 月 20 日
- 当 リリース は経団連機械記者 クラブ、 葵 クラブ、 郵政記者 クラブ に配布しています。
* IBM CORP. （米国）の商標
以上

1991 年 11 月 20 日
ホスト 業務を マルチメディア で効果的に
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 20 日、 PS/55 上で稼働している 既存の ホスト・アプリケーション
に、 カラー 画像や音声などの マルチメディア 情報を 簡単に付加できる ソフトウェア、3270/5250マルチメディア・オー
ディオ・ビジュアル・コ ネクション(3270/5250MAVC) を発表しました。
文字だけでなく画像や音声を コンピューター で扱う マルチメディア・システム への関心は 高まりつつあり、当社では
IBM ULTIMEDIA(アルチメディア) と称した マルチメディア 製品の 強化をはかっています。これまでは パソコン による単
体利用が主流であったため、 マルチメ ディアの優位性を ホスト 業務に活用することが強く望まれていました。新製品を
パソコン 上で 稼働させることにより、既存の ホスト・アプリケーション や蓄積 データ を変更することなく、 マルチメ
ディア 情報を取り込み、わかりやすく効率的な システム を構築することが できます。
当社は、 ビデオカメラ や マイク などの AV 機器から カラー 画像や音声を取り込み、 データ を加工・編集・再生するた
めの パソコン 用 ソフトウェア 『 マルチメディア・オーディ オ・ビジュアル・コネクション(MAVC) 』を提供してきました。
新製品は、 MAVC で作成された アプリケーションと、 ES/9000、ES/3090、AS/400 などを ホスト とする システム を
PS/55 上で接続し、連携稼働させるための ソフトウェア です。
『 OS/2 』上で稼働し、 OS/2 の マルチタスク 機能を効果的に活かした製品です。 さらに、大容量 データ の保管に適
し、読み書きが可能な光磁気 ディスク を利用 します。
利用例としては、仕入担当者が カラー 画像で色や形を確認しながら、販売動向、 地域性の判断を加味して商品を発注
できるので、確実で無駄のない発注が可能に なります。旅行業、自動車販売業、不動産業といった プレゼンテーション が
重視される 業種では、お客様に商品を紹介する際に、豊富な視聴覚情報を提供しながら、予約 業務、在庫確認、料金計算
などの サービス ができます。また光磁気 ディスク を使う ので、大容量の データ を コンパクト に保管でき、紙や写真と
比較して、より少ない スペース で簡単に管理できます。
出荷開始は 1991 年 12 月 16 日から、利用料金（消費税抜き）は 3 万円です。
以上
* ES/9000、ES/3090、AS/400、PS/55、OS/2 は IBM CORP. （米国）の商標です 利用例
既存の商品 オーダーシステム に
マルチメディア 情報の電子商品 カタログ を接続し、
同画面表示しながら仕入担当者の業務を効果的に サポート
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1991 年 11 月 6 日
高出力連続紫外光発生のための新技法を開発
日本 アイビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 6 日、従来困難だとされていた 第 2 高調波により高出力連続紫外光
を作り出すための新しい技術を開発したと発表 しました。
この高出力連続紫外光は、分光学はもちろんのこと、半導体などの微細加工への応用 にも期待が持たれています。
これまで様々な分野で レーザー の応用が進んできましたが、今回の新技法の最も 重要な意義は、固体 レーザー との
組合せによって、これまで実現が困難だった短波長 の紫外光を連続的に発生する価格性能比の良い コヒーレント 光源への
道を開いたことに あります。
この新技法は、可視紫外光域で非常に透過性が高く、紫外光の発生に適していて 光損傷にも強いβ硼酸 バリウム 結晶
と連続発振の アルゴンレーザー を用いています。 通常、このような低出力光の波長変換をする場合には共振器を用います
が、 最大変換効率を得られるような条件で共振器内に集光 レンズ を入れると、光の強度が 大きくなり過ぎて結晶が損傷し
てしまうという問題があり、 100ミリワット を越える 紫外出力を得ることは容易ではありませんでした。
今回は、結晶の損傷を避けるため円筒 レンズ を用いた技法を考案し、波長変換の 効率を下げることなく光が結晶内を
通過する際にその強度を 100 分の 1 程度に 小さくすることができました。今回の実験を通じて 1.2ワット の 0.26 μ M の波
長の 高出力連続紫外光を得ました。さらに装置を最適化すれば数 ワット 程度の倍波出力を 得ることができます。
この実験では、比較的電力消費の多い アルゴンレーザー を使用していますが、半導体 レーザー 励起固体 レーザー な
どのような電力消費の少ない レーザー にこの方法を適用 すれば、より電気効率の高い短波長光源も可能となります。
日本 アイ・ビー・エム 東京基礎研究所の平洋一氏による今回の研究成果は、 11 月 7 日 に米国 ニューヨーク 州で開催される
アメリカ 光学会 (OSA)1991 年総会にて発表されます。 補足説明
~~~~~~~~
連続発振の アルゴンレーザー （波長 514.5NM) を用いて第 2 高調波の発生を行ない、 実効的な変換効率 20% 以上で
1.2ワット 連続の紫外光 (257NM) を取り出すことに 成功したものです。
実験は、 レーザー 共振器の内部に円筒 レンズ による集光領域を設け、非線形光学 材料としてβ硼酸 バリウム 結晶
(BBO 結晶） * を用いました。 アルゴンレーザー の 連続光を基本波とした第 2 高調波の発生では、光をきつく絞りこんで
強度をあげる 必要がありますが、最終的には結晶の光破壊などから決まる強度の限界があり、 出力紫外光の強度として
100ミリワット 程度以上を得ることは困難でした。今回の方法に よれば、 10ワット 級の アルゴンレーザー から指向性の
よい コヒーレント な紫外光を連続的に 数 ワット 程度の強度で発生させることもできます。この手法は、高調波発生だけ
では なく各種の非線形光波混合法に利用することができ、分光学やこれを用いる技術分野 への影響が大きいと思われま
す。また、半導体 レーザー 励起の固体 レーザー とともに 用いて、 1 光子あたりの費用が安い短波長 コヒーレント 光源の
可能性もあり、加工技術 への応用を含めた産業界への貢献が期待されます。
非線形光学を用いた光波混合（高調波、和・差周波発生）は、 レーザー の発明と ほぼ同時に研究が開発され、現在で
は高い ピークパワー の パルスレーザー の光の波長を 変換する装置に用いられるなど、実用段階に入っています。また、
半導体 レーザー の 波長を基本波として用いる場合には、連続光であっても大きな非線形光学効果をもつ 結晶が利用できる
ので、数 10% の変換効率を出した例もあります。しかし、緑や青 の短波長の連続発振の レーザー の光を変換しようとす
ると、利用可能な結晶の種類が 他にあまりなく、 BBO の非線形効果もそれほど大きくないので結晶の光破壊限界 近くまで
基本波の強度をあげても、あまり大きな第 2 高調波の出力は期待でき ませんでした。
今回の成功は、非線形結晶での光強度をあげずに結晶を有効に利用する方法を 実現したことにあります。実験では、
レーザー 共振器のなかに円筒 レンズ 集光系と 短波長まで利用できる BBO 結晶を組み込みましたが、 レーザー の外部に
共振器を組む こともできます。 1.2ワット （片側 0.6ワット) の紫外光の発生に用いられた条件では、 レーザー 共振器から
の基本波出力は 2.5ワット 程度でした。長さ 6MM の結晶に直径 2MM の基本波の ビーム を焦点距離 50MM の円筒 レンズ
で集光したとき、焦点付近の光強度 は数 100KW/CM2 程度と見積もられます。従来の方法で同一の出力を得る場合と比較
して基本波の光強度が 2 桁程度低いので、結晶の光破壊などに対する心配なしに、 高出力の紫外光を連続的に発生させる
ことができます。
以上
*1984 年に中国で開発されました。

1991 年 11 月 5 日
第 5 回『日本 IBM 科学賞』受賞者決定
基礎分野で 6 件、若手研究者 6 氏に
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 5 日、第 5 回『日本 IBM 科学賞』 の選考・審査を終え、 6 件 6 名の
受賞者を発表しました。
本賞は、 1987 年 6 月に、当社の創立 50 周年を記念して創設されたもので、 日本の物理、化学、 コンピューター・サ
イエンス、エレクトロニクス の 4 つの分野の基礎 研究で優れた研究活動を行っている若手研究者に対して贈られるもので
す。これは日本の基礎 研究の振興と若手研究者の育成に寄与することを目的としています。
本年は 4 月 18 日から 8 月 15 日まで、受賞候補者の推薦募集を行い、国内の 大学や公的研究機関から、 45 才以下
(8/15 現在）の若手研究者を推薦して いただきました。この間、計 102 件の応募をいただき、厳正な選考・審査を重ねた 結
果、 6 件の研究に対して授与することを決定しました。
本賞の審査には、福井謙一審査委員長（基礎化学研究所長）を初めとする計 7 名 から構成される審査委員会によって
審査されましたが、事前の選考段階でも多くの 学識経験者・研究者の方々の意見を反映させています。受賞者には賞状と賞
金 (1 件 300 万円）および記念 メダル が贈呈されます。
受賞者と業績は次の通りです。
< 物理分野 >
- 光 カオス を中心とする
イケダ ケンスケ
42 歳
京都大学
カオス の理論的研究
池田 研介
基礎物理学研究所
教授
- 強相関電子系
キタオカ ヨシオ
40 歳
大阪大学
超伝導体の NMR に
北岡 良雄
基礎工学部物性物理工学科
よる研究
助教授
< 化学分野 >
- 高立体選択性
ハヤシ タミオ
43 歳
北海道大学
不斉触媒の
林 民生
触媒化学研究 センター
デザイン
教授
- 化学領域における
ヨシカワ ケンイチ
43 歳
名古屋大学
非線型発振現象の
吉川 研一
教養部化学教室
研究
教授
< コンピューター・サイエンス 分野 >
- 高並列 データ
サカイ
シュウイチ
32 歳
電子技術総合研究所
駆動計算機の
坂井 修一
情報 アーキテクチャ 部
研究
主任研究官
< エレクトロニクス 分野 >
- 量子効果
アラカワ ヤスヒコ
38 歳
東京大学
半導体 レーザー の
荒川 泰彦
先端科学技術研究 センター
研究
助教授
なお、授賞式は 5 日（火）午後 3 時半から、東京千代田区の学士会館で行われ、 式後、本賞を記念して 1985 年 ノーベル
物理学賞を授賞された、 マックスプランク 研究所の K.V.クリッツィング 博士 (DR.K.V.KLITZING) による記念講演 * があり
ます。
*テーマ: 「BASIC RESEARCH ON MICROSTRUCTURED SEMICONDUCTORS」 （半導体微細構造の基礎研究）
以上
* 本記事資料は、経団連機械記者 クラブ （東京）と科学技術記者 クラブ に配布 しました。
受賞者紹介
池田研介（いけだ けんすけ）
昭和 24 年 1 月 10 日生まれ
京都大学基礎物理学研究所・教授
昭和 47 年 京都大学理学部卒業
昭和 54 年 京都大学大学院（理学研究科）単位取得退学
理学博士
昭和 56 年 京都大学理学部助手
昭和 60 年 京都大学基礎物理学研究所教授
専門：非線形物理学
贈賞の理由
光 カオス を中心とする カオス の理論的研究
カオス というのは、ある現象の時間的発展が決定論的な法則で記述されているにも かかわらず、予測不可能な変動を示す
現象をいいます。たとえば水の流れは 「ナビエ・ストークス 方程式」で決定論的に記述されるのに、ある条件を超えると、
乱流の ような予測不可能な状態が起こります。
池田教授は、非常にきれいに整った光によって起こる非線形光学現象においても、 いわば光の乱流現象である「光 カオ
ス」 が存在することを理論的に発見し、その性質を 理論的に予測して、新しい研究分野を開拓しました。
1979 年、池田教授は、 レーザー 発振に代表される非線形光学現象を記述する 「マックスウェル・ブロッホ 方程式」がある
条件のもとで遅延微分方程式と呼ぶ比較的簡単な 方程式に変換され、光双安定系において、その解が不安定化（分岐）を
次々に 繰り返して、 カオス に遷移することを予測しました。光双安定系というのは、光の 入力に対して、 2 つの安定な出
力状態がある系のことです。こうして、光の世界 にも カオス が存在することを世界で初めて理論的に発見したのです。
この予測は、その後いくつかの グループ によって実験的に確認され、 カオス 現象が 物理学で注目され始めた時期とも重

なって、非線形光学の分野で カオス 研究が活発に 行われる契機となりました。非線形光学現象は、たとえば赤い レーザー
光をある媒質 に入れたときに別な色の光として出てくるように、応答が比例関係で記述できない 現象のことです。これま
で多くの研究がなされてきましたが、光 カオス の発見に よって、この領域で見られる不安定現象の相当部分に、 カオス
が関与していることが わかりました。
このように、池田教授による光 カオス の発見は、それまで回避されていた不安定現象 の原因を解明するとともに、さらに
進んで、それを積極的に利用しようという新しい 学問の流れを作り上げたのです。
受賞者紹介
北岡良雄（きたおか よしお）
昭和 26 年 7 月 15 日生まれ
大阪大学基礎工学部物性物理工学科・助教授
昭和 49 年 大阪市立大学理学部物理学科卒業
昭和 51 年 大阪大学大学院（基礎工学研究科）修士課程修了
東京大学物性研究所
昭和 56 年 理学博士（東京大学）
昭和 57 年 神戸大学理学部物理学科助手
昭和 60 年 大阪大学基礎工学部物性物理工学科助手
平成 2 年 大阪大学基礎工学部物性物理工学科助教授
専門：低温物理学
贈賞の理由
強相関電子系超伝導体の NMR による研究
超伝導とう性質は、長い間 BCS 理論によって説明されてきました。超伝導体では すべての伝導電子が クーパー 対と呼ぶ
ペア をつくって動いていますが、 クーパー 対の 間に働く引力を、 BCS 理論では、電子と格子の弱い相互作用で説明して
います。 この格子の振動を量子化したものが フォノン であり、超伝導の発現機構は フォノン に よって説明できると考え
られていました。ところが、 1979 年に CECU2SI2 という 重い電子系の超伝導の存在が明らかになり、 センセーショナル
な発見として注目され ました。重い電子系では、本来、電子は動きにくく、電子間の強い反発力をもって おり、高温では
局在 スピン としてふるまっています。このこと自体、従来の超伝導 とは相いれない性質で、なぜ、それほど強い電子間の
反発力をもつ系で、電子・格子 の相互作用を使って クーパー 対を作り出せるのか、という新たな疑問が起こり ました。
北岡助教授らは、 CECU2SI2 が発見された直後から、 NMR （核磁気共鳴法）を 使って局在 スピン のふるまいを測定する
実験を開始しました。そして核 スピン 格子 緩和時間 T1 の観測を行った結果、低温で局在 スピン が消失すること、 T1 と
温度の 関係が、通常の BCS 超伝導体とは異なる変化を示すことが明らかになりました。 同様の結果は、続いて他の重い電
子系の超伝導で、さらにその後発見された 高温超伝導でも示され、 フォノン ではなく、 スピン のゆらぎが超伝導を生み
出すうえで 重要な役割を担っていることが明らかとなってきました。
高温超伝導という特殊な性質を解明するために、現在 NMR による高温超伝導研究は 世界的に行われていますが、北岡助教
授らは、超伝導一般を普遍的にとらえ、すでに 10 年以上前から、 NMR を用いて電子相関を ミクロ 的にとらえる研究に取
り組んで きました。
1K 以下の極低温領域という技術的にも難しい条件下で研究を スタート させ、 超伝導機構の解明に直結する大きな成果を
挙げたことは、世界でも高く評価されて います。
受賞者紹介
林民生（はやし たみお）
昭和 23 年 2 月 16 日生まれ
北海道大学触媒化学研究 センター ・ 教授
昭和 45 年 京都大学工学部合成化学科卒業
昭和 50 年 京都大学大学院（工学研究科）博士課程修了
京都大学工学部合成化学科助手
平成元年 北海道大学触媒研究所教授
北海道大学触媒化学研究 センター 教授
専門：有機化学合成
贈賞の理由
高立体選択性不斉触媒の デザイン
化学調味料の グルタミン 酸には、同じ分子式でありながら、うまみがあるものと ないものがあります。うまみがあるのが
L-グルタミン 酸、ないのが D-グルタミン 酸です。 この 2 つは、互いに鏡に映した形をしていますが、両方を重ね合わせる
ことは できません。これが「対掌体」です。
私たち人間を含め、生物の体は大半がこの対掌体の片方だけでできています。 これを不斉といいます。そして、生体は対掌
体の片方だけしか有効に利用でき ません。
なかには サリドマイド のように、対掌体の一方に薬理効果がある半面、もう一方が 毒性を持つ場合もあります。そのた
め、医薬品や農薬を作るには対掌体の片方だけを 作り出すことが重要になります。
しかし、対掌体の片方だけを作るのは、なかなかの難問です。通常の反応では、 対掌体が半分ずつできるので、そこから一
方だけを選ぶこともできますが、融点や 沸点などの物理化学定数がまったく同じ 2 つの物質を分けるのですから、容易で
は ありません。
林教授は、そこで、一方の対掌体を優先的に作り出す ユニーク な不斉合成触媒を開発 しました。不斉触媒の開発自体は、
いくつかの グループ によって 1960 年代後半に 着手されましたが、林教授は既存の不斉触媒では満足せず、目指す反応に
合わせて 設計できるような不斉触媒を求め、ついにそれを開発したのです。
光学活性 フェロセニルホスフィン がそれです。
この触媒は、 チョウチンアンコウ のように、大きな口と チョウチン を持っています。口 の中には触媒活性部位である遷
移金属が入り、 チョウチン 部分は目指す分子をおびき寄せ る働きをもっています。そして、目的の反応に合わせて、この
金属と チョウチン を自由に 変えることができるのです。この点が、他の不斉触媒と決定的に違う重要な ポイント です。
林教授は、この触媒を駆使して アミノ 酸合成など多くの不斉合成に成功しました。 なかには、天然の酵素を上回る選択性
を示すものも得られています。
受賞者紹介
吉川研一（よしかわ けんいち）

昭和 23 年 7 月 25 日生まれ
名古屋大学教養部化学教室・教授
昭和 46 年 京都大学工学部石油化学科卒業
昭和 51 年 京都大学大学院（工学研究科）博士課程修了
昭和 51 年 徳島大学教養部講師
昭和 54 年 徳島大学教養部助教授
昭和 63 年 名古屋大学教養部助教授
平成 2 年 名古屋大学教養部教授
専門：生命現象の物理化学
著書：『 味覚 センサー 』（冬樹社）
『 リズム と形を作り出す化学 -- 自己組織化の ダイナミックス 』
（学会出版 センター)
贈賞の理由
化学領域における非線形発振現象の研究
心臓の鼓動・脳波・日周期など、生きている証しである リズム はどうして生まれるの でしょうか。吉川教授は、生体膜が自
発的に発振することを、理論と実験による再現 の両面で、世界に先駆けて開拓し、この謎を解く貴重な手がかりを提供しま
した。 物理化学的な作用で振動する現象については 1970 年頃に、塩水入りの コップ の底に 穴をあけて真水につけると、
穴を通して塩水の吹き出しと真水の流入が交互に起きる ことが発見されました。しかし、これまでその理論的な根拠があり
ませんでした。 吉川教授は、非線形微分方程式を用いてこれを初めて定式化するとともに、油水界面 に界面活性剤の膜を
作ると、同様の現象として膜の電位が周期発振することを 見いだしました。さらに、穴をあけた コップ2 個、 3 個をどん
な時間間隔で真水に つけても、溶液濃度などの パラメーター を調節すれば、位相がそれぞれ 180 度、 120 度ずれて周期発
振することを理論・実験で示しました。
また、酸化・還元を繰り返す化学反応系などでも同様の現象を確かめており、 これらの現象は「非線形非平衡」な系で普遍
的な現象と見られます。この非線形 非平衡な系とは、何らかの外力に対して エネルギー の流れが生ずるが、その大きさは
外力に対して比例応答しないような系のことで、自然界にはいろいろな例が見られ ます。
吉川教授は、化学 ポテンシャル に差がある 2 種類の溶液の界面に膜を作ると膜が 自励発振すること、また複数の“振動
子”がばらばらに振動していても、最終的には リズム 状態に安定することも理論的に示しました。つまり、生物が営む自発
的な リズム 形成が人工的に初めて再現されたわけです。
各学問分野への波及効果も大きいとみられ、吉川教授自身、膜電位の周期波形が 水溶液中の化学物質によって変わる性質か
ら、 1 種類の膜だけで多数の化学物質を 見分けることができる味覚、嗅覚 センサー 方式を提案しています。また、同様の
膜を 用いて神経 インパルス や 3 相交流電圧の発生にも成功しており、生物学や情報処理 (ニューラルネット) の分野にも多
大な影響を与える可能性を秘めています。
受賞者紹介
坂井修一（さかい しゅういち）
昭和 33 年 11 月 1 日生まれ
電子技術総合研究所情報 アーキテクチャ 部・主任研究官
昭和 56 年 東京大学理学部情報科学科卒業
昭和 61 年 東京大学大学院（工学系研究科）博士課程修了 工学博士
電子技術総合研究所
平成 2 年 同主任研究官
平成 3 年 マサチューセッツ 工科大学招聘研究員
専門 : 計算機 アーキテクチャ
著書 : ADVANCED TOPICS IN DATA-FLOW COMPUTING (PRENTICE HALL / 共著）
歌人として『 ラビュリントス
の日々 』 第 31 回現代歌人協会賞受賞
贈賞の理由
高並列 データ 駆動計算機の研究
コンピューター の高速化にも限界が見えはじめ、多数の プロセッサ を同時に働かせる 並列計算機の研究がますます重要に
なっています。並列処理方式には多くの タイプ が あり、それぞれが得意の分野をもっています。また、効率の良い並列処
理を行うため には、問題を分割する アルゴリズム、 各 プロセッサ を均等に働かせる方法、 データ 転送や 同期の オー
バーヘッド を小さくする方法など、多くのむずかしい問題が残されて います。
坂井主任研究官は、並列処理計算機の 1 つである データ 駆動計算機 (データフローマシン) において、「強連結枝 モデル」
という新しい並列計算 モデル を発案・提唱し、これを もとに EM-4 と呼ぶ最大性能 1GIPS の プロトタイプマシン を開発し
ました。 並列処理では、それぞれの処理の同期をいかにうまくとるかという課題があり、 基本的には プログラム で並列実
行を指定しなくてはなりません。しかし データ 駆動 方式は、いわば、「借り物競争 リレー」 のように、「必要な データ
が集まった段階で、 各 プロセッサ が勝手に前に進む」という方式であり、個々の同期を考える必要が ありません。
したがって、 プログラム が比較的簡単に構成できる有力な並列処理方式と考えられて きました。
ところが、 プロセッサ 相互の データ 転送量が膨大になるなどの問題があり、実際の マシン はなかなか実現しませんでし
た。坂井主任研究官を中心とする電総研の グループ は、 プログラム を表現する データフロー 図式に、常連結枝と強連結
枝という 2 つの枝を 設け、 データ 駆動方式の利点と局所的・逐次的に処理する フォンノイマン 方式の利点を うまく結合
させました。
ハードウェア としては、 2 階層の パイプライン を融合した構成を採用し、 シングルチップ プロセッサEMC-R を製作しま
した。これは、並列計算機用要素 プロセッサ として初めて RISC 方式を取り入れた記念すべき チップ です。さらに、この
プロセッサ80 台からなる EM-4 のプロトタイプマシン を実働化させ、実際の プログラム で高い性能が出ることを示 しま
した。世界で初めて、汎用性のある高並列 データ 駆動計算機を誕生させたのです。 受賞者紹介
荒川泰彦（あらかわ やすひこ）
昭和 27 年 11 月 26 日生まれ
東京大学先端科学技術研究 センター ・ 助教授
昭和 50 年 東京大学工学部電子工学科卒業
昭和 55 年 東京大学大学院（工学研究科）博士課程修了
東京大学生産技術研究所講師

昭和 56 年 同助教授
昭和 57 年 カリフォルニア 工科大学客員研究員（～昭和 61 年）
昭和 63 年 東京大学先端科学技術研究 センター 助教授
平成元年 東京工業大学助教授併任
専門：量子 マイクロ 構造 デバイス
著書：『 化合物半導体 エレクトロニクス 』（東京大学出版会 / 共著）
『 超格子 ヘテロ 構造 デバイス 』（工業調査会 / 共著）
『 超高速光 エレクトロニクス 』 （培風館 / 共著）
贈賞の理由
量子効果半導体 レーザー の研究
1970 年に室温で発振した半導体 レーザー は、光通信の中心的な デバイス として実用化 されてきましたが、 75 年ころか
ら、これに超格子構造を取り入れたらどうなるかと いう研究が始まりました。
1982 年、半導体超薄膜の量子井戸 レーザー がやっと試作された時期に、荒川助教授 は、超格子をさらに細分化した量子細
線、量子箱という新しい概念を提案、これを 半導体 レーザー に使うと、 レーザー の発振を起こす「しきい値電流の温度
依存性」が 著しく小さくなるなど、その性能を飛躍的に向上できる可能性を示しました。
そして、強磁場の サイクロトロン 運動を利用して量子細線 レーザー と等価な状態を実現し、 その効果を実証しました。
光通信の光源にする場合、さらに重要になるのは、より多くの情報を送るために 「どこまで変調をかけられるか」という変
調帯域幅の問題です。荒川助教授は、 カリフォルニア 工科大学滞在中の 1984 年、半導体 レーザー に量子効果を取り入れ
ると、 変調帯域幅が大幅に改善され、同時に、 スペクトル の線幅、つまりゆらぎの小さい きれいな正弦波をつくる上でも
大きな効果があることを世界に先駆けて提案 しました。
さらに、半導体 レーザー でもう 1 つの重要な点は、いかに短い パルス を発生させるか ということですが、この点につい
ても、荒川助教授は、 1987 年に、量子効果を 使う パルス が非常に短くなることを理論的に予測し、 1.3ピコ 秒という世
界最短の パルス の発生に成功しています（この記録は惜しくも昨年破られました）。
このような理論を提案する一方で、荒川助教授は、有機金属気相成長法 (MOCVD) を 用いた新しい形成法により、量子細線
や量子箱の製作技術を開拓、実際に 200オングストローム の細線構造を作り、効果の実証に取り組んでいます。 量子効果
が半導体 レーザー の重要な特性のすべての面で有効に働くことを予測し、 それらを実証した荒川助教授の研究は、次世代
レーザー への大きな道を開いて きました。

1991 年 10 月 24 日
株式会社浅野歯科産業
日本 アイ・ビー・エム 株式会社
歯科医院 VAN が スタート 業界初の本格的医療 ネットワーク
株式会社浅野歯科産業（浅野弘明社長、本社：金沢市）と日本 アイ・ビー・エム 株式 会社（椎名武雄社長、本社：東
京）は、歯科医院を対象にした業界初の本格的 VAN （付加価値通信網）を共同開発し、このほど実稼働を開始しました。
日本 アイ・ビー・エム の製品販売店である浅野歯科産業では、 1985 年より パソコンIBM PS/55* を利用した歯科医院向
け適用業務 パッケージ の開発・販売を行なっており、 現在、患者管理 ・ カルテ 作成から保険点数の自動算定による レセプ
ト （請求書）発行に 至る業務の一元化を実現した歯科医院業務 トータル・パッケージ「AXIS」(アクシス) を、全国の 歯科
医院に提供しています。
このたび稼働を開始した歯科医院 VAN は、 「AXIS」 の ユーザー である歯科医院を IBM の NMS(NETWORK
MANAGEMENT SERVICE) を利用した ネットワーク で結ぶもので、 当面は歯科医院と浅野歯科産業、そして システム の
メンテナンス 協力会社がこの ネットワーク に加わります。
歯科医院 VAN によって、加入の歯科医院では、 「AXIS」 による従来の医療事務の 処理に加えて、浅野歯科産業から
提供される医療材料・機器の新製品情報や、歯科 分野の学会・学術情報に アクセス ができるほか、歯科医師どうしの パソコ
ン 通信による 医療情報交換もできるようになります。
また、 ユーザー の利用画面を、 ネットワーク 管理を行なう浅野歯科産業の端末装置上で 再現できる システム を開発
し、例えば ユーザー が操作方法で トラブル を生じた場合や、 ソフトウェア を新規導入する場合など、 ネットワーク 管
理側が ユーザー と電話で話しながら 操作について遠隔 サポート を行なえるようになりました。これにより、医院の事務
スタッフ が交代した場合にも、操作不慣れによる業務を少なくすることができます。
このほか将来的には歯科材料代理店、製薬会社などの関連産業を ネットワーク に取り 入れることにより受発注の オン
ライン 化を行ない業務効率の向上をはかったり、 歯科医療以外の分野の情報 サービス を取り入れることで、歯科経営を
トータル に サポート する VAN に発展させていくことを計画しています。
なお、この歯科医院 VAN は、 10 月 26 日から 28 日まで インテックス 大阪で 開かれる「第 7 回日本 デンタル
ショー」 で デモンストレーション される予定です。 * IBM CORP. （米国）の商標です
以上
- 当 リリース は経団連機械記者 クラブ、 葵 クラブ、 郵政記者 クラブ、 大阪機械記者 クラブ、 金沢経済記者 クラブ に配
布しています。

1991 年 10 月 16 日
参考資料
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IBM、1991 年度第 3 四半期までの連結決算を発表
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(=IBM CORP.、 本社 ・ ニューヨーク 州 アーモンク、
ジョン・ F・エイカーズ 会長）は、 15 日（現地時間） 、 1991 年度第 3 四半期まで(1 ～ 9 月）の連結決算の結果を以下の通
り発表しました。
今期の利益、収益とも、前年同期を下回りました。
1991 年度
1990 年度
(1 ～ 9 月）
(1 ～ 9 月）
前年同期比増加率
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
総収益
427 億 1,000 万 ドル
459 億 5,700 万 ドル
-7.1%
税引前利益
14 億 0,200 万 ドル
62 億 0,900 万 ドル
-77.4%
純利益
-14 億 4,500 万 ドル
35 億 5,900 万 ドル
-140.6%
1 株当り利益
-2.53ドル
6.21ドル
-140.7%
平均発行株数
5 億 7,210 万株
5 億 7,320 万株
今回の決算には、第 1 四半期の決算で適用された財務会計基準書第 106 号 「年金を除く退後の給付に関する雇用者の
会計」 (SFAS106) の適用による特別損失 22 億 6,300 万 ドル が含まれています。特別損失を除けば、当期利益は 8 億
1,800 万 ドル を計上することとなります。
また、同時に発表した 1991 年度第 3 四半期 (7 ～ 9 月）の連結決算の結果は次の 通りです。
1991 年度第 3 四半期
1990 年度第 3 四半期
前年同期比増加率
(7 ～ 9 月）
(7 ～ 9 月）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
総収益
144 億 3,300 万 ドル
152 億 7,700 万 ドル
-5.5%
純利益
1 億 7,200 万 ドル
11 億 1,200 万 ドル -84.5%
1 株当利益
0.30ドル
1.95ドル
-84.6%
平均発行株数
5 億 7,190 万株
5 億 7,190 万株
今回の決算に関する ジョン・ F・エイカーズ 会長の コメント は以下の通りです。
「第 3 四半期の ビジネス は引き続き世界経済の低迷、競争の激化、および当社の 新製品への移行による影響を受けま
したが、先ごろ発表した新製品のすべり出しには 期待が持てます。私どもは引き続き外部との協業関係を推進してゆきま
す。また、 現在進めている組織再編成の進捗ぶりは着実で、今年 2 万人以上の人員削減を 行なう予定です。 ビジネス の状
況は引き続き不安定な状態ですが、新製品の出荷が 本格化するに従って、私どもの ビジネス の ペース は好転するものと
思われます。」
以上

1991 年 10 月 16 日
流通 ・ サービス 産業に向けて提供する新しい ソリューション 体系
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 16 日、流通 ・ サービス 業界の お客さまが情報 システム を構築する際
に、その スタート から完成までの書く局面における ソリューション を一貫して提供し、あたかも一本の パイプ の中を通
るように総合的、 効率的かつ短期間に システム 構築が行なえるようにする新しい体系 「パイプライン・オファ リング」を
発表しました。
卸、小売、運輸などの流通 ・ サービス 業界では業種・業態が多岐にわたるため、 お客さまそれぞれの問題解決を早期に
実現するためには、お客さまの特性に きめ細かく対応した ソリューション を適切に組み合わせて提供していくことが強く
求められています。今回発表した 「パイプライン・オファリング」 は、こうしたお客さまの ニーズ に応えたもので、お客
