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Waffle Cell・分散・その未来

ワッフルコンピュータ / テグレット技術開発 野手正之
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自己紹介の前に雑談
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演繹法と帰納法

思い出話を・・・

朝永振一郎博士 名著「量子力学」
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天才達も理由があって真理に近づけた

５章ある朝永博士の「量子力学Ⅰ」の最終章は「マトリック
ス力学の誕生」 *マトリックス力学＝量子力学の完成形

前半（？）４章はそれまでの道のり

普通の教科書は本書４章までの内容には簡単に触れるだけ。
大多数は「量子力学Ⅱ」の内容からスタート。

どんなに優秀な人でもいきなりアイデアが
湧くものではないと学んだ

試行錯誤が詳しく解
説されている
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ここで自己紹介
● 幼少期は姉と比べられていた
● 飛行少年
● 楽しむことを何よりも優先すべしという「悟り」

を開いたのは１５歳の時
● 「人（姉）がやらないことをすればいい」という

こともその頃知る
例：冬のスカートの静電気を防ぐ方法の「発明」でいい気分
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へそ曲がりの完成
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楽しいことをすると・・

● 時間を忘れる
● 仕事や勉強であっても夜も寝ずに夢中になる

１５歳、高校受験を間近に控えていた私は、ほぼ毎週土曜日の
午後、戦後初の国産ジェット機 T1 の主任設計技師を務めた内
藤子生博士（当時富士重工取締役/日大教授）とお茶の水の中華
料理屋で会い、航空工学の話を伺っていた。
毎回新しいアイデアを出し、内藤博士を驚かせるぞ！という強
いモチベーションに取り憑かれ、夢のように楽しい時間を過ご
していた。
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その結果　１５歳夏の自由研究

戦後初のジェット機 T1 の主任設計技師
を務めた内藤子生博士の口添え
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その結果・・・

a) 高校入試にすべて失敗した（中卒決定）

b) 試行錯誤でいいということを学び

c) 人の反対をやれば勝てる可能性もあることも知り

d) 楽しければ最大の集中力を発揮できることを実感

e) 勘違いは楽しい勉強（仕事）への第一歩
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ここからはへそ曲がりと
試行錯誤のお話

WaffleCell編

時系列・帰納法的に
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出会いは突然

SheevaPlug　２００９年
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SheevaPlug

● ５１２Mのメモリ（最小限のメモリ）
● とても遅いCPU（ARM)

● 少しだけの記憶媒体（ほぼOS分程度）

おもちゃです
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SheevaPlugは＄１００
● すぐに３台輸入し、社内で遊んでみる
● 「自宅にもサーバーが置ける」と思った
● このとき各家庭にサーバーを設置したら？と思う
● 後から知るが、同じようなことを考えたグループは世

界中に多数存在していた

この時点では明確な思想も戦略もなく、ただ「面白そう」のみ
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しかしその数週間後

２９,８００円の超小型
ノートPCを池袋で購入

1.モニター付き
2.キーボード付き
3.バッテリー付き
4.HDD付き
5.CPUも断然速い
6.メモリも４倍実装

ハードウェアのスペックがよくなくてはソフト
ウェア技術者の活躍の場は制限されてしまう
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だから

高スペックのハードウェアを使うというこの決断は偶然
であるが、後に重要な決断であったと気づくことになる
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高スペック「サーバー」で
まずはやりたかったこと・2010年頃

インターネット

インターネット経由で自
宅の小型サーバーに安全
にアクセスしたい！
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しかし当時は
● 特にゴールが決まっていたわけではない
● できることが何かを探している段階
● まさに試行錯誤・初期の実験段階
● ただし「他には誰もやっていないだろう」とい

うことを常に意識（クラウドが大きく注目され
はじめていた時代）
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技術者Aの反応
● そんなの簡単
● NASというものが既に売られている
● 「外部からあたかも手元にあるHDDにアクセス

するようにしたい」という話に対しては「それ
はできない」

新しいものに対して多くの人は全新しいものに対して多くの人は全
能力を使い否定しようとする能力を使い否定しようとする
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２０１１年の正月休み

