
 

今回の財団設立にあたり、以下のエンドースメントをいただいています。（五十音順） 

 

 

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）は、「Ruby アソシエーション」の財団法人化を心より歓

迎いたします。 

 Ruby については、様々な分野より高い期待が寄せられています。特にエンタープライズ分野・ソーシャ

ル分野での普及が進み、今までの IT アーキクチャに浸透しつつあります。IIJ では、自社の分散データ処

理システム等の開発に Ruby を活用しており、今後ますますその活躍の場が広がっていくものと確信して

おります。 

 また、IIJ では、Ruby 発祥の地である島根県松江市の助成を受け、国内初のコンテナモジュールを採用

したデータセンター「松江データセンターパーク」を 2011 年 4 月に稼動開始致しました。本データセン

ターをクラウドサービス「IIJ GIO」の基盤として、利用者の立場からみたクラウド環境下でのより良い開

発環境を、Ruby アソシエーションとより密接な連携を図りながら追求してまいります。 

株式会社インターネットイニシアティブ サービス本部 プラットフォームサービス部 

部長 立久井 正和 様 

 

 

この度の Ruby アソシエーションの財団法人化を心よりお祝い申し上げます。 

セールスフォース・ドットコムは Ruby 及び Node.js の PaaS 環境である「Heroku」を子会社に持つク

ラウドサービスを提供しています。私たちはまつもとゆきひろ氏を「Heroku」のチーフアーキテクトとし

て迎えるなど、Heroku を通してエンタープライズ領域における Ruby の開発の促進と活用を推進するため、

今後もさまざまな支援を行って参ります。 

株式会社セールスフォース・ドットコム 代表取締役社長 宇陀 栄次 様 

 

 

株式会社テクノプロジェクトは、財団法人 Ruby アソシエーションの設立を心より歓迎いたします。 

財団法人化が、Ruby を用いてビジネス展開する企業の支えとなり、Ruby に関係する全ての皆様の発展

に繋がることを期待しております。 

当社は、財団法人 Ruby アソシエーションに協賛するとともに、Ruby の特徴を活かしたアジャイル開発

を通して、システム開発の新領域開拓を推進し、ビジネスにイノベーションを創造します。 

株式会社テクノプロジェクト 代表取締役社長  吉岡 宏 様 

 

 

日本ユニシス株式会社は，財団法人 Ruby アソシエーション設立の発表を歓迎し，賛同を表明いたしま

す。 

 ビジネス環境の急速な変化を受け，情報システム構築に対する工期短縮・コスト削減・高品質確保等の

要求が益々高まるなか，Ruby とその周辺技術への期待は大きく，Ruby アソシエーションの事業内容・活

動が Ruby の普及・発展や市場拡大，更には情報サービス・ソフトウェア産業の発展に寄与することを期

待します。 

 日本ユニシス株式会社は，Ruby アソシエーションが実施する「Ruby 技術者認定試験」の合格者を既に

多数擁し，Ruby アソシエーション認定システムインテグレータの認定を取得するとともに，システム統括

部内に Ruby ならびにアジャイル開発の専任組織「Ruby センター」を開設する等，Ruby とその周辺技術

への取組みを強化してきており，財団法人 Ruby アソシエーションの活動にも協力して参ります。 

日本ユニシス株式会社 常務執行役員 澤田 啓 様 

 

 

 



株式会社ネットワーク応用通信研究所は財団法人 Ruby アソシエーションの設立を心より歓迎いたしま

す。 

Ruby アソシエーションの活動により、Ruby のコミュニティ、ビジネス、支援機関の各方面で活躍する

人々をつなぐエコシステムを実現し、IT 分野における技術・産業の発展につながることを期待しておりま

す。 

当社はこれまでにも増して Ruby に対する応援と協力を継続するとともに、システム開発、研究開発、

教育サービスの各分野において顧客の立場に立ち、価値のあるサービスを提供してまいります。 

株式会社ネットワーク応用通信研究所 取締役 後藤 裕蔵 様 

 

 

株式会社ノーチラス・テクノロジーズと株式会社イーシー・ワンは、財団法人 Ruby アソシエーション

の設立を歓迎いたします。 

Ruby は、日本のみならず、世界の様々な企業で利用される技術として、多くの人に受け入れられていま

す。従来のコンピュータ技術は、企業が投資をし、権利を独占することでビジネスとしてきました。しか

し Ruby は、世界中の人々が自由に利用できるだけでなく、知識を共有しあい創造しあうことで、多くの

人々の共感とともに普及をしてきました。時としてこうしたオープンソースは、普及を支える強力な企業

の支援があって普及するものです。しかし、これまでのところ Ruby は、極めて純粋にボランティアによ

り支えられ、ボランティアにより発展をしてきました。 

多くの企業が Ruby を利用するようになった今、こうした活動を支え、Ruby の発展を支援していきたい

と願っている企業は増えています。 

財団法人 Ruby アソシエーションは、こうした時代の要請に応え、Ruby を支えてきた人々と、Ruby の

発展を願う人々の橋渡しをすることを願っています。 

株式会社ノーチラス・テクノロジーズ 代表取締役社長 

株式会社イーシー・ワン       代表取締役社長 最首 英裕 様 

 