さまの経営戦略立案段階から システム 構築の最終段階 まで、当社の システム 開発の技法を駆使して一括した ソリュー
ション を提供していくための 体系です。
パイプライン・オファリング 体系では情報 システム の構築を 4 段階に分類し、それぞれ の段階で適切な ソリューショ
ン を提供します。これらの 4 段階とは次の通りです。
1. ビジネス および アプリケーション の コンサルテーション
2. アプリケーション の プランニング 及び デザイン 作成支援 / 適用業務の早期開発支援
3. 業種に特化した中核業務 アプリケーション・パッケージ の提供
4. システム 開発における システム・インテグレーション
第一の コンサルテーション 段階では、 IBM が培ってきた流通 ・ サービス 産業の各業種に おける問題点・その原因・解
決策の ノウハウ と、社外の専門家による知識を コンサルテーション・ データベース として構築しました。お客さまに対し
て業務の問題点などに関する アンケート を事前に行ない、その結果をこの データベース に基づき分析することによって、
問題点 の把握と解決策の検討を的確かつ効率的に進めることができます。この データベース は 利用を重ねるに従い拡張
し、内容がより豊富になっていきます。
第二の プランニング、デザイン 支援では AD/CYCLE* を活用し、解決策を実現するための 新しい システム・モデル の
構築、そして適用業務の要件定義と システム・デザイン を迅速に 行ない、 システム の短期構築を支援します。また、 キー
となる適用業務の早期開発 (プロトタイピング) を行なうことで構築中の システム の評価を先取りして行ない、開発に おけ
る無駄を省くほか、場合によってはこの プロトタイプ を本番の適用業務の一部と して利用します。なお、ここまでの段階
は現場の ユーザー 部門を対象に実施すること が特徴です。
第三、第四段階である アプリケーション・パッケージ の提供と システム・インテグレーション においては、第二段階ま
でに洗いだされた システム 要件に基づき、お客さまの業種・業態と個別 の ニーズ に合致した アプリケーション・パッケー
ジ を核に、 システム 開発の具体的作業を一括 して支援します。
日本 アイ・ビー・エム では、 「パイプライン・オファリング」 の体系を土台に、お客さまとの 共同開発はもとより国内
外の ビジネス・パートナー による成果も積極的に取り込んで、 お客さまに一貫した ソリューション を提供していきます。
* IBM CORP. （米国）の商標です。

1991 年 10 月 3 日
UNIXワークステーション を充実
処理能力、 グラフィック、 記憶容量を大幅に強化
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 3 日、 UNIX**1 に対応した高性能 ワークステーション の 「IBM*
RISC システム/6000」 （以下 RS/6000 と略す） ファミリー に、 価格性能比に優れた デスクサイド 型の中位 モデル1 種
と、 グラフィック 装置や磁気 ディク格納 装置などの関連機器を追加、製品群をより充実させました。
現在 コンピューター 業界では、異機種接続が可能な オープン・システム であり、さらに低価格 で処理能力に優れた
UNIXワークステーション に対する需要が高まっており、単体としては もちろんのこと、 ホスト・システム と連携した クラ
イアント/サーバー 型式で利用されています。 適用業務としては特に、高い処理能力の特長を活かして、設計や構造解析な
どの グラフィック 処理を必要とする業務が中心となっています。
今回の発表は、 RS/6000ファミリー の製品競争力をさらに強化するものです。新しい デスクサイド・モデル「POWER
ステーション*530H」 は、現行 モデル に比べ価格性能比が 32% も 向上しています。さらに、新しい グラフィック 装置で
ある 「POWERグラフィック・アダプター」 は、POWERステーション 全 モデル に内部装着可能で、容易かつ低 コスト で
高度な 2 次元 / 3 次元 グラフィック 環境を実現することができ、この分野での RS/6000ファミリー の競争力 を格段に向上
します。また、新しい磁気 ディスク 格納装置は最大磁気 ディスク 容量を 現行の 2 倍以上に拡張することができ、ますま
す増加するお客様の データ 量にも 余裕を持って対応できます。
本日発表の新製品を含む RS/6000ファミリー は、当社の営業部門および全国 124 社の IBM 特約店で販売したします。
今回発表の主な製品の概要

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● 「POWERステーション530H」
- 新開発の 33MHZRISCプロセッサー を搭載して、現行機種 「POWERステーション530」 よりも 32% 計算処理能力が向上
した 57.4SPECMARK**2,20.0MFLOPS の高性能 デスクサイド・モデル です。しかも価格は 530 と同じです。
- 主記憶容量は標準で 32メガ・バイト、 最大 512メガ・バイト まで拡張できます。
- 磁気 ディスク 容量は標準で 400メガ・バイト、 内蔵最大 2.5ギガ・バイト、 外付けの拡張 記憶装置も利用すれば最大 26.5
ギガ・バイト まで拡張できます。また、 3.5ディスケット 駆動機構を 1 つ標準装備しています。
- 下位機種 「POWERステーション520」 からの アップグレード および、上位機種 「POWERステーシ ョン550」 への
アップグレード が可能です。
（註） SPECMARK:WSベンダー20 社以上からなる コンソーシアム が定めた WS 性能評価の ための ベンチマーク で、 プ
ロセッサー、キャッシュ、メモリ の性能を総合的に評価する ことができます。
MFLOPS:MILLION FLOATING POINT OPERATING PER SECOND,1 秒間に何百万回の 浮動小数点演算を実行できるかを
示します。
● 「POWER GT4X/GT4/GT3 グラフィック・アダプター」
- 高度な 2 次元 / 3 次元 グラフィック 環境を求める ユーザー のために、 POWERステーション 全機種の内部に装着できる
低価格・高性能な グラフィック・アダプター です。
- GT4X は、 1 秒間に最高 80 万回の 3 次元 ベクトル 処理、 80 万回の 2 次元 ベクトル 処理、 8 万回の三角形描画を行うこ
とができます。同時表示可能色は標準 256 色、 オプション により 1,670 万色です。
- GT4 は、 1 秒間に最高 40 万回の 3 次元 ベクトル 処理、 65 万回の 2 次元 ベクトル 処理、 2 万回の三角形描画を行うこ
とができます。同時表示可能色は標準 256 色、 オプション により 1,670 万色です。
- GT3 は、 2 次元 グラフィック 専用で、 1 秒間に最高 60 万回の 2 次元 ベクトル 処理 を行うことができます。同時表示可
能色は 256 色 (1670 万色中）です。
● 新しい磁気 ディスク 格納装置
- 外付けの拡張装置で、 SCSI よりも パフォーマンス に優れた シリアル・リンク 磁気 ディスク 機構を追加接続することが
できます。
- 「IBM9333-010 型格納装置 (ユニット 型）」は POWERサーバー930/950 専用で、最大磁気 ディスク 容量を現行の 22.2ギ
ガ・バイト から 53.1ギガ・バイト へ拡張します。
- 「IBM9333-500 型 デスクサイド 拡張装置」は POWERステーション520/530/530H/540/550 に 接続でき、最大磁気 ディス
ク 容量を現行の 12.9 ギガ・バイト から 26.5ギガ・バイト へ 拡張します。
価格および出荷予定日

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
製品名

価格（消費税抜き）

出荷予定日

~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
POWERステーション530H
7013-530H 型 システム 装置
6,048,000 円
1992 年 3 月
最小構成価格 6,901,600 円
(グレースケール・グラフッィク・アダプター、 キーボード
8505-002ディスプレイ、 AIXバージョン3.0)
9333-010 格納装置 (ユニット 型）
4,416,000 円
1992 年第 1 四半期
9333-500デスクサイド 拡張機構
4,512,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4X(8ビット)
2,247,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4X(24ビット)
3,264,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4(8ビット)
1,152,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4(24ビット)
2,170,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4 24ビット・アップグレード
1,018,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT4 パフォーマンス・アップグレード
1,095,000 円
1992 年第 1 四半期
POWER GT3
672,000 円
1992 年第 1 四半期

*:IBM CORP. （米国）の商標です
**1:UNIXシステム・ラボラトリーズ 社の開発・許諾製品です
**2:STANDARD PERFORMANCE EAVALUATION CORP. の商標です
以上
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1991 年10月2日
アップルコンピュータ 社
IBMコーポレーション
広範囲にわたる効率的な ネットワーク 機能を提供

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1991 年10月2日（現地時間） カリフォルニア 州 サンフランシスコ 発
本日、 アップルコンピュータ 社と IBMコーポレーション が発表した多岐に及ぶ合意 によって、 アップル の
MACINTOSH(マッキントッシュ) は従来よりも容易に IBM の ネットワーク に接続できるようになります。今回の合意は、
両社の現行製品はもとより、 将来、両社が提供する製品についても対象としており、 MACINTOSH をより効率的に IBMの
大型 コンピュター や中型 コンピューター、 あるいは部門 ネットワーク に接続 できるようになります。

IBM 機の サーバー に クライアント として接続され、稼働している MACINTOSH は、 IBM の ネットワーク を基盤とし
て、より包括的な サービス を活用できるようになりま す。ここでの サービス とは ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)
や ワイド・エリア・ ネットワーク(WAN) で提供されるもので、 ファイル ならびに プリンター の共有、 データベース・アク
セス、 端末 サービス、クライアント・サーバー・アプリケーション、 ネットワーク 管理を意味しています。今回の合意は、
マルチベンダー・ネットワー キング 、すなわち多 くの異なる メーカー の コンピューター が柔軟に接続の支障 なく共存で
きる環境を望んでいるお客様に対し、 トータル・システム の提供者と しての IBM の役割を高めることにもなります。
この効率的な ネットワーキング 手法に対応した新製品は、 アップル と IBM で別々に 開発し、本年12月に第一弾の製
品を出荷する予定です。合意事項に基づき、販売や サポート は開発した側が担当します。
本日の発表の ハイライト は以下の5点です。

- APPLETALK の OS/2 対応機能によって、 MACINTOSH、OS/2 および DOS の下で 稼働している パソコン が、共通の
OS/2サーバー を利用して、 ファイル の共有、 デ ータベースの検索、幅広い通信 サービス の利用ができます。この開発の
ために アップル は IBM に対して APPLETALKプロトコル の ソース・コード を ライセンス 供与します。
- 現行製品と将来の製品との間での インターオペラビリティー （相互稼働環境）を実現 するための取り組みの一環とし
て、 アップル は今年中に製品に搭載する予定で IBM から トークンリング の技術の ライセンス 供与を受けています。
- MACINTOSH は、 IBM の通信 ネットワーク 体系 SNA の世界に、さらに完全に統合さ れます。 SNA は大規模な企業 ネッ
トワーク において情報のやり取りを実現するため に IBM が提供している通信 ネットワーク 体系です。特に、拡張対等通
信 ネットワーク APPN(ADVAN CED-PEER-TO-PEER NETWORKING) の ディレクトリー および ルーティ ング の機能を
MACINTOSH で利用できるようになります。 APPN は SNA を拡張したもので、 アプリケーション や情報 、また他の ネッ
トワーク 資源を エンド・ ユーザー が柔軟かつ容易に活用できるようにするものです。

-「LANNETWORK MANAGER」 や、 「NETVIEW 」 といった IBM の先進的な ネッ トワーク 管理製品 によって、
MACINTOSH を含む ネットワーク を管理できるようになります。その 結果、アップル と IBM の製品が混在している ネッ
トワーク を低廉かつ効率的に管理できる ようになります。

-IBM の中型 コンピューター である AS/400 の データ や アプリケーション といっ た資源への アクセス の改善により
MACINTOSH と AS/400 間の通信がより効率的 になります。 MACINTOSH に、 AS/400 の先進的な クライアント/サーバー
機能 に加えて端末 サービス の機能が強化されます。また、 アップル は AS/400 に対応 する データ・アクセス 言語 サー
バー を MACINTOSH に実装します。 アップル の データ・アクセス 言語とは、 SQL(STRUCTURED QUERY LANGUAGE) に
基づいたも ので、マルチプラットフォーム での リレーショナル・データベース を一貫性を持って アクセス するためのもの
です。

IBM の エレン・ハンコック(IBM VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER OF THE NETWORKING SYSTEMS LINE
OF BUSINESS) は『 IBM は異なる コンピューター・ プラットフォーム 間で データ や情報をやりとりできるような柔軟な
オープン・システム を構築すべく努力を続けていますが、今回の アップル との合意は、その構想実現に向けて、 大変に エ
キサイティング かつ新しい機会をもたらしてくれました。今回の発表は IBM の PS/2 や OS/2 関連製品の ネットワーク 機
能強化とともに、 IBM が推進している エンタープライズ・コンピューティング での パソコン の役割を強化するという IBM
の コミットメント を確かなものにしました。』と述べています。
アップル 社の社長兼最高執行責任者の マイケル・スピンドラー は、『両社は、 MACINTOSH が マルチベンダー 環境の
中で違和感なく相互接続できるよう、たゆまぬ 努力を続けて来ました。 IBM との合意によって、 エンタープライズ・コン
ピューティング における当社の ポジション はより一層強固なものになるでしょう。さらに重要なこと は、
両社のお客様により使い易い機能を提供できるということです。』と述べています。
今回の発表は、 アップル の デスクトップ・コンピューター と IBM の ネットワーク と の間での インターオペラビリ
ティー を実現する現行製品を補完するものです。これらの 製品には、 ワークステーション から大型機までの ハードウェ

ア 製品と ソフトウェア 製品、 LAN および WAN の接続性、 アプリケーション 間の コミュニケーション、 さらには ワー
ク ステーション上の データ の バックアップ 管理や保管機能が含まれています。
以上

MACINTOSH,APPLETALK は APPLE COMPUTER,INC. の登録商標
OS/2,APPN,NETVIEW,AS/400,PS/2 は IBM CORP.( 米国）の商標

＜ご参考資料＞

1991年10月2日
アップルコンピューター 社
IBMコーポレーション
モトローラ 社
・アップル と IBM、 新低価格 RISCシステム に POWERPCマイクロプロセッサー を採用
・モトローラ が チップ を製造・販売

1991 年10月2日（現地時間） カリフォルニア 州 サンフランシスコ 発
アップルコンピュータ 社、 IBMコーポレーション と モトローラ 社は、各社の卓越した設計、製造技術を ベース に、新し
い POWERPCファミリー の単 一 チップRISC （縮小命令 セット・コンピューター)マイクロ・コンピューター を開発中であ
ると発表しました。 POWERPCアーキテクチャー は、 デスクトップ・パーソナル・ コンピュー ター、ポータブル・コン
ピューター、 下・中位機種 ワークステーション および サーバー の上位機種などにおいて コンピューター 業界に多様な機
会を提供するもので す。

POWERPCマイクロ・プロセッサー は、 アップル と IBM から提供される新しい高性能、低価格 システムの基礎となるもの
です。 モトローラ は他の システ ム 製造会社に対して、この新しい POWERPCマイクロ・プロセッサー・ファミリー をご利
用いただくために製造、販売を世界的に行ないます。 アップル、IBM と モトローラ は、 POWERPCアーキテクチャー を
定義づける上で主要な役割を担います。

POWERPC は、本日3社が発表した POWEROPENコンピューティング 環境の ハードウェア の構成要素になります。 アッ
プル は MACINTOSHオペ レーティング・システム を、POWEPC へ移植中であり、現行の MACINTOSH と互換性を維持しま
す。IBM は、 POWERPC に対応した AIXオペ レーティング・システム の最新版を提供する予定です。
POWERPC は、 IBM の RISCシステム/6000シリーズ の先進的な ワークステーション や サーバー に使用されている革新的
な デザイン である強 化版RISC(POWER)アーキテクチャー を採用したIB の 「 性能最適化機能 」 を ベース にしていま
す。最初の POWERPC 製品は、今後 2、3年 中に利用可能になる予定です。
これらの会社は、 POWERPC を他の コンピューター 会社、 ソフトウェア 開発者やエンド・ユーザー に広めるため、新た
に業界団体を設立する意向を表明しまし た。

IBM の ジャック・D・キーラー 社長は、『 POWERPC の構想を通して新しい レベル の性能を低価格 デスクトップ・システ
ム で体験していただき、他の コンピューター・メーカー、ソフトウェア 開発者およびお客様に IBM の RISC 技術の利点を
広めていきます。 RISC を基盤としたパーソナル・コンピュー ティング の プラットフォーム 選択肢となる POWERPC の確
立を アップル と モトローラ両社との共同で取り組めたことを喜ばしく思います。』と述べていま す。
アップル の ジョン・スカリー 会長兼最高経営責任者は、『今回の提携は IBM の実証された POWERアーキテクチャー と モ
トローラ の優れた製造、設計能力 を統合したものです。そして、疑いなく最大の勝利者は、今や90年代の明確な RISC 基
盤を持つアップル のお客様です。また、重要なことは MACINTOSH が こうした新しい システムと共存しているということ
です。お客様は、我々の システム を購入され、業界最先端の技術を手に入れたことに気づかれるでしょう。』と述べまし
た。
モトローラ の ジェームズ・ノーリング 執行副社長兼半導体 セクター 最高責任者は、「当社と IBM、アップル との合意は、
1990 年以降の コンピューティ ング に関する強力な ソリューション として POWERPCアーキテクチャー を確立するとい
う前例のないお互いの技術力の長所の統合を意味します。 RISC、コン ピューター、コミュニケーション、ソフトウェアの
革新に関するあらゆる専門知識を結集することにより、 ユー ザーが新時代の機能性と情報処理に アクセス することを確
かなものにしました。』と述べました。

■新しい POWERPCチップ
アップル、IBM、モトローラ は、 POWERPCマイクロプロセッサー を共同で設計します。 アップル は将来の MACINTOSH
に POWERPC を採用 する計画です。 IBM は現行の RISCシステム/6000シリーズ を補完し、 アプリケーション を共用でき
る自社の将来のデスクトップ・ワークステーション と サーバー 用において 自社使用分に関して POWERPCチップ を製造し
ます。 モトローラ は アップル に POWERPCチップ を供給するとともに他の システムやマイクロプロセッ サー・アプリ
ケーション に対して販売する予定です。
また、 IBM は チップ の製造に使用している 0.5ミクロンCMOS 処理技術を モトローラ にライセンス しました。 モトロー
ラ は POWERPC 開発 に際してこの技術を使用できます。

POWERPC 設計構想は、 IBM と モトローラ の従業員の チーム を先頭に、米国 テキサス 州 オースチン の カストマー・デ
ザイン・センター にて行な われます。約 300 人以上の技術者が両社から出向して カストマー・デザイン・センター の プロ
ジェクト に参加します。
この チーム の目標は、複数の POWERPCインプリメンテーション を開発することにあります。当初は3つの設計を目標に
し、同時に、将来的な機能強化に対する必要 な点を明確にして行きます。この中心となる チーム は技術的な調整をしっか
りと行いながら、迅速に新しい デザイン を市場に提供して行きます。

■RISCテクノロジー

今日の高性能 パーソナル・コンピューター や ワークステーション 向けの テクノロジーとして利用されている RISC は、
1975 年に ニューヨーク 州 ヨークタウン・ハイツ にある IBM の ワトソン 研究所で開発され、 1976 年には実験的 RISCマシ
ン として 「801」 が作成されました。

RISC の設計面のねらいの中で注目すべき点は、その簡潔さと処理能力にあります。比較的少数の最適化された命令群と先
進的な コンパイラー 技術によって秀れた アプリケーション 処理能力を提供します。また、 RISC の実行命令は、固定長の
ため、前処理が可能であり、その結果、極めて高速な処理能力を実現できます。
今日の半導体技術、大容量 メモリー・キャッシュ、ハードウェア、ソフトウェア における先進技術によって、 RISC を ベー
ス とした コンピューター は、以前に は達成しえ なかった レベル の処理能力を提供できます。その結果、お客様は アプ
リケーション について高速かつ、価格性能比に優れた プラットフォーム を提供することができ るようになり、生産性の向
上をもたらしました。

■POWER RISCアーキテクチャー
IBM の現在の RISC の実装製品、すなわち POWERアーキテクチャー は、 RISC システム/6000ファミリー向けに開発され
たものです。 1990 年に発表したこの製品群は、処理能力に関する業界の新しい標準ともいうべきものを作り出しました。
POWERアーキテクチャー を設計する際には、命令文の数の削減およびひとつの命令を実行するために必要な マシン・サイ
クル の数の削減をいかに行うかという部分に力 点が置かれました。初期の RISCデザイン の基本を ベース に、 IBM の開
発 チーム は、1回の マシン・サイクルの間に、最高4つまでの複数の命令を処理で きる アーキテクチャー を作り上げまし
た。1サイクル 当たり2つ以上の命令を実行する デザイン は、 スーパースカラー、 あるいは第2世代RISC と呼ばれ、非 常
に高い処理能力を提供します。

POWERアーキテクチャー は、今日においても大変強力なものですが、さらに、将来の半導体やコンパイラー 技術の進歩を
容易に取り入れられるよう、 スケーラブル に 作られています。 IBMは、現行の システム や アプリケーション との互換性
を確保しながら、 POWERアーキテクチャー の強化を継続して行なって行くことを保 証しています。
以上

POWERPC,POWER,AIX,RISCシステム/6000 は IBM CORP.( 米国）の商標
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1991 年10月2日
アップルコンピュータ 社
IBMコーポレーション
アップル と IBM、マルチメディア 分野の合弁会社を設立
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1991 年10月2日（現地時間） カリフォルニア 州 サンフランシスコ 発
アップルコンピュータ 社とIBMコーポレーション は本日、新しい マルチメディアの テクノロジー ならびに製品の開発
を行なう独立した合弁会社を設立すると発表し ました。この合弁会社は、多種多様な コンピューター および家電機器にお
いて、 音声、 グラフィックス、ビデオ、 文字情報 、 アニメーション など、様々な形態の 情報の相互利用を推進するため
に、 テクノロジー や製品の開発、 ライセンス 供与、 仕様や技術の利用促進を行います。
新会社は、 アップル と IBM を含め、 マルチメディア 製品を開発している企業に対し て、開発される仕様を ライセン
ス 供与します。 アップル と IBM は、従来通り両社とも 独立して製品の開発と販売を続ける一方、新会社が開発する技術
や製品が、 アップル、 IBM それぞれの将来の マルチメディア 戦略を強化するものとなることを期待していま す。
その他、新会社では、 コンピューター・システム から独立した データ 形式を開発、推進 して行きます。これは、開発
者が、 ベンダー によって異なる多種多様な プラットフォーム の下で稼働する マルチメディア・アプリケーション の開発に
専念するためです。
アップル 社先進技術 グループ 担当副社長兼 コンシューマプロダクツ 部門事業部長 代理の デイウ゛ィッド・ネイゲル
博士は、『 マルチメディア の技術は、次世代の コン ピューター技術の土台となることを確信しています。将来の対話型
アプリケーションに おいては、アニメーション、ビデオ、 音声などが、今日の文字情報や グラフィックス と 同様に一般
的な情報形態となるでしょう。新会社は、業界に対して テクノロジー の基盤 を提供するとともに、教育、 ビジネス、 家
庭、娯楽などの市場において エキサイティング な新しい技術革新を実現していく飛躍台としての役割を果たすでしょう。
』と述べています。

IBM の ルーシー・フェルドスタッド(IBM VICE PRESIDENT AND PRESIDENT OF MULTIMEDIA AND EDUCATION
DIVISION) は、『 IBM と アップル は、合弁会社の 設立を通じて、 マルチメディア・コンピューティング という急速な変容
を遂げつつある 分野の発展を推進するため、この分野での各々の経験を提供することになりました。この 合弁会社を通じ
て、お客様に、 プラットフォーム に依存しない マルチメディア技術を より迅速に、より高い価格性能比で提供して参りま
す。その結果、各方面における マルチメディ アの内容の供給者にとって大きな恩恵がもたらされるでしょう。』
アップル と IBM の両社は、それぞれの開発した マルチメディア 技術を新会社に ライセンス 供与すると同時に、各種
リソース も提供します。新会社の役員会は アップル と IBM からの同人数の代表者によって構成され、後日、経営陣の任命
が予定されています。
新会社は、 サンフランシスコ・ベイエリア に拠点を置く予定です。
最終的な合意は、米国政府の承認を待って行なわれます。
以上

＜ご参考資料＞

1991年10月2日
アップルコンピュータ 社
IBMコーポレーション
モトローラ 社
アップル と IBM、テクノロジー 分野での歴史的な提携まとまる

1991 年10月2日（現地時間） サンフランシスコ 発
アップルコンピュータ 社と IBMコーポレーション は本日、 パーソナル・コンピューター 産業における新時代の幕開けを宣
言する包括的な合意を結んだ、と発表しまし た。
この歴史的な合意では、 モトローラ 社が テクノロジー 面で重要な役割を担います。その合意内容は、 ハードウェア、ソ
フトウェア を含んだ幅広い構想が盛り込まれ、 本年 7 月に発表した両社間の基本合意を具体化するものです。
今回の提携によって、お客様の得られる メリット は次の通りです。近い将来、アップ ルの MACINTOSH(マッキントッ
シュ)コンピューター を大規模 ネット ワーク の中でも今まで以上に容易に利用できるようになります。また、 IBM の
RISC および MACINTOSH が持つテクノロジー の利点の及ぶ範囲を様々 な オープン・システム・プラトフォーム 上に一層広
げていきます。さらに、より長期的視野に立ち、 アップル と IBM は、 ソフトウェア の画期的な新しい機能の 開発、 コン
ピューター の使い易さの追求、 プログラミング 作業の簡略化・迅速化を実現するために2社の合弁会社を設立します。
業界全体を見た場合、今回発表した構想により テクノロジー の開発速度が加速される一方、ソフトウェア 開発者や企業
は、より多くの ビジネス・チャンス を得ることが できます。また、 IBM と アップル が協業を展開することによって、こう
した ビジネス・チャンス を多く開拓する一方で、両社はこれまでと変わることなくそれぞれ の システム を通じてお互いに
競争を続けて行きます。
アップル の会長兼最高経営責任者である ジョン・スカリー は、『一連の合意は、まさに ルネッサンス と呼ぶに値する出来
事です。私どもは、お客様が コンピュー ター を購入される際に伴なう リスク を軽減するととともに、お客様の選択の範
囲を著しく拡大させようとしています。また私どもは、現在よりもさらに強力で使い勝手の良 い オープン・システム を構
築しつつあります。そして幅広い業界全体に及ぶ イノベーション の「枠組み」となる新しい基盤技術を構築しようとして
います。』と述べてい ます。
IBM の会長である ジョン・F・エイカーズ は、『 IBM の パーソナル・コンピューター 誕生以来10年、本日、その第二世代に
向けた出発が始まりました。 コ ンピューター の本質的な機能は システム・ソフトウェア や半導体の技術によって決まると
いう傾向がますます強まりつつあります。今回の提携によって、 アップル、 IBM、モトローラ はそれぞれの強みを踏ま
え、お客様にとって信頼できる存在であり続けたいと考えています。』と述べています。
モトローラ の取締役会会長兼首席業務執行役員である ジョージ・フィッシャー は、『今回の合意は、新しい強力な コン
ピューティング・プラットフォーム 構築のため に、 3社の持つ独自性に富んだ能力の結束を意味しています。 モトローラ
は、この将来性を持った事業に、 マイクロプロセッサー の設計、製造の面で参画できることを誇り に思っています。』
提携内容は、5つの テクノロジー 構想から構成されています。その内の3つは、各社が現在保有している テクノロジー を拡
張するものであり、2つは、新しい基盤技術の 開発に焦点が当てられています。
■既存 テクノロジー の拡張
- MACINTOSH および IBM の システムズ・ネットワーク
新たな開発、および テクノロジー や ソフトウェア の ライセンス 供与を通じて、お客様は、 IBM の ネットワーク の中に
アップル の MACINTOSH を統合できるようになり、選択の幅が広がりました。今回の合意に基づいた最初の製品は、本年
12月に利用可能になる予定です。

- 強力な RISCマイクロプロセッサー
アップル、IBM、モトローラ は、 パーソナル・コンピューター や ワークステーション の エントリー・モデル への搭載に適
した新しい RISCマイクロプロ セッサー・ファミリー を開発します。 IBM の POWER RISCアーキテクチャーを単一 チップ
に搭載した POWERPCチップ は、 テキサス 州 オー スチン で、 モトローラ と IBM の技 術者によって設計されます。将来
提供される MACINTOSH および IBM 製品に搭載される POWERPCチップ は、 モトローラ によって製造され、他社 にも販
売されます。POWERPCチップ は、 2、3 年の内に出荷される予定です。
-オープン・システム・プラットフォーム
アップル と IBM は、両社間の ライセンス 供与に関する合意を ベース にした新しい オープン・システム 環境、
POWEROPEN を発表しました。 POWEROPEN は、 IBM の UNIX 対応ソフト である業界標準に準拠した AIX、
MACINTOSHインターフェース、 そして POWERアーキテク チャーを基盤としています。この環境の下では、両社の RISC
ハードウェア で、 MACINTOSH およびAIX の アプリケーション が利用できます。 POWEROPENシステム には、例えば将
