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Web2.0 ノ舶,27彦十
Web2 0と 呼ばれるようになつたのは、ノフトウェアのバージョンアップになぞらえて

2004年 10月 にアメリカの技術系出版社オライリーが用いた。

2005年 9月 同社のティム ・オライリーが 「Web2 0と は何か」という論文から広まつた。

10年 前はWeb1 0 1994年 マーク●アントリーセン (スーパーコンピュータ応用研究所)

がモザイク (ネットスクープナビゲータ)を 発表

1995年 ネットスケープ20に バージョンアップ ウ インドウズ95

当初限られたもの (テキスト、画像、MIDI=音 源ファイル)→ 閥覧 (ブラウズ)で 大

半のユーザーが手軽に書き込める、投稿できるようになる。→Web2 0の 世界 新 しい

考え方

提供する企業にユーザー (無料)参 加、簡単に検索できる (タグ)

2004年 ごろから デ リシャス (ブックマークを登録、他との共用も可)、フリッカー (写真

で)、ユーチュープ (動画)← 10/11、グーグル買収 16億 5000万 ドルで

ウエブによる進化→情報による社会の変化

代表例 前 回の小岩レポー トにもあるように、アマゾン・グーグル ・ウイキペディアなど

ユーザーが発するデータに基づいて膨大な量のデータベースを構成、それをユーザー

に提供する

ブログの登場→双方向性を実現 ウ エプに次ぐ情報革命

Web2 0の 広がりの要因

言語的→ブログ、ウィキペディア 技 術的→オープンソース (リ ナックス、ウィキ)

環境として (大容量の通信 常 時接続 デ ジタル機器の性能向上と価格の低廉化 コ ン

ピュータ技術者の増加)

Web2.0の 技術的特徴

APIIApphcathn PrograllllnteFfaCe=技術仕櫛 の公開 (データベースの)、埼ax(Javaス

クツプトというプログラミング言語を使 う)、マッシュアップ (複数のサイ トからデー

タを収集し一つのウェブページに構成する)の 手法

無料公開されるデータ

オライリー論文の Wob2 0的 企業の条件 1パ ッケージソフトではなく、費用効果と拡張性の高いサービスを提供する

2独 自性があり、同じものをつくることが難 しいデータツースをコントロールする。このデータンースは利用者が

増えるほど、充実するものでなければならない 3ユ ーザーを信頼し、共同開発者として扱 う 4集 合知を利用す

る 5カ スタマーセルフサービスを通じて、ロングテールを取り込む 6単 一デバイスの枠を超えたソフトウェア

を提供する 7軽 量なユーザーインターフェース、軽量な開発モデル、そして軽量なビジネスモデルを採用する
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前回 9 28の 続き  高 田

WEB2に ついて 話 題提供

CNET Network 」 apan (Japan c■ et coIIl)

Yahooと Googleの 検索結果をマッシュアップ  私 hoogle

Yahooと Googleの 検索結果が同時にわかる検索エンジン 10.25発 表

%

Google

米中間選挙 (11/17)でマッシュアップ 「Google Earth」 で若者に情報提供 1023

Google Earthを利用した選挙リソースは、3次元マップ上に全米にある436の 選挙区を表示

アイコンをクリックすると、選挙戦候補者に関する情報が表示

候補者に関するニュース、画像、web検 索結果へのリンクが可能

投票所の場所、投票方法、選挙資金制度改革に関する情報などの表示

日経ビジネス 2006 9 25の 特集 「グーグルはなぜタダなのか」

地球を覆うネット民主主義 (たった8年で)  世 界最大の広告会社に

米国のおける検索のシェア グ ーグル 50%、 ヤフー 24%、 MSN 10%、 AOL 6%

ユーチューブは本当にWe b20な のかという議論が盛ん

We b20= ユ ーザーが自分自身のデータを自分でコンtロールで、人々がそれらのデータを共有およ

びリミックスできること

Googleは 今まで検索サービスを中心に、他のサイトの存在を目立たせ、人々の注目を分散させて

きたが、最近は GMa■,Orkut,Google Calendarなど自社のサービスに集中させ、自社の利益を追求す

る傾向がある (0'Rei町  ヽ隆b2,0の名付け親)→  オ ープンよリクローズドな方向に向かう危険

性があうか ?



