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春から海外出張が続いた。欧州では、

月になれば三七度どころか、四〇度にな

いられない。七月でこの気温だから、八

ているようなものだと、喜んでばかりも

が三七度になれば、終日、風呂に浸かっ

ある。いくら長湯が好きな私でも、気温

なれば、湯に浸かっているようなもので

ぼ、人間の体温と同じである。三七度に

は恐いもので、誰も驚かなくなった。ほ

午後の気温は三六度超、慣れというの

ントも低下するといった話になると、神

がいくのだが、太陽の活動が六〇パーセ

起こすことで進行する温暖化ばかりに目

口の爆発といった原因が環境破壊を引き

にすることができる。産業の巨大化や人

えに苦しんだ時期の記述をいくらでも目

続いて、何年も大凶作になって人々が飢

ている。歴史を辿れば、日本でも冷害が

Ａの研究者も﹁ミニ氷河期﹂説を発表し

だという。英国の学者ばかりか、ＮＡＳ

て、それは数学モデルから算定したもの

も 低 下 す る 時 期 が 一 五 年 後 く ら い にき

なくなるに違いない。

に晒されると、どこかで変わらざるを得

太陽の活動といった抗いがたい力の脅威

るものとしての自然﹂という考え方も、

ったのは周知のことである。
﹁征服し得

ら戦争の形まで、すべてが変わってしま

二〇〇年、三〇〇年で、人々の暮らしか

だ。科学技術の発展によって、たかだか

ま っ た く違 っ た 次 元 の 世 界 に な る よ う

すべてのことは、ある閾値を超えると、

も度が過ぎた暑さ故かもしれない。

子供じみた妄想が膨らんだりする。これ

プロジェクト 成 功 の裏 側 ／ 田中 三貴

ロンドンやパリ、どこも記録的な暑さで、

の摂理を受け入れるほかないという諦め

散、アナーキーといった形容がついてい

ほど経験したことがない﹁ミニ氷河期﹂

めたら、二〇三〇年までに過去三七〇年

人心地がついたときにネットを読み始

球という場で生きる可能性を残すことが

出したりする。人類が自らの意思では地

﹁ノアの箱舟﹂に逃れたという話を思い

いう恐い記事もある。大地が水に覆われ、

〇億人くらいに減少するのではないかと

いと、いささか悲観的になっているので

なかで遅れをとるだろうことは間違いな

ことである。現在の日本が、この流れの

ンダストリアル４・０というのも、同じ

底した規格化を進めざるを得ない。イ

るかもしれない。

ミラノでは四〇度を超えた日もあった。

の境地になる。

が訪れると、英国の科学者が警告してい

できないのであれば、神というか天の意

ある。
●

たりした。

る記事があった。
﹁ミニ氷河期﹂が訪れ

志によって人類を残してくれるのかと、

閾値を超えるといえば、オープン、分

休日だったので、試しに炎天下を歩いて

る﹁インターネット﹂という技術革新も、

末房志野

﹁ミニ氷河期﹂になれば、穀物の不作

ら、自分は今どこにいるのか不思議な気

みたら、すぐに熱中症のような感覚にな

持ちになりました。

技術的な深化、利用者数の爆発等々に

ル内はインターネットが滞りなく使え、
ロ

などで世界の人々が飢えて、せいぜい七

ビーで日本の友人にメールを書きなが

って、慌ててホテルにもどり、冷却機能

スープをいただきました。スパイシーで、

よって、究極の集中というか、規格化・

日本で味わったことのない旨さ！ ホテ

〇億人を許容する地球の人口が一〇〇億

に滞在した時、鶏肉を使った唐辛子

が壊れないように水を張った浴槽に漬か

堪りません。ラテンアメリカの国ではメイン

人になるという深刻な事態が、一挙に二

ディッシュになることも。2年前にボリビア

り、冷房の恩恵で、なんとか身体を守っ

暑い夏は唐辛子のピリッとした刺激が

規制化が進む。 IoT
に象徴される利用形
態が可能となるには、強制力を持った徹

表紙の言葉「唐辛子」

る根拠は、太陽の活動が六〇パーセント
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ASEAN における日系企業の IT 戦略
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日本企業は ASEAN 地域でどのような戦略を採るべきなのか。
本稿ではそのアウトラインをスケッチする。

清水 博

IIJ グローバル事業本部
グローバル企画部長

ンは、東南アジアのビジネスに関係する

二〇一五年新年に向けたカウントダウ

れることに何の異論もないでしょう。域

スが同一の市場クラスターとして認識さ

ますし、ほぼ同じ生活様式のタイとラオ

外の日本企業は、アウェイ感が強まる戦

いをしいられる可能性があります。

ＡＥＣとも呼ばれます。その大きな柱は

業が有力候補と目されたミャンマー携帯

虎視眈々と狙っています。一時は日本企

しかも、魅力のある市場は誰の目にも

「単一市場と単一生産基地」
「ヒト・モノ・

事業者選考で、ヨーロッパと中東の事業

ＡＳＥＡＮ経済共同体は、正式名称を

カネの動きの自由化」
。圏内に六億人を

者が選ばれたことに日本国内で衝撃が走

そう映るもので、世界中のプレーヤーが

擁し、人口規模で中国の四四パーセント、

ったのは記憶に新しいところです。

オスの首都ヴィエンチャン、タイのバン

するベトナム国境のラオカイを発し、ラ

「アジア縦貫鉄道構想」では、中国に隣接

ＡＥＣを 象 徴する 旗 艦プロジェクト

を持って「アジアなくして中国の発展は

「微笑みの南進」と呼ばれる政策
に対し、

います。中国の南に位置する東南アジア

き隣人」であることを効果的に演出して

問題に強面の中国も、
ＡＳＥＡＮには「良

また連日のテレビ報道では、南沙諸島

コクを経由し、マレーシアのクアラルン

「中国抜きでアジアの繁栄もない」
ない」
日米が参加を保留しているアジアイン

プール、終点のシンガポールまで約三九
躍動するアジアの活気ある姿を車窓から

フラ 投資銀行（ＡＩＩＢ）には 全てのＡ

と繰り返し強調しています。
のぞむ旅、そこへ思いを馳せるのは鉄道

ＳＥＡＮ諸国が創設メンバーとして加わ

っており、アジア諸国でのインフラ関連
ビジネスで日本企業が不利になったとの
声もあります。

の企業が、人口の七五パーセントをイス

スラム商慣習を熟知しているマレーシア

盟の国々のためにあります。例えば、イ

ＡＥＣ加
ＡＥＣ発 足の 本 来の 目 的は、

東南アジアでビジネス展開を模索する日

して繰り広げられる。そのような光景を、

同様、競合ひしめく厳しい戦いが突如と

ア大会において、ワールドカップの本戦

込んでいるサッカーのアジア予選やアジ

当たり前のように勝ち進むものと思い

ラム教徒が占めるインドネシアにおいて

本企業が見ることになるかもしれません。

アジア予 選 は
グローバルコンペティション

ファンだけではないでしょう。

〇〇キロもの鉄道が計画されています。

となります。

日本の四・七倍にあたる巨大マーケット

「 ASEAN Economic Community
」
、略 し て

るカウントダウンでもあったからです。

「ＡＳＥＡＮ経済共同体」発足へ一年を切

者にとって緊張を伴うものとなりました。

特集イラスト／STOMACHACHE.