来出荷されるRISCシステム/6000 や RISC 対応の MACINTOSH などが含まれます。使い易さを追求し、 標準に準拠したこ
の環境は、 2、3 年内に実現されます。また今後も引き続き、 IBMはRISCシステム/6000 を、 アップル は A/UX をそれぞれ
独立し て機能拡張して行きます。

■新しい基盤 テクノロジー
-マルチメディア の合弁会社
アップル と IBM は、 マルチメディア の関連技術を開発し、幅広い業種の企業や業界に対して ライセンス 供与することを
目的として、独立した合弁会社を設立し ます。この合弁会社の成果は90年代半ばにはご利用いただける予定です。
-オブジェクト 指向 ソフトウェア の合弁会社
アップル と IBM は、 オブジェクト 指向 テクノロジー を全面的に採用し、次世代のオペレーティング 環境を実現するため

に、独立した合弁会社を設立します。こ の合弁会社は、その技術を幅広く ライセンス 供与し、両方の親会社でも将来の製
品に利用して行きます。 アップル では MACINTOSH に、 IBM では OS/2 ならびに AIX に、それぞれオブジェクト 指向 テ
クノロジー を統合して行きます。完全な オブジェクト 指向環境は、90年代半ばに実現する予定です。
また今回、 アップル と IBM の間で、 MACINTOSH の ビジュアル・ディスプレー に対する限定的な ライセンス 供与を含
む、特許および ビジュアル・ディスプレー についての クロスライセンス契約の発表も同時に行なっています。
合意内容は、現在、米国政府に提出され、検討されています。
以上

MACINTOSH は APPLE COMUTER,INC. の登録商標
AIX,OS/2,POWER ,POWER PC,RISC システム/6000 は IBM CORP.( 米国）の商標
UNIX は UNIX SYSTEM LABORATORIES,INC. の商標

ご参考資料

1991 年10月2日
アップルコンピュータ 社
IBMコーポレーション
アップル と IBM が オープン・システム・プラットフォーム を提供

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1991 年10月2日（現地時間） カリフォルニア 州 サンフランシスコ 発
アップルコンピュータ 社と IBMコーポレーション は、お客様ならびに ソフトウェア 開発者に対し 、使い易く、標準
に準拠し、かつ高性能な プラットフォーム を提供することを目指して 『 POWEROPEN 』と呼ばれる オープン・システム
環境を構築するべく、両社間で ソフトウェア の ライセンス に関する合意を結んだ、と発表しました。
IBM の AIXオペレーティング・システム の将来 バージョン には、 アップル の A/UX に実装された 、使い易い
MACINTOSH(マッキントッシュ) の インターフェース が結合されます。 AIX は オープン・ソフトウェア・ファンデーション
の OSF/1 を ベース にした IBM の UNIX 対応 ソフト でありA/UX は アップル の UNIX 対応 ソフト です。この新しい オペ
レーティング・システム は、 アップル、IBM、モトローラ によって、本日発表した POWERPC と POWERアーキテク
チャー の双方の 下で稼働します。 POWEROPENテクノロジー は、他社に対しても ライセンス 供与されます。 また、両
社は POWEROPEN の開発を共同で続けるとともに、 A/UX や AIX と いった各々の UNIX 製品も引き続き提供して行きま
す。
POWEROPEN 環境は、 アップル および IBM のいずれの RISC 製品群にも対 応し、お客様は、 UNIX を ベース とし
たあらゆる オープン・システム・プラットフォーム 上の 幅広い アプリケーション に アクセス できるようになります。これ
には、 AIX や MACINTOSH の数千にもおよぶ アプリケーション も含まれています。この新しい POWEROPEN 環境は、 デ
スクトップPC から ワークステーション の最上位 モデル や サーバー に及ぶ、高度に スケーラブル かつ オープン な シス
テム・アーキテクチャー を 提供します。お客様は、 アップル、IBM の双方の機種から、 MACINTOSH の ユーザー・イン
ターフェース でも OSF/MOTIF の インターフェース でも、自由に選択して利用する ことができます。さらに、お客様は現
行の アプリケーション 資産を継続して活用できます。 すなわち、現行の AIX、A/UX や MACINTOSH の アプリケーション
は POWEROPEN の環境でも引き続き利用できます。
POWEROPEN 環境は、両社が持っている現行の最も優れた UNIX 製品を統合 することになります。 POWEROPEN 環
境は IBM の RISCシステム/6000 および AIXオペレーティング・システム の アーキテクチャー を踏襲して新しく開発さ れる
POWERPCハードウェア の能力を引き出します。さらに、 アップル の A/UX は、 MACINTOSH 上で使いやすく統合された
UNIXソリューション を提供します。両社 が各々計画している POWEROPEN を ベース にした製品は、 POSIX や X/OPEN
といっ た主な業界標準に対応して行きます。
POWEROPEN 環境によって、 ソフト 開発会社は、新たな大きな ビジネス・チャンス を得るこ とができます。すなわ
ち、 アプリケーション 開発企業にとっては、単一の ハードウェア・プラットフォーム から再 コンパイル することなく、
A/UX と AIX の 両方に アクセス できるという メリット があります。 インハウス の開発者にとっては、両社 から サポー
ト が得られ、豊富な開発用 ツール を入手できるという メリット があります。 アップル 社の社長兼最高執行責任者である
マイケル・スピンドラー は、『今回の合意 によって、 アップル は、当社の使い易い A/UX を、幅広く利用され、標準に準
拠した カーネル （核）である OSF/1、 および高い処理能力を提供する RISCシステム に 移植し、拡張していきます。この
新しい オープン・システム 環境によって、お客様は、 数千もの生産性の高い MACINTOSH の アプリケーション や AIXアプ
リケーション を デスクトップ PCから エンタープライズ・システム まで、幅広い システム で利用できるようになります。
』と 述べています。
また、 IBM の ジェームス・ A・キャナビノ(IBM VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER, PERSONAL SYSTEMS)
は、『 AIX、POWERアーキテクチャー、 そして MACINTOSH の ユーザー・インターフェース は、市場において幅広く利用
されています。 MACINTOSH の デスクトップPC、インターフェース、アプリケーション の総体によって 確立された
POWEROPEN 環境によって、お客様の個々の要求に合致した UNIX を ベース とした他に例をみない豊富かつ多岐にわたる
ソリューション を提供できるよう になります。さらに、 アプリケーション 開発者にとっても、これによって魅力ある ビ
ジネス の機会が提供されるでしょう。これは、明らかに業界全体にとって喜ばしいことで す。』と述べています。
POWEROPEN の技術は、他社でも利用できるよう、 ライセンス に関する詳細を 後日発表する予定です。
またこれらの会社は、他の コンピューター・メーカー、ソフト 開発会社そして エンド・ユー ザー にPOWERC を普及し
て行くために新しい業界団体を作る意向も明らかにしました 。 今回の提携に基づいた製品は、今後、 2、3 年内に市場に提
供する予定です。
以上
MACINTOSH,A/UX は APPLE COMPUTER,INC. の登録商標
POWER,AIX,POWERPC,RISCシステム/6000 は IBM CORP.( 米国）の商標
UNIX は UNIX SYSTEM LABORATORIES,INC. の開発・許諾製品
OSF/MOFIF は OPEN SOFTWARE FOUNDATION,INC. の商標

ご参考資料

1991 年10月2日
アップルコンピュータ 社
IBMコーポレーション
アップル と IBM が次世代 コンピューティング をにらんで
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
システム・ソフトウェア の合弁会社を設立

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1991 年10月2日（現地時間） カリフォルニア 州 サンフランシスコ 発
アップルコンピュータ 社と IBMコーポレーション は、 1990 年代半ばから後半にかけて次世代の コンピューター を産み出
す役割を担う新しい ソフトウェア 会社を設立すると発表しました。 新会社は アップル と IBM の共同出資の子会社となり
ますが、広範囲にわたる業界 および顧客の ニーズ に応えるために、両社からは独立した経営を展開します。
新会社は、 コンピューター・プログラミング 作業を大幅に簡略化し、 ソフトウェアプログラム をより 簡単にお客様に特化
させることができる、これまでなかった新しい システム・ソフト ウェア を 開発し、 ライセンス 供与して行きます。新会社
では、全面的に オブジェクト 指向 の技術をベース にしています。 オブジェクト 指向の技術では オブジェクト と呼ばれ
る再利用 可能な プログラミング・コード の ブロック を組合せることにより、 ソフトウェア の開発を飛躍的に簡略化しま
す。現行の オペレーティング・システム では オブジェクト 指向を一部の レイヤー として提供していますが、新会社の テ
クノロジー で は、完全な オブジェクト 指向の操作環境を目指して基本的な部分から デザイン されてい ます。その結果、
開発に携わる関係者にとっては、現在の オペレーティング・システム の プログラミング 上の制約を受けることなく、 オブ
ジェクト 指向の テクノロジー を最大 限に活用できます。
新会社の テクノロジー は、 アップル と IBM が、 1990 年中頃に予定されている、 それぞれの新しい製品 ライン の中
核として利用されます。新会社の テクノロジー を ベース に開発される新製品は、 アップル と IBM の現行の製品 ライン
(MACINTOSH、OS/2、AIX) と共存するとともに、現行製品の発展を補完しあう役割を果たします。両社は、新会 社が将来
提供する製品と各社の現行製品の間に互換性を維持することによって、顧客 の ソフトウェア に対する投資効果を更に上げ
られるようにしたいと考えています。
新会社は、この オペレーティング・システム の プラットフォーム が業界に幅広く受け 入れられ、ひいてはお客様に対
し新しい アプリケーション や機能を提供することを促進 するように組織されます。新会社は、開発した ソフトウェア・テ
クノロジー を他の システム ・ベンダーや他の企業に対して オープン に ライセンス し、広くご使用いただくこと を目的と
しています。この オペレーティング 環境は、 「プラットフォーム に依存しない 」 ため、多種多様な ハードウェア の プ
ラットフォーム に対応します。したがって、 IBM の RISC POWERアーキテクチャー、モトローラ 社の 680X0、インテル
社の 80X86 でもご利用いただけます。
アップル の会長兼最高経営責任者の ジョン・スカリー は、『 コンピューティング にお ける次の主要な課題は、いかに
開発者の ニーズ に応えるかという事です。 オブジェクト 指向の技術は、このような潮流の中で原動力となり、新会社は、
よりよい問題解決を 提供できるものと考えます。 オブジェクト 指向の技術を開発し始めることにより、新会社 の持つ技術
は、現在開発者が直面している、単に レイヤー でしかない オブジェクト 指向 の技術に由来する プログラミング の困難を
解消するでしょう。』と述べています。
IBM の ジェームズ・A・キャナビノ(IBM VICE PRESIDENT AND GENERAL MANAGER, PERSONAL SYSTEMS) は、『真
の オブジェクト 指向 ソフトウェア 環境を築くことによって、 ユーザー や ソフト 開発者は、多大な生産性の向上を享受
することになるでしょう。私ど もは、 IBM と アップル の最良の部分を ベース に革新的で、より秀れた ソフトウェア 構
造を作り出そうとしています。すなわち、 ライン ごとではなく ブロック を再構築して プログラム を作成するという手法
です。今日お客様が困難を感じている アプリケーション 開発上の問題を解決できるのは、この テクノロジー 以外には考え
られません。』と述べ ています。
新会社の役員会は、 アップル と IBM からのそれぞれ同数の代表者で構成され、後ほ ど、最高経営責任者が任命されま
す。新会社に対して、 アップル は、 オブジェクト・ベース・システム・ディビジョン による3年以上の開発経験と 100 万行
以上の コードを提供 (PINK という コード・ネーム で呼ばれる研究）、 IBM は、 PATORIOT PARTNERS との協業の成果な
ど最良の オブジェクト 指向技術を提供します。
新会社の所在地は米国 カリフォルニア 州の サンタクララ になる予定です。
最終的な合意は、米国政府の承認を待って行なわれます。
以上
MACINTOSH は APPLE COMPUTER,INC. の登録商標
OS/2,AIX, は IBM CORP.( 米国）の商標

1991 年 9 月 30 日
ES/9000 最上位 モデル の出荷を開始
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 30 日、新世代 「システム/390」 のプロセッサー 「ES/9000」 シ
リーズ 最上位 モデル である 「9021モデル900」 を、第 1 号ユーザーとして、株式会社協和埼玉銀行（吉野重彦頭取）の
コンピュータセンター （東京都目黒区）に出荷したと発表しました。
協和埼玉銀行では、昨年 11 月に旧協和銀行と旧埼玉銀行との合併を発表して 以来、勘定系 システム をはじめとする
両行 システム の統合について検討を行って きました。今回出荷した 9021モデル900 は、新銀行における勘定系統合 シス
テム の ホスト・コンピューター として導入されるものです。この システム は、都市銀行の IBM ユーザーとして最大規模の
システム となります。
協和埼玉銀行は、今年 4 月の合併により店舗網が全国約 450 か所に広がり ました。また、旧協和銀行、旧埼玉銀行と
も中小企業取引、個人取引、いわゆる リテール・バンキング （小口金融取引）に強いという特色もあり、合併後の コン
ピューター 処理が急激に増加しています。こうした背景から、新しい勘定系統合 システム は、急増した 事務処理に対し
て、現在、旧協和銀行、旧埼玉銀行それぞれで稼働している勘定系 システム を統合し、 システム の開発、運用負荷を軽減
することで、顧客 サービス に迅速に 対応可能な「リテール・トップバンク」 に相応しいシステムの構築をねらいとするも
のです。
同行では、勘定系統合 システム における 9021モデル900 の導入理由として、以下の点 を挙げています。
1. リテール・バンキング の基盤 システム として、 1 秒間に 200 件を越える大量の トランザクション処理を高速かつ効率的
に行える性能
2. 入出力制御装置等の機器を システム 上、柔軟に構成することが可能となる ESCONアーキテクチャー
3. 「システム/390」 の オープン・システム 化への積極的対応により、今後予想される 営業店システムや情報系 システム へ
の接続性、拡張性が将来にわたって容易
4. 省 スペース、 省電源設計、価格性能比向上による メリット
この勘定系統合 システム は、 92 年 7 月に稼働開始予定で、 93 年 3 月までに 全支店が新 システム への移行を完了す
る予定です。同行では、移行完了まで 2 年弱と いう大規模 システム として極めて短期間の システム 構築を実現すべく、
順調に計画を 進行中です。また同行では、 94 年を目標に新 コンピュータセンター による自動運用、 省人化運用等の体制
実現を計画中であり、今回の勘定系統合 システム の経験を 生かした システム 構築を行っていく予定です。
協和埼玉銀行に採用された 9021プロセッサーモデル900 は、当社野洲工場で製造し、 主な特長は以下の通りです。
1. 24 時間 ・ 365 日連続稼働を追求した設計
2. 現在利用可能な システム としては世界最高速の処理能力
3. ガラス・セラミック 基板や、超高速論理 チップ 等の最新 テクノロジー を搭載
以上

プレスリリース
新世代「システム／ 390」の全容整う

X-WINDOW は、マサチューセッツ工科大学の商標。
今回発表したハードウェアとソフトウェアの主な製品と価格および利用料金（いずれも
消費税を含まず）、出荷時期は、以下の通りです。
ハードウェア
製

品

名

概

算

価

格

出荷可能予定日

ES/9000関連
9021プロセッサー
520型

9億6,000万円より

1991年12月

640型

17億8,900万円より

1991年12月

660型

19億1,800万円より

1992年3月

740型

25億5,050万円より

1991年12月

520型

9億6,000万円より

1991年12月

640型

17億8,900万円より

1991年12月

660型

19億1,800万円より

1992年3月

740型

25億5,050万円より

1991年12月

490型

6億2,220万円より

1992年3月

570型

9億1,460万円より

1992年3月

610型

12億700万円より

1992年3月

拡張ESCONチャネル
(520,640,660,740型用）(8本）

4,130万円より

1992年6月

(490,570,610型用）(4本）

1,232万円より

1992年6月

9121プロセッサー

9121プロセッサー

ESCON関連

製

品

名

概

算

価

格

出荷可能予定日

ストレージ製品

3390-3型 磁気ディスク装置
A34型

2,827万8,000円

1991年9月

A38型

4,800万8,000円

1991年9月

B34型

2,507万9,000円

1991年9月

B38型

4,480万9,000円

1991年9月

B3C型

6,453万9,000円

1991年9月

9341-A02型 磁気ディスク制御・モジュール

681万円

1992年第2四半期

9343-C02型 磁気ディスク制御装置

1,132万6,000円

1992年第3四半期

9342-C04型 磁気ディスク制御装置

1,829万6,000円

1992年第3四半期

9343-D04型 磁気ディスク制御装置

1,829万6,000円

1992年第3四半期

9345-B12型 磁気ディスク・モジュール

609万9,000円

1992年第2四半期

9345-B22型 磁気ディスク・モジュール

740万6,000円

1992年第2四半期

9570-005型ディスク・アレイ

3,311万円

1992年第2四半期

9570-006型ディスク・アレイ

3,863万2,000円

1992年第2四半期

9570-009型ディスク・アレイ

5,519万8,000円

1992年第2四半期

9570-010型ディスク・アレイ

6,072万円

1992年第2四半期

9570-105型ディスク・アレイ

5,830万円

1992年第2四半期

9340磁気ディスク・サブシステム

9570ディスク・アレイ・システム

製

品

名

概

算

価

格

出荷可能予定日

9570-106型ディスク・アレイ

6,608万8,000円

1992年第2四半期

9570-109型ディスク・アレイ

8,945万2,000円

1992年第2四半期

9570-110型ディスク・アレイ

9,724万円

1992年第2四半期

9570-205型ディスク・アレイ

6,336万円

1992年第2四半期

9570-206型ディスク・アレイ

114万8,000円

1992年第2四半期

9570-209型ディスク・アレイ

9,451万2,000円

1992年第2四半期

9570-210型ディスク・アレイ

1億230万円

1992年第2四半期

3995-131型光ライブラリー・データサーバー

3,124万8,000円

1992年12月

3995-111型光ライブラリー・データサーバー

2,232万円

1992年12月

3995-022型LAN光ライブラリー・データサーバー

1,143万9,000円

1992年9月

3995-122型LAN光ライブラリー・データサーバー

2,697万円

1992年9月

3745-310型通信制御装置

3,223万円より

1991年9月

3745-610型通信制御装置

4,861万円より

1991年9月

(210,310,410,610用）

384万円

1992年9月

(130,150,170用）

216万円

1992年9月

3995光ライブラリー・データサーバー

通信機器

ETHERNETLANアダプター

ソフトウェア
製

品

名

月額利用料金

出荷可能予定日

VSE/ESA第1版リリース2

16万6,500円より

*11991年12月

VM/ESA第1版リリース1.1

8万5,600円より

1992年1月

MVS/ESASP-JES2第4版リリース2.2

12万1,100円より

1991年10月

MVS/ESASP-JES3第4版リリース2.2

13万6,200円より

1991年10月

MVS/ESASP-JES2第4版リリース2.2用
SCREENVIEWフィーチャーワークステーション・フィーチャー

5万3,100円（一括払）

1992年8月

MVS/ESASP-JES3第4版リリース2.2用
SCREENVIEWフィーチャーワークステーション・フィーチャー

5万3,100円（一括払）

1992年8月

RMF（資源測定機能）第4版

14万8,800円より

1991年10月

SAASYSTEMVIEW AOEXPERT/MVS第1版リリース1

3万2,800円より

1992年8月

SAASYSTEMVIEW ホスト管理機能/VM第1版リリース1

3万2,800円より

1992年11月

LANリソース拡張支援プログラム/MVS

2万7,600円より

1992年5月

LANリソース拡張支援プログラム/VM 第1版リリース1

2万7,600円より

1992年1月

ワークステーション・データ保管機能/VM 第1版リリース1

1万7,700円より

1992年8月

DB2第2版リリース3（基本機能）

67万9,900円より

1991年11月

（日本語フィーチャー)

無料

1992年4月

（遠隔作業単位分散管理機能）

無料

1992年4月

SQL/DS第3版リリース3（基本機能）

4万円より

1992年6月

（日本語/カタカナ)

無料

1992年9月

(VMデータ・スペース・サポート・フィーチャー)

2万300円より

1992年6月(英)
1992年9月(日)

QMF/MVS第3版リリース1.1（英語版）

5万5,300円より

1992年4月

QMF/VM第3版リリース1.1（日本語版/カタカナ・フィーチャー)

2万8,100円より

1992年8月

デーテ抽出プログラム(DXT)第2版リリース5
（日本語/ベース/カタカナ)

114万3,000円より

1992年1月

遠隔回復データ機能(RRDF)リリース2

882万円より（初期料金）

1992年5月

MSクライアント・サーバー/

213万1,800円より（一括払） 1992年4月

オペレーティング・システム関係

システム管理

データベース関連

*1基本コンポーネントの合計
製

品

名

月額利用料金

出荷可能予定日

ワークステーション・プラットフォーム/2
第1版リリース1

25万1,100円（一括払）

1991年10月

ディクショナリー・サービス/MVS1
第1版リリース

12万2,800円より

1992年1月

FASTREF/2第1版リリース1

55万8,000円より（一括払）

1992年4月

CSP/370AD第4版リリース1

7万3,100円より

1992年9月

CSP/370RS第2版リリース1

2万5,000円より

1992年9月

CSP/2AD第1版リリース1

44万6,400円（一括払）

1992年9月

表示画面定義機能・リリース3

10万2,200円より

1992年7月

リポジトリー管理プログラム/MVS
第1版リリース2.1

35万2,800円より

1992年1月

ディクショナリー・モデル変換プログラム
第1版リリース2

450万（一括払）

1991年10月

ワークステーション対話式テスト・ツール
第1版リリース2

32万（一括払）

1992年2月

ソフトウェア分析テスト・ツール3
第1版リリース

80万（一括払）

1992年2月

言語環境プログラム/370

2万2,400円より

1992年1月

連携開発環境プログラム/370

4万4,700円より

1992年7月

APL2第2版リリース1

1万1,400円より

1992年5月

APL2適用業務実行環境プログラム

6,600円より

1992年5月

COBOL/370

1万9,000円より

1992年1月

C/370

3万2,400円より

1992年1月(MVS)
1992年7月(VM)

HLL/WBシリーズ

60万円より（一括払）

1992年3月

BACHMAN/DBAOS/2版J3.1

277万円（初期払)

1991年11月

CODE/400第2版リリース1.1

47万9,900円より（一括払）

1992年6月

WINDOWTOOL/400第2版リリース1

5万4,000円より（一括払）

1992年12月

ACF/VTAM第3版リリース4(MVS/ESA)

43万8,300円より

1991年8月

ACF/NCP第6版(MVS版）

7万3,700円より

1992年9月

ACF/NCP第6版(VM版）

7万3,700円より

1992年9月

EPリリース10

7万8,900円

1992年11月

NRFリリース6

30万4,300円

1992年11月

TCP/IPOS/2用プログラム第1.2版

3万4,000円（一括払）

1991年10月

TCP/IPDOS用プログラム第2.0版

3万4,000円（一括払）

1991年12月

適用業務開発

IBMSAAAD/CYCLE

通信関係

製

品

名

月額利用料金

出荷可能予定日

NETVIEW第2版リリース2(MVS/XA)

8万1,300円より

1991年10月

(MVS/ESA)

8万5,200円より

1991年10月

(VSE)

2万6,800円より

1992年1月

(VM/ESA,VM)

3万3,300円より

1992年4月

AIX/NETVIEWサービス・ポイント

58万5,000円（一括払）

1991年9月

IBMネットワーク構成アプリケーション/MVS

372万円（一括払）

1992年4月

ネットワーク管理関係

1991 年 8 月 16 日
原子を利用した極小「電気 スイッチ」
米国 カリフォルニア 州 サンノゼ 発
IBM の アルマデン 研究所は米国時間 14 日、 コンピューター の基本的な論理素子 や情報を蓄えるのに有効な、原子 1
個の動きを利用した新しい タイプ の電気 スイッチ の操作に成功したと発表しました。 1 個の キセノン 原子を、原子数個
分離れた 2 つの 電極の間を前後させると、電極間に流れる "トンネル" 電流が キセノン 原子の場所に よって変化するとい
うもので、家庭にある電気の スイッチ をを入れたり切ったりするのと 同じ原理です。これは、将来の電子部品の小型化お
よび量産の基礎となりえるものです。
今回の実験では、低温の STM (SCANNING TUNNELING MICROSCOPE : 走査型 トンネル顕微鏡）を使って原子の ス
イッチ を製作、操作しました。 タングステン でできた 先端が比較的鋭利な STM の探針と、探針から約 5オングストロー
ム 離れた ニッケル の単結晶表面が電極の役割を果しています。一方の電極に短い電圧の パルス を加える と電流が流れ、
キセノン 原子は一方の電極からもう一方の電極へと飛び移り、 2 つの 電極間の電気抵抗と トンネル 電流に変化が生じま
す。逆向きの電圧 パルス を加える ことによってキセノン 原子をもとの位置にもどすことができ、また トンネル 電流を元
の レベル にもどすことができます。
1990 年 4 月、 D.M. EIGLER と客員研究員の E.K. SCHWEIZER は、 STM を使って 個々の キセノン 原子を操作し、 35
個の キセノン 原子を並べて 「IBM」 という「点文字」 をつくることに初めて成功しました。その後も STM を使って異
なった種類の原子や 分子の移動を試みていましたが、 1 つの原子を繰り返し前後させている過程で この「原子 スイッチ」
の発想が浮かびました。
EIGLER の STM は高真空状態の中に設置され、液体 ヘリウム を使って -269 まで 冷却し、汚染や熱運動を減らした
ため、高感度で高精度の操作が行なえます。また、 STM を人の声程度の弱い振動と、近くの人間の体温程度の弱い熱源か
らも慎重に遮断 しました。その結果、 EIGLER の STM は原子の明確な形の縦の変化を、どの原子 よりもはるかに小さい
0.002オングストローム に分析することができます。
現在、高真空、低温状態でのみこの原子 スイッチ が実現されていますが、最近 IBM の トーマス・ J ・ワトソン 研究所の
I.W. LYO と P. AVOURIS が STM を使って室温で シリコン 表面上の シリコン 原子 1 個および原子群の移動に成功している
ことから、将来、 室温での原子の スイッチ 実現の可能性が期待されます。
なお、今回の成果は スイス の インターラーケン で開催された STM'91 にて発表され、 8 月 15 日号の ネイチャー 誌に
も D.M. EIGLER、C.P. LUTZ、W.E. RUDGE 共著で紹介 されています。
以上
参考資料
~~~~~~~~
STM、10 周年を迎える ...
1981 年 3 月 16 日、 STM (SCANNING TUNNELING MICROSCOPE : 走査型 トンネル 顕微鏡）が カルシウム・イリジウ
ム・スズ 結晶表面の原子画像を初めてつくりだしました。 この STM は、 IBMチューリッヒ 研究所の ゲルト・ K・ビーニッ
ヒ、ハインリッヒ・ローラー 両博士によって発明された個々の原子が見える レベル で物質表面を画像化する新技術です。
彼らの発明に対して、 1986 年に ノーベル 物理学賞が授与されました。
鋭利な先端をもつ導電性の探針と導電性の試料の間に電圧をかけ、探針を試料表面 から原子の大きさの数倍くらいの距
離にまで近づけると トンネル 電流が流れます。 この トンネル 電流は探針・試料間距離によって大きく変わります。 トンネ
ル 電流を一定に 保つように探針・試料間の距離を調節しながら試料表面上を探針で走査すると、 試料表面の微細な形状を
観察することができます。この原理からわかるように走査 過程の邪魔になる振動を取り除くことが重要で、最初の STM は
これを解決して シリコン 表面の原子構造を明らかにし、科学の分野で注目を浴びました。現在、世界中 の数百の研究機関
で STM は使用されている確立された技法となっています。また、 STM は ドイツ の マインツ にある IBM の磁気 ディスク
工場の検査に使用されるなど、 商業的にも応用されています。
STM は融通性に富み、真空中でも空気中でもまた液体中でも使用可能なため、 治金学、電気化学、分子生物学など
様々な分野で広範に応用されています。例えば、 技術者が電子部品の微細構造をかいまみたり、生物学者が自然の状態で生
体の基本 構造を研究することができたり、化学者が電解液中の表面反応を分子 レベル で検査 して電池の理解を深めること
ができます。
また、 STM は調査研究 ツール 以上の機能をもっています。 1990 年 4 月、 IBMアルマデン 研究所の D.M. EIGLER と
客員研究員の E.K. SCHWEIZER は、 STM を 使って個々の キセノン 原子を操作し、 35 個の キセノン 原子を並べて
「IBM」 という 「点文字」をつくることに初めて成功しました。 ナノメートル 規模での物質の構造化 および モデル 化は
今後これを契機に増えていき、日常的なものとなり、新しい機能を もつ装置の発明に寄与することでしょう。
STM 技術開発に伴い、関連技法も開発されてきました。すでに広く使用されて いるもののひとつに、 チップ と サン
プル 間に生じる力を測定する原子間力顕微鏡 (AFM:ATOMIC FORCE MICROSCOPE) があります。 AFM は電子の トンネル
効果に依存 しないため、導体と同様に容易に絶縁体を検査できます。また、 AMF を応用して 摩擦、磁力、静電気の測定を
行なったり、 イオン 導電率、音響効果、熱効果を検出 する探針・試料間相互作用の様々な応用が考えられます。
STM の 10 周年を記念して、 8 月 11 日から 16 日にかけて スイス の インターラー ケンでSTM'91 が開催されていま
す。