浄
格差社会(061020 岩 井

「格差が出るのは悪いこととは思つていない。能力のある者が努力をすれば報われる社会

というのは、与野党問わず多いとと思う」1/J泉ヽ前首相国会答弁)

要因

所得格差<年 金生活者 ・若年層>

賃金格差<成 果主義 ・就職時のつまずき 。フリーター>

政策 小 泉政権<構 造改革 機 会均等を広げる>

規制緩和 <一 人勝ち 一 極集中>

二極化<勝 ち組→ヒルズ族 負 け組→労働意欲葉失 努 力不足>

所得水準 職 業 ・規の所得<子 への影響 〈宿命) 所 得税、累進課税 相 続税 機 会への

不平等>

ジニ係数 格 差が小さければ0に 近づく。絡差大は 1に近づく。ローレンツ曲線に 1936年     ァ

にイタリアの統計学者コンラド・ジエによつて考案された。

(0の ときには完全な平等 係 数の値が0に 近いほど格差が少ない 皆 同じ所得を

得る……所得格差、資彦格差を測る指標)

～01 平 準化が仕組まれる 人 為的な背景がある

01～ 02 相 当平等だが向上への努力を阻害する懸念がある

02～ 03 社 会で一般にある通常の配分型

03～ 04 少 し格差があるが競争の中での向上には好ましい面もある 競 争を促すので格

差が生じる

04～ 0.5 格 差がきつい

0.5～  特 段の事情がない限り是正を要する 05を 超えると格差大 社 会のゆがみが許

容範囲を超える 政 策で是正

ローレンツ曲線 所 得の低い人から順に並べた場合の所得累積額の描く曲線 所 得を10に

分け、低い方から第 1+分 位階級から第 10+分 位階級

格差発生→是正

「格差社会 何 が問題なのか」 橘木俊詔 岩 波新書

」IL労 働政策レポー トWb13「 日本の所得格差をどうみるか一→格差拡大の要因をさぐる」

勇上和史 20033



粋
「格差社会」についての 愚 見  地 技研メモ 桐 |1孝二 2006 10 28

格差のない社会 は 今までに在ったのだろうか?桃源郷で生きていない人類は 「何らかのもの」と対時した筈。

【上司と親は選べない】のように,生 まれながらのハンディキャップを背負つた方には心から 同 情 し ま坑

社会的な弱者 (生活保護を受けている人)へ の×X加算廃止など,TVな どで言われていまする→国民年金の満額よりも,「3

万円近くも多い」との考えから・・,だとすると,考 えてしまいま坑

市川はこの種の問題の専門家ではありませスフ。一市井人で抗 新聞・TVな どでの問題を考えました

岩井さん 提 題は 【格差社会】で先 格差は範囲が広すぎます。「格差社会」が今,マ スコミに出るのは・・・たとえばJR
中野駅前の街頭宣低 国会の論議,い ろいろな識者の討論など・・・・バブルの崩壊した社会,小 泉改革,社 会の変調などに

起因していると思いま抗

音は 「十億総中流」であつた 体 当?)の が,世 界の変革に日本も巻き込まれて,【勝ち組】【負け組】【下流社会】などの
「話題」が宣伝されて 増 幅したのかもしれなV、

政治の 「規制緩和」が 「格差の拡大」を引き起こしたのか? 東 京の一局集中を引き起こして,地 方が地盤沈下し,田 舎は

無惨であるとも報道されている。
「格麹 は在るの力、 「干朝囲詢 「ニート」力鴻 生したのは,社会 鋪 が悪い,「二局化社会」は問題である。・・・・

いろいろな意見がある。少し頭を冷やして冷静に考えてみたし、

勉強が嫌いで良い大学に行けなかった→良い会社に就職出来なかった。社会が悪い=格差そのもの花 問題だ七コレあり?

どちらかと言えば 「恵まれていない」家庭に生まれたが,努 力して 「成功者Jに なったフ塩 この逆の 「生まれはよい」がこの

ためあ 「おちこぼね」の人生を歩む人も。早稲田の学生時代に経済の議義で英国人のアダムスミスを習つたことを想起し亀
儡 えざる神の手》に導かれて・・・と言う英国の産業革命ごろの 「国富論」を思い起こした。

自由の国アメリカの社会。崩壊したソビエト。ある程度自由の国では,【格差】は避けては通れないものかも。
弱いものいじめは良くなし、明γ罰鬱抗 戦後の財閥解体 ・農地解放など ガ ラガラぽん の あと 時 間の経過にともない

幾つかの格差は出てくる。

要するに 議 論は発生している。論争はすることは良いことでする論争すら出来ない国も在るから。

問題を絞つて考えないと 欄 にならなV、 【時間】をムグに浪費した刊 ||には 「扱いにくい」大きな問題でした
一市民として,時 間の優先度を見ながら, 傾 をひやして)再 考したてアイテムで坑 お疲れ様でした

● 格差についての考えの 項 目などを 忘 れない内にと28日 朝3:00,mメ モした。この日の日経の朝刊に

岩波新書の 【格差社会】・・何が問題なのか  橘 木俊詔 735円  の  広 告があつ亀
「総中流社会」の崩壊で日本社会はどこへいく?

教育や雇用などあらゆる場で格差が拡大するなか,ど んな問題がしょうじているの力、現状を詳細に検証し,不 平等化する
日本社会への処方箋を戒

↑ お断りしますが,広告を見ただけで 地技研の帰りに 購入しまするま亀 読んでいませれ