水平展開を進めることは容易に想像でき
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ASEANにおける
日系企業のIT 戦略
ASEAN 経済共同体発足を前に

今年 12月のASEAN 経済共同体（AEC）発足を目前に控え、
世界各国の熱い眼差しが東南アジアに注がれている。
日本企業は同地域で予想される厳しい競争をいかに勝ち抜いていけばいいのか？

本特集では、その指針を考えてみたい。

なども 容易に 行なえるようになってい
度の高い国との評価がなされています。

「起業する」では、参入にはきわめて難易

１」に、世
固な 財務戦略を 目指すタイミングとも

ます。財務機能合理化を検討し、より強

ともビジネスをしやすい国
界経済フォーラムでは「二〇一五年のＩ
ＩＩＪはこの難易度の高い国に拠点を

ＣＴ活用度ランキング第一位」に選出さ

やネットワークの環境インフラなど全て

ＩＴ利 用レベル・ＩＴ活 用レベル・ＩＴ

追求してきた 結果、
ＩＴスキル・政府の

グ」がありますが、最近はこの動きにも

次々と転職してしまう「ジョブホッピン

つ に、手 塩に か け て 育て た 現 地 社 員が

アジア進出日本企業のトラウマのひと

きると確信しています。また、各国でク

れるお客さまのお役に立つ情報を発信で

説明することで、インドネシアに進出さ

今後のビジネス展開など、この特集でご

トしました。なぜここに進出したのか、

設け、クラウドサービスをすでにスター

の面でトップになりました。また、政府
少し変化があるようです。コツコツと頑
ＡＳＥＡＮ
ラウドを 運用するにあたり、

言えるでしょう。

がデータセンターを誘致しており、様々
張ったことを評価してくれる、継続的に
各国の法令を考慮した対策を打ち、グロ

れています。政府を挙げてＩＣＴ活用を

な 支援策、安定した 電力供給、そして 地
スキルアップの場を提供してくれるなど、

特集「座談会」では、アジアビジネスに

震や台風といった自然災害の少なさなど

詳しい三人の識者が登場いたします。多

ーバルなＩＴガバナンスの強化につなげ

あるメコン川流域の開発には、それまで
くのビジネスリーダーに支持されるロン

人を大切にする日本企業を好む向きも増

長く日本企業で勤続していたタイ人が、
（中公文
グセラー経営学書『失敗の本質』

ＡＥＣが 発足してもその 役割が 弱
から、
今までも、地の利を活かしてシンガポ
幹部候補兼立ち上げメンバーとして赴任

るべく、ここにも一歩踏み込みます。

ールにアジア地域の統括本社機能を置く
することが多くなりました。人事の動き

えています。
ＡＥＣの 看板のひとつでも

ＡＥＣとい
ケースがありました。今 後、

まることはないと見込まれています。

う枠組みが生まれると、シンガポールな
庫）の 著者のひとりである 寺本義也氏、
子会社マネジメント入門』
（東洋経済新報

が 国を 越え、
ＡＳＥＡＮ内でよりダイナ
このためには、
ＡＳＥＡＮ全 体のグル
社）を著した米国公認会計士の毛利正人

どの 第三国を 経由して 進出することで
ＡＥＣ域外投資家よりも優遇されると目

ープ会社を視野に入れた人事管理システ
氏、アジアでの多くの企業買収や再編で

最新のガバナンス理論を持つ『図解 海外

されています。日本企業がこのメリット
ムを導入することも肝要です。クラウド
手腕を発揮している弁護士の穂高弥生子

ミックになると予想されています。

ＡＳＥＡＮは一〇ヵ国で構成されるた

を得るためには、地域統括拠点などに直
ベースを用いることで段階的に拡大でき、
氏に、
ＡＳＥＡＮで 日 本 企 業が 今 後どう

様々な税制メリットを得ることができ、

」とも呼ばれています。
接投資を行なったうえで、そこからＡＳ
統括本社機能を強化していくことも可能

地 図を 眺めてみると、一〇ヵ 国の 内で、

め「ＡＳＥＡＮ
ＥＡＮ各国への再投資を実行できるスキ

シンガポールからマレー半島を経由して
日 本 企 業にとって 海 外 進 出はむずか

するべきかを存分に議論いただきました。

ーム構築が急務です。
統括本社機能により、各国の拠点がば

タイに至る七ヵ国が隣接した地続きとな
り、海に 囲まれる 国がインドネシア、フ
運用や決済を一元化することは、コスト
割合は人口の約四一パーセント、名目ＧＤ

ＡＥＣのなかで、インドネシアの占める

失敗を紐解き、その本質を探り、今後の

を 見つけなければなりません。過 去の

しい 課 題です。しかし 将 来の 日 本のた

削 減にもつながります。シンガポール

らばらの財務機能を集約し、資金調達・

ＩＩＪ ＧＩＯは現在、七ヵ国が連なる

におけるＩＩＪ ＧＩＯでも、多通貨に対

ィリピン、ブルネイの三ヵ国です。
先端に位置するシンガポールと、海洋国

進出の 新潮流を 追究するお 三方の 見識

清水 中 国 経 済がやや 減 速し、
ＡＳＥＡ
〃

Ｎが 〃チャイナプラスワン の投資先とし

て注目されるなか、今年の一二月にはＡ
ＳＥＡＮ経 済 共 同 体（ＡＥＣ）が 発 足し

ます。日本企業にとってＡＳＥＡＮはど
んな重要性を持っているでしょうか？
寺本 ＡＳＥＡＮの重要性はふたつある

と思います。市場としての重要性と、生
産拠点としての重要性です。まず市場の
ＡＳＥＡＮは 経 済 成 長 性の
ほうですが、

スピードが非常に速く、人口も直近の数
字で六億五〇〇〇万に達し、大きな需要

が見込まれます。次に生産拠点ですが、
ＡＳＥＡＮの労働力は（シンガポールを
除けば）総体的に低廉かつ豊富で、域内

における産業集積も進んでいます。
最近ではＡＳＥＡＮ （テン）とも 呼

ばれ 〃チャイナプラステン という見方も

は今後も変わりませんが、生産拠点とし

もちろん日本にとって中国市場の重要性

の流れを裏付ける調査結果が出ています。

て増加しており、〃チャイナプラスワン

きを見ますと、中国は拠点の移管元とし

毛利 日本企業の国際的な拠点再編の動

えられます。

東アジアでは新たな関係構築が進むと考

リットにしていかなくてはならず、今後、

国のトライアングルは三者それぞれのメ

可能です。よって、日本・ＡＳＥＡＮ・中

〃

No.