1991 年 8 月 8 日
IBM、 汎用の仮想世界を開発
米国 ネバダ 州 ラスベガス 発

IBMトーマス・J・ワトソン 研究所の D.T. LING を中心とする研究 グループ は 1 日、 SIGGRAPH(ASSOCIATION FOR
COMPUTING MACHINERY'S SPECIAL INTEREST GROUP IN GRAPHICS) において汎用の仮想世界を作り出す システム を
発表しました。
研究 グループ の目的は、 バーチュアル・リアリティー （仮想現実感あるいは仮想 世界）を作り出すための汎用で柔軟
な システム を構築することにあります。仮想世界 の中では複数の人間が同時に、しかも遠方から立体的に表現された人工
の 3 次元 物体とあたかも現実の世界であるかのようにやりとりすることができます。今回紹介 した試作 システムは視覚情
報のみならず、身振りや音声認識を含む多入出力の システム であり、画面に現れた物体はそれ自体、音を出したり声を認
識してそれに 答えたりします。
研究 グループ は、今後さらに人間のもつ触覚、嗅覚、味覚といった他の感覚機能も システム に組み込みたいとしていま
す。
今回発表の システム がもつ柔軟な アーキテクチャー は、実際には実現困難な 新しい環境のもとで実験をしたり、大
変複雑な データ から対話的に意味を取り出したり することを可能にします。他の仮想世界 システム では、そこで起きる
事象の多くが事前に 決定されているのに対し、 IBM の システム では全ての事象が計算によって コントロール されている
ため ユーザー と リアルタイム でやりとりができます。また他の システム は、 ある特定のアプリケーション に特化され
ていることが多いのに対して、 IBM の システム は一般化されており、柔軟に アプリケーション を変更することができま
す。
研究 グループ が SIGGRAPH で紹介した仮想世界は、 タイル 部屋の立体画像です。 ゴム の石という柔軟な物体が時折
部屋に出没し、色を変え、跳ね回り、時には 壊れたり爆発したりして消えてしまいます。 2 人の実験者は立体眼鏡をか
け、 頭の動きを観察するための帽子をかぶり、手の動きをとらえるための手袋をはめ、 この物体と、あるいは実験者相互
でやりとりをします。実験者の目に映る世界は完全 に対話的です。頭を動かすと画面に映る絵も頭を動かした方向に変わ
り、声で命じる と新しい石が出現し、手でその石をつかんだり打ったりすると石は跳ね回ったり 壊れたりします。
さらに、 コンピューター はそれらの動きを復唱したり、付髄すべき効果音を作り出し ます。
この新しい汎用の バーチュアル・リアリティー・アーキテクチャー で重要なのは、速く、 簡単に再構築できる柔軟な仮
想世界を創造する DIALOGUE MANAGER を開発した点に あります。DIALOGUE MANAGER は仮想世界で起こる事象とそれ
との相互作用の形式 を分離させるため、同じ プログラム を多くの異なる アプリケーション に用いることを可能に しま
す。例えば今回の発表で紹介した ゴム の石を打つ動作を認識する プログラム は、 複雑な分子構造中の原子を移動するの
に利用できるでしょう。また、 DIALOGUE MANAGER によって相互作用の方法を簡単に変えられます。例えば、身振り入
力から 音声入力、文章出力から音声出力といった変更が可能です。
現在、このような システム を実現するためには膨大な計算能力が要求されます。今回 の発表では 6 台の RISC
SYSTEM/6000* が使われています。これらの ワークステー ション はそれぞれの演算力をあわせて利用できるよう、 RISC
SYSTEM/6000 を追加する ことによって ユーザー 数を 2 人から 5、6 人に増やしたり、国内外異なる場所にいても 利用で
きるように演算力を合理的に配分できるように相互接続されています。
今回発表した バーチュアル・リアリティー・システム は高価格な システム ですが、 D.T. LING は近い将来、このような
計算能力と多才さを 1 台の ワークステーション に持た せることができるだろうとしています。
なお、今回の研究には D.T. LING および C.F. CODELLA, R.I FRANK, R. JALILI, L. KOVED, B. LEWIS, A. NORTON, D.
RABENHORST, J. STONE, P.K. SWEENY, G. TURK （現在 ノースキャロライナ 州立大学在籍）, C.P. WANG, W. WOOTEN
が 参加しています。
以上
* IBM CORP. （米国）の商標です。

1991 年 7 月 22 日
（参考資料）

IBM、 1991 年度第 2 四半期および上半期の連結決算を発表
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(=IBM CORP.、 本社 ・ ニューヨーク 州 アーモンク、
ジョン・ F・エイカーズ 会長）は、 19 日（現地時間）、 1991 年度第 2 四半期 (4 ～ 6 月）の 連結決算の結果を以下の通り
発表しました。
今期の利益、収益とも、前年同期を下回りました。
1991 年度第 2 四半期
1990 年度第 2 四半期
前年同期比増加率
(4 ～ 6 月）
(4 ～ 6 月）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
総収益
147 億 3,200 万 ドル
164 億 9,500 万 ドル
-10.7%
税引前利益
2 億 700 万 ドル
24 億 7,300 万 ドル
91.6%
純利益
1 億 1,400 万 ドル
14 億 1,000 万 ドル
91.9%
1 株当り利益
0.20ドル
2.45ドル
91.8%
平均発行株数
5 億 7,250 万株
5 億 7,330 万株
また、同時に発表した 1991 年度上半期 (1 ～ 6 月）の連結決算の結果は次の 通りです。
1991 年度 (1 ～ 6 月）
1990 年度 (1 ～ 6 月）
前年同期比増加率

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
総収益
282 億 7,700 万 ドル
306 億 8,000 万 ドル
- 7.8%
税引前利益
10 億 9,400 万 ドル
43 億 0,000 万 ドル
-74.6%
純利益
-16 億 1,700 万 ドル
24 億 4,700 万 ドル
-166.1%
1 株当り利益
-2.83ドル
4.26ドル
-166.4%
平均発行株数
5 億 7,230 万株
5 億 7,380 万株
今回の決算には、第 1 四半期の決算で適用された財務会計基準書第 106 号 「年金を除く退職後の給付に関する雇用者
の会計」 (SFAS106) の適用による特別 損失 22 億 6,300 万 ドル が含まれています。特別損失を除けば、当期利益は 6 億
4,600 万 ドル を計上することとなります。
今回の決算に関する ジョン・ F・エイカーズ 会長の コメント は以下の通りです。
「第 2 四半期の ビジネス は、世界経済の低迷、競争の激しい市場環境および IBM 製品の移行による影響を受けまし
た。このような状況に対して組織再編成を さらに加速し、今年少なくとも 1 万 7 千人の人員削滅をする予定です。私ども
は、 引き続き IBM の製品の強化と ビジネス の提携を広げていきます。 1991 年下半期は 景気の回復が予想されますが、年
間を通しての収益の伸びを達成することは難しいと 思われます。」
以上

1991 年 7 月 12 日
IBM、 高温超電導磁気勾配計を発明
- 米国 ニューヨーク 州 ヨークタウン・ハイツ 発
IBMコーポレーション は現地時間 11 日、 IBM の T.J.ワトソン 研究所が液体窒素 温度 (-196 ）で作動する初の高温超
電導磁気勾配計を発明したと発表しました。 これは今年の 3 月にやはり同研究所によって開発された液体窒素温度 (-196
）で 作動する初の磁力計の発明につぐものです。
磁気勾配計は、磁力計と同様に SQUID(SUPERCONDUCTING QUANTUM INTERFACE DEVICE : 超電導量子干渉素子）
を使った非常に微弱な磁場を測定できる装置です。 磁力計でも微細な磁場を測定することは可能ですが、勾配計は特定の磁
場を測定する 際に地磁気や近くの電力設備や電子機器などから出る磁場を遮へいするための 大がかりな設備の必要があり
ません。また液体窒素は液体 ヘリウム よりも安価で熱絶縁 をそれほど必要としません。例えば、心臓や脳が発する磁場を
測定して磁気心臓 造影図や磁気脳造影図を得る際に勾配計を使用すれば、患者に装置をより接近させて 磁場測定を行うこ
とが可能となり、精度の高い測定結果を得ることができます。
この勾配計は、 IBM の研究員によって発明された特殊な ウェット・エッチング・ プロセス がポイント となっていま
す。この技術は、超電導層を分離する絶縁層のみを エッチング し、超電導層に達すると エッチング が止まるといった極め
て選択的な エッチング 溶液による ところが大きいのです。この ウェット・エッチング・プロセス のみを使って多層高温超
電導装置を製作する例は、これが初めてです。また、 この技術を用いて最高 20 の折り返しがある多層らせん状の入力 コイ
ル に、 最小で 5ミクロン の幅を持つ線を エッチング することに成功しています。
今回の成果は、 IBM 研究員の W. EIDELLOTH, B. OH, R. KOCH, W. G ALLAGHER, R. ROBERTAZZI 諸氏によるもので、
先月の 18 日から 21 日に かけて ベルリン で開催された SQUID'91, THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SUPERCONDUCTIVITY AND QUANTUM EFFECT DEVICES AND APPLICATIONS にて発表されました。また、磁力計の 成果
は今回の勾配計の研究に携わった同上の メンバー によって達成され、今年の 3 月 に米国 オハイオ 州 シンシナティー で行
われた米国物理学会にて発表 されました。磁力計に 関する論文は、 7 月 1 日号の APPLIED PHYSICS LETTERS に掲載さ
れています。
以上
補足説明

~~~~~~~~
磁力計は、高温超電導材料でできている SQUID と PICK-UPコイル と多曲多層らせん 入力 コイル から成る磁気結合構
造を持ち合わせています。これは、基本的に PICK-UP コイル により囲まれた範囲の磁束を集中させるように SQUID を導
くものです。 このような結合構造と焦点構造によって、 SQUID はより微弱な磁場を測定すること ができます。
この結合構造を加えることによって、新たに磁気の出す雑音が SQUID の測定能力 を低下させるといった障害は発見さ
れませんでした。
IBM の勾配計の構造は磁力計と構造が類似していますが、唯一の違いは 2 つの 隣接した PICK-UPコイル が 3MMX4MM
の サイズ の対称ならせんを形成していること です。両方のらせんは同じ多層らせん入力 コイル(0.25MMX0.25MM) に接続
されて います。
この 2 つの対称な コイル は、同じ入力に対して全く正反対の反応をするので、 地球の磁場を打ち消して、 SQUID が
脳や心臓等が発する微弱な磁場を測定する環境 を作る役割を果しています。

1991 年 6 月 24 日
IBM、 新しい設計 システム を開発
- 米国 ニューヨーク 州 ヨークタウン・ハイツ
IBM CORP. は 17 日、一枚の図面を使って複雑な プロセス の モデル 作成から 統計的な分析やアニメーションまでの
一連の作業を初心者でも操作できる新しい視覚的 モデリング・ツール、RESQME(RESEARCH QUEUEING-PACKAGE
MODELING ENVIRONMENT : 研究待ち行列 パッケージ・モデル 作成環境。 レスキュー・ミー と発音。）を開発したと発表し
ました。

RESQME は、 モデル を構築するための手引き、指導、注意などを促してくれる ユーザー・フレンドリー な プログラ
ム です。例えば、組立て ライン に新しい機械の追加 や通信システム に衛星 アンテナ の追加といった プロセス 上の変更
を行った際に即座に、 もしくは1 日、 1カ 月、 1 年と時間をおいてどのような影響が生じるのかを調べることが できま
す。また、 サイクル 時間や資源活用の変更を行ったと仮定し、どのように状況が 変化するかを調べて、 プロセス の有効
性や効率の改善策を検討することもできる など、より柔軟な工場設計、通信、運送、製造等に有効な プログラム です。
RESQME は約 200 人の エンジニア、プログラマー および科学者によって IBM 内で主に使用 されています。
ユーザー は、 コンピューター 画面上の パレット から様々な機能や資源を示す アイコンを 選択、 マウス を使って配
列し、 プロセス の絵を描きます。これらの アイコン の機能や資源は、 ユーザー の用途に合わせて調整できます。次に、
マウス を使って アイコン 間に線を引き、 モデル 内の流れ図を描き、 プロセス 全体の概略図を構築 していきます。 アイ
コンの中には独自の プロセス を有する場合もあり、それらは サブモ デル として階層 モデル の下層部を形成します。ま
た、 サブモデル を ライブラリー から 選択して適用業務の用途に合わせて修正を加えて使用することもできます。この手
順は、 層から層へと下方に無限に継続できます。最後に モデル を アニメーション 化して 、複雑な プロセス 全体もしく
は見たい部分だけを見ることができます。 ユーザー は特定の仕事の流れを追ったり、複数の仕事を通りながら プロセス 全
体を見るこ ともできます。
1986 年以来開発が行われていた RESQME は、時代の寵児でした。 コンピューター 技術が発展し、このような トータ
ル・システム を稼働させるのに充分な能力を持つ PS/2 などの デスクトップ・コンピューター が手ごろな価格になって初め
て広く利用できるように なりました。 RESQME は IBM の RISC SYSTEM/6000 でも稼働できるようになろうと していま
す。
なお、この研究成果は MANAGEMENT SCIENCE 誌 6 月号に掲載されています。 RESQME の設計・開発は IBM 研究員
R.F. GORDON と E.A. MACNAIR および マサチューセッツ 州立大学の K.J. GORDON, と J.F. KUROSE、プログラム の一部
は IBM 研究員 P. LOEWNER、G. PARKER と J. CHEN によるものです。
以上

1991 年 6 月 19 日
『使い易さ』実現した POS 端末
日本 アイ・ビー・エム株式会社（椎名武雄社長）は 19 日、 ユーザーの一層の 使い易さを目指した新しい デザイン の
コンパクト な POS 端末 「IBM4688-B02 型 POS 端末装置」および関連製品を、本日から当社および IBM 特約店で販売 す
ると発表しました。
新製品では、これまでの外付けしていた磁気 ストライプ 読取機構を操作員の 目前に内蔵することにより、 カード の
読取操作を容易にしました。また、表示を 現行装置より 55MM 高くすることで、商品名や金額などが、操作員やお客様 か
ら見易くなりました。
さらに コード 抜けで システムダウン することを防ぐ ロック 式電源 コード の 採用など、 ユーザー の現場環境に則した使
い易さを実現しました。
また、この IBM4688-B02 型 POS 端末装置は、 16ビット・マイクロ・プロ セッサー(I80286、8MHZ)を搭載し、さらに
データ を保護する 40 時間の メモリー・バックアップ 機能などを備えています。
小売業界ではお客様へのよりきめ細かい サービス を実現するために、日常 の営業活動を通じた商品別の売上げ状況の
把握や、適切な在庫管理、顧客 情報の的確な把握、活用などが必要不可欠になっています。また個性化、多様化 する市場
の中で蓄積された データ をいかに戦略的に活用できるかが重要な テー マ になってきています。今回発表した製品は、
ユーザー の戦略的な店舗経営を 支援するため、1986 年 3 月に発表された『 IBM4680ストア・システム 』の最新の POS 端
末として位置づけられます。
今回の発表により、当社の POS 端末装置は 5 機種 14モデル になりました。br /> 価格（消費税抜き）は以下の通りで
す。
製品名
価格
~~~~~~~~~~
IBM4688-B02 型 POS 端末装置
IBM4688 顧客用表示機構2型
IBM4688 電源 コード(ロック 式）

~~~~~~
44 万 8 千円
6 万 6 千 5 百円
5 千 2 百円
以上

1991 年 6 月 19 日
『 パソコンCIM 』開発支援 ソフト 発表
～ IBM の製造業向け ソリューション がさらに充実 ～
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名 武雄社長）は 19 日、 パソコン だけで工場内の 計装機器の制御や製造進捗管理
などを行う、「操業管理 システム」 構築のための開発 支援 ソフトウェア を発表し、 「CIMジャパン」(6/26 ～ 6/29、 幕
張 メッセ) に参考出品 します。
この ソフトウェア を利用することにより、 プログラミング 技術のない生産現場担当者でも 高度な操業管理 システム
を容易に構築することができ、 システム 開発・保守の ワークロード 低減、開発期間短縮、 ライン 設備変更への柔軟な対応
などができます。
今回発表の ソフトウェア「プラントワークス」(PLANTWORKS*:APPLICATION AUTOMATION EDITION)の特長は、 '89
年7月発表のソフトウェア「分散オートメーション・エディション」 (DAE:DISRIBUTED AUTOMATION EDITION*) と組み合
わせて使うことにより、 LAN 接続 された複数のIBMパソコン だけで、工場内の計装機器と連動した操業管理 システム を開
発、 実行できることです。 「DAE」は複数台の パソコン を、あたかも 1 台の大きな コンピューター を使用しているかの
ように連携処理させる ソフトウェア で、 ユーザー は、どの パソコン に プログラムや データ があるのかを一切気にする
必要がなく業務に専念できます。
製造業における「研究 - 製造 - 販売」の統合された システム 構築のために、 IBM はその情報 システム の基盤となる
概念を 「CIMアーキテクチャー」('89.7 発表）として 定義し、関連する製品群を発表していますが、 「プラントワーク
ス」 は、この 「CIMアーキ テクチャー」 の中心となる ソフトウェア のひとつです。
「プラントワークス」 は、製造過程の異常監視、製品製造状況の確認、端末上の データと プログラム の管理を行う
「実行 サービス/2」、LAN 上の端末の ノード 管理、開発した プログラム の コンパイル を行う 「ビルド・サービス/2」、
システム 開発における制御フロー 定義、画面定義、 データ 属性定義などを行う「定義 サービス/2」、ホスト や パソコン
上 の既存プログラム との インターフェース を提供する 「インターフェース・サービス/2」 の 4モジュール から構成されて
おり、全て OS/2*(IBM オペレーティング・システム/2) に よる見易い グラフィック 表示によって、 オペレーター の生産性
を向上させます。
今回発表した製品の価格（消費税抜き）および出荷日は以下の通りです。
一括払い
製 品 名
使用料金
出荷予定日
~~~~~~~~~~

~~~~~~~~

実行 サービス/2 （英語版）
1,363,000 円
ビルド・サービス/2 （英語版）
5,500,000 円
定義 サービス/2 （英語版）
1,020,000 円
インタイーフェース・サービス/2 （英語版）
692,800 円

