特集

プログラミング言語 Rubyの最新動向

◆ Rubyの広がり ◆

9 Ruby City MATSUE から始まった
松江市，島根県の取り組みと成果

基 応
専 般

森脇直則（松江市産業観光部まつえ産業支援センター） 杉原健司（島根県商工労働部産業振興課情報産業振興室）
島根県は，1955 年には 93 万人だった人口が，

として，交流の場の創出や一般財団法人 Ruby アソ

2014 年には 70 万人を割りピーク時の約 3/4 に減

シエーションの支援を行っている．2 つ目は「ひと

少，深刻な人口減に苦しんでいる．喫緊の課題はい

づくり」として若年層向けの Ruby 人材育成に取り

かに人口減少を食い止めるか，緩やかにするかであ

組んでいる．島根大学，松江工業高等専門学校など

る．そのためには地域産業の活性化，特に若年層の

の教育機関や市内 IT 企業と連携し，継続的な Ruby

働く機会を創出することが重要である．松江市，島

人材の育成環境を整えている．特に近年，学習指導

根県が取り組んだプログラミング言語「Ruby」を

要領改訂により中学校技術家庭科で「プログラムに

地域資源と位置づけた IT 産業振興策について触れ

よる計測・制御」が必修化されたことを背景に，市

てみたい．

立中学校の授業に Ruby を導入している．これは全
国に先駆けた取り組みとして注目を集めている．3

松 江 市 「Ruby City MATSUE プ ロ
ジェクト」
松江市は，島根県の東部に位置する人口約 20 万
人の県内中核都市である．県内の他市町村で少子高

つ目は，「チャレンジづくり」として起業・創業支
援や IT 産業とものづくり産業の連携を進めている．
プロジェクトを通じて産学官，県内外の人材のコ
ラボレーションを促進し，IT 産業を中心とした地
域産業の活性化に取り組んでいる．

齢化の進展による人口減が進行する中でも，一定の
都市機能が集積する松江市は，平成 12 年国勢調査
まで人口が増加していた．しかし，平成 17 年国勢
調査で初めての人口減少に直面した．また，15 歳

島根県 「Ruby を軸とした IT 産業振
興施策」

以上 65 歳未満の生産年齢人口割合は低下し，65 歳

島根県では，溝口善兵衛県知事が就任した 2007

以上の老齢人口割合は増加するなど人口構成も変化

年度より IT 産業振興を重要施策に位置づけ，専任

しており，松江市として新たな産業振興施策を必要

部署を設置し専門的・先進的な施策を展開している．

としていた．

歴史文化に彩られ自然豊かな島根県は若者がクリ

「Ruby」の
こうした中で，2006 年に松江市は，

エイティブな仕事をする地域として最適であり，IT

開発者松本行弘氏が松江市内に在住していることに

産業は若年層の雇用創出対策として有望であるとの

着目し，オープン・ソース・ソフトウェアと Ruby

判断からである．

をテーマにした「Ruby の街」という地域ブランド

IT 産業を振興するにあたり Ruby を主軸に置いた

創生（他地域との差別化）を目指した「Ruby City

理由は 2 つ．1 つは，松本氏を中心に少数ではある

MATSUE プロジェクト」をスタートした．

が全国的にも評価の高いエンジニアや IT 企業が存

このプロジェクトは，大きく 3 つの柱（図 -1 参照）
で取り組みを推進している．1 つ目は「基盤づくり」

在していたことである．もう 1 つは，プログラミン
グ言語としての Ruby の特徴や将来性である．当時，
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基盤づくり

場の提供

核となる組織のサポート

●松江オープンソースラボ

●Rubyアソシエーションへのサポート

●OSC Shimane開催
●松江Ruby会議開催

人材育成

ひとづくり

●島根大学Ruby講座開催補助金（座学＆実践）
●松江高専Ruby講座開催補助金（座学＆実践）
●市内全中学校でのRuby授業実施(2016年～)
●中学生Rubyクラブ【Ruby.Jr】

発信する

情報発信

●RubyWorld Conference開催
●Ruby Prizeの実施
●Ruby Cityプロモーション

●中学生Ruby eラーニング【まなるび】
●Ruby技術者認定資格取得促進助成金

チャレンジ
づくり

起業・創業支援
●インキュベーション施設卒業企業支援補助金
●松江オープンソース活用ビジネスプラン
コンテスト

Matsue City（松江市まつえ産業支援センター）

ものづくりとの連携

企業
誘致
市内
IT
企業
支援
雇用拡大

●Rubyシステム開発スキルアップ専門家派遣事業
●地域産業活性化新製品・新技術開発支援事業

Ruby City MATSUEプロジェクト

図 -1 Ruby City MATSUE プロジェクト
参考サイト：http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/sangyou/ruby/