清水 博
丸山 孝一
穂高 弥生子氏

めにも、今よりもさらに活躍できる場所

家のひとつであるインドネシアで稼働し
Ｐの約四〇パーセントにあたります。し

（司会・進行）
IIJ グローバル事業本部
グローバル企画部長
IIJ 執行役員
グローバル事業本部長

ベーカー＆マッケンジー法律事務所
パートナー 弁護士

始めています。

寺本 義也氏

毛利 正人氏

ハリウッド大学院大学教授、
ビューティビジネス経営研究所所長、経営研究所名誉顧問

クロウホーワス・グローバルリスクコンサルティング株式会社
代表取締役社長

応した 財務会計クラウドサービスを 提

この号の特集は

となります。

ＩＩＪ ＧＩＯの
ＡＳＥＡＮ配置が
ＡＥＣにもたらすもの

No.

が、
ＡＥＣに向けた戦略の一助になれば

今後の課題を解決する方策について語っていただいた。

「世界でもっともビジネスを
かしながら、

過去の海外進出における“失敗の本質”を探り、

供し、子会社の処理を統一的に実施する

ASEANに精通した識者にお集まりいただき、

シンガポールは数々の指標で先進国と

今回は、ベストセラー『失敗の本質』の著者の一人である寺本氏をはじめ、

幸いです。●

積極的なサービス展開を進めている。

しやすい国 １」の指標のひとつである

特に東南アジアでは、インドネシアにもジョイントベンチャーを設立し、

ことで、邦貨に換算した財務諸表の連結

世界の主要 4 極（ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、上海）にクラウド設備の設置を完了した。

され、世界銀行の調査では「世界でもっ

IIJ のグローバル戦略は今年で3年目に入り、

6
7
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ASEANにおける日本企業の
グローバルマネージメント
座談会

10

ては、人件費など生産コストのアップで

〃

ASEAN における日系企業の IT 戦略

ベーカー & マッケンジーの他の ASEAN 域内

オフィスとともに、ASEAN 経済共同体の発足
ス部門ディレクターを経て現職。日本企業の

に伴い日本企業が活用できる施策や、域内の
海外子会社に対するコーポレートガバナンス

ビジネス再構築について助言を行なうほか、

法務、会社訴訟その他の紛争案件の分野に
ルリスクコンサルティング株式会社代表取締

約 20 年の経験を有する。ベーカー & マッケ

著書・共著に『失敗の本質』
『ネットワークパ

サービスを専門としており、世界各地で内部

この分野について各種の講演、執筆を行なう。
ワー』
『パワーミドル』
『学習する組織』
『技術

監査、リスクマネージメント、買収海外子会社
経営の挑戦』
『戦略の本質』
『東南アジアにお

の調査、コーポレートガバナンス体制導入と
ける日系企業の現地法人マネジメント』
『国家

いったプロジェクトを多数実施。著書に『図

1988 年、慶應義塾大学法学部卒業。98 年
ニューヨーク大学ロースクール LL.M. 取得。
2004 年ジュネーブ国際大学 MBA 取得。
経営の本質』など。