~~~~~~~~~~~~
1992 年 1 月
1992 年 1 月
1992 年 1 月
1992 年 1 月
以上

* は、 IBM CORP. （米国）の商標です。

報道関係者各位

平成 3 年 6 月 18 日
吉富製薬株式会社会社
日本 アイ・ビー・エム 株式会社会社

医薬品情報 ネットワーク を IBM PS/55NOTE で構築
～医薬品流通体制の変革に対応し、医薬情報担当者の情報提供能力を飛躍的に向上～
吉富製薬株式会社（合屋 嘉人 (ゴウヤ ヨシヒト) 社長、本社：大阪）は、医薬品 営業活動における顧客 サービス の
質的向上と効率化を目的とした、医薬品営業支援 システム「YUME-NET」(YOSHITOMI USER MEDICAL- NET) を構築し、
日本 アイ・ビー・ エム 株式会社（椎名武雄社長、本社：東京）の ノート 型 パソコン「IBM*PS/55*NOTE」 700 台を今月下
旬から順次導入、 92 年秋までに全国展開します。
新 システム では、医薬情報担当者全員に、 「PS/55NOTE」 を携帯させ、 IBMホスト・ コンピューター(IBM 9121プロ
セッサー) との オンライン 接続による医薬品情報 ネット ワーク を実現します。
本年 4 月の医薬品流通の取引慣行改善により、「医薬情報担当者 (MR:MEDICAL REPRESENTATIVE)」 は、最新の医薬
情報に基づき、的確な アドバイス を提供する ことが、従来にも増して、医療機関から強く求められています。こうした要
求に対し どう応えるかが、医薬品 メーカー の今後を左右すると言っても過言ではありません。
「YUME-NET」 は、この様な医薬品業界の新環境に、いち早く対応し、吉富製薬と 医療機関 ユーザー の医薬品情報
ネットワーク 強化と吉富製薬の業容の拡大の 「夢」を託し開発されたものです。
新 システム を利用し、医薬情報担当者 (MR) は、病院・薬局で、医薬品の品質、 有効性、安全性、使用上の注意事項な
どの情報や学術情報などを オンライン 検索し、 医師・薬剤師の要求に合った最適な製品を提案することができるようにな
ります。
また、外出先・出張先から オンライン による、売上実績検索や営業活動報告、経費 精算処理等の事務処理が可能とな
り、いちいち営業所に戻る必要がなくなります。
MR の使い勝手を向上させるために、 ジャストA4サイズ で軽量 コンパクト ながら、 画面の大きい 「IBM
PS/55NOTE」 を採用し、複数の適用業務を同時に表示、活用 できるウィンドウ 機能（日本語
MICROSOFT**WINDOWS**V3.0) を持たせている ことも当 システム の特長のひとつです。
(*IBM、PS/55 は IBM CORP. の商標。 **MICROSOFT、WINDOWS は米国 マ イクロソフト 社の 商標。）
.
以上
- 当 リリースは、大阪化学工業記者 クラブと経団連機械記者クラブ に配布しています。

1991 年 5 月 30 日
IBM、MOSトランジスタ の性能向上を達成
- 神奈川県大磯発
IBM CORP. は本日、神奈川県大磯 プリンスホテル にて開催されている VLSIシン ポジウム において、 -196C で従来の
2 倍という移動度を達成する PチャネルMOSFET (METAL OXIDE SEMICONDUCTOR FIELD EFFECT TRANSISTOR : 金属酸
化膜 半導体電界効果 トランジスタ) の試作品を発表しました。これは、 ラップトップ、 パーソナル・コンピューター、
ワークステーション 用の高速度コンピューター・チップ の開発を可能とするものです。
PチャネルMOSFET は、電流を正孔 (ホール) と呼ばれる正電荷を持つ電子の抜けた 穴が移動するため、電子そのもの
を移動させる NチャネルMOSFET より電流の流れる 速度が遅いという問題点がありました。この問題を解決するために、
MOSFETのシリコン 膜の表面の下に シリコン・ゲルマニウム 化合物の非常に薄い膜を形成し、正孔の動き をこの膜の上の
シリコン 層に局化させました。その結果、正孔は上下方向の動きを 抑制され、シリコン 表面と衝突したり拡散することが
なくなるので、移動速度が極めて 速くなります。従来の PチャネルMOSFET では、 チャネル を形成する シリコン 層に 正
孔の移動度を小さくする原因となる不純物 イオン を注入しておく必要がありました。
実用 チップ では、 Pチャネル と Nチャネル の両方の MOSFET を使う CMOS (COMPLIMENTARY METAL OXIDE
SEMICONDUCTOR : 相補金属酸化物 半導体）回路を用いています。
PチャネルMOSFET の方が速度が遅いため、この研究の成果は CMOS 回路の 高速化の大きな進歩となります。将来の
高速度 コンピューター・チップ を高性能化 する上で、重要な技術革新をもたらすものです。
以上

＜ご参考資料＞

1991年5月27日
2 万体でやっと毛髪の幅 .....
STM で「史上最小」の人物像作成
- 米国 カリフォルニア 州 サンノゼ 発 写真は STM （走査型 トンネル 顕微鏡）を使って 28 個の分子を人間の形に配列した像を画像化したもので、 "モレキュ
ラー・マン （分子人間）"と名付けられ ました。
この分子人間の生みの親は IBMアルマデン 研究所の客員研究員、 ペーター・ツェッペンフェルト博士です。彼は昨年、初め
て キセノン 原子を一つずつ動かして『 IBM 』という文字を綴った同研究所員の ドナルド・アイグラー 博士と共に物質表面
上で原子および分子を個々に配列して小さな構造を作る研究を行っています。 "モレ キュラー・マン" は、この実験の合間に
ちょいと遊び心で作られたものです。金色の ボール のように見えるのは一酸化炭素の分子です。各分子は、炭素原子 1 個
と酸素 原子 1 個で構成されています。炭素原子は、青くみえる背景の単結晶白金の表面に付着しており、酸素原子はその
上に載った状態になっています。 "モレキュラー・マ ン" は、 4K(マイナス269 ）に冷却した STM を使い、真空状態の中で
分子を一つ一つ配列したものです。まず、低温状態にある白金の表面上に一酸化炭素 ガ スを吹き付け、 STM の針の先端を
一酸化炭素の分子に近づけます。すると、分子と針の先端の間の引力が増加し、 STM の針を水平に動かすことによって分
子を白金表 面に沿って自由に配列することができます。
分子間の間隔は約 4.8オングストローム です。 "モレキュラー・マン" は頭のてっぺんから足の先 まで 50オングトスロー
ム、 両手の幅は 25オングストロー ム です。 2 万人以上の "モレキュラー・マン" が手をつないで並んで、やっと髪の毛 1 本
分の太さになります。
以上

1991 年 5 月 22 日
IBM、 世界最高速の マルチ・チップ・セラミック・パッケージ を発表
- 米国 ジョージア 州 アトランタ 発
IBM CORP. は 15 日、 アトランタ で開催された電子部品・技術学会において、 チップ 間の信号伝送速度が毎秒 12 万 5
千 KM という世界最高記録の マルチ・ チップ・セラミックの パッケージ を発表しました。この パッケージ には、 9.5MM 間
隔で 121個の チップ が高密度に実装されています。
現在、この技術を用いた 12.7CM 角の パッケージ を、昨年 9 月に発表した IBM のシステム/390シリーズ 用部品として生産
しています。
この パッケージ の設計は、 1980 年に IBM が開発し、特許権を持つ TCM （熱伝導モジュール) をもとにしています。
従来の アルミナ・セラミック を新たに 開発した ガラス・セラミック に置き換えることにより、 セラミック の間の銅配線上
の信号を効果的かつ高速に伝送できるようになりました。
新しい ガラス・セラミック は業界で最も低い誘電率を持ち、 チップ 間の電気信号 伝送速度が当社の大型 コンピューター
に使われている現行の パッケージ より約 25% 速くなりました。
この銅配線は従来の TCM に使われている モリブデン より電気伝導率が高いた め、配線幅を 25 μ M と小さくできまし
た。この銅線は、 ガラス・セラミック 中に形成 された約 200 万個の スルーホール （小さい穴）にも通っており、その長さ
は 1 個の パッケージで 3200M にもなります。
新しい ガラス・セラミック 材料を開発する上で問題となったのが、銅の配線を行った 上に上層の セラミック を焼き固
めるという工程でした。つまり、銅線が溶ける温度より 低温で固まる新素材を開発する必要がありました。そこで、特別な
科学反応を利用 してガラス・セラミック を銅が溶ける温度 1063 より約 113 低い 950 で焼結 させることに成功しまし
た。
今回の IBM の新しい パッケージング 技術は、今後一層の高速度化を進める コン ピューターに対応する実装技術とし
て重要なものです。
この新しい ガラス・セラミック・パッケージ の発明は、 ニューヨーク 州 イースト・ フィシュキルのIBMパッケージング
研究所、同州 ヨークタウン・ハイツ の トーマス・ J ・ ワトソン 研究所、およびカリフォルニア 州 サンノゼ の アルマデン 研
究所の共同 研究によるものです。
補足資料

~~~~~~~~
ガラス・セラミック・パッケージ の特長 :
- 新しい ガラス・セラミック は業界で最も低い誘電率を持ち、 チップ 間の電気信号 伝送速度が当社の大型 コンピューター
に使われている従来の パッケージ より 約25% 速い。
- 従来の他の パッケージ より チップ を高密度に実装することができ、 チップ 間 の配線距離が短く、信号伝送時間を短縮
できた。
- 以前の TCM の 2 倍の割合で チップ から発生する熱の銅の ピストン を通して 放熱するので、 チップ を約 2 倍の高密度
に実装できる。
- 他の セラミック・パッケージ より多層の配線が可能で、高密度な チップ の実装 が可能。
- コンピューター 稼働時に シリコン・チップ の消費電力により、 チップ も ガラス・ セラミック も温度が上昇し、熱膨脹す
る。この熱膨脹の値が同一になるようにして おけば、チップ と セラミック の寸法は同一となるので、 チップ を ハンダ
付けに より セラミック基板に直接取り付けるという IBM の従来からの方式を使うことが できる。
この方式は他の方法と比べてより多くの接続点を基板上に作ることができ、 マルチ・チップ・モジュール を容易に構成
できる。
この結果、 モジュール あたりの チップ の集積度を非常に高くできる。
以上

1991 年 5 月 14 日
ユニーク な新しい ポリマー を発見

- 米国 カリフォルニア 州 ・ サンノゼ 発
IBMアルマデン 研究所の研究員は、ホログラム を造り出すインスタントカメラ、 レーザー などの強い光から自動的に
目を守る ゴーグル、まち針の先ほどの 小さな領域に 1 億 ビット もの情報を蓄えられる光記憶装置といった画期的な 装置
の実現に必要な フォトリフラクティブ特性を持つ ポリマー （高分子化合物） を世界に先駆けて発見しました。
フォトリフラクティブ(PR) 特性とは、物質の光屈折率や光学的性質が、その 物質に光を当てることにより変化を起こ
す性質を指します。この ポリマー に 2 本の交叉するレーザー 光線を当てると、その交叉する個所で電荷の干渉 パターン
が形成されます。その結果、 ポリマー の PR 特性により、 ポリマー の光特性に変化が起こり、 ホログラム やイメージ の
記憶、 レーザー 光の 拡散などの用途を実現します。 25 年前、 AT＆T 社のベル 研究所でゆっくり と成長させた小型で高
価な特殊な結晶を使った PR 特性が発見されて以来、 このような特殊な結晶を使った PR 特性の研究は主に研究所 レベル
で行われ てきました。
IBM は、結晶と比較して最大 10 倍の強さの PR 特性を持つポリマーの デザイン が可能であることと、このような ポ
リマー は結晶よりも安価で形状 変化の柔軟さを持っていると約 3 年前に予測しました。
結晶の場合、ゆっくりと成長させながら特別な非対称を閉じ込めてい きますが、ポリマー の場合は直接 ポリマー の化
合物に必要な物質を混ぜ あわせ、その後必要な非対称を賦課して電気光学的な状態にします。 ポリマー を柔らかくなるま
で熱し、外部から電場を加えていろいろな要素 を整列させ、最後に冷して固定させるという方法で非対称を ポリマー に 形
成することができます。
1988 年に アルマデン 研究所は、電場による屈折率の変化を発見し、これ をもとにBISA-NPDA と呼ばれる エポキシポ
リマー から研究を始め、後に コピー機やレーザープリンターに使用されている DEH と呼ばれる有機光 伝導材料を加えま
した。その結果得られたポリマー 混合物の回析効率は 0.01 ～ 0.001% というものでした。さらに、 DEH と NNDN-NAN と
呼ば れるもうひとつの エポキシ 混合物では最大 0.1% の回析効率を達成し、 10 倍の強さの PR 特性を実現しました。 PR
特性を利用した実用的な 製品を作成するためには、 10% 以上の回析効率が必要とされています。
アルマデン 研究所の W.E. MOERNER, S. DUCHARME, J.C. SCOTT, R.J. TWEIG によって達成された成果は、 4 月 30
日に材料研究学会 （於 カリフォルニア 州 アナハイム)で発表されました。また、4 月 8 日号の PHYSICAL REVIEW
LETTERS に論文が掲載されています。
補足資料

~~~~~~~~
フォトリフラクティブ(PR) 効果は 4 つの過程から成るもので、強い光にさらされ た際まれな構成をする特殊な物質に
見られます。第一に、物質は二次非線形効果 （屈折率が強い電場によって変化すること）を持たなければなりません。この
ような 二次非線形の特性は、主に特別な形の非対称形を持った数少ない物質にのみ見 られるものです。第二に、強い光に
さらされた際、正負が対になった電荷を放出する ようイオン 化され易い部分を持つことが必要なため、非線形を強化する
よう結晶上 の必要個所に故意的に ドーピング を行ないます。第三に、放出された電荷は物質を 個々に通過し、最後に電荷
を受け入れる場所に捕われます。
PR 物質が明暗の パターン にさらされると、明るい部分にあった電荷が放出 されて暗い部分へと移動し、そこに捕え
られます。このような電荷の選択的拡散は 電子の少ない正と、電子の豊富な負の領域を作り出し、物質の大きな非線形性を
導きだす強力な内部の電場を形成します。全過程は光の強度によっては大変速い スピード で起こります。
PR 物質の応用としては、 2 本の レーザー 光が交差する際に起こる複雑な 干渉のパターン の データ および単体の三
次元的情報を含む インスタント で書き 替え可能な ホログラムがあります。今までの ホログラム は、写真の フィルム の
ような ホトクロミック 物質（光の照射によって色を変え、暗所で再び元の色に戻る 物質）でできています。それとは対照
的に PR から成る ホログラフ は、干渉の パターン によって形成された電荷の内部パターン によって直接作られていま
す。 その結果、化学現象することなく フォトリフラクティブ・ホログラム が完全に 形成され、すぐに見ることができま
す。また物質上に均等に電子を再配分するため、 一様な光を フィルム に照射するだけで消すことができます。
ポリマー は、一連の単位の繰り返しでできている長い分子の鎖です。近年、 ポリマーは PR 物質の理想的な候補にな
りうる可能性があるとされています。 その理由としては、
1. いろいろな単位に特化した特性を持たせた特注の ポリマー を作ることが できる。
2. ポリマー の非線形の特性は、結晶のような構造によって加えられる電荷 の放出、受容物質の濃度を比較的低くしなくて
はならないといった制限を 受けない。
3. ポリマー は結晶に比べて安価で作れる。
4. ほとんどの ポリマー は用途に合わせた、使いやすい形に変形可能。
最初の エポキシ に使用したのは BISA-NPDA(BISPHENOL-A- DIGLYCIDYLETHER 4-NITRO-1, 2,-PHENYLENEDAMINE)
で、次の エポキシ は 10 倍の解析効率を持つ NNDN- NAN(N,N-(DIGLYCIDYL)-4-NITROANILINE-N-(2-AMINOPHENYL)-4NITROANILINE) を使用しています。 ポリマー の混合物の中で、電荷を 運ぶ媒体である光導電体は DEH(DIETHYLAMINOBENZALDEHYDE DIPHENYLHYDRAZONE) です。
以上
* 当資料は、 5 月 1 日に IBM の アルマデン 研究所より米国で一部発表 されたものです。

プレスリリース
1991年5月8日
先進的アプリケーションをオフコンで実現
処理能力が最大 2.75倍向上した『 AS/400Dモデル』
日本アイ・ビーエム株式会社（椎名武雄社長）は8日、当社の中・小型コンピューターAS/400*の全モデルを一新し、現行モデ
ルに比べて処理能力を最大2.75倍向上させた「AS/400Dモデル」を発表しました。また、同時に、AI（人工知能）、イメー
ジ、音声に対応した先進的アプリケーションをAS/400で実現する一連のソフトウェアならびに関連装置を発表しました。
今回発表のハイライトは次の通りです。
1.平均 50% 、最大 2.75倍の処理能力を向上
「AS/400Dモデル」はエントリー・モデルである「D04」から、最上位モデル「D80」までの11モデルで構成されています。
とりわけ、最上位モデル「D80」には、1システム装置に複数プロセッサーを装備する新しい設計思想『N-WAYマルチプロ
セッサー・アーキテクチャー』を採用し、現行の最上位モデルに比べて処理能力を2.75倍向上させています。
Dモデル全体では、現行モデルに比べて、平均50%の処理能力の向上を図るとともに、エントリー・モデルから最上位モデル
まで処理能力において13倍という幅広い拡張性を実現しています。なお、現行モデルからDモデ゛ルへの移行は、設置場所で
行なえます。
2.『 AI、イメージ、音声 』対応ソフトウェア
ニューロ（神経）・コンピューターを実現するソフトウェア「ニューラル・ネットワーク・ユーティリティー/400」、AS/400と
G・ファクシミリ間で文書が直接送受信できる「FAXサポート/400」、大量のイメージ情報をネットワークを介して効率よく
保管、検索が行える「IMAGEPLUS*/400」などの一連のソフトウェアを発表しました。当社では、昨年5月に電話の音声と
データ処理を連動したアプリケーションを実現するソフトウェア「CALLPATH*/400」を発表していますが、今回発表のソフ
トウェアにより『AI、イメージ、音声 』に対応できる先進的アプリケーションを実現する環境が整いました。
3.オープン ・ ネットワークへの対応
国際標準OSIの3層(ネットワーク層）から、6層(プレゼンテーション層）までに準拠した異機種間接続を可能にするソフト
ウェア「OSI通信サブシステム/400」、ISDNの通信回線に直接接続できるISDN基本インターフェース・アダプターなど、多様
なネットワークを構築できる機能を提供します。
4.信頼性と使いやすさの向上
新たに発表された2.3ギカ・バイトの大容量8MMカートリッジ・テープなどにより、オペーレータの介在なしにバックアップが
取れるようになりました。また、ユーザーのアプリケーション上でヘルプ画面やシステム操作用の画面を同時に表示でき
る"ウインドウ機能・を取り入れたことなどにより、使いやすさを一層向上させました。なお、日本アイ・ビーエムは同時に、
より低価格なオフコンである「BS/150」のエントリーモデルとしてデスクトップ型の新モデルを発表しました。AS/400は
1988年6月に発表以来、販売管理、生産管理、顧客管理などきめ細かい分野で700本以上のアプリケーションの品揃えを図
り、お客様にソリューションを提供するオフコンとして高い評価を受けてきました。今回の発表は、こうしたAS/400のソ
リューション提供能力を3年ぶりに大幅に強化したもので、当社のオフコン、中小型コンピューター分野での先進的アプリ
ケーション分野をはじめとするソリューションの実現に極めて大きな役割を果たします。当社はこの発表に合わせて「第72
回ビジネスショウ」(5月15日から4日間、東京・晴海で開催）及び「第73回ビジネスショウ」(5月28日から3日間、大阪・イン
テックス大阪で開催）に今回発表のAS/400DモデルとBS/150の新モデルを出展いたします。

*IBMCORP.（米国）の商標です
補足資料
詳細な発表内容は以下の通りです。

1.平均 50% 、最大 2.75倍の処理能力の向上
・現行最上位モデルの2.75倍の処理能力を持つD80が登場Dモデルの最上位機であるD80は、今回始めて採用された「N-WAY
マルチプロセッサー・アーキテクチャー」によって、現行の最上位モデルであるB70の2.75倍の処理能力を実現しました。こ
のアーキテクチャーは、複数のプロセッサーを並列に配置し、タスクを自動的に仕様可能なプロセッサーに割り振ることに
よりシステムの処理能力を向上させる新しい設計思想で、D80は2つのプロセッサーを持っています。N-WAYマルチプロセッ
サー・アーキテクチャーの採用によって処理能力が強化されたため、製品の拡張性は一層広がりました。当社では本日、「NWAYマルチプロセッサー・アーキテクチャーに基づいて、1992年にD80よりもスループット能力の優れた製品を提供する」と
いう開発意向表明を行ないました。本日発表したDモデルは将来、この新製品にアップグレードすることができます。
・ Dモデル11種でラインアップ一新、相対性能比と拡張性が向上
Dモデルの発表でAS/400のラインアップはエントリー・モデルから最上位まで、11種、全面的に一新されました。その結果、
主記憶容量は8～384メガバイト（現行8～192メガバイト)、磁気ディスク容量は0.8～124.7ギガバイト（現行0.6～54.8ギガバ
イト)と大きく広がりました。
また処理能力は平均50%向上し、その能力の幅もエントリー・モデルから最上位まで13倍以上（現行約6.5倍）という優れた拡
張性を持っています。
・設置場所での意向も可能
現行のAS/400をお使いのお客さまには、設置場所でDモデルへの移行ができます。また、エントリーモデルのD04から最上位
のD80まで、すべてのモデルが同一のアーキテクチャーの元に設計されているため、現行プログラム等のソフトウェア資産が
無駄にならず、企業の成長に応じて効率的に上位モデルへの拡張ができます。
なお、Dモデルの発表とあわせて周辺装置として、大量のイメージデータを光テクノロジーを利用して記憶し、オンラインで
保管する「3995-042型光ライブラリー・データサーバー」、AS/400とバーコード・リーダー、スキャナー、医療機器等の非同
期装置を4台まで接続しソリューションの幅を広げる「5159-001型プログラム方式入出力制御装置」、8MMデータ・カート

リッジ使用の大容量（最大2.3ギガバイト)磁気テープ装置「7208-002型磁気テープ装置」等を発表しました。

2.『 AI、イメージ、音声 』対応ソフトウェア
AI（人工知能）、ファクシミリ、イメージ等を取り込んだ先進的なアプリケーションをAS/400で活用するために、オペレー
ティング・システム「OS/400*バージョン1」を強化した「OS/400バージョン2」、ならびに先進的アプリケーションを支援す
る新製品を発表しました。
・「ニューラル・ネットワーク・ユーティリティー/400」
「ニューラル・ネットワーク・ユーティリティー/400」は、AI（人工知能）の一つの手法であるニューロ・コンピューターの考
えを取り入れたソフトウェアです。これは入力データと出力データをコンピューターに多数与えることによってデータ・パ
ターンや処理手順を自ら学習する機能を持ち、プログラムを作成することなく結果を出力させるものです。活用例として
は、道路の重量制限や通行止めなどの条件と納入先の所在地、納品指定時間など、複雑な要素を考慮し、最も効率的なト
ラック便の運行ルートを決定するトラック配送計画システムをはじめ、小売業での市場分析、金融業の貸付時信用調査など
が挙げられます。
・「FAXサポート/400」
「FAXサポート/400」によって、AS/400のデータやAS/400に接続した端末のデータをG・ファクシミリに送信でき、送られて
きたファクシミリ情報をAS/400に記憶することもできます。アプリケーション・プログラムからファクシミリに直接出力する
ことができますので、文書を遠隔地に送る際、プリンターで印刷した後、改めてファクシミリを流すといったムダがなくな
ります。また、AS/400でファクシミリ情報を管理できるので、機密情報も保持できます。注文書や送り状の送受信、支店や
販売店への 案内などに有効です。
・「IMAGEPLUS/400」
「IMAGEPLUS/400」によって、手書きの文書や写真、地図、設計図といったイメージ情報を含んだ文書を保管し、ネット
ワークで検索、配布等を行なうことができます。膨大なイメージ情報も、より高機能になったAS/400と新製品の「3995-042
型光ライブラリー・データサーバー」で効果的、経済的に活用できます。間取り図、周辺地図、写真等を取り入れた住宅情報
システムや、顔写真の入った人事情報システムなどの構築に最適です。これらのアプリケーションは、単独での使用の他、
お互いを組み合わせたり、既発表のソフトウェア製品、例えば電話などの音声とデータを統合処理する「CALLPATH/400」、
電子メール、文書作成・管理、住所録、予定表など一連のオフィス業務をサポートする「OFFICEVISION*/400」などと組み合
わせることで最適なソリューションを構築することができます。例としては、AIとイメージ処理を組み合わせ、配送順路指
示の地図が出るトラック配送計画システムを構築したり、プッシュホンで受けた受注情報に対し、ファクシミリで取引先に
受注確認書を送付するといったことです。

3.オープン ・ ネットワークへの対応
AS/400のオペレーティング・システム「OS/400」の機能強化、ならびにネットワーク関連製品の発表により異機種間接続、
企業間ネットワーク、LAN、垂直あるいは水平分散処理など、現在の企業環境や各種の業態に応じた多種多様なネットワーク
の要望に、より柔軟に対応できるよう、IBM製品のオープン性を強化しました。
・ OSI（解放型システム間相互接続）対応
AS/400が、異機種間接続にも対応できるよう「OSIコミュニケーション・サブシステム/400」を発表しました。これによりOSI
の3層から6層(3層:ネットワーク層、4層:トランスポート層、5層:セッション層、6層:プレゼンテーション層）と
ASCE(ASSOCIATIONCONTROLSERCIVEELEMENT:アソシエーション制御サービス要素）がサポートされ、AS/400と非IBM機
器の間でOSIに基づいた通信ができるようなります。
・ ISDN(サービス総合デジタル網）への直接接続
AS/400をISDNへ接続するには往来「7820ターミナル・アダプター」が必要でしたが、「OS/400」の機能拡張、並びに、ISDN
基本インターフェース・アダプターの発表により直接ISDNに接続し、INSネット64のBチャンネルのサービスを利用すること
ができます。ISDNのサポートによりAS/400によるネットワーキングでのソリューションが広がります。