顧客が既成の製品・サービスを購入する「サプライ
型」
から，
顧客のニーズを的確に捉える「デマンド型」

産業の情報発信・イベント開催に取り組んでいる
（図 -2 参照）．

ビジネスへの転換が始まっていた．県は，Ruby の

また，松江市とともに Ruby の普及・発展にも貢

特徴である開発生産性や柔軟な変更対応性が，デ

献するべく，松江市内に拠点を置く一般財団法人

マンド型ビジネスに高い競争優位性を発揮すると

Ruby アソシエーションの活動も支援している．

考えた．
県では Ruby を軸として，①上流での受託開発，
②自社または異業種と組んだ固有の製品・サービ

取り組みの成果と今後の展望

ス開発，を県内の IT 産業が進むべき方向性と位置

松江市，島根県の施策をはじめ県内産学官の連携

づけ，
（1）学生やエンジニアの研修，（2）即戦力

によるさまざまな取り組みの成果は，雇用人数と売

（3）製
となる県外エンジニアの UI ターン促進，

上額の増加に現れている．

品・サービス開発・研究の資金支援，（4）県内 IT

2007 年度と直近 2014 年の統計を比較すると，雇
用人数は約 30％の増（2007 年：935 名→ 2014 年：

1,249 名），売上額は約 90% の増（2007 年：120.6
億円→ 2014 年：227.1 億円）
と大幅に増加した．また，

2007 年以降に県外から新たに島根県内に進出した
IT 企業数は 30 社以上になる．いまだ規模は小さい
が，松江市，島根県にとって IT 産業は確固たる成
長産業に位置づけられるようになるまでになった．
島根県では松江市の協力も得て，2015 年度に新
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IT産業の市場変化と島根県の支援施策
Ｉ
Ｔ
産
業
の
業
態

市
場
変
化

県内事例

・官公需受注
・県外大手からの下請
・県内大手からの二次下請

特徴

・ローリスク・ローリターン
・売上げ構成比のボリュームゾーン

⑮Ruby導入促進支援事業
（5,000千円）
※ビジネスセミナー開催，
県外企業の紹介等

パートナー型
ビジネス

固有サービス提供

県内事例

・電子商取引ソフト
・診療所向け電子カルテソフト
・教育分野における教務支援ソフト
・畜産の遠隔見守りシステムなど

特徴

・ハイリスク・ハイリターン
・請負とはまったく異なるビジネス
（企画力・営業力で勝負）

縮小傾向
・依然，市場規模は大きい
ものの官公需も民需も今後減少
・大手ITは，外国企業と国内企業を
競わせ低価格化を志向．
・民需は特に，右の固有
サービスにシフト．
（個別施策）
（共通施策）

県
の
支
援
施
策

請負・下請

拡大傾向
・クラウドの台頭により現在
急速に拡大してる市場．
・地方企業も地理的ハンディなく
参入可能．
・将来は，競争激化．寡占化の
可能性もあり．

県内での可能性分野

小売業，農林水産，観光，医療な
どの分野でITによりサービスの高
付加価値化を実現

特徴

・取引関係の継続性が高い
・ユーザとは顧問的または協業的
契約関係

新たな成長機会
・首都圏を中心に取り組みが
進むビジネスモデル．
・IT企業と，サービス事業者
（ユーザ企業）が一体となり，
新しい事業を創出．

⑨新技術・サービスモデル開発支援事業
⑩パートナー型ビジネス
（25,000千円）
創出支援事業
⑯開発ソフトウェア・サービス販路拡大
（15,000千円）
支援事業（10,500千円）
⑪しまねIT産業振興拡充強化支援事業（11,454千円）
⑫ソフトウェア系IT研究開発支援事業（150,000千円）

2015年度（予算額：395,972千円）
①～③IT人材育成支援事業ほか（23,546千円），④地域IT人材育成支援事業（28,000千円），
⑤IT人材確保促進支援事業（39,000千円），⑥OSSコミュニティ支援事業（3,000千円），
⑦Smalrubyプログラミング甲子園開催事業（20,972千円），⑧新ビジネスモデル構築支援事業（6,500千円），
⑬Ruby技術会議開催事業（8,000千円），⑭しまねITビジネス拡大支援事業（10,000千円），
⑰Ruby bizグランプリ開催事業（30,000千円），⑱トレンドリサーチ実施事業（10,000千円）

図 -2 島根県「プログラミング言語『Ruby』を軸とした IT 産業振興施策」
参考サイト：http://www.pref.shimane.lg.jp/itsangyo/

たに「しまねソフト研究開発センター」を設立した．
このセンターは，県内企業が国内外市場で売れる商
品，サービスを創出し，そうした人材・企業が集積
することを目的に，Ruby に関係した先駆的な研究

森脇直則

misc@city.matsue.lg.jp

松江市産業観光部まつえ産業支援センター．1996 年美保関町入庁．
2005 年の市町村合併後，水産振興課，税務管理課などでの勤務を経
て 2011 年より現職．

開発にも取り組む予定である．これまでの施策に加

杉原健司

えて，行政として IT の研究機関を有することでさ

島根県商工労働部産業振興課情報産業振興室．1995 年島根県入庁．
県立中央病院，土木部や東京事務所などでの勤務を経て 2005 年よ
り現職にて，島根県の IT 産業振興を担当（途中，2014 年度は東京
事務所勤務）．

らなる IT 産業の飛躍を目指して支援していく．
（2015 年 8 月 4 日受付）

sugihara.shimane.pref@gmail.com
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