解 海外子会社マネジメント入門』など。

写真／渡邉 茂樹

物がありますよ」と言われたからデュー

システム監査人。クロウホーワス・グローバ

。自
デリジェンスを始めるみたいに ……
社の戦略のフレームワークにその案件が

ＡＳＥＡＮに比べると魅力が薄くなって

では重要な自由化は行なわれず、逆に規

徐々に開放されていくのですが、インド

制が強化された部分もありました。これ

ネシア政府が行なった二〇一四年の改正

いるようです。こうした動きと相まって、
に 対し、外国の 投資家は 一様に 落胆し、

に集中するリスクを日本企業は心配して
ベトナム・タイ・インドネシアなどが新
新 聞 に は「 New Negative List is truly

きています。加えて、種々の機能が中国

たな拠点の移管先として上位にランクさ

同じ 年、日本からＡＳＥＡＮへの 投資額

高になり、中国への投資額を抜きました。

らＡＳＥＡＮに流入する投資額が史上最

だったと考えています。この年、海外か

穂高 私は 〃二〇一三年 がキーポイント

丸山 インドネシアは市場のポテンシャ

していましたが
（笑）
。

別のところをクローズするのだ」と説明

する 国だから、ひとつオープンしたら、

護士が「インドネシアはバランスを重視

日、私どものジャカルタ・オフィスの弁

」という 見 出しが 出ました。先
negative

も中国に対する額を上回って、一気に二
ルが非常に高く、
ＩＴインフラに対する

れています。

倍以上になりました。
需要は日本企業だけでなく、現地企業か

〃儲かっている

だほうがいいとの判断から合弁会社を設

ＡＳＥＡＮ投 資の 特 徴は、リターン・

言いますと、日本からＡＳＥＡＮへの 投
立しました。我々同様、インドネシアに

ＩＩＪは 同国へ
らも 寄せられています。

資残高はグローバルの一五パーセント程
関心を持つ日本企業は、どのようにリス

の進出に際して、現地パートナーと組ん

度ですが、日系の製造業では経常利益の

クを軽減して進出すべきか、いろいろ苦

ということです。数字で

約三五パーセントがＡＳＥＡＮから生み
慮していると思います。

ですが、トランスペアレンシー・インタ

済発展を実感する反面、ネガティブリス

清水 インドネシアは訪問のたびに、経

国です。よって、日本企業も汚職が絡む

Ｎのなかでも腐敗認識指数が悪いほうの

っていまして、インドネシアはＡＳＥＡ

ーナショナルというＮＧＯが調査を行な

トの存在など進出のむずかしさが指摘さ

寺本 インドネシアのポジティブな面は、

が必要です。

穂高 通常、ネガティブリストは外資に

かないケースは二通りに大別できます。

コンプライアンスリスクには十分な注意

で、課題が多いですね。

ひとつは、子会社の上層部が本社から派

どのようにご覧になっていますか？

清水 デューデリの甘さはしばしば問題

スです。これはオーガニックに育った会
社に多いのですが、現地に即した経営・

といったふうに、これまで全体を考えず

は 買収をし、タイでは 自前で 立ち 上げ、

る。その段階になって、インドネシアで

だんだん中身がわかって問題が表面化す

＆Ａを実行してしまう。そして数年後、

のデューデリジェンスだけでとにかくＭ

持たないままに、最小限の 費用、最小限

毛利 私もデューデリジェンスは大変重

に感じますね。

たがらないという風潮は今でもあるよう

いもの・形のないもの にはお金を払い

出ましたが、情報や知識、つまり 〃見えな

けない。先ほど予算をケチるという話が

断するプロセスに織り込んでいないとい

ら実施するのではなく、買うか否かを判

清水 今のお 話を 聞くと、即 座に「ガバ

あります。

あとから大きな問題に発展する危険性が

ンプライアンスリスクなどが放置され、

合、本社は業績（数字）は見ていても、コ

実上、放任経営に陥っています。この場

ート部門との意思疎通が十分でなく、事

よく見られるケースです。本社コーポレ

Ｍ＆Ａ後も経営者を続投させた際などに

ことが多いですね。

にばらばらに築いてきた拠点をどうやっ

要だと考えています。ビジネスやフィナ

ナンスを強化する」ということになりそ

けないですね。

て統合・管理していくのかということが

ンシャルのデューデリは一般的ですが、

人材活用ができていない。もうひとつは、

改めて問題になり、
「どうにかしたいのだ

リスクやコンプライアンスの点からもデ

穂高 最初に統合後の青写真をはっきり

けど」というご相談がこのところ増えて

ない場合だと、コストをかけたくないと

海外進出で、特にさほど規模が大きく

られていますが、事前にやっておくこと

前の段階だと精査できる資料も時間も限

ューデリをやるべきです。もちろん買う

メントが繰り返されてきました。ガバナ

びに、ガバナンスを強化するといったコ

おうとする傾向にありますが、原理原則

込んでマイクロ・マネージメントを行な

ンスを効かせる際、日本人は現地に乗り
られると思っていた税制上の優遇措置が
実は受けられないことが判明したり、許

は重大である場合も少なくありません。

してしまうとか、数年後に発覚する問題

べられていますが、おもな要因はどこに

子会社の経営失敗のパターンについて述

清水 毛利先生は、ご著書のなかで海外

効です。ただ、将来的・長期的に現地の

るのは、立ち上げのときや緊急時には有

対応策として、人材を日本から派遣す

結果をモニターするというやり方は苦手

を 明示したうえで、現地の 裁量に 委ね、

丸山 Ｍ＆Ａの 場合、時間的な 制約もあ

あるのでしょうか？

ニーズを取り込むことを考えると、ディ

手を出して、本業のライセンスまで失効

可を得ているライセンスとは別の事業に

りますし、欧米と違ってアジアの企業は

毛利 日本企業の海外子会社が上手くい

かもしれませんね。

ドキュメントも英語でなかったりするの

海外子会社の
マネージメントの苦労

でＰＭＩもスムーズにいくと思います。

いる感じがします。

。
うですが ……
毛利 海外の子会社で不祥事が起こるた

寺本 ＰＭＩは 本来なら、あと（ Post
）か

ＰＭＩ
（ Post Merger 遣された駐在員でかためられているケー
視 さ れ ま す。ま た、
）も、ポイントがズレている
Integration

れています。皆さまは、インドネシアを

玉虫色のインドネシア

毛利 コンプライアンスリスクに関して

出されています。

オン・インベストメントが高い、つまり

〃

内大手企業、国際機関（在ワシントン DC）
、大

手監査法人のエンタープライズリスクサービ

弁護士。おもに企業買収・再編を含む企業

入っているか否かをジャッジしないとい

〃

ル ープ、ASEAN フォーカスチ ーム に 所 属。

穂高 弥生子（ほだか やえこ）
米国公認会計士、公認内部監査人、公認情報

いう意識が強く働くと思いますが、受け

〃

ＡＳＥＡＮの四割を超える人口を抱える

うえに平均年齢が若く、市場および生産
拠点として非常に有望なことです。加え

て、天 然 資 源が 豊 富です。さらに、対 日
関係が良好で、日本に対する国民感情も
悪いところがない。インドネシアに対す

るＯＤＡは日本が最大の援助国で、日本
からの援助もインドネシアが最大です。
ネガティブリストもたくさんあります
が、ロングスパンで 考えると、ポジティ
ブな側面を非常に多く持っている。経済
は多少のデコボコがあっても今後も確実
な成長が見込めるし、外資規制も徐々に
緩和されていくと思います。

海外進出の 〃失敗の本質
清水 こ こ か ら は、
ＡＳＥＡＮも し く は
海外に進出している日本企業の課題を掘

り 下げて、対策を 考えたいと 思います。
穂高先生はＭ＆Ａなどに携わる機会も多

いでしょうが、日本企業が陥りやすい失
敗の事例をあげていただけますか。
穂高 時間的な制約からか、買ったあと

の統合のことまで熟慮しないでＭ＆Ａを
行なうケースも多いとの印象を受けます。
毛利 買うこと自体が目的になっている

ケースも多いようです。
寺本 Ｍ＆Ａを行なうときの日本企業の
問題は、戦略が明確でない点です。
「売り

ンジー東京オフィスのコーポレート M&A グ
国ジョージワシントン大学修士課程修了。国

毛利 正人（もうり まさと）

1965 年、早稲田大学第一政治経済学部卒業。
67 年、早稲田大学大学院商学研究科修士課
程修了。同年、富士通入社。72 年、早稲田大
学大学院商学研究科博士課程修了。81 年、
明治学院大学経済学部教授。89 年、筑波大
学大学院教授。94 年、北海道大学経済学部
教授。98 年、北陸先端科学技術大学院大学
教授。2000 年、早稲田大学大学院アジア太
平洋 研 究 科 教 授。10 年、経 営 研 究 所 所 長。
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役社長。早稲田大学政治経済学部卒業。米

