
 

  

例会記録  

会員総数  45名  出席会員数  29名 

ゲスト         1名  その他        18名 

ビジター      0名  事務局        2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0名   出席率  63.64％ 

──────────────── 

3月5日 Make-up後の 

出席率 80.43％ 

   

 
 

 

ニコニコボックス  

 福島南 RC の皆様 

  本日は、４名で参加いたします。 宜しくお願 

い致します。4/11の福島での会にも是非いら 

してください。 

荘村幹事：福島南RCの皆様ようこそいらして下 

さいました。 楽しんでお過し下さい。 

藤谷会員：4/2 のポリオパネルディスカッション 

には、宜しくお願い致します。 

 

 

                

次回予告  

第29回例会 2018.4.9（＃2198）  

会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  保科君 

       受付 佐藤君  濱田君 

       会費係  秋山君 

司会者   時園君 

ソングリーダー 浅野君 

 

 

 卓話 「糖化を防いで健康で 

過ごす為に！糖化は老化」 

同志社大学生命医科学部 

糖化ｽﾄﾚｽ研究センター研究コーディネーター 

      篠田 和利氏 

         紹介者 若林君 

 

 

  

会長報告 

1） 本日は、恒例の観桜会に多数御集り頂き、有難うございました。福島からもご参加をいただきました。 年々、サクラ

の開花が早くなるようですが、最も良い日和に観桜会を開催する事が出来ました。 この会場の前の西郷公園の桜も

見ごろです。 

2）18日の歌舞伎鑑賞会にも多くの人皆様のご協力を頂き、目標枚数を完売する事ができました。 ありがとうございまし 

た。 

3）今期は、親睦会の回数は、いつもより少ないですが、そのぶんゴージャスにいたしました。 今後は、最大のイベントで 

ある 50 周年記念祝賀会を控えております。 皆様のご協力をよろしくおねがい致します 

幹事報告 

1）今夕は、多くの皆さまにお集まりいいただき、有難うございました。 

2）来週は、50周年記念ポリオパネルディスカッションを例会の中で行ないますので、食事を12：15から取っていただきま 

す。お早目にいらして下さい。 

3）記念誌用の原稿は、お顔写真とともに趣味や普段の様子の写真も掲載可能ですので、お寄せ下さい 
 

50 周年祝賀会まであと 70 日 

  本日の例会プログラム 

第 28回例会 2018.4.2（＃2197） 会場：edo Room 

例会ホスト・紹介係  齊藤君   会費係     木寅君 

受付係   荒川君  後藤君 

 司会者 時園君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 浅野君 

５０周年記念 ポリオ・パネルディスカッション 

 「山田彝・峰英二両氏の功績とロータリー精神の未来」 

 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 浅川皓司様戸田一誠様 
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ROTARY SERVING HUMANITY 
人類に奉仕するロータリー 

東京麹町ロータリークラブ    

 前回の報告  

第 27回例会 2018.3.27（＃2196） 

 

観 桜 会 

  会場：代官山「マダム・トキ」 
      ～ｳﾞｧｲｵﾘﾝの調べと共に～ 
                         皆川 真里奈氏 

 

 

 

  2016〜17 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  John ･F・GERM  

 

４月９日（月） １１:１５集合 
  記念切手用集合写真の撮影 

  ホテル・ニューオータニ、1Ｆ 

ガーデンコート サンローゼ 

前にお集まりください。 
 



 
 

  
 

  

 

今さら聞けないインターネットの歴史 

ヤフー執行役員 志立 正嗣氏（2/19卓話 保科会員紹介） 

 

 

 

 

インターネットは、米国

防総省で使われていた

ARPANET という軍事用

ネットワークが起源で、

その最大の特徴は 1960

年代にパケット通信技術

を確立したことです。A

地点と B地点を通信す

るときにどのルートを通

っても届くという技術で

す。 

 1970年代には TCP/IP という規格が確立しました。TCP

（トランスミッション・コントロール・プロトコル）とは、A地点

と B 地点を通信するときに B地点を定義するルールを決

めたもので、IP（インターネット・プロトコル）とはパケット通

信の仕方を定義しています。この二つのルールによって、

A地点から B 地点にアクセスしたときに、データが正しく

読み取れるのです。 

 1989年には WWW（ワールド・ワイド・ウェブ）という世界

中をクモの巣のように結ぶネットワークが誕生しました。

1993年には最初のブラウザである Mosaicが誕生し、イ

ンターネットが商用化され、プロバイダーというインターネ

ット接続事業が始まりました。その後、ネット接続を標準

搭載した Windows95が発売され、個人のネット利用が爆

発的に広がり、2015年の日本のネット普及率は 83％に

達しました。インターネットはオープン、フラット、グローバ

ルにつながった通信網であることが最大の特徴です。 

 ヤフー・ジャパンは 1996年 4月にサービスを開始しま

した。ヤフーとの提携については、日本から 20～30社の

引き合いがあり、その中からソフトバンクが選ばれたのは

企業文化がヤフーと似ていたからではないかと聞いてい

ます。 

 1999年にはモバイルが登場し、iモードが誕生しまし

た。これによって全ての人が携帯電話でネットを利用でき

るようになりました。2001年に Yahoo!BB が登場したこと

で定額接続サービスが生まれ、家庭への普及も加速しま

した。2008 年には、iモードのようにクローズではなくオー

プンなサービスである iPhoneが Appleから発売されまし

た。 

 ヤフー・ジャパンは、2000年にヤフーモバイルという携

帯向けサービスを開始し、ボーダフォン・ジャパンを買収し

て、ソフトバンク・モバイルをつくり、モバイルサービスにも

対応してきました。2010年以後はスマートフォンが普及 

 

 

 

 

し、日本人が 1日にスマホを利用する総時間は 1時間

49分に上っています。現在はブラウザ経由でネットを使う

時間が 22％、アプリ経由でネットを使う時間が 78％となっ

ています。 

 以上、インターネットのフィロソフィーはオープンなので

すが、非常にクローズな歴史もあります。例えばネットが

普及する前の niftyなどのパソコン通信や iモードが一例

です。iPhoneが誕生して再びオープンになりましたが、8

割がアプリ経由なので、アプリの審査は Appleや Google

が行っています。すなわち、ネットはオープンな世界とクロ

ーズな世界を行ったり来たりしているのです。 

 ですから、スマホアプリでコントロールされている世界

が、またオープンになる可能性があります。例えば、分散

型技術として非常に注目されているブロックチェーンは誰

もコントロールする人がいません。ビットコインなどの仮想

通貨も、国が管理しているものではなく、仕組み自体に信

用が乗っているもので、非常にオープンです。 

 日本で一時 6～7割のシェアがあった PC-9800が

PC/AT互換機に、ガラケーがスマートフォンに、mixiや

GREE などのドメスティックな SNSサイトが Facebookや

Instagram、LINEに市場を明け渡しています。日本のイン

ターネットはガラパゴスであり、日本の市場だけを見てい

るとあっという間に駆逐されるのです。ですから、ヤフー・

ジャパンも、今後はグローバルに勝負を懸けることが必

要です。そこで、この 4月からグローバルな視点を入れた

Z コーポレーションを設立し、現社長の宮坂が CEOに就

任することになりました。皆さまのご支援をお願いします。 
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『多数ご参加下さい』 

  ４月８日（日） ７:００ 

半蔵門派出所脇集合 

 皇居一周健康ウォーキング  
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