4.信頼性と使いやすさの向上
・不在席バックアップが実現
磁気テープ装置/機構の拡張により、オペレーターの立ち合いなしに、バックアップが取れるようになり、省力化に貢献しま
す。新製品である2.3ギカバイトの大容量8MMカートリッジテープ「7208-002型磁気テープ装置」(9406、9404、9402に対
応）、525メガバイトの「1/4型カートリッジ・テープ機構」(9404、9420)、3490磁気テープ・サブシステムによりそれが実現
しました。
・さらに向上した使いやすさ
-ウインドウ機能サポート開始
ユーザーがアプリケーションを稼働中、スクリーン上にヘルプ画面やシステム操作用の画面を「ウィンドウ」（窓）として
同時に表示することができるようになりました。これにより、画面を切り換えることなく操作が続行できるので、生産性が
飛躍的に向上します。
-操作援助機能拡張
「操作援助機能(OA:OPERATIONALASSISTANT)」にユーザーの登録/削除、ライブラリー・バックアップ、印刷出力制御と
いったメニューが追加され、エンドユーザーのみならずシステム操作要員にとってもAS/400が一層使いやすくなりました。
・確かなバックアップ
9406システム装置にバッテリー電源機構を標準装備し、電源異常に対応します。また、ディスクの障害時にシステム・ダウン
時間を極少化するディスク・ミラーリングの容量拡大や、ディスク上の損傷したデータを自動的に再生するチェックサム機能
強化により、さらに信頼性が向上しました。

AS/400(9402システム装置） -モデル D04/D06
Dモデルのエントリー機種であり、Cモデルに比べて平均46%の処理能力向上を実現しています。最大主記憶容量がモデル
D04で16メガ・バイト(Cモデル12メガ・バイト)、D06で20メガ・バイト（同、16メガ・バイト)と、増大しました。磁気ディス
ク容量もCモデルに比べて増加し、標準で800メガ・バイト(Cモデル640メガ・バイト)、最大1,600メガ・バイト(C04は960メ
ガ・バイト、C06は1,280メガ・バイト)まで拡張できます。
内蔵型3.5インチ磁気ディスク機構(1台:400メガ・バイト)が2台標準装備されます。

9402-Y10(AS/ENTRY)、C04、C06からの形式変更(モデル・アップグレード)が可能です。CモデルからDモデルへ型式変更す
る際、それまで使用していた機構は全て使用できます。

AS/400(9404システム装置） -モデル D10/D20/D25
Cモデルに比べて平均54%の処理能力向上を実現しています。標準主記憶容量がモデルD25で16メガ・バイト(C25は8メガ・バ
イト)、最大主記憶容量はD25で64メガ・バイト(C25は40メガ・バイト)と、増大しました。
最大磁気ディスク容量もCモデルに比べて増加し、モデルD25で6,400メガ・バイト(C25は3,840メガ・バイト)になりました。
内蔵型3.5インチ磁気ディスク機構(1台:400メガ・バイト)が2台標準装備されます。
接続ワークステーション台数が増大しました。最大平衡型ワークステーション台数（構内）は、80台(モデルD10/D20)、160
台(D25)となり、C10の40台、C25の80台より向上しています。
現行のBモデル、Cモデルは全てDモデルへ形式変更可能です。

9402/9404システム装置の主な仕様
機種

9402

型式

D04

D06

D10

D20

D25

主記憶容量(メガバイト)

8～16

8～20

8～32

8～40

16～64

最大磁気ディスク容量
(キガバイト)

1.6

1.6

4.8

4.8

6.4

平衡型構内
ワークステーション台数

28

54

80

80

160

通信回線数（最高）

8

8

14

14

14

ディスケット機構接続台数

0～1

0～1

0～2

0～2

0～2

磁気テープ機構接続台数

1～3

1～3

1～6

1～6

1～6

大きさ(CM:幅×奥行×高）

25.5×75×61

9404

35×75×65

AS/400(9406システム装置） -モデル D35/D45/D50/D60/D70/D80
Bモデルに比べ、平均56%の処理能力向上を実現しました。なかでも最上位機種のモデルDモデル80はN-WAYマルチプロ
セッサー・アーキテクチャーを採用したAS/400初のマルチプロセッサー
・モデルで、処理能力が現行の最上位モデルの2.75倍という高い性能を持っています。
最大主記憶容量が、D80では現行の最高機種B70の2倍の384メガ・バイトと大幅に増大しました。最大磁気ディスク容量も、
D80ではB70の2.25倍にあたる約125ギカ・バイト（うち62ギガ・バイトはミラーリング用）にまで拡大されました。
内蔵型磁気ディスク機構(1.28ギガ・バイト)とバッテリー電源機構(5分間まで電源を供給）を標準装備しています。
往来の2倍の総回線速度です。トークリング・ネットワーク・アダプター/Aも従来のものに比べて2倍のスループットを実現し
ています。

D60以上のモデルのプロセッサーではメモリー・キャッシュが装備され、より高速のメモリー・アクセスが実現しました。さ
らにD50以上のモデルのメモリー・カードはCMOSのロジックを搭載した「インテリジェント・メモリー・カード」です。
往来のBモデルは全てDモデルに型式変更可能です。

9406システム装置の主な仕様
機種

9406

型式

D35

D45

D50

D60

D70

D80

主記憶容量(メガバイト)

8～72

16～80

32～128

64～192

16～256

64～384

最大磁気ディスク
容量(ギガバイト)

28.7

28.7

49.2

76.7

76.7

124.7

平衡型構内
ワークステーション台数

240

400

600

800

1,200

1,200

通信回線数（最高）

16

32

32

32

48

64

ディスケット
機構接続台数

0～2

0～2

0～2

0～2

0～2

0～2

機種

9406

磁気テープ
機構接続台数

1～11

大きさ(CM)

9309-002型格納装置（幅65×奥行92×高160)内に設置

1～11

1～15

1～15

1～15

1～15

『 AS/400Dモデル』の先進的な技術

1.N-WAYマルチプロセッサー・アーキテクチャー
最上位のモデルD80で採用した「N-WAYマルチプロセッサー・アーキテクチャー」は、複数のプロセッサーを並列に配置し、
タスクを自動的に使用可能なプロセッサーに割り振ることによってシステムの処理能力を向上させるAS/400の新しいアーキ
テクチャーで、ユーザーはあたかも単一プロセッサーを利用しているイメージで使いこなせます。このアーキテクチャー
は、ますます増大するコンピューティング・ニーズに応えるもので、1992年にはモデルD80以上の製品を発表する意向です。
このアーキテクチャーは、複数のバッチ処理を高速に行なうアプリケーションや、対話型アプリケーションを同時に処理す
る場合に威力を発揮します。その他の利点としては以下のものがあります。
・単一プロセッサーのアプリケーションからの変更が不要
・万が一、1つのプロセッサーが障害を起こしても、再起動するだけでシステムを回復できる

2.最新のCMOS技術
モデルD25からD80のプロセッサーには、最新のCMOS(COMPLEMENTARYMETALOXIDESEMICONDUCTOR)技術が使用さ
れ、45ナノ秒(1ナノ秒は10億分の1秒）以下のプロセッサー・サイクル・タイムを実現しています。12.7MM四方の基盤には、
75,000もの論理回路を搭載しています。また、65ナノ秒のアクセス・タイムの4メガ・ビット
DRAM(DYNAMICRANDOMACCESSMEMORY)を搭載しています。
モデルD60には64キロ・バイト、モデルD70には128キロ・バイト、モデルD80には2つの128キロ・バイトの高速キャッシュ・メ
モリーを搭載し、より高速のメモリー・アクセスを実現しています。高速キャッシュ・メモリーとプロセッサーの主記憶機構
には、11ナノ秒の速さでデータ転送を行なう144,000ビット
の高速CMOSSRAM(STATICRANDOMACCESSMEMORY)が搭載されています。
さらに、モデルD50～D80にはCMOS論理バッファーを搭載した「インテリジェント・メモリー・カード」が使われ、システム
全体の処理能力を高めています。

BS/150(9151-A01システム装置） /9146-002型液晶タッチ ・ パネル鍵盤
低価格・コンパクト（幅:319× 奥行:403.5MM、重量:17KG)なデスクトップ型で、より少ないスペースで設置可能なオフコン
です。BS/150のエントリー・モデルとして位置づけられます。
主記憶容量2メガ・バイト（固定）、磁気ディスク容量40メガ・バイト（固定）で、3.5インチ・ディスケット駆動機構(1.44メ
ガ・バイト)を1つ装備しています。
オペレーティング・システムは、従来のBS/1509153システム装置と同様のビジネスシステム・プログラム/150（略
称:BSP/150)を使用し、RPG・で書かれた適用業務プログラムが稼働します。このシステム装置にはBSP/150バージョン1.02
とDOSJ4.05が事前導入されるため、エンド・ユーザーが導入作業を行なう手間が大幅に省けます。
保管および復元は全てディスケットで行ないます。

9146-002型液晶タッチ・パネル鍵盤は9151システム装置に接続できる鍵盤で、「9146液晶タッチ・パネル鍵盤サポート・プロ
グラム」を使用することでユーザーの適用業務に合わせたパネルを表示でき、使いやすさが向上しました。
9151システム装置では次の3つの操作環境が利用できます。
1)システム/36環境
システム/36のRPG・やOCLプロシージャーがBS/150で作成できます。
2)IBMDOS環境
3)日本語5250ワークステーション環境
DOS操作環境で日本語5250PCバージョン2.0を稼働させることで日本語5250ワークステーション環境となり、9151システム
装置がAS/400やAS/ENTRYの端末となります。また、PCサポート/400も利用でき、AS/400のデータをDOS操作環境でグラフ
表示させることが可能です。

AS/ENTRY(9402-Y10システム装置）機能拡張
追加磁気ディスク機構(200メガ・バイト)を本日発表しました。この機構は最大3台まで設置可能です。これによりAS/ENTRY
の最大磁気ディスク容量は640メガ・バイト(160メガ・バイト×4)から760メガ・バイト(160メガ・バイト+200メガ・バイト×3)に拡
張されました。
平均アクセス・タイムが11.5ミリ秒と、従来の機構の12.5ミリ秒より向上しています。
この200メガ・バイトのディスクは、従来の160メガ・バイトのディスクと混在させて使用することができます。

3995-042AS/400小型光ライブラリー ・ データサーバー
4月24日に発表した3995光ライブラリー・データサーバー(132/112型・・・・大型システム用）のAS/400向けモデルで、9406-Dモ
デルに直接接続できます。また、9402/9404システム装置への対応の開発意向表明を、本日行ないました。

光テクノロジーを利用してオンラインに直接アクセスする低価格な記憶装置であり、出し入れ可能な光ディスク・カート
リッジを使用します。このカートリッジは132/112型と同じく5.25インチの追記型光ディスク・カートリッジで、変更のな
い、しかも長期間にわたってアクセスする必要のあるデータの保管に適しています。
使用する追記型光ディスク・カートリッジは1枚で652メガ・バイト（非フォーマット時）の容量を持ち、1台で最大32枚の
カートリッジを収納することにより最大20ギガ・バイトのデータを管理できます（非フォーマット時）。モデルD35/D45では
最大8台、D50以上では最大14台接続可能であり、14台接続では280ギガ・バイトのデータが管理できます。これはスキャ
ナーで読み込んだイメージ情報であれば、A4サイズ書類で約476万枚以上分に相当します(1枚約50キロ・バイトの場合）。こ
れらのデータは、一度記憶させたものを削除したり書替えることはできません。なお、最高データ転送速度は毎秒680キロ・
バイト、平均シークタイムは85ミリ秒です。5159-001型プログラム式入出力
制御装置

AS/400と非同期装置(バーコード・リーダー、スキャナー、ロボット、計測器、タイム・クロックなど）との間のデータ転送を
行なう非同期通信制御装置です。この装置の発表により、AS/400と各種の非同期装置との接続・データ転送・制御が容易にな
りました。

5つのポートがあり、ひとつはAS/400へ、残りの4つは非同期装置へ接続することにより4台の非同期装置を接続できます。
接続はモデムなしでローカル接続、またはモデム経由で遠隔接続が可能です。
大きさはPCのキーボード程度のコンパクト・サイズで（幅:440× 奥行:190× 高:60MM重量:3KG)机上でも、壁掛けでも設置
できます。温湿度許容限界が幅広く設定されており、工場等の設置環境にも対応できるようになっています。

7208-002型磁気テープ装置
AS/400のDモデルにのみ接続可能な、8MMデータ・カートリッジ使用の外部磁気テープ装置です。最大2.3ギガ・バイトの大容
量をサポートします。最大245キロ・バイト/秒で保管/復元を行ないます。
1本のテープに大量のデータを保管できるため、9402/9404/9406（下位モデル)ではオペレーターの介在なしにバックアップ
作業が行なえ、オペレーションの省力化ができます。

9402には最大2台、9404/9406には最大4台の7208-002型磁気テープ装置が接続できます。
今回発表した主な製品の価格（消費税抜き）、利用料金（同）および出荷・利用開始時期は以下の通りです。なお、AS/400の
価格は標準システム構成価格です。
AS/400ハードウェア
製品名

IBM標準価格（円）

利用料金（一括払）（円）

出荷開始時期

モデルD04

約6,200,000

697,500

1991年5月24日

モデルD06

約8,300,000

1,257,000

1991年5月24日

モデルD10

約9,400,000

1,257,000

1991年5月24日

モデルD20

約18,000,000

2,418,000

1991年5月24日

モデルD25

約36,000,000

3,520,000

1991年5月24日

モデルD35

約23,000,000

3,520,000

1991年5月24日

モデルD45

約46,000,000

7,000,000

1991年5月24日

モデルD50

82,000,000

10,000,000

1991年5月24日

モデルD60

122,000,000

14,400,000

1991年5月24日

モデルD70

158,000,000

19,000,000

1991年5月24日

モデルD80

287,000,000

27,000,000

1991年5月24日

AS/4009402システム装置

AS/4009404システム装置

AS/4009406システム装置

関連装置
製品名

IBM標準価格（円）

出荷開始時期

3995-042型 光ライブラリー・データーサバー

9,765,000

1992年第2四半期

追記型光ディスク・カートリッジ(10枚パック)

334,800

1992年第2四半期

5159-001型プログラム式入出力装置

660,000

1991年5月24日

7208-002型 磁気テープ装置

1,277,000

1991年5月24日

AS/400ソフトウェアバージョン 2
プログラム名

利用料金（一括払）

利用開始時期

通信ユーティリティーV.2

325,500円から

1991年5月24日

OFFICEVISION/400V.2

369,100円から

1991年5月24日

照会プログラム(QUERY)V.2

118,200円から

1991年5月24日

ビジネス・グラフィック・ユーティリティーV.2

56,300円から

1991年5月24日

言語辞書/400V.2

82,800円から

1991年5月24日

PCサポート/400V.2

179,100円から

1991年5月24日

BASICV.2

156,300円から

1991年5月24日

SAAAD/CYCLECOBOL/400V.2

156,300円から

1991年5月24日

PASCALV.2

156,300円から

1991年5月24日

PL/IV.2

175,800円から

1991年5月24日

SAAAD/CYCLERPG/400V.2

156,300円から

1991年5月24日

SAAC/400V.2

156,300円から

1991年5月24日

RM/COBOL-85(AS/400用）V.2

211,200円から

1991年5月24日

SAAFORTRAN/400V.2

211,200円から

1991年5月24日

AFPユーティリティー/400V.2

211,200円から

1991年5月24日

適用業務開発ツールV.2

156,300円から

1991年5月24日

TOOLBOX/400(バージョン1リリース2)

128,000円から

1991年5月24日

システム38ユーティリティーV.2

977,500円から

1991年5月24日

暗号サポートV.2

234,400円から

1991年5月24日

SAASQL/400V.2

195,300円から

1991年5月24日

多機能印刷サポート・ユーティティー/400V.2

43,700円から

1991年5月24日

パフォーマンス測定ツールV.2

123,700円から

1991年5月24日

通信ユーティリトティー(TCP/IP用）V.2

423,200円から

1991年5月24日

POS通信ユーティリティーV.2

195,300円から

1991年5月24日

ニューラル・ネットワーク・ユーテイリティー/400V.2

102,300円から

1991年5月24日

FAXサポート/400V.2

152,600円から

1991年第4四半期

CALLPATH/400V.2

483,600円から

1991年6月28日

SAASYSTEMVIEW

422,300円から

1991年5月24日

OSI通信サブシステム/400V.2

223,200円から

1991年5月24日

OSIメッセージ・システム/400V.2

106,100円から

1992年第1四半期

OSIファイル・サービス/400V.2

213,900円から

1992年第1四半期

SAAIMAGEPLUSワークフォルダー
適用業務プログラム/400V.2.1

2,135,000円から

1991年8月30日

SAAIMAGEPLUSワークフォルダー
適用業務プログラム/400V.2.2

2,135,000円から

1992年6月30日

光ディスク・ライブラリー・
データ・サーバー・サポート/400

無料

1992年第2四半期

システム管理ユーティリティー/400V.2

以上

プレスリリース

20万円を切った低価格 DOS／ V専用パソコン登場
1991年5月7日
20万円を切った低価格 DOS/V専用パソコン登場
～ DOS/V専用 PS/55*Zおよび OS/2*機能強化発表 ～
日本アイ・ビー・エム株式会社（椎名武雄社長）は、7日、20万円を切った低価格モデルをはじめとする、「DOS/V」専用の
ディスクトップ型パソコン2種類と関連するハードウェア、ソフトウェアを発表しました。新製品は、「PS/55Z」のエント
リー機種ならびに、最上位機種に位置付けられ、「PS/55Z」のファミリーは、今回の発表に合わせ、約10%の値下げをした
現行「5530ZSX」も含めて3種類となり、DOS/V用パソコンのライン・アップが大幅に強化されました。
今回発表された機種は、PC/AT*バスを採用した低価格高速型16ビット・パソコン「PS/55Zモデル5510Z」ならびに、
MICROCHANNEL*アーキテクチャー採用32ビット・パソコン「PS/55Zモデル5510T」です。いずれも、「DOS/V」専用に設計
されており、「WINDOWS**1」も効率良く稼働できます。また、両機種とも、ディスプレイを独立型にすることにより、
VGA規格に準拠したものをユーザーが自由に選べるよう配慮しています。
当社、低価格パソコン用OSとして推奨している「DOS/V」対応パソコンとして、すでに、「PS/55NOTE」を発表し、パーソ
ナル・ユーザーから高い評価を得ております。今回発表された「5510Z/T」は、さらに「DOS/V」の普及を図るためのもの
で、「PSオープン・アーキテクチャー推進協議会(OADG)」のリファレンス・モデルとして提供される製品です。
また、併せて、IBMが新世代の高性能ワークステーション用OSとして推進している「OS/2」に関して、「日本語DOS」、
「DOS/V」、「WINDOWS」上で稼働するアプリケーションとの互換性を実現する、新バージョンの開発意向を表明しまし
た。（注）DOS/Vは「IBMDOSバージョンJ4.0/V」、日本語DOSは「IBMDOSバーションJ4.0」、WINDOWSは「日本語
MICROSOFT**1WINDOWSV3.0」のことです。「OS/2」に関しては、PS/55用32ビット・マイクロプロセッサーの処理能力を
フルに活かし、16MB以上の実メモリー・サポートなどの機能により、処理性能を高速化するとともに、日本語DOSの下で稼
働するアプリケーションにマルチタスク機能を提供する「OS/2バージョンJ2.0」の開発意向を表明しました。さらに、
DOS/V、WINDOWS下で、開発された各種アプリケーションも稼働できる多目的OSとして、OS/2を今後開発していく方針で
す。
同時に、現行「OS/2バーションJ1.3」の最大62%の値下げを行い、日本語DOSユーザーが、OS/2環境へスムーズに移行でき
るようにしました。
また、OS/2のウインドウ・マルチタスク機能との連携を高め、文書作成・表計算・グラフ作成・イメージ編集・作図機能を強化し
た統合オフィス・システム「SMART/2バージョン2」、および、OS/2のLAN環境で文書管理・ライブラリー機能を提供する
「GROUPMATE」などを発表し、OS/2のオフィス支援システムを充実させました。
この他、米国ノベル社のLANソフト「NETWARE**2386」のPS/55バーションの開発意向表明をしました。
なお、今回発表の一連の製品郡は、以下の予定で展示・デモなどを行います。

*5510Z/Tの「DOS/VPOWERFORUM」での展示
5月10日～12日、東京・北青山TEPIAで行われるIBMPCフェア「DOS/VPOWERFORUM」において、今回発表の「5510Z/T」を
展示します。
*OS/2V2.0の「第72回ビジネスショウ」での展示
5月15日～18日、東京・晴海で行われる「第72回ビジネスショウ」において、「OS/2V2.0」の参考出品を行い、最先端のマル
チタスク・ウインドウ機能をデモンストレーションする予定です。
*DOS/Vの「COMDEX」での展示
5月20日～23日、米国ジョージア州アトランタで行われるコンピューター・フェア「COMDEX」において、「DOS/V」の参考
出品を行い、その優れたバイリンガル機能をデモンストレーションする予定です。
補足資料
詳細な発表内容は以下の通りです。
1.5510Zシステム装置
「IBMPS/55モデル5510Z」は、処理能力を高めた16ビット・ DOS/V専用パソコンで、IBMPC/ATバスを採用し、多彩なIBMPC
向けに開発された各種周辺機器の接続に対応できます。
尚、販売価格には、「OADG」標準キーボードの「5576-A01」が含まれています。また、5510Zは、2MBの増設メモリーと
「日本語MICROSOFTWINDOWSV3.0」をセットにした、お得な「MICROSOFTWINDOWS記憶キット」をご使用になれま
す。
(1991年6月3日～1991年12月31日までの期間限定販売）
［製品規格］
モデル:5510-Z02(FDDX2)
5510-ZJ2(FDDX2,IBMDOSバーションJ4.0/V付）

5510-Z04(FDDX1,HDD40MB)
5510-ZJ4(FDDX1,HDD40MB,IBMDOSバージョンJ4.0/V導入済）
キーボード:5576-A01（標準装備）
MPU:16ビット・マイクロプロセッサーI80286(12MHZ)
メモリー:標準1MB、最大5MB(システム・ボード上）
HDD:40MB(Z04/ZJ4)

FDD:3.5インチ/1.44MB
オプション・スロット:PC/ATバス16ビットX3(フルサイズ)
外部インターフェース:シリアル・ポート/パラレル・ポート/マウスポート
オペレーティング・システム:IBMDOSバージョンJ4.06/V
2.PS/55モデル 5510T
「IBMPS/55モデル5510T」は、MCA(MICROCHANNELARCHITECTURE)を採用した、「DOS/V」専用「OADG」向けのリファ
レンス・マシーンです。
尚、販売価格には、「OADG」標準キーボードの「5576-A01」が含まれています。また、5510Tは、2MBまたは4MBの増設メ
モリーと「日本語MICROFTWINDOWSV3.0」をセットにした、お得な「MICROFTWINDOWS記憶キット」をご使用になれま
す。
(1991年4月12日～1991年12月31日までの期間限定販売）
［製品規格］
モデル:5510-T04(FDDX1,40MB)
5510-TJ4(FDDX1,40MB,IBMDOSバージョンJ4.0/V導入済）
キーボード:5576-A01（標準装備）
MPU:32ビット・マイクロプロセッサーI80386(20MHZ)
メモリー:標準2MB、最大14MB(システム・ボード上）

HDD:40MB(T04/TJ4)
FDD:3.5インチ/1.44MB
オプション・スロット:MICROCHANNELアーキテクチャー32ビットX2(フルサイズ)
外部インターフェース:シリアル・ポート/パラレル・ポート/マウスポート
オペレーティング・システム:IBMDOSバージョンJ4.06/V
3.5576-A01型鍵盤
「IBM5576-A01」型鍵盤は、ユーザー・インターフェースの統一のために、キー表示・レイアウトを改善した「OADG」標準の
低価格キーボードです。
新レイアウト・キーボード「5576-A01」は、5510Zと5510Tには標準装備、5530Z-SXについてはオプションとして選択ができ
ます。

4.OS/2バージョン J2.0開発意向表明
IBMは、32ビット対応の「OS/2バージョンJ2.0」をI80386とI486を搭載した「IBMPS/55」用に提供する意向を表明しまし
た。
「OS/2バージョンJ2.0」は、I80386とI486システムの32ビット機構を利用したOS/2の新バージョンで、高速のページング機
能と32ビット・アドレッシングにより、従来の「バージョンJ1.3」に比べ、パフォーマンスが飛躍的に向上するとともに、サ
ポートする仮想記憶域・実記憶域が拡大されています。
また、従来のOS/2上で作成された16ビット・アプリケーションとの互換性はもちろんのこと、日本語DOS(IBMDOSバージヨ
ンJ4.0)との互換性も保ち、複数のDOSアプリケーションが、OS/2のウインドウ機能を利用し稼働することができます。
「OS/2J2.0」のサポートする実記憶域の拡大(16MB以上）に対応するために、「PS/55モデル5560W/5580Y」上で32MBまで
のメモリー・アクセスを可能にする機能の提供を予定しています。さらに、「OS/2J2.0」の今後の拡張として、WINDOWSア
プリケーションのOS/2プレゼンテーション・マネージャーの下で稼働を可能にする予定です。加えて、VGA対応・ DOS/Vとの
互換機能を提供して、DOS/V用アプリケーションもOS/2のウインドウ機能を利用できるようになります。今後、これらの機
能拡張により、32ビットOS/2を統合システム・プラットフォームとしていく予定です。
本日付けで、以下の製品の価格（消費税抜き）を改訂いたします。
ハードウェア
製品名

新価格

旧価格

5535-SJ4システム装置

623,000円

635,000円

5530-S14システム装置

498,000円

560,000円

5530-SJ4システム装置

526,000円

588,000円

5530-SW4システム装置

609,000円

671,000円

新利用料金

旧利用料金

IBMOS/2基本版バージョンJ13

36,000円

95,000円

同上(マニュアルなし）

33,000円

92,000円

IBMOS/2拡張版バージョンJ1.3

121,000円

180,000円

同上(マニュアルなし）

118,000円

177,000円

OS/2拡張記憶キット

421,000円から

480,000円から

PS/55関連

ソフトウェア
製品名
（一括払）

OS/2関連

製品名

新利用料金

旧利用料金

日本語DOSK3.4->OS/2基本版J1.3

10,000円

---

IBMDOSJ4.0->OS/2基本版J1.3

10,000円

---

日本語DOSK3.4->OS/2拡張版J1.3

91,000円

---

IBMDOSJ4.0->OS/2拡張版J1.3

91,000円

---

IBMDOSJ4.0/V->OS/2拡張版J1.3

91,000円から

---

DOSからOS/2へのバージョン・アップ

IBMは、IBMCORP.（米国）の登録商標
*:IBMCORP.（米国）の商標
**1:米国マイクロソフト社の商標
**2:NETWAREは、NOVELLINC.の商標
**3:（株）ジャストシステムの商標
**4:CADAM社の商標
**5:株式会社アスキーの商標
5.OS/2バージョン J1.3の値下げ（詳細、価格表参照）
「OS/2基本版J1.3」の一括料金は、現行95,000円が36,000円に、「OS/2拡張版J1.3」の一括払料金は、現行180,000円が
121,000円にそれぞれ価格改訂されます。
また、DOSからOS/2への意向料金(10,000円から）も新たに発表されました。
6.SMART/2バージョン 2.0(PM対応版）
「IBMSMART/2V2.0」は以下の製品群によって構成される統合オフィス・システムです。
文書作成:IBMSMART-WORD/2バージョン2.0
表計算:IBMSMART-PLAN/2バージョン2.0
グラフ作成:IBMSMART-CHAT/2バージョン2.0
イメージ編集:IBMSMART-IMAGE/2バージョン2.0
作図:IBMSMART-DRAW/2バージョン2.0
「SMART-WORD/2V2.0」「SMART-PLAN/2V2.0」「SMART-CHART/2V2.0」の3点をパッケージ化した、便利な
「SMARTSERIESキットIII」も併せて発表されました。「SMART/2V2.0」は、従来のSMART独自のウインドウ・システムに依
存することなく、OS/2標準のプレゼンテーション・マネージャーによるウインドウ機能により、他のOS/2アプリケーションと
の自由なデータ交換が可能になりました。
また、今回同時に発表された「GROUPMATE」と併用することにより、LAN環境下において、文書の置かれている場所を意識
することなく、ユーザー相互の自由な文書の交換・共有化が可能となります。