寺本 義也（てらもと よしや）

〃

ASEAN における日系企業の IT 戦略

シジョンも現地を優先すべきでしょう。
歩につながる、という意味です。

敗を伴うもので、失敗から学ぶことが進

理原則を明らかにして、その枠のなかで

子会社を飛ばして孫会社の面倒を直接み

があります。その場合、親会社（本社）が

多くの子会社・孫会社が存在するケース

毛利 大型Ｍ＆Ａの 場合、買った 会社に

被害につながるケースも想定されます。

に潜在的なリスクが隠れていて、甚大な

見える範囲に入りますが、孫会社あたり

寺本 子会社に対するガバナンスはまだ

メだ」とハッキリ言うべきです。

これを享受するための基準を満たすビジ

の各種メリットが用意されていますが、

ールの統括会社には税制の優遇措置など

会社に過ぎなかったりします。シンガポ

分に機能していなかったり、単なる持株

点をシンガポールに置いていますが、十

穂高 多くの企業がＡＳＥＡＮの統括拠

どのように進めるべきでしょうか？

を強化・再編する動きが見られますが、

清水 日本企業がＡＳＥＡＮの統括拠点

ＡＳＥＡＮの新 潮 流

そのためには、本社による動機付けや原
自由にやれるようにするのが第一歩です。

るのは、子会社のモラル・ハザードが起
そうでない会社がある。

ネス実体をシンガポールに置ける会社と

当然、汚職に関しては、本社が「絶対にダ

孫をみるようにすべきだ、というのが私

きるので 避けるべきで、親が 子を、子が

定に 際して、そこに 関わる 人数が 多い。

験 ―特
―に失敗の経験を組織で共有する
ことです。総じて日本人は重要な意思決

寺本 企業経営にとって大切なのは、経

そのぶん賃金もあがっていますが、単純

単一の生産拠点や市場が成熟しており、

がっているのでボーダレスになりやすい。

て名乗りをあげています。タイはメコン

近年、タイがシンガポールの競合とし

明らかに多すぎる。その結果、責任の所

な作業・生産はラオスやカンボジアなど

の考えです。

在が曖昧になり、個人を超えたかたちで

に移したりしています。そしてタイは今

から 何を 学ぶか」です。３Ｍ
（スリーエ

が組織だとも言える。大事なのは「失敗

欧米企業も失敗しますし、失敗するの

ンでも出始めています。

じような動きは、マレーシアやフィリピ

産業にターゲットを切り替えました。同

全面的に見直して、製造業からハイテク

年の年頭、外資の優遇措置のポリシーを

地域の中央に位置し、周辺国と面でつな

経験が蓄積されないのです。

では「躓くのは歩いている証拠」と言わ

ム）という米国企業がありますが、そこ

確になっていくのではないでしょうか。

や、品質の高い商品・サービスを提供す

現在、シンガポールに統括会社として

ＡＥＣの目標は、単一の市場と生産拠

あとひとつは、ビジネスの消耗戦を回

れているそうです。イノベーションは失

統括拠点の話にも関連しますが、グロ

点の 確立とされていますが、
ＡＳＥＡＮ

避することです。日本国内の消耗戦を国

域に根ざした社会貢献を積極的に行なう

または、財務と事業の拠点を分けるデュ
ーバルな成長戦略には、文字通りグロー

各国の多様性は残っていくし、それを残

外にまで持ち出すようでは、進出先もハ

には今後五年間の新たな目標設定が出る

アル・リージョナルヘッドクォーターと

バルな戦略と、マルチドメスティックな

しつつ共同体を築いていくのがＡＥＣの

独自性を打ち出すことが一番です。戦略

ッピーになれません。それを避けるには、

寺本 実際、その通りでしょうね。
ＡＥＣ

いう考え方もあります。

戦略の二種類があります。前者は世界中

本意だと思います。日本企業にとって、

の実態がないのであれば、他国の活用も

毛利 ある外資系企業の話では「直接レ

で統一した戦略を用い、後者はローカル

この多様性への対応はむずかしい反面、

べきです。それが進出先で受け容れても

ポートする部下は七名まで」にしている

では、企業理念などは 前者、個々のビジ

に特化した戦略を用います。そして昨今

とは「価値のある違い」を生み出すこと

と思われ、二〇二〇年あたりにはほぼ完

そうです。それ以上になると上司の管理

「リスクを分散できる」とも考えられる。

であって、同じモノなら安いほうが選ば

の仕組みはベースラインを共通化し、人・

スパンを超えてしまうということです。

ネスは後者といった具合に、両戦略のハ

つまり「この国がダメでも、他の国は同

れて、結 局、消 耗 戦になる。先ほど 話し

検討すべきですし、やはりシンガポール

そういう意味で考えると、日本企業はＡ

イブリッド化が主流です。その利点は、

じ歩調をとるとは限らない」ということ

たイノベーションの本質は、新しい価値

らえる基盤になる。資金の供与も大切で

ＳＥＡＮ地域に第二本社のような拠点を

イノベーションを促進できるところです。

ＡＳＥＡＮ特 有の
です。そう 考えると、

を提供することであり、ひいてはそれが

成するだろうと見られています。そして、

設けて、本社の管理スパンを整理する必

イノベーションとは既存の知識・技術の

事情もプラスに転化できると思います。

最良の社会貢献につながると思います。

モノ・金の流通を自由化・活発化するこ

要があると思います。

新しい組み合わせですが、これを高度化

毛利 ＡＳＥＡＮ市 場は、日 本 以 外にも

丸山 ＡＳＥＡＮは多様性を尊重しなが

のメリットを活かしたいというのなら、

しかし同時に、地域統括会社があるため

させるには、ドメスティックな環境で得

欧米・中国・地元企業が入り乱れて、競

らも、
ＡＥＣとして 一体化を 目指してい

すが、雇用を増やして賃金を支払うこと

に、かえって業務が混乱しているケースも

た経験をグローバルに活用・共有してい

争が激しくなり、ビジネスには迅速な意

そこに至る段階で、国別の役割分担が明

見られ、それらの多くは統括会社の存在意

くハイブリッド化が有効なのです。これ

とを狙っています。

義の曖昧さに起因しています。当然、事業

からの地域統括拠点には、そのハブとし

思決定が求められます。その際 ―こ
―れ
は 私見になりますが、日本企業には 〃内

思い切って事業の相当部分を移転するか、

に関する意思決定は現場ベースで行なっ

ての役割が求められるでしょう。

ョンが望ましいと考えます。

ローバル・マーケットで勝ち残るために

清水 ＡＥＣの 展開も 注視しながら、グ

シティであり、海外との人的交流や社外

今後、カギになるのは多様性＝ダイバー

営している会社が多いように思います。

日本本社は旧態依然としたスタイルで運

ます。グローバル企業を標榜しながら、

なるグローバル化 が必要だと感じてい

いと感じています。

まず我々自身が国際化しなければならな

現するための戦略です。そのためには、

を生んでいく 〃生 のサイクルとそれを実

根ざすことで、また次のイノベーション

がら社会に貢献していく、そして地域に

ションを起こし、サービスを差別化しな

ないのは、地域の特性に合ったイノベー

る。そのなかで我々が考えなければなら

スやセキュリティといった管理面は本社
の情報発信力が重要で、セントラリゼーシ

〃

丸山 ＡＥＣの 〃統合 と 言いますが、む

日本企業は何をすべきでしょうか？

取締役などを通して、外の目をもっと入

清水 今日は大変貴重なお話をありがと

〃

しろ競争が激しくなるのでは、という声

穂高 ＡＥＣは二〇一五年設立を目指し

れるべきではないでしょうか。

うございました。●

ることも立派な社会貢献です。

たほうが良く、これはディセントラリゼー

をよく聞きます。
ＩＴに関しても、複数の

てきましたが、一〇〇パーセントのスタ

寺本 まず、日本企業は進出先の国や地

ションになります。一方、コンプライアン

国が「自分たちがハブになる」と名乗り

ートは望めない状況です。ただ、今年中

多様性を勝ち抜く

をあげています。
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個人情報保護規制への対応

ASEAN 各国では個人情報保護法の制定・施行が進められているが、

大導寺 牧子

②個 人 デ ー タ の 第 三 国 移 転 を 規 制 し て

。
規制対象となる）

テルの屋上を連結させ、空中庭園・バー・
いる（シンガポールで取得した個人情報

シンガポールと言えば、三棟の高層ホ
展望プールを備えたマリーナベイサンズ
人情報保護体制を 整えていない 国へ 移
転することを規制する）
。

を、
ＰＤＰＡが規定するのと同程度の個

ガーデンズ バイ ザ ベイが広がっていま
③迷惑電話禁止登録制度がある（電話加

側にはシンガポール最大の植物園施設、

す。一八本の木型構造物であるスーパー
入者は、データ保護委員会が用意するデ

を思い起こす人も多いでしょう。この東

ツリーは高さが二五〜五〇メートルにも
ータベースに 自 身の 電 話 番 号の 追 加・
企業が法令を遵守しなかった場合、厳

およびます。足元にはふたつの巨大ガラ
ドフォレストと世界最大の温室であるフ
しい 罰 則が 用 意されています。このよ

削除を申し出ることができる）
。

ラワードームがあり、無機質な柱とガラ
Ａ
うな個人情報保護法の制定・施行は、

スドーム、人造の山と滝を模したクラウ

スを草木が包む近未来的光景が広がって
ン、マレーシアに 続く 三ヵ 国目でした。

ＳＥＡＮ一〇ヵ 国の な か で は フ ィ リ ピ

ＡＳＥＡＮの 中 心に 位 置し、
ＡＳＥＡ

フィリピンでは二〇一二年から「情報プ

います。
Ｎ経 済を 牽 引する 存 在と 目されるシン
行されており、
ＡＳＥＡＮ域内ではもっ

（ Data Privacy Act
）が施
ライバシー法」

て、一人当たりの名目ＧＤＰランキング
とも 早く 個人情報保護の 取り 組みを 始

ガポールは、並みいる先進国を押しのけ
で世界第九位を誇っています（日本は第
めました。マレーシアは二〇一三年に「個
人情報保護法」
（ Personal Data Protection