 

株式会社日立ソリューションズは、財団法人 Ruby アソシエーションの設立を心より歓迎いたします。 

当社では、Ruby を活用したシステム開発を始めとし、開発コンサルテーションやシステムの運用・保守

など、Ruby 関連の事業展開を進めています。Ruby がビジネス分野でより一層普及推進するためには、利

用者にとって有効な情報発信が重要と考えております。当社は Ruby アソシエーションと密接に連携を取

りながら、Ruby の普及と発展に貢献していきます。 

株式会社日立ソリューションズ 技術開発本部 本部長 

技術開発本部 Ruby センタ センタ長 正村 勉 様 

 

 

富士通株式会社は、Ruby アソシエーションの財団法人化を心より歓迎いたします。  

 当社は、2005 年 11 月より OSS を専門で推進していく OSS 技術センターを立ち上げ、Ruby をはじめ

とする OSS を活用したソリューションを富士通グループ全体で強化しています。 

  日本 OSS 推進フォーラムのアプリケーション部会では、Ruby タスクフォースを中心に Ruby のビジネ

ス適用を拡大させるため、Ruby の普及、および、ソフト開発者のスキル向上を行っています。 

  Ruby アソシエーションの財団法人化が、Ruby の普及に貢献できることを確信しています。 

富士通株式会社 プラットフォーム技術本部 チーフストラテジスト 吉田 正敏 様 

 

 

 

 

 

 

 

 



株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリは、Ruby アソシエーションの財団法人化を心より歓

迎いたします。  

 当社は、2011 年 3 月、Ruby が JIS 規格(JIS X 3017)として制定されたことを受け、生産性の高さに定

評のある Ruby を用いたプログラム開発やシステム開発の普及が進むことを視野に、Ruby 技術者のさらな

る育成強化を行っています。 

2011 年 6 月には、Ruby 開発者のまつもとゆきひろ氏が在籍する株式会社ネットワーク応用通信研究所

様に続き、Ruby アソシエーション認定システムインテグレータ Gold に認定登録されました。 

今後も、社内における Ruby の普及に取り組むとともに、Ruby に関する高い技術力を活かし、お客様の

Ruby に対するご要望にお応えする体制を確立してまいります。  

株式会社富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ 代表取締役社長 花岡 和彦 様 

 

 

株式会社まちづくり三鷹は、一般財団法人Rubyアソシエーションの設立を心よりお祝い申し上げます。 

いまわが国では、地域 IT ベンダーが Ruby の生産効率の高さを生かし、独自のソリューションを開発し

始めています。弊社も、図書館システムをはじめ、子育て支援システム、施設管理予約システムを開発し、

自治体に導入しています。一般財団法人 Ruby アソシエーションの事業活動により、Ruby がビジネス分野

での普及を一層促進するものと期待しています。 

本年 11 月 26 日には、第 1 回中高生国際 Ruby プログラミングコンテストも開催されます。まつもとゆ

きひろ氏がプログラミングが楽しくなるようにと開発した Ruby が子どもたちに夢と希望を与えるものと

確信しています。 

 株式会社まちづくり三鷹 代表取締役社長 河村 孝 様 

 

 

株式会社万葉は、財団法人 Ruby アソシエーションの設立を心より歓迎いたします。 

財団法人の設立は、Ruby の開発を強力に支援し、その発展に寄与するものと確信しています。また、Ruby

のビジネス利用の促進、世界に向けた情報発信の支援などを通じて、"Ruby World" の健全な成長を支え

ることを期待しています。 

 弊社は、Ruby の生産性の高さに大きな価値があると考え、創立時より専ら Ruby による開発サービスを

提供しております。また、開発コミュニティ活動を重視し、積極的な参加を行っております。今後は、Ruby

アソシエーションへの協賛を通じ、お客様・企業・開発者のいずれにとっても望ましい Ruby の未来に向

けて、微力ながら努めて参ります。 

株式会社万葉 代表取締役社長 大場 寧子 様 

 

 

この度の Ruby アソシエーションの財団法人化、おめでとうございます。 

まつもとさんによって創造されたプログラミング言語 Ruby は、IT 業界以外の一般の人々にもプログラ

ミングと開発の楽しさをもたらし、よりクリエイティブな技術を常に望み続けるトップエンジニアたちに

も支持され続け、世界中で愛され、活用されています。 

楽天株式会社でも、Ruby はプログラマによる Web システム構築や研究者による分散技術 ROMA/fairy 

開発だけでなく、デザイナーやビジネスサイドの社員にも日常業務を支援するためのツールとして愛用さ

れています。 

Ruby はますます世界中で活用されていくことと思います。それは素晴らしい未来です。財団法人 Ruby

アソシエーションの活動がより広がりを見せ、発展していくことで、Ruby を愛するすべての人々、組織に

とっての支えとなりますよう、グローバルカンパニーを目指す当社としても、微力ながら応援させていた

だければと思っております。 

楽天株式会社 執行役員 兼 楽天技術研究所長  森 正弥 様 

 

 