7.GROUPMATE
「IBMGROUPMATE」は、OS/2のLAN環境における文書管理/ライブラリー・システムで、以下の2種類の製品によって構成さ
れています。
クライアント用:「GROUPMATE/2」
サーバー用:「GROUPMATESERVER/2」
「GROUPMATE/2」は、ホスト・コンピューターの電子メール・システム「OFSP/VM」と接続ることにより、ホスト経由で他
のPCへ文書配布・ホストのライブラリーとの文書交換が可能になります。
また、このホスト電子メール接続機能は、「OFFICEVISIONCICS/MVS」ユーザーへも提供されるよう開発の予定です。
製品名

利用料金

出荷開始予定日

SMART-WORD

298,000円

1991年6月21日

SMART-PLAN/

265,000円

1991年6月21日

SMART-CHART

265,000円

1991年6月21日

SMART-DRAW

250,000円

1991年6月21日

SMART-IMAGE

2150,000円

1991年6月21日

SMARTSERIESKITIII

180,000円

1991年6月21日

GROUPMATE

265,000円

1991年6月21日

GROUPMATESERVER

2198,000円

1991年8月30日

漢字データ・ボックスバージョン2.0
(PM対応版）

90,000円

1991年6月28日

MEGABOX/2バージョン2.0(PM対応版）

180,000円

1991年6月28日

3.5型テープ・バックアップ・プログラム
(OS/2用）

25,000円

1991年6月30日

MICROCADAM/2ベース・モジュールバージョン2.1
（英語メニュー)

1,600,000円

1991年6月28日

（一括払）

OS/2関連

製品名

利用料金

出荷開始予定日

MICROCADAM/2ベース・モジュールバージョン2.1
（日本語メニュー)

1,600,000円

1991年6月28日

MICROCADAMプロッター・サポートバージョン2.1

200,000円

1991年6月28日

MICROCADAMスタイラス・サポートバージョン2.1

50,000円

1991年6月28日

MICROCADAMデータ・フォーマット変換ユーティリティー
バージョン2.1

250,000円

1991年7月26日

MICROCADAM図形インターフェースバージョン2.1

300,000円

1991年6月28日

MICROCADAM対話型アプリケーション・インターフェース
バージョン2.1

350,000円

1991年6月28日

MICROCADAM高速表示サポートバージョン2.1

80,000円

1991年7月26日

ソフトウエア
製品名

利用料金

出荷開始予定日

一太郎**3VER.4(DOS/V対応）

68,000円

1991年7月31日

花子**3VER.2(DOS/V対応）

68,000円

1991年7月31日

IBMDOSバージョンJ4.0/V（簡易マニュアル版

23,000円

出荷中

40,000円

1991年5月20日

IBMDOSバージョンJ4.0（連文節かな漢字変換機能付、マニュアルなし）

37,000円

1991年5月20日

MICROCADAM**4ベース・モジュールバージョン1.8
（英語メニュー)

1,300,000円

1991年6月28日

MICROCADAMベース・モジュールバージョン1.8
（日本語メニュー)

1,300,000円

1991年6月28日

MICROCADAMプロッター・サポートバージョン1.8

200,000円

1991年6月28日

MICROCADAMスタイラス・サポートバージョン1.8

50,000円

1991年6月28日

MICROCADAMカラー・サポートバージョン1.8

100,000円

1991年6月28日

MICROCADAMデータ・フォーマット変換ユーティリティーバージョン1.8

250,000円

1991年6月28日

MICROCADAMプロッター・サポートバージョン1.8

200,000円

1991年6月28日

MICROCADAMスタイラス・サポートバージョン1.8

50,000円

1991年6月28日

MICROCADAMカラー・サポートバージョン1.8

100,000円

1991年6月28日

MICROCADAMデータ・フォーマット変換ユーティリティー
バージョン1.8

250,000円

1991年6月28日

MICROCADAM図形インターフェースバージョン1.8

300,000円

1991年6月28日

THECARD3+**5

48,000円

1991年8月30日

CARD3事例集+バージョン＜バラエティ編＞

8,800円

1991年8月30日

CARD3事例集+バージョン＜スクール編＞

8,800円

1991年8月30日

1-2-34BEAT

30,000円

1991年5月31日

1-2-3POPWIN

32,000円

1991年5月31日

（一括払）

DOS/V関連

（連文節かな漢字変換機能付）

DOS関連
IBMDOSバージョンJ4.0
（連文節かな漢字変換機能付）

DOS、DOS/V関連

1991 年 4 月 8 日
オフコン・ソフト 開発の ソリューション 強化
東海地区につづく「ソリューション・ラボ」第 2 弾、大阪と福岡に合弁会社3 社を設立 日本 アイ・ビー・エム 株式会社
（本社・東京都港区、椎名武雄社長）は、 「AS/400」、 「AS/ENTRY」 などの IBMオフィス・コンピューター 専門の ソフ
トウェア 開発会社 3 社 （福岡に1 社、大阪に 2 社）を、地元の ソフトウェア 開発企業などと共同で設立すること でこの
ほど合意、調印しました。
今回、当社が新設する合弁社 3 社は以下の通りです。
「ソリューション・ラボ ・ 九州株式会社」
株式会社福岡電子計算 センター （本社・福岡市、小林孝雄社長）など九州地区の地元 ソフトウェア 関連企業 5 社と当
社特約店 10 社との共同出資による合弁会社
「ソリューション・ラボ ・ 関西株式会社」
サンテック 株式会社（本社・大阪府堺市、八尾博社長）など関西地区の地元 ソフトウェア 開発企業 5 社との共同出資
による合弁会社
「ソリューション・ラボ・ティーエスアイ 株式会社」
トランス・コスモス 株式会社（本社・東京都港区、奥田耕己社長）と関西地区の当社特約店 4 社との共同出資による合弁会
社
新会社は、地元の中小型 コンピューター 需要に対応し、 オフコン 分野での システムズ・ エンジニアリング・サービス
の提供、 ソフトウェア の販売、開発の受託などを行う会社です。
当社では昨年の 10 月、 AS/400、 AS/ENTRY などの IBM の オフィス・コンピューター のソフトウェア 開発を専門に行
うために、東海地区に 「ソリューション・ラボ ・ 東海株式 会社」を設立しています。今回設立された 3 社も同様の考え方
に基づいたもので、合わ せて 4 社になりました。中小型のお客様への ソリューション を迅速かつ的確に提供する ために、
今後も積極的に全国展開を図っていく予定です。
この新会社設立によって、日本 アイ・ビー・エム が出資する合弁会社および資本参加 する関連会社は、九州地区で 3
社、関西地区で 6 社、全国で合計 43 社に なります。
今回新たに設立する合弁会社の概要は以下のとおりです。
ソリューション・ラボ ・ 九州株式会社（英語名 : SOLUTION・ LABO・ Q-SHU CO.,LTD.)
本
社 : 福岡市南区高宮 1 丁目 1 番 20 号
資 本 金 : 1 億円
出資比率 : （株）福岡電子計算 センター
36.0%
日本 アイ・ビー・エム （株）
35.0%
（株） フォーカスシステムズ
10.0%
（株） シティアスコム
5.0%
長菱 ソフトウェア （株）
3.0%
（株） システムアナリティクス 福岡
1.0%
地元 アイ・ビー・エム 特約店 10 社
10.0%
業務内容 : AS/400 など IBMオフィス・コンピューター 分野での、 システムズ・エンジニ アリング・サービス の提供、 ソフ
トウェア の販売、開発の受託など
代表取締役社長 : 小林孝雄（福岡電子計算 センター 代表取締役社長） （この外、日本 アイ・ビー・エム から代表取締役
専務 1 名と 非常勤役員 2 名、福岡電子計算 センター から常勤役員 1 名、 フォーカスシステムズ、シティアスコム、 長菱
ソフトウェア から各 1 名の非常 勤役員が就任する予定です）
従業員数 : 初年度 約 30 名（出資会社からの出向が中心）
設立・事業開発 : 1991 年 4 月 17 日に設立、 4 月下旬に営業開始
ソリューション・ラボ ・ 関西株式会社（英語名 : SOLUTION・ LABO・ KANSAI CO.,LTD.)
本
社 : 大阪市西区靭本町 1 丁目 18 番 8 号
資 本 金 : 8000 万円
出資比率 : サンテック （株）
40.0%
日本 アイ・ビー・エム （株）
35.0%
関西 データサービス （株）
10.0%
（株） ファイブ
10.0%
（株） エヌ・ビー・エス
2.5%
キョーラク （株）
2.5%
業務内容 : AS/400 など IBMオフィス・コンピューター 分野での、 システムズ・エンジニ アリング・サービス の提供、 ソフ
トウェア の販売、開発の受託など
代表取締役社長 : 八尾 博 (サンテック 株式会社代表取締役）
（この外、日本 アイ・ビー・エム から代表取締役常務 1 名と 非常勤役員 2 名、 ファイブ から常勤役員 1 名、 サンテック
から 非常勤役員 2 名、関西 データサービス から非常勤役員 1 名が就任する 予定です）
従業員数 : 設立当初 約 45 名（出資会社からの出向が中心）
設立・事業開始 : 1991 年 4 月 23 日に設立、 4 月下旬から営業開始 ソリューション・ラボ・ティーエスアイ 株式会社（英語
名 : SOLUTION・ LABO・ TSI CO.,LTD.) 本
社 : 大阪市福島区野田 6 丁目 5 番 16 号 電話 06-460-7681
資 本 金 : 1 億円
出資比率 : トランス・コスモス （株）
60.0%
日本 アイ・ビー・エム （株）
35.0%
地元 アイ・ビー・エム 特約店 4 社
5.0%
業務内容 : AS/400 など IBMオフィス・コンピューター 分野での、 システムズ・ エンジニアリング・サービス の提供、 ソフ
トウェア の販売、開発の受託など

代表取締役社長 : 奥田 耕己 (トランス・コスモス 株式会社代表取締役社長） （この外、日本 アイ・ビー・エム から代表取
締役専務 1 名と 非常勤役員 3 名、 トランス・コスモス から常勤役員 1 名と非常勤役員 5 名が 就任する予定です）
従業員数 : 設立当初 約 45 名 (トランス・コスモス からの出向が中心）
設立・事業開始 : 1991 年 4 月 23 日に設立、 4 月下旬から営業開始 （次年度以降も トランス・コスモス から順次出向し、
1996 年には、 約 250 名の社員数を計画しています）
以上
本件は、福岡経済記者 クラブ、 大阪機械記者 クラブ、 および経団連機械記者 クラブ （東京）で、同時に資料配布しまし
た。
なお、本資料のうち、 ソリューション・ラボ・ティーエスアイ 株式会社の設立につきましては、 本日、 トランス・コスモス
様より、兜倶楽部（東京）と大阪証券取引所内記者 クラブ へ、 別途資料配布が行われています
〔ご参考資料〕主要出資会社概要
株式会社福岡電子計算 センター
本 社 : 福岡市南区高宮 1 丁目 1 番 20 号（電算 ビル)
事
業
所 : 東京支店 東京都中央区日本橋大伝馬町 12-9 （新浦 ビル) ほか大阪駐在所あり
代表取締役社長 : 小林 孝雄 1962 年 7 月設立
従 業 員 数 : 235 名 (3 月末現在）
資本金 : 8,000 万円
売
上
高 : 24 億円
経常利益 : 8 千万円（平成 2 年 6 月期）
サンテック 株式会社
本 社 : 堺市宿屋町部東 2 丁目 2 番 21 号
事
業
所 : 大阪市中央区本町 4 丁目 4 番 10 号
代表取締役 : 八尾 博 1984 年 8 月設立
従 業 員 数 : 60 人 (3 月末現在）
資本金 : 8,000 万円
売
上
高 : 4 億 9 千万円 経常利益 : 3,700 万円
（平成 2 年 12 月期）
トランス・コスモス 株式会社
本 社 : 東京都港区赤坂 3-3-3 住友生命赤坂 ビル
事
業
所 : 東京本部 東京都港区赤坂 3-11-3 赤坂中川 ビル
大阪本部 大阪市中央区西心斎橋 2-2-3 第 3 松豊 ビル
代表取締役社長 : 奥田 耕己 1985 年 6 月設立
従 業 員 数 : 3,800 億円 (3 月末現在）
資本金 : 2,475 百万円
売
上
高 : 187 億円（平成 2 年 3 月期）
経常利益 : 21 億円
日本 アイ・ビー・エム 株式会社
本 社 : 東京都港区六本木 3 丁目 2 番 12 号
代表取締役社長 : 椎名 武雄 昭和 12 年 6 月設立
従 業 員 数 : 24,407 人（平成 2 年 12 月現在） 資本金 : 1,353 億円
売
上
高 : 1 兆 3,265 億円
経 常 利 益 : 1,543 億円（平成 2 年 12 月期）

1991 年 4 月 2 日
コンピューター と電話の連動、接続機種を拡大
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 2 日、 IBM の中型 コンピューターAS/ 400*1 と構内交換機 (PBX) を
接続する ソフトウェア 「CALLPATH*1/400」 の機能を拡張し、 当社が 4 月 1 日に発表した IBM 9751 CBX**2 の新 モデル
(モデル10,40E,50E,70E) と ノーザン テレコム 製の PBX (MERIDIAN 1**3, SL-1**3) も AS/400 に接続できるように したこ
とを発表しました。
当社は、 IBM の全ての コンピューター と PBX を接続して データ と音声の連動処理を 行なうための基本体系として、
90 年 5 月に 「コールパス・サービス・アーキテクチャー」 (CALLPATHSERVICES ARCHITECTURE) を発表しました。
「CALLPATH/400」 は、この アーキ テクチャー に基づいて AS/400 用に最初に製品化した ソフトウェア です。
今回の発表は、この コールパス・サービス・アーキテクチャー をさらに具体化したもので、接続 できる PBX の機種の
拡大によって、幅広いお客様の要求に一層的確に応えられる ようになります。
さらに当社は同日、 IBM CORPORATION （本社米国、 ジョン・エイカーズ 社長）と 日本電気株式会社（関本忠弘社
長）が、 IBM 製 コンピューター と日本電気製 PBX を接続 できるようにするために、 IBM 側の体系である コールパス・
サービス・アーキテクチャー と 日本電気側の インターフェース である 「オープン・アプリケーション・インタフェース」
(OAI**4) とを接続するための技術開発を共同で進めることに合意したことも合わせて発表しました。
コンピューター と PBX の接続は従来から行なわれていましたが、その中の多くは PBX が単に データ の伝送路を提供
しているだけのものでした。これに対して、 コールパス・ サービス・アーキテクチャー では、例えば電話の転送 ボタン を
押して音声を別の電話に切り 換えると同時に コンピューター の表示画面も転送先の表示装置に転送することなどの連動 処
理が可能になります。
この場合、 ユーザー は転送された画面を見ることによって電話の相手の名前や要件を 再度聞き直すこともなく相手の要求
に応えることができるので、操作の効率および 顧客の満足度を向上させることができます。
コールパス・サービス・アーキテクチャー では、大型 コンピューター から パソコン に至る まで一貫性のある アプリ
ケーション・プログラミング・インターフェース(API) が定義されており、 この API によって、機種が異なる コンピュー
ター においても共通の設計によって、次のような機能を 持った音声 ・ データ 統合 アプリケーション を開発することがで
きます。
● コンピューター 支援 ダイヤル
アプリケーション・プログラム が PBX に接続された電話機に自動的に ダイヤル する機能
● インテリジェント 応答
着信した電話番号に対応する画面を表示装置に表示し、操作員は画面を見て即座
に発信者の要求に応えることができる機能
● 通話と表示画面の同時転送
アプリケーション・プログラム によって、電話と表示画面を他の場所に同時転送する機能
● 端末による電話機能の制御
会議通話、保留、切断などの電話の機能を アプリケーション・プログラム が制御できる 機能
● 詳細な発着信記録の収集
PBX で発生する通話の日付、時刻、通話時間、内線番号等の通話情報を収集する 機能
したがって、保険業における支払請求、金融機関での残高照会、小売業での テレマーケティング、 運輸業での貨物追
跡・予約照会、製造業における受注・納期照会、 医療機関での診療予約など、幅広い分野での アプリケーション に応用する
ことができす。
また、現在国際的な標準化組織で コンピューター と PBX を組み合わせた通信の プロトコル （通信規約）の開発が進
められていますが、 コールパス・サービス・アーキテクチャー は今後国際 標準が作られればそれを サポート する予定で、
IBM はこれらの標準化委員会の活動に 参加しています。
今回接続性を拡張した CALLPATH/400 の料金（消費税抜き）は一括払いで 483,600 円より、利用可能になる時期は
1991 年 6 月 30 日の予定です。
なお当社は、 コールパス・サービス の機能を応用して、 IBM の コンピューター と当社製、 ノーザン テレコム 製、お
よび日本電気製の PBX の連動処理を行なう デモ を、本日から 東京・晴海で開催される 「コミュニケーションTOKYO '91」
に出展します。
（ただし日本電気製 PBX との接続は、製品ではなく展示会用に開発した試作品 です。）
以上
*1 : IBM CORP. （米国）の商標です。
**2: 米国 ロルム 社の商標です。
**3: ノーザン テレコム の商標です。
**4: 日本電気株式会社の商標です。
この記事資料は、経団連機械記者 クラブ および葵 クラブ に同時に配布しました。

プレスリリース

パソコンがネットワークの主役に

1991年4月1日
パソコンがネットワークの主役に
クライアント ・ サーバー ・ コンピューティングを支える通信製品群
日本アイ・ビー・エム株式会社（椎名武雄社長）は1日、ユーザーがネットワーク上のプログラムやデーターを、それぞれの所
在場所を知らなくてもパソコンを介して自在に呼び出して利用できる機能、およびISDN対応など、柔軟で高い機能を持つ
ネットワークを構成できる通信関係の製品群を発表しました。
今回発表した製品の概要は次のとおりです。

1. ネットワーク上のプログラムやデータを自在にアクセスできるとともに、ネットワークの構成変更を容易に行なうことが
できる「APPN*」（拡張対等通信ネットワーキング)の機能を、IBMのパーソナル・コンピューターPS/55*、および、複数
ワークステーションの制御装置であるIBM3174制御装置でも可能にするソフトウェアとマイクロコード
2. PS/55あるいはIBM3174制御装置を、ISDN(サービス総合ディジタル網）に接続
して、高速・高品質でかつ経済的な通信を可能にするアダプターと関連ソフトウェア

3. PS/55のプログラムやデータをネットワークを通じて一括配布するプログラムと、ネットワークでのデータ通信のシミュ
レーションを行なうプログラムの新しいリリース
最近、企業の部門あるいはユーザーの身近な所にパソコンや中小型のコンピューターが数多く導入されるにしたがって、
ネットワークの物理的な構成を考慮しなくてもネットワーク上のプログラムやデータをいつでもどこからでも利用できるこ
と、ワークステーションの追加や移動などの構成変更が容易にできること、さらに伝送が高速・高品質で経済的に行なえるこ
となど、ネットワークに対するパソコン・ユーザーの要求はますます高度になっています。
今回の発表は、特にネットワークの末端にあるパーソナル・システムのユーザーの要求に応えて、身近にあるパーソナル・シ
ステムからネットワーク全体の資源を効率的に利用できるクライアント・サーバー・コンピューティングを一層効果的に実現
するものです。

1. 対等通信ネットワーキングの展開
今回、OS/2*用のソフトウェア製品「SAAネットワーク・サービス/2」と、IBM3174制御装置のマイクロコード「構成サポー
トC」と「APPN機構」を発表しました。「APPN」(ADVANCEDPEER-TO-PEERNETWORKING、拡張対等通信ネットワー
キング)は、IBMの情報通信の基本体系であるSNA(システム・ネットワーク体系）を拡張したもので、ユーザーはネット
ワーク上どこにあるプログラムやデータでもアクセスできるとともに、ネットワークの構成変更も容易に行なうことがで
きる、先進的なネットワーク機能です。
APPNの機能は、これまでにIBMの中型コンピューターAS/400*、システム/36、および汎用中型コンピューター用のオペ
レーティング・システムDPPX/370で利用可能になっていましたが、オペレーティング・システムがOS/2拡張版であるPS/55
にソフトウェア「SAAネットワーク・サービス/2」を導入すること、あるいはIBM3174制御装置にマイクロコード「構成サ
ポートC」と「APPN機構」を導入することによって、PS/55およびIBM3174制御装置でもAPPNの機能が利用できるように
なります。APPNでは、通信したいすべてのシステム同士を物理的に直接接続する必要はありません。APPNのネットワー
クは大きな「雲」のようなもので、それに接続されたワーククステーションのユーザーは、求めるプログラムやデータが
ネットワーク上のどこにあるかということを知らなくてもそれにアクセスすることができます。また、目的のノードに至
る経路は条件に応じて最適な経路が自動的に選択されます。APPNでは、ネットワークのノードにあたるコンピューターや
ワークステーションなどは、階層型ではなく対等の関係にあり、最適な伝送経路を選択する機能や伝送を制御する機能
は、ネットワーク上に分散した複数のノードで共有します。APPNのノードには「ネットワーク・ノード」と「エンド・ノー
ド」があります。ネットワーク・ノードは、ネットワーク上の資源(プログラムやデータ)の登録簿(ディレクトリー)とネッ
トワークの構造を示すデータベース(トポロジー・データベース)を持ち、経路を選択する機能を備えています。またエン
ド・ノードは、ネットワーク・ノードに接続することによりネットワーク・ノードのサービスを受けてAPPNネットワーク上
の他のノードと通信することができるものです。PS/55に「SAAネットワーク・サービス/2」を導入することによって、
OS/2拡張版で働くPS/55が、APPNのネットワーク・ノードあるいはエンド・ノードとして、他のワークステーション、中型
コンピューターAS/400、ホスト・システムなどとAPPNによって通信することができるようになります。
またIBM3174制御装置に、マイクロコード「構成サポートC」と「APPN機構」を導入することによって、IBM3174制御装
置はその下に接続されたワークステーションに対してAPPNのネットワーク・ノードとして機能します。
2. PS/55,3174を ISDNに接続する製品
ISDNは、音声、データ、イメージなどのさまざまな情報を、ひとつのネットワークを共用し、ディジタル信号によって伝
送するネットワークで、高速・高品質でしかも経済的な情報の伝達が可能です。当社は従来からさまざまな製品でISDNに
対応していますが、今回ISDN対応として発表したのは次の製品です。

PS/55用の新しいISDNアダプター「IBMISDNインターフェース・アダプター/A」および、それ
をサポートするプログラム「IBMISDN支援プログラムバージョン1.1」と「INSネット64支援
プログラム」これは、PS/55をNTTのISDNサービス「INSネット64**」に直接接続し、従来の
ISDNアダプターで可能であった日本語DOSの環境に加えて、新しくOS/2基本版の下でも
ISDNによる通信を可能にするものです。
IBM3174制御装置用の「IBM3174ISDNアダプター」これは、IBM3174制御装置を「INSネッ
ト64」に直接接続し、ISDNネットワークを介して下に接続されたワークステーションをホス
ト・コンピューターの端末として制御できるようにするものです。
3. ソフトウェア一括配布プログラムおよびネットワーク ・ シミュレーション ・ プログラム

NETVIEW*分散管理プログラム/2と、NETVIEW分散管理プログラムリリース3(MVS用）
今回OS/2用に発表した「NETVIEW分散管理プログラム/2」と、MVS用の「NETVIEW分散管
理プログラムリリース3」は、ネットワークの管理者が、ネットワークを通じて、汎用コン
ピューターからワークステーション全体へ、あるいは単一のサーバーからLAN上のワークス
テーション全体へ、データ、アプリケーション・プログラム、あるいはシステム・ソフトウェ
アを送り、導入・更新をすることができるものです。MVS用のNETVIEW分散管理プログラム
リリース3は、大規模なSNAネットワークを中央で集中管理するのに使われるもので、汎用コ
ンピューターからネットワーク上のワークステーションまたは分散システムにプログラムや
データを送信し、導入することができます。またNETVIEW分散管理プログラム/2は、LANの
環境で、サーバーとなるひとつのOS/2ワークステーションからLAN上のDOSおよびOS/2の
ワークステーション全体に、プログラムを配布し、導入・更新をする機能も備えています。こ
の2つのプログラムは、導入後のソフトウェアがホスト・コンピューターから送られたものか
ワークステーションから送られたものかという管理ができるとともに、ネットワーク上の特
定のシステムの情報をホストから照会するのにも利用することができます。

TPNSバージョン3リリース2
ネットワークのシミュレーションを行なって通信のパーフォーマンス測定や負荷テストを行
なうプログラムTPNSが、今回発表されたAPPNなどのSNAの拡張をサポートするように強化
されました。新しいリリースであるバージョン3リリース2は、使いやすさの点でも改良が行
なわれています。
4. 価格と出荷開始予定時期
今回発表した製品の価格（消費税抜き）と出荷開始予定時期は次のとおりです。
出荷開始
製品名

価格

出荷開始予定時期

SAAネットワーク・サービス/2バージョン1.0

42,500円

1991年4月

IBM3174制御装置 構成サポートC(1XX型、2XX型用）

268,100円

1991年11月

IBM3174制御装置 構成サポートC(6XX型用）

134,200円

1991年11月

IBM3174制御装置APPN機構（構成サポートCの価格に含まれます）

-

1991年11月

IBMISDNインターフェース・アダプター/A

203,200円

1991年8月

IBM3174ISDNアダプター（基本インターフェース)