二七位）
。

そんなシンガポールで二〇一四年七月

です。

は規制対象となる（従業員が一人でも存

①一件でも個人情報を保有している場合

ます。

目する 成長著しい 巨大マーケットであ

す。これらの国々の共通項は、世界が注

国内に 保存することと 定義されていま

の 大統領令の 第八二号に 電子データは

この他、インドネシアでは二〇一二年

二日に「シンガポール 個人情報保護法」
）を施行しており、第三国へのデ
Act 2010
（ Personal Data Protection Act 2012 ; ータ 移転規制が 含まれているのが 特徴
）が全面施行されました。
ＰＤＰＡ
PDPA

在する企業・団体などは、その従業員の

ることでしょう。

は、おもに左記のような内容となってい

個人情報を保持している限りＰＤＰＡの

ールールシステム）があり、日本も参加

どに利用することが考えられますが、現

ーケティング活動やビジネス戦略立案な

情報を日本本社へ送って一括管理し、マ

の法律が定められていましたが、一九九

す。もともとは加盟国毎に個人情報保護

を制定しているのが、
ＥＵ
（欧州連合）で

現在、もっとも厳しい個人情報保護法

な個人情報保護対策を講じることは、今

グローバル企業にとって、グローバル

多様性を許容するＡＥＣ

ＡＳＥＡＮ諸国でインドネシアに次い
地の法規制で個人情報の国外へのデータ

約）による欧州連合の発足にあたり、法

三年の欧州連合条約（マーストリヒト条

しています。

で人口一億人超へと成長したフィリピン、
移転に関する規制があれば、これは法令

迷惑メールを送られるといった危険性と

大な損害や人権侵害を被ったり、大量の

に、個人情報を 悪用すれば、消費者が 多

ることで多くの恩恵が得られます。同時

するＡＳＥＡＮでは、個人情報を 活用す

して先のシンガポールと、急速に近代化

一大消費地を形成するインドネシア、そ

容が異なり、厳しい規制を設けている国

情報などが自国外に保管される可能性が

られます。その際、人事データや消費者

Ｔシステムを統合する企業が多く見受け

人事システムやファイルサーバなどのＩ

人事・総務といった業務機能を集約し、

合、ひとつの国に地域統括拠点を設けて

ＡＳＥＡＮに複数の子会社を擁する場

タ保護指令の水準を満たしていない第三

人データの保護に関する措置がＥＵデー

条に個人データを移転する際の規定「個

タ保護指令と呼んでおり、指令の第二五

令」が採択されました。これをＥＵデー

移動に 関する 欧州議会及び 理事会の 指

係る個人の保護及び当該データの自由な

年一〇月二四日、
「個人データの取扱いに

制度の基準を統一化するため、一九九五

こり得ます。

三 国に 移 転されていたということも 起

者の個人情報リストを保存した瞬間、第

で運用されていて、自国で収集した消費

フォルダが 実は 海外のデータセンター

いので、毎日使っているオフィスの共有

の 最新情報に 精通しているわけではな

全ての 担 当 者が 各 国の 個 人 情 報 保 護 法

や不可欠なものとなっています。ただ、

発に呼び込む狙いもあると思われます。

諸外国の規定を踏襲することで外資を活

がら、消費者である国民を守るとともに、

の外資系企業のさらなる参入をにらみな

各国内企業だけでなく、サービス産業へ

っては、様々な地域にデータセンターを

るのです。さらにクラウド 事 業 者によ

移転を 引き 起こしてしまう 危険性があ

〃
ボーダレス性 が、法令に反するデータ

活用できます。こうしたクラウドが持つ

なく 海 外のクラウドサービスを 運 用・

契約できますので、国境を意識すること

に 配置されているクラウドサービスを

昨今では、日本にいながらにして海外

もあることから十分な注意が必要です。

情報保護に関する取り組みに対してＡＰ

ＡＰＥＣ ＣＢＰＲ
（企業などの 越境個人

Ｎを総括するフレームワークとしては、

定・施 行しています。ただし、
ＡＳＥＡ

ねられ、それぞれが個人情報保護法を制

な統一的な指令はなく、各国の裁量に委

護法に関しては、今のところＥＵのよう

語られることも多いですが、個人情報保

発 足 間 近のＡＥＣは、
ＥＵとの 対 比で

国やその国の企業にデータを移してはな

ズでは「グローバルの個人情報保護体制構

す る 必 要が あ り ま す 。 Global Reach

ドを明示して、個人情報保護体制を構築

親会社がグローバルな規模で指針やガイ

は教えてくれません。そのため、日本の

スクを回避できるのかといったことまで

対して法令をどう解釈・対応すれば、リ

ることはできても、直面している課題に

うと、文献や断片的なニュースを見つけ

相継ぐ個人情報保護法制定の背後には、

も背中合わせです。

第三国へのデータ移転の規制がことさ

設置し、その所在地を明らかにしていな

ＥＣプライバシー原則への適合性を認証

築ことはじめ」を公開しています ＊。●

らない」が含まれています。

ら注目されるようになったのは、グロー

い場合もありますので、必ず事前に確認

する制度であるＡＰＥＣ越境プライバシ

第三国への
データ移転に注意

バルビジネスが以前にも増して活発化し

が必要です。

こうしたことに関する情報は、

ＡＳＥＡＮでは 国 毎に 法 令 内
あります。

日系グローバル企業に
求められる役割

厳格なイスラム教国で中東など一八億人
違反になる可能性があります。

ます。海外子会社が現地で収集した個人

が広まってきたことが大きな要因と言え

IIJ グローバル事業本部 グローバル企画部
サービスソリューション課長

口マレーシア、世界第四位の人口を抱え

それらは内容的に統一されたものではなく、外資系企業はむずかしい対応を迫られている。

を超えるとされるイスラム市場への玄関

なぜ個人情報保護法が
注目されるのか

ASEANの
てきたことと、クラウドサービスの利用

（

サイト内）の海外識者シリー

サイトを検索すれば簡単にわかるかとい

W
E
B
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IIJは同国に合弁会社を設立し、ビジネス展開を志している企業を強力にサポートしている。
PT. IIJ Global Solutions Indonesia
President Director