小型ノートPCをNAS（ファイルサーバー）と
して利用できるよう、私自身で極めて簡単で
はあるが、サーバーらしきものを作る。

外部からアクセスはできなかった。

現在Waffle Computerの技術トップの齊藤に見せるが、
何の反応もなし・・・あまりにも幼稚な技術だと思ったの
か、私を馬鹿にしているような表情をしていたような記憶
もある。
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ただしその後も

会社では大きな声で独り言を言い続けた

「これからは自宅にサーバーを置くべきだ」

「これで世界を変えられる」
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２０１２年夏
その齊藤から突然以下の報告があった。

a)家庭用のルーターに接続するだけで

b)外部からVPN（仮想専用回線）で接続でき

c)世界中どこからでもHDDの中身を普通の内蔵HDDの様に使える
ようなサーバーソフトができた

自社製小型のサーバー（原型）の完成
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ここまでの妄想と勘違い

● 各家庭にこのサーバーを設置できればGAFAに対
抗できるかもしれない

妄想であれば人に負けない自信アリ
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理由は
● 回線が圧倒的に速い（クラウドのボトルネックは集中

による速度低下）
● 一人あたりのリソース（CPUやメモリ）が圧倒的に大
きい

● 他人にデータを預ける必要がない
● クラウドはいろいろな意味で限界に近づいている
● そもそも分散と集中は繰り返さえている
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各家庭に設置するという
「前提（公理）」が

決まれば次は演繹的にそこから
「いろいろ」導きだせばいい
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２０１７年春

各種機能がWaffleCellで動くようになっていた
が、ビジネスとしてはなかなか立ち上がらなかっ
た。

そんなとき、NECプラットフォームズの役員に
WaffleCellを紹介する機会に恵まれた。
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NECプラットフォームズの役員

これからは分散だという
事くらい誰でもわかって
いるよ。でもうまくいか
ないんだ。
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そこで・・・

「ルーターがどこ製のものか知らず、ホコ
リをかぶっている。そこには愛がない。

しかし自分のデータがルーターの中に保存
されれば、そこに愛が生まれ、大事に使う
ようになる。だからルーターと一体化すれ
ば普及の可能性がある」
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そして１年半後、試作品完成
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「ルーター・サーバー」一体型WaffleCell ２０１８年１１月「参考出品」
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ハードウェアメーカーの英断

当事者の一人である私も
考えられなかった結果
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可能性
汎用性があるので
ブロックチェーン（仮想通貨）のノードとして
IoTのゲートウェイとして
超分散型の記憶媒体として

　・・・・・・

の利用が考えられる。



 32

一言でいうと
● かつてのメインフレーム（大型コンピュータ）

がかなりの領域でPCに置き換わった
● 現在のクラウド（超大型データセンター）を小
型サーバーで置き換えたい

集中と分散は繰り返される集中と分散は繰り返される
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理念としてはインターネットは分散されるべきだと思う

ビジネスとしてはそれを束ねていきたいと思う
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株式会社テグレット技術開発　概要

１９８７年 直子の代筆　MS-DOS版

１９８８年 知子の情報（文書型データベース）

１９８９年 シャープ書院版 直子の代筆

１９９０年 カシオワープロ、NEC文豪版 直子の代筆

１９９２年 光の辞典（日本初のHDDで利用できる本格的
                   国語、英和和英辞典）

１９９５年 各商品のWindows版を含め
直子の代筆 累計２００万本出荷
知子の情報 累計８０万本出荷
光の辞典 累計３０万本出荷

１９９８年 飛煙（ラジコン飛行機用スモークシステム）を
                   開発・販売
　　　          同市場でトップシェア獲得

１９９９年 インターネットへシフト、美穂の旅リリース
　　　　　　２００１年までに登録会員１００万人

２００６年 フジメディアホールディング（現）とJVとし
　　　　　　てWEBエンターテインメント社創業
　　　　　　ビッグデータビジネスに参入（国内初の本格
                  的ビッグデータベンチャ）

２０１０年 ツールバーTibee　２００万本配布達成

２０１１年 WEBエンターテインメント社を吸収合併

２０１２年 Waffle Computerを子会社としてWaffle Cellの
                  開発開始

２０１５年 Waffle Cellに仮想デスクトップ機能を搭載
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