993,600円

1991年11月

IBMISDN支援プログラムバージョン1.1

55,200円

1991年8月

INSネット64支援プログラム

8,000円

1991年8月

NETVIEW分散管理プログラム/2

76,500円

1991年8月

NETVIEW分散管理プログラムリリース3(MVS用）より

11,060,000円

1991年8月

TPNSバージョン3リリース2

21,565,000円

1991年8月より

(APPN関連）

(ISDN関連）

（その他）

以上

*:IBMCORP.（米国）の商標です。
**:NTTの商標です。
この記事資料は、経団連機械記者クラブおよび葵クラブに同時に配布しました。

1991 年 4 月 1 日
カード 密度向上で省 スペース 化
構内交換機 IBM 9751 CBX** に新 モデル
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 1 日、電話と コンピューター の機能を 統合して高度な情報通信 シ
ステム を実現できる構内交換機 「IBM 9751 CBX 音声 ・ データ 複合交換装置」（略称 : IBM 9751 CBX) の新 モデル とし
て、 オフィス での使用に 適した小型の モデル10 と、従来の モテル に比べて小さな スペース で多くの回線を収容 できる
モデル40E、 50E、 70E を発表しました。
今回新しく発表した モデル10 は、 500 回線までの電話や データ 端末を取り扱える 小型の モデル で、小規模な オ
フィス での使用に適しています。 キャビネット の サイズ が 小さくて特別な空調を必要としないこと、収容する回線数が
少ない場合には 100ボルト の電源でも使えることなどが特長です。
モデル40E、 50E、 70E は、収容する回線の数に応じて同じ サイズ の キャビネット を増設 して構成し、導入後も必
要に応じて拡張できるようになっています。
モデル40E、 50E、 70E は、それぞれ従来の モデル40、 50、 70 を、 1 台の キャビネット により多くの回線を収容で
きるように改良したものです。同じ回線数では、従来の モデル よりも キャビネット の数が少なくなり、必要な スペース
が減少します。
この コンパクト 化は、 カード の実装密度を大幅に上げることと、種類の異なる カード をどの スロット に装着して
もよい 「ユニバーサル・カード・スロット」 を採用することによって 実現しています。たとえば ディジタル 回線用の イン
ターフェース では、従来 10 枚で構成して いた カード を 1 枚の カード に納めるようにしました。その結果、 キャビネッ
ト に収納 できる カード の数が大幅に増加して、 1 台の キャビネット に収容できる回線数は従来の 約 250 回線から、 400
～ 700 回線に増加しました。
モデル40E は、 キャビネット を最大 5 台、約 2,000 回線まで拡張することができ ます。 モデル40E と同じく キャビ
ネット を最大 5 台、約 2,000 回線まで拡張することが 可能ですが、内部の プロセッサー や主要な電子回路を二重化して、
システム の信頼性を 強化しています。 モデル70E は、主要部分を二重化しており、最大 75キャビネット、 約 20,000 回線
まで拡張することが可能です。
IBM 9751 CBX は、自動着信分配機能 (ACD) など、電話を活用して営業活動を 行なう テレマーケティング などに必要
な機能を備えていますが、今回発表した新しい モデル は、さらに次のような拡張機能も持っています。
● ACD 状況表示機能
着信の数、通話中の数などを ロルムホン** （電話機）の表示装置に表示する機能。 これによって、 システム の管理者
だけでなく電話の操作員も着信の状況を知ることが できます。
● DNIS （着信者名表示機能）
着信者の電話番号を、対応する名前などの英数字に変換して、 ロルムホン の表示装置 に表示する機能
● ANI （発信番号表示機能）
ISDN の機能で発信番号識別の機能が サポート された場合には、発信番号を ロルムホン の表示装置に表示する機能
また IBM 9751 CBX は、 コンピューター の データ と電話の音声および ファクシミリ などの イメージ 情報を結びつ
けた アプリケーション を開発できる 「IBM 9750 ビジネス 通信 システム」 の中心になる製品で、 コンピューター やその
他の装置と組み合わせることによって、次の ような音声 アプリケーション を開発することができます。
● 音声応答
アナログ 回線の インターフェース を通じて IBM9270 音声応答装置と接続することに よって、 コンピューター の
データ を音声に変えて電話に出力したり、 プッシュホン からの 入力を ディジタル 化して コンピューター に転送するこ
とができます。
● 音声 メール
IBM7652 音声 メール 装置と接続することによって、宛先の メールボックス に音声 メール を 送ること、および、受信
した音声 メール を自分の メールボックス から取り出して聞く ことができます。
● コールパス (CALLPATH*)
コールパス・プログラム は、 IBM 汎用 コンピューター の データ 通信 サブシステム である CICS の下で動く アプリ
ケーション・プログラム で、これを利用して音声処理と コンピューター
の データ処理を連動させることができます。
今回発表した IBM 9751 CBX の新 モデル の出荷可能予定時期は、 モデル10、 40E、 50E が 1991 年 6 月、 モデル70E
が 1991 年 9 月です。価格については、個々の お客様の要求に応じて構成を決定し、価格見積を作成します。
なお、 IBM 9751 CBX は、当社と、当社の ビジネス・パートナー である通信機器特約店 などの特約店で販売します。
以上
* : IBM CORP. （米国）の商標です。
**: 米国 ロルム 社の商標です。
この記事資料は、経団連機械記者 クラブ および葵 クラブ に同時に配布しました。

1991 年 3 月 18 日
新薬・新素材の分子設計を効率化
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 18 日、化学や製薬などの研究者が 新しい化合物の分子設計を行な
う際に、化合物の作成から加工・解析までを IBM の 高性能 ワークステーション「RISC システム/6000」 上で一貫して行な
うことができ、必要に応じて ホスト・システム の能力も併用できるようにする ソフトウェア・パッケージ を発表しました。
この ソフトウェア は、 「IBM AIX 版 化学 アプリケーション・ユーティリティー」 （略称 CU/6000) と「IBM ホスト
版化学 アプリケーション・ユーティリティー」 （略称 CU/HOST) で、当社の東京基礎研究所の研究成果に基づいて開発した
ものです。
研究者はこれらの ソフトウェア を利用することによって、日常の研究活動と同様な 感覚で、 コンピューター の中に
次々に新しい化合物を作り、 シミュレーション を行ない、結果を 評価し、 データ を保管するという、分子設計の一連の
作業を コンピューター との対話方式 で一貫して行なうことができます。
これまで新素材や新薬を開発するには、研究者は候補となる化合物を全て実際に 合成し、試験を繰り返すことによって
対象化合物を絞り込むという作業をして きました。今回発表した CU/6000 と CU/HOST は、理論化学の技術と RISC システ
ム/6000 などの コンピューター の能力を利用して化合物の絞り込みを行なうことにより、開発に 要する費用と時間を削減
することができるものです。
したがってこの 2 つの ソフトウェア は、化学、製薬、繊維、鉄鋼、自動車、家電等の 業界において、新薬や新素材を
開発する際の化合物の評価に大きな力を発揮します。 また、 アミノ 酸および蛋白質も扱うことができるので、食品業界で
の利用も考えられ ます。
CU/6000 および CU/HOST は、次のような従来の システム にはない特長を持って います。
● マルチウィンドウ の機能を活用して、多数の化合物を別々の ウィンドウ に同時に表示 したり、同一の化合物や数値
データ を異なる表示 タイプ で同時に解析できること
● システム 全体が擬似 データベース になっており、画面上の アイコン （絵文字）の操作で ファイル の検索、 シミュレー
ション の実行、 ファイル 形式の変換などが容易にできること
● 3 次元化合物の作成・加工・表示において、化合物の タイプ や原子の数の制限を 取り除き、適用分野を拡大したこと
● スケッチング による化学構造式の入力に加え、化学式の翻訳機能によって 2 次元や 3 次元の化合物が容易に作成できる
こと
● 波動関数の含む電子情報の表示を強化したことによって、反応の解析が視覚的に できること
また、理論化学の進歩にともなって、 シミュレーション の手法や解析の方法は次々に 新しいものが生まれてきます
が、この変化に対応するために、 ユーザー・プログラム との 間で データ の入出力ができ、 システム の拡張を図ることが
できることも大きな特長の ひとつです。
CU/6000 は、 RISC システム/6000 の上で動く ソフトウェア で、新しい化合物の作成・ 加工 ・ シミュレーション およ
び評価を、 RISC システム/6000 上で一貫して行なう機能を持って います。
CU/6000 は、 シミュレーション の入力 データ の作成を容易にするとともに、出力 データ に ついても、高度な グラ
フィック 表示機能を使ったさまざまな視覚化 (ビジュアライゼーション) 等によって多角的に解析できるようにします。
CU/6000 は単独で使用することが 可能ですが、 CU/HOST と合わせて使用することにより、 ホスト・システム の能力も活用
したより高度な処理を行なうことができます。
CU/HOST は、 オペレーティング・システム として VM または MVS を使っている IBM の中・ 大型汎用 コンピューター
上で動く ソフトウェア で、 CU/6000 と合わせて使用することに より、 RISC システム/6000 と ホスト・システム 上の デー
タベース との間で データ を交換する 機能や、 ホスト・システム 上で シミュレーション を実行させる機能を提供します。
今回発表した CU/6000 および CU/HOST の一括払い価格（消費税抜き）と利用可能 予定時期は次のとおりです。
製品名 一括払い価格 利用可能予定時期
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~
IBM AIX 版 化学 アプリケーション・ユーティリティー (CU/6000)
350 万円
1991 年 6 月
IBM ホスト 版 化学 アプリケーション・ユーティリティー (CU/HOST)
250 万円
1991 年 8 月
以上
補足資料

~~~~~~~~
IBM AIX 版 化学 アプリケーション・ユーティリティー (CU/6000) の主な機能
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● 3 次元化合物の作成方法として、部品の組立て、化学式入力、 マウス を使って 化学構造式を書く方式で データ を入力す
る スケッチング など、多彩な方法が利用 できます。
● 2 次元の化学構造式を 3 次元化合物に変換することができます。
● 3 次元での化合物の作成・加工が容易かつ正確にできます。
● アミノ 酸を構成する分子の単位である アミノ 酸残基の名前を キーボード から入力する ことによって、蛋白質などの高
分子を作成することができます。
● 作成した化合物を、 スケルトン、 ボール・アンド・スティック、 あるいは スペース・フィル・モデル で表示することがで
きます。また蛋白質などの 高分子化合物については、リボン 表示などを行なうこともできます。
● 作成した 3 次元化合物について、原子間距離、原子間角度、原子間 2 面角、 あるいは分子の表面積や体積を計測するこ
とができます。また、互いに結合して いる原子間では、計測した数値を変更することによって、化合物の構造を加工 する
こともできます。
● MOPACバージョン5 や GAUSSIAN-88 などの、代表的な シミュレーション・プログラム との 入出力 インターフェース が
あります。これによって、これらの プログラム への入力 データ の作成が容易になるとともに、出力 データ についても、
視覚化等によって多角的 に評価できるようになります。なおこの シミュレーション・プログラム は、 IBM RISC システ
ム/6000 上で使用することができます。
● シミュレーション の結果を、さまざまな波動関数の グラフ や マップ によって表示する ことができます。 ユーザー はこ

の機能を利用することによって、視覚的に、効率 よく化合物の特性などを評価することができます。
● 内蔵している擬似 データベース 機能によって、作成した化合物等を容易に検索する ことができます。
● 米国 MDL 社の MACCS - 2の化合物 ファイル(MOLFILE) や プロテイン・データ・バンク に 蓄積されている蛋白質 データ
などの外部 データベース からの データ を CU/6000 用 の データ に変換することができます。
IBM ホスト 版 化学 アプリケーション・ユーティリティー(CU/HOST) の主な機能

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
● CU/6000 からの要求によって、 ホスト・システム で GAUSSIAN-88 などの大規模な シミュレーション・プログラム を実行
することができます。またその計算結果を自動的に CU/6000 に転送する機能も備えています。
● ホスト・システム の磁気 ディスク 装置を利用して、大量の データ を格納するとともに、 CU/6000 から検索して処理に利
用できるようにする データ 管理を行ないます。

1991 年 3 月 6 日
地銀・信金・信組の 3 次オンを パッケージ 化
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 6 日、第二地方銀行、信用金庫、 信用組合等の地域金融機関におけ
る勘定系第 3 次 オンライン・システム を構築するための アプリケーション・パッケージ 「地域金融機関向け総合 オンライ
ン・システム」 （略称 BANK-E:BANKINGAPPLICATION WITH NEW KNOWLEDGE AND EXCELLENCE) を発表しました。
「BANK-E」 は、地域金融機関において実稼動している システム を基にして パッケージ 化 したものです。金融機関
の第 3 次 オンライン・システム の開発には多大の費用と開発期間が かかるものですが地域金融機関はこの システム を利用
し、 ユーザー 固有の仕様に 合わせて カストマイズ することによって、開発期間と費用を削減して勘定系の第 3 次 オンラ
イン・システム を構築することができます。
「BANK-E」 は、地域金融機関における預金、融資、為替、日計、国債窓販および 顧客管理等の勘定系の全科目を オ
ンライン で行なうことができるようになっており、 オペレーティング・システム として VSE/SP を使っている IBM の中・
大型汎用 コンピューター(ES/9370,ES/4381,ES/9000) 上で稼動します。
この システム の特長は、次のとおりです。
●新商品や新業務にも柔軟に対応できる適応性と、保守の容易性を備えていること
●伝票の使用を少なくする レス 伝票化、預金・為替などの翌日以降の取引を本日中に
処理しておく先日付取引、口座振替等を センター で一括処理する機能である センターカット等によって、業務処理の
省力化と効率化を図っていること
●顧客が取引を行なった時にその顧客の自動振替や定期預金等に関する情報も 合わせて出力する機能（「ついで情報」の出
力や、名寄せ機能の充実など、 顧客管理を中心とした営業店 サポート 機能を強化していること
●異例取引 / 特殊取引に対する役席者の承認操作や、禀議申請・決済の オンライン 化
など、事務管理機能を強化してい
ること
当社は今後、 ユーザー 協議会を作り、この協議会を中心として、新しい金融商品用 の アプリケーション・ソフトウェ
ア の共同開発や流通を考えています。
今回発表した 「BANK-E」 の料金（一括払い、消費税抜き）は 2,200 万円、 利用可能予定時期は 1991 年第 2 四半期で
す。
以上

1991 年 2 月 13 日
IBM、 世界最高速の大容量 SRAMチップ を開発
IBM は 13 日、世界最高速の大容量 メモリー・チップ を試作したことを発表しました。 この チップ は 1 秒間に 80 億
ビット の情報を読み書きすることができますが、この データ 転送速度 (データ・レート) はこれまでに報告されている チッ
プ の中で最も速いもの です。
この メモリー・チップ の開発によって、将来の高性能 ワークステーション、 スーパーコンピューター、および汎用 コ
ンピューター の速度がさらに向上すると考えられます。 13 日から サンフランシスコで開かれている国際固体回路会議
(ISSCC) の場で、IBM の研究者 がこの メモリー・チップについての発表を行ないました。
世界最高速を達成した メモリー・チップ は、 512Kビット(524,288ビット) の容量を持つ SRAM （記憶保持動作が不要
な随時書き込み読み出し メモリー) です。
この メモリー・チップ は、その速さから IBM の研究者が「稲妻」 (LIGHTNING) と 名付けたもので、個々の ビット の
情報を読み出す時間すなわち 「アクセス・タイム」 は 4ナノ 秒 (ナノ は 10 億分の 1)、 さらに、その後に続く ビット の情
報を読み / 書き するのに要する時間すなわち 「サイクル・タイム」 は 2ナノ 秒という速さです。これは、 64Kビット を超
える容量を持つ メモリー・チップ の中では、 サイクル・タイム と アクセス・タイム の両方において世界最高です。
実際の コンピューター の中で、 SRAMチップ は、演算処理装置で直ちに処理に使える データ を記憶しています。こ
の新しい SRAM の高速性能は、革新的な回路の設計と、 IBM が特許を持っている 「パイプライン」 処理によって達成しま
した。 パイプライン 処理 は、 チップ が読み書きする操作を、ひとつずつ順番に行なうのではなく並列に行なう もので、
この SRAM は パイプライン を利用することによって、情報を処理する速度を 2 倍に上げています。
この SRAM は、 チップ の製造に現在最も広く使われている方法である CMOS （相補性金属酸化膜半導体） テクノロ
ジー を使っています。 CMOSテクノロジー は、消費電力 が少なく コスト が安いという長所を持っていますが、この新し
い メモリー・チップ は、 さらに速度の点でも大幅な向上を実現するものです。この メモリー・チップ に使われて いる最小
線幅は約 0.8ミクロン(1ミクロン は 1ミリメートル の 1000 分の 1) です。
これまで、大型 コンピューター における シリコン の SRAMチップ の多くは、 バイポーラー・ テクノロジー を使って
作られていました。 バイポーラー・テクノロジー は、 CMOSテクノロジー に比べて、速度は速いのですが、 CMOS よりも
費用が高く、消費電力が大きく、記憶 容量が限られています。今回の新しい「稲妻 チップ」 は、 64Kビット よりも大きな
容量 を持つ チップ の中では、どのような テクノロジー を使ったものと比べても高速です。
また IBM の研究陣は、この CMOSメモリー・チップ を、異なった電圧で動作する高速の バイポーラー の論理 チップ
と接続する方法も見つけ出しました。これらの開発に よって、消費電力が少なく費用が安い CMOSテクノロジー が、汎用
機に効果的に利用 できるようになります。
IBM が昨年発表した システム/390 の汎用 コンピューター には、 CMOS の SRAMチップ を 採用していますが、その
SRAMチップ は、「稲妻 チップ」 の先駆けにあたるもので、 バーモント 州の バーリントン 工場の設計技術者と共に、今
回の発表と同じ研究者 チーム が 開発したものです。
IBMワトソン 研究所において今回の高速 メモリー・チップ を開発した主な メンバー は、 テリー・チャッペル、 バーバ
ラ・ A・チャッペル、 スタンレー・ E・シェスター、 ジェームス・ W ・オーラン、 ステファン・ P・クレップナー、ラジフ・ W ・ヨ
シ、 および ロバート・ L・フランチ です。
以上

1991 年 2 月 6 日
カナダ、ドイツ とも国際 VAN 開始
日本 アイ・ビー・エム 株式会社（椎名武雄社長）は 6 日、当社が提供している国際 VANサービス を 3 月 1 日から、こ
れまでの日米間・日英間に加え、新たに カナダ および ドイツ との間でも開始することを発表しました。
企業活動の国際化にともない、各国にまたがる企業情報を活用する国際 ネットワーク 構築の要求がますます高まって
います。日本と カナダ の国際 VAN は 1990 年 9 月に 政府間の二国間協定が合意され、また、日本と ドイツ との間では
1990 年 12 月に 政府間の二国間協定が合意されました。今回当社が国際 VAN の サービス を カナダ および ドイツ にも拡
大するのは、これらの状況に迅速に対応したものです。
当社ではこれらの国との国際 VANサービス を、 IBM の汎用 VANサービス である日本側 の 「IBM-NMS」 (ネットワー
ク 管理 サービス) と、 カナダ および ドイツ 側の 「IBM-IN」(INFORMATION NETWORK) とを接続することによって実現し
ます。
新しく サービス を開始する国際 VAN の機能は、当社が 「INTERNATIONAL NS」と呼ぶ リアルタイム （実時間処理）
型の通信 サービス です。 カナダ との リアルタイム 型国際 VANサービスの提供は、当社が第一号になります。この サービ
スでは日本の ホスト・システム にある適用業務を カナダ あるいは ドイツ の端末装置から、または逆の場合でも、直接 ア
クセスすることができるほか、双方の ホスト・システム 間でも通信することができます。
このように当社の国際 VAN を利用することによって、自社の国際的な オンライン 適用業務システムを容易に構築する
ことができます。しかも、ネットワーク を管理し、保守 する作業は当社が行ないますので、 ユーザー が ネットワーク の
管理・保守のために要する 労力は大幅に軽減されます。
なお、 データ を一旦相手方に送っておいてから相手方が取り出して処理をする蓄積 交換型の国際 VAN は、二国間協
定がない国との間でも以前から許容されており、 当社も、 カナダ や ドイツ などの国と、この種の サービス を既に提供し
ていました。
以上
* 当記事資料は、経団連機械記者 クラブ、 葵 クラブ、 郵政記者 クラブ に同時配布 しました。

1991 年 2 月 6 日
半導体 レーザー の画期的な量産法開発
「光・電子 IC」 製造へも道

- 2 月 1 日、 スイス・チューリッヒ 発
IBMチューリッヒ 研究所は、直径わずか 2インチ の円形の半導体 ウェハー 上に、 2 万 個もの微小な レーザー 素子を
作る方法を開発しました。このように半導体 レーザー を フル・ウェハー 上で大量生産し、かつ品質評価することに成功し
たのは初めてのことです。
現在、半導体 レーザー は CDプレーヤー の音信号読取り、 レーザープリンター の印刷、 コンピューター 用光 ディス
ク 情報の読み書き、光 ファイバー 通信 ネットワーク による 情報伝送など幅広く利用されています。
この新方式の開発によって、半導体 レーザー を実用的かつ経済的に大量生産し、同時 に品質評価できる可能性が開かれま
した。 IBM の研究陣は、この 「フル・ウェハー 方式」 という新しい レーザー 製法は、従来より工程が短かく、 コスト も
50% も安く、しかも ウェハー1 枚あたりの レーザー 収率がはるかに高いものになるとしています。さらにこの 新方式は、
半導体 レーザー と電子素子とを同一 チップ 内に集積し、光と電気の両方で 情報を運ぶことができる「光・電子集積回路」
の製作を容易にし、高度な集積化への 道を開きました。
この新製法の成功の鍵は、 エッチング と呼ばれる標準的な半導体生産技術を、 レーザー の共振器となる反射鏡の製作
工程に応用したことにあります。この新技法では、各々 の深さがわずか 5 千分の一 インチ という狭い溝を ウェハー の表
面に刻んで レーザー 用の 反射鏡を作り、それを反射率を制御した膜で コーティング して、 レーザー の信頼性を 高めて
います。電流を半導体の中に注入するときに放出される光は、共振器となる 反射鏡によって増幅され、 レーザー 光として
外へ取り出されます。
従来、反射鏡はへき開法（結晶の特定の面に沿って 2 つに割る方法）を用いて 作製されていましたが、時間と費用が
かかる工程です。さらに半導体 レーザー の向き をそろえ、反射鏡の一つ一つに コーティング を施し、 レーザー 単体素子
の電気的、光学的 特性を テスト する工程が必要でした。
IBM の研究陣は エッチング 技術による 「フル・ウェハー 方式」を巧みに使い、 1 枚の ウェハー 上で 1 度に数千個も
の レーザー を作製し、かつ品質評価できるように しました。製作工程の チェック、 作動する レーザー の選別まで、すべ
て ウェハー 上で 行われます。個々の レーザー に切断するのはその後です。 2インチ・ウェハー から 5 千～ 2 万個の レー
ザー が得られます。この レーザー の品質（性能や寿命）は、へき開法に よる レーザー と同等の基準を満たすことが、繰
り返し行なわれた テスト の結果、 確かめられました。
フル・ウェハー 方式で用いた技術を用いることにより、 レーザー 光線の向きを曲げるため に必要なわずかに湾曲した
凹または凸面の鏡を レーザー の共振器として作り付ける ことが可能となります。また、未来の エレクトロニクス への広
範にわたる応用が期待される 「光・電子集積回路」の開発へ向け、 レーザー 素子を、光を収束させる レンズ、 あるいは反
射鏡と組みあわせるなどのさらに高度な技術も研究されています。
今回の成果は、『 QUANTUM ELECTRONICS 』の 1991 年 6 月号に掲載される 予定です。
補足資料

~~~~~~~~
IBM の チューリッヒ 研究所が開発した半導体 レーザー は、 アルミニウム・ガリウムヒ 素 (ALGAAS)の結晶から作られ
ています。この結晶を通常の エピタキシー 法によって原子層 レベル で制御しながら成長させることによって、その光学的
特性を調節することができます。 結晶を成長させながら他の元素あるいは不純物を付加して、その電子的特性を 調節しま
す。完成した半導体結晶 ウェハー は直径 2インチ です。
レーザー 反射鏡は、光 リソグラフィー によって半導体結晶に刻まれた溝の側面です。 この エッチング の工程は、結
晶を感光性 レジスト で コーティング し、 イオンビーム によって 溝の パターン を露光させるという、写真の現像に似た
方法を用います。溝は化学処理 によってこの露光した パターン 通りに刻まれます。溝の側面の段差は原子 80 個分 以下の
厚みで、光学的に非常になめらかです。
電流が アルミニウム・ガリウムヒ 素 レーザー の中を流れると、 レーザー から目に見えない 赤外線が放出されます。
この光線は波長が 830 ～ 850ナノメーター で、現在用いられて いる光 ディスク 装置の データ の読み書きに使われている
波長です。この レーザー 素子 は、わずか 1 万分の一 インチ 程度の領域から 30 ～ 40ミリワット の範囲に調節された 強烈
に明るい光を放出します。
レーザー の性能は、 ウェハー に取りつけられた光 ダイオード などの テスト 装置によって モニター されています。
以上

1991 年 1 月 18 日
IBM、 1990 年度の連結決算を発表
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション(=IBM CORP.、 本社 ・ ニューヨーク 州 アーモンク、
ジョン・ F・エイカーズ 会長）は、17 日（現地時間）、 1990 年度の連結決算の結果を以下の通り発表しました。
第4
四半期、および 1990 年全体を通して見ると、 IBM の利益と収益は共に 前年同期を上回りました。
1990 年度
対前年増減率
1989 年度
(1 ～ 12 月）
(1 ～ 12 月）
-----------------------------------------------総収益
690 億 1,800 万 ドル
10.1%
627 億 1,000 万 ドル
税引前利益
102 億 300 万 ドル
53.5%
66 億 4,500 万 ドル
純利益
60 億 2,000 万 ドル
60.2%
37 億 5,800 万 ドル
1 株当り利益
10.51ドル
62.4%
6.47ドル
平均発行株数
5 億 7,260 万株
5 億 8,110 万株
税引後利益率
8.7%
6.0%
1989 年度の連結決算では、第 4 四半期の利益に対する組織再編成や投資の再評価 などの活動に関する一時的費用計上
が含まれています。
連結決算における米国外の総収益は、 1989 年度の 370 億 ドル に比べて 13.3% 増の 419 億 ドル でした。また、米国
外の純利益は 1989 年度の 41 億 ドル に対して 46 億 ドル でした。
また、同時に発表した 1990 年度第 4 四半期 (10 ～ 12 月）の連結決算の結果は 次の通りです。
1990 年度第 4 四半期 前年同期比増減率
1989 年度第 4 四半期
(10 ～ 12 月）
(10 ～ 12 月）

--------------------

----------------

--------------------

総収益
230 億 6,100 万 ドル
12.7%
204 億 6,200 万 ドル
純利益
24 億 6,100 万 ドル
316.2%
5 億 9,100 万 ドル
1 株当利益
4.30ドル
313.5%
1.04ドル
平均発行株数 5 億 7,110 万株
5 億 7,590 万株
税引後利益率
10.7%
2.9%
今回の決算および中東での戦争に関する ジョン・ F・エイカーズ 会長の コメント は次の通り です。
「戦争の勃発により、中近東で服務する方々のことがまず心配されます。 みなさまの安全と無事をお祈りいたします。
戦争が一刻も早く終結し、犠牲者を できる限り最少限にとどめ、恒久的平和の迅速な回復を望んでいます。」
「現在の世界経済は大変不安定な状況にあり、私どもの ビジネス もそのような状況 に深く係わっています。再度、紛
争の即時解決を祈ります。」
以上