探すなか、今から 一年半ほど 前、同国最

に応えるべく、現地の有力パートナーを

ＩＩＪがインドネシアのクラウド需要

などの効果が期待されます。

ールス・マーケテイング面でも時間短縮

存在が重要であり、市場開拓といったセ

際しては、現地に精通したパートナーの

かしさを示しています。よって、参入に

五五位と非常に評価が低く、起業のむず

項目で、インドネシアは一八九ヵ国中一

した調査データによると、
「起業する」の

世界銀行が各国のビジネス環境を評価

系企業にとって厳しい課題です。

制度・規制の不透明さや労務問題も外資

制）が拡大・強化される方向にあります。

護ともとれるネガティブリスト（外資規

法の規制強化の動きがあり、国内産業保

とは言えません。新政権の登場後、投資

ますが、投資環境は必ずしも整っている

する国として一段と存在感が高まってい

インドネシアはＡＳＥＡＮ経済を牽引

Biznet Networks

心強いビジネスパートナー

利用促進に努めています。

れるならクラウドを使おう」と積極的な

府系や金融機関も「安くて運用も任せら

インドネシアはASEAN でも最大規模の市場を誇り、内外からの投資熱が高まっている。

大の民間通信事業者 Biznet Networks
（略
称： Biznet
）に出会いました。

の国 で、
ＡＳＥＡＮ唯一のＧ 国でもあ

経済のいずれの面でもＡＳＥＡＮ 〃最大

インドネシアは、国 土・人 口・資 源・
している五〇〜二〇〇ドルの格安スマー

華為などの中国メーカや地場メーカが出

フォン市場を牽引しているのは、小米や

革派のジョコ・ウィドド大統領は旧来型

昨年、新政権が 誕生し、庶民出身で 改
ＳＮＳも世界有数のユーザ数を誇ります。

ム・音楽・動画を楽しむ人の姿が見られ、

ました。街のいたる所でオンラインゲー

トフォンです。多くの人々が携帯電話を

の 政治スタイルを 刷新し、貧富の 格差、
巨大な市場空間がすでに形成されており、

り、その経済成長性に活路を見出そうと

都市と地方の格差を是正することを就任

スマートフォンアプリを手がけるベンチ

所持し、一人二台持ちも珍しくなくなり

前から政策に掲げています。国民生活の

ャーが現れ続けています。
二・五億の利用者がいるとされるイン

ドネシアのＥＣ市場は、インターネット
ユーザ数の急増にともない二〇一〇年頃
から急速に拡大しています。悪化する都
市部の渋滞問題や、一万三千以上の島々

インドネシアのクラウド市場は二〇一六
ンドネシア人にはＳＮＳが浸透している

ＥＣ普及を後押ししています。また、イ

から成る国土ゆえの移動の困難さなども

年まで年平均四八・六パーセントの成長

やインドネシアの
ので、 Facebook

ンチャーが雨後の筍のように現れている

外ＩＴ企業の相継ぐ参入や国内ネットベ

ルの変化が市場を活性化しています。海

コマースの普及にともなうライフスタイ

人口を背景に、格安スマートフォンやＥ

ェア獲得競争が白熱しています。

日本や欧米のＥＣ関連企業が参入し、シ

タイルのひとつになっています。加えて、

を楽しむことがインドネシア人の購買ス

メントを見ながら、ネットショッピング

というコミュニティサイトの口コミやコ

新規企業の進出や工場設立などを受け

ＡＷＳのようなオートセルフ 型で
ドは、

トに達すると見られています。スマート

いており、二〇一七年には四〇パーセン

システムや金融機関では、お客さまが社

ます。特にエンタープライズ企業の基幹

場・普及したことで、インドネシアの政

築が主でしたが、クラウドサービスが登

て、新しいＩＴシステムの 導入やＩＴイ

す。お客さま専用のポータルサイト、時

内ＷＡＮから使用したいという要望が多

インドネシアのスマートフォン普及率

ドネシアで不動産・ＩＴ事業を展開する

間課金制やクレジットカード決済など、

来、海外進出に際してはオンプレでの構

大手財閥

グループの 傘下に 入
MidPlaza

いため、社内ＷＡＮをそのまま出してい

ンフラの構築案件が増加しています。従

っています。ジャワ島をはじめ、スマト

いつでも簡単にご利用いただけます。多

低い水準ですが、急激な上昇カーブを描

ラ島、バリ島に全長一万五〇〇〇キロ超

３ 快適なアクセス

きるようになっています。

に 接 続で
ただければ、 Biznet GIO Cloud
プライベートクラウドのほうは、おも

くのＩＴベンチャーや企業の開発環境と

有し、全国でデータ通信サービスやブロ

にエンタープライズ向けで、日本・シン

の光ファイバー網と、インドネシア最大

ードバンドサービスのほか、有料ケーブ

シンガポールに基盤を置くＡＷＳの場
からだと、いつも快適に利用できるとは

合、マラッカ海峡を隔てたインドネシア

きる仮想化プラットフォームサービスで

限 り ま せ ん。そ れ に 対 し、 Biznet GIO

の全国回線
Biznet

社のあいだに強いパートナーシップがあ

スローンチに至ることができたのは、両

非常に短い期間で会社設立からサービ

タッフを雇用して運用を開始するのは、

してシステムを一から構築し、現地のス

ーバといったＩＴインフラを自前で調達

や中小規模の企業がメールやファイルサ

して、すでに日本でリリースされている

消費パターンの分析を支えるＩＴ基盤と

インドネシア。巨大市場における多様な

六割を占める個人消費が急拡大している

ＧＤＰの
好景気で 中間所得層が 増え、

ビッグデータ活用への準 備

ないアクセス環境が利用できます。

網により、国内どこからでもストレスの

ＩＩＪの高い技術力と

の基盤はインドネシア国内にあり、
Cloud

す。性能や設計自由度が高く、多くの大

を ク ラ ウ ド 型で 利 用で
VMware vSphere

ガ ポ ー ル・イ ギ リ ス で 展 開 し て い る

-サー

は、今年一月に 合弁会
Biznet

企業でご活用いただいています。

に は、お も に 三つ の
Biznet GIO Cloud
メリットがあります。

１ 短時間・低コスト

インドネシアと日本は言語や商習慣な

るためで、この良好な関係とインドネシ

非常にハードルが高いと言えます。そん

ど異なる点が多く、進出初期段階の企業

アで蓄積した様々な経験を活用して、イ

していきたいと考えています。●

-サー

用し、付加価値の高い新サービスを提供

ビスで収集した大量データの解析にも活

への提供だけでなく、 Biznet
の

ション」もご 用意します。今後は、企業

築・運用する「 IIJ GIO Hadoop
ソリュー

ビッグデータの 高速処理システムを 構

を設備内に直接収容できるようにしてい

日本と同じようにお客さまの専用回線

２ 導入の容易さ

ービスを立ち上げることができます。

スピーディかつ簡単にＩＴシステムやサ

を利用すれば、
なとき、 Biznet GIO Cloud
ていきたいと考えています。

系企業の最適なＩＴパートナーを目指し

ンドネシアへの進出を検討されている日

ました。

で作りあげ、五月二六日より提供開始し

」をわずか五ヵ月
ビス「 Biznet GIO Cloud

限に融合し、競争力の高いクラウドサー

クラウド技術力や長年の運用経験を最大

ＩＩＪの
インフラ 基盤や 市場認知度と、

社を設立しました。 Biznet
が持つ豊富な

ＩＩＪと

ビス事業も開始しました。

近、ジャカルタ市内を中心に

ルテレビサービスも提供しています。最

してご活用いただいています。

は一八パーセント程度でＡＳＥＡＮでも

裏付けています。

現状が、さらなるクラウド需要の拡大を

Kaskus

率を維持すると予測しています。膨大な

米国の調査会社フロスト＆サリバンは、

急成長 するＩＴ市場

の期待感に溢れています。

層の支持を集め、新しい風が吹くことへ

向上を実現しようとする姿勢から、若年

世界各国の関心が注がれています。

20

級の国際基準のデータセンター設備を保

延廣 得雄
の特 徴
Biznet GIO Cloud
のパブリッククラウ
Biznet GIO Cloud

Wi
Fi

インドネシアでのクラウド展開
は 二〇〇〇年に 設 立され、イン
Biznet

Wi
Fi
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ＩＳ
前回、道路とインターネットのアナロジーから、

あがるのです。

あったのに対して、インターネットがオープンネット

本質的な違いは、電話網がクローズドネットワークで

異なるアーキテクチャを持つ通信ネットワークです。

インターネットは、それ以前の電話網とはまったく

続サービスに加えて、インターネット経由でアクセス

ることを 目的としていました。それから、
ＩＳＰは 接

を利用したり、そこに蓄えられた「情報」にアクセスす

インターネットを 使って 遠方にある「コンピュータ」

ターネット接続サービス」でした。当時のユーザは、

インターネットが商用化されたばかりの頃は、イン

ワークであることです。つまり、インターネットの登
可能なＵＮＩＸホストをユーザに共同利用してもらう

Ｐが自動運転車のネットワーク制御事業に乗り出せば

場が、コミュニケーションのための基盤ネットワーク

サービスや、ユーザが欲しがる情報をアーカイブして

ターネットにユーザを接続すること自体がサービスに

インフラを、クローズドアーキテクチャからオープン
ダウンロードできるサービス、また、ユーザ 同士の 情

良いなどという妄想を語りました。今回は少しそれに

アーキテクチャへと大転換したのです。このことこそ
報交換の仲立ちをするための電子メールやチャット、

なりました。
ＩＩＪの最初のサービスは、まさに「イン

が、その 後、連鎖的に 起こった 様々なイノベーション
ネットワークニュースといった付加価値サービスを提

補足して、議論を深めてみたいと思います。

の本質的な要因となりました。
アーキテクチャであるインターネットは、道路と同じ
報」
「コンピュータ」の三つの要素は相互連鎖的に増え

そ の 後、イ ン タ ー ネ ッ ト に つ な が る「ユ ー ザ」
「情

供するようになりました。

ように、特定のサービスを想定したネットワークでは
ていくことになります。多くのＩＳＰの競争を背景に

前回のアナロジーを引き続き使いますが、オープン

ありません。

様なサービス事業者が同じインフラを利用して新規ビ

ンターネットのようなオープンネットワークでは、多

様々な流通サービスを構築できることと同じです。イ

ービスを 構 築できるのです。これは、道 路を 使って

ば、自由な発想でインターネットを使った情報通信サ

って、ユーザは 利 用する 際のルールさえ 守っていれ

種類や、サービスの形態を特に規定していません。従

のに対して、インターネットは流通するコンテンツの

り、放送網が映像配信のためのネットワークであった

大規模なコンピュータシステムが 必要となっていっ

て、そのために大量の計算処理を高速で行なうための

新たな 付 加 価 値を 生み 出す 必 要が 生じました。そし

報とユーザを自動的に結びつけて配信するなどして、

結びつけたり、大量の情報同士を組み合わせたり、情

アサービスを提供するためには、多数のユーザ同士を

的に増大しました。さらに、複合的かつ新しいメディ

ターネット上で利用できる「情報」の量と種類が飛躍

）のサービスが始まるなどして、イン
Generated Media

し た り、ブ ロ グ な ど の い わ ゆ るＣＧＭ（ Consumer

「ユーザ」が急増すると、多数のポータル事業者が参入

ジネスに 参 入し、市 場 原 理にもとづく 自 由 競 争のも
たのです。

電 話 網が 音 声 通 話のためのネットワークであった

と、品質の向上と低価格化を追求しやすい環境ができ

ビスに結びつけるためのインタフェースとなる「端末」

〃

次世代 の
プラットフォーム構想
イノベーションインスティテュート
取締役

浅羽 登志也

プラットフォーマー達の戦略

や
Chrome

Android

とをセットで提供できなければ勝ち残れないと考えて
いるようです。例えば、グーグルの

はオープンソース化することでインタフェースを押さ

「ユーザ」
「情 報」
「コンピュータ」の 三 要 素は、それ

ぞれをたくさん集めれば集めるほど、組み合わせによ
要素を大量に集め、相互に掛け合わせることで発生す

の分野ではアップルが圧倒しています。そして、車や

は専用ハードウェアによる戦略ですが、現状、こ
Phone

Facebook

える戦略であり、アマゾンの

る膨大な価値を追求するために、グーグル、アップル、

ロボットなどが未来の端末としてユーザロックインの

、そして
Kindle

り得られる付加価値が二乗三乗で増大します。この三

アマゾン、フェイスブックなど 〃ハイパージャイアント

切り札になると考えればこそ、研究開発に巨額の投資
日本は端末の分野で一時的に強かった時期もありま

と呼ばれるメディアサービス事業者は、大量のコンピ
中に何ヵ所も保有し、大量の情報を世界中のユーザに

したが、クラウドのサービスで大きく出遅れてしまい

を続けているのでしょう。

提供できる環境を構築・運営しています。それと同時

ました。結果的に端末のビジネスも惨憺たる状況が続

ュータリソースを集中させた大規模なクラウドを世界

に、専 用のアプリやブラウザや 端 末をユーザに 配 布

いています。日本のメーカがオープンネットワークを

より多くのユーザ・情報・端末を
手中に収めることが

し、そこに 独自のインタフェースを 提供しながら、消

活用したクラウド 戦略を 採ることができなかったの

は、電話事業者のクローズドネットワークへの依存度

費活動の主体となるユーザのプロフィールや活動履歴

などを占用し、それらをベースにより付加価値の高い

が強すぎたためかもしれません。

ユーザが 新たな 情 報サービスを 構 築・提 供するため

報流通の仕組みをユーザに切り出すかたちで提供し、

を 提供するために 保持している 様々な 計算処理や 情

また、これらの巨大メディア企業は、自社サービス

だけでなく、基盤ＯＳであるインターネットを活用し

インタフェースを想定し、
「端末」となるハードウェア

ーの一員に加わって戦っていくためには、次のユーザ

てくるでしょう。今後、日本が巨大プラットフォーマ

は、間違いなく車、家電、健康機器などの領域にも入っ

プラットフォーマー達のインタフェースを巡る争い

のプラットフォームサービスをも 積極的に 推進して

た情報サービスとクラウドとをセットで展開していく

社クラウド上で行なっています。

情報サービスを提供するための大規模な計算処理を自

新たな付加価値の創出につながる。
世界の巨大メディア企業は、

どのような戦略を携えて、激しい競争を
勝ち抜こうとしているのだろうか。

います。

スをどう提供できるかが鍵になるように思います。先

自社のサービスにロックインするためのインタフェー

フォーム同士の戦いが激化していくはずで、ユーザを

ながります。案外悪くない妄想だと思っているのは、

両方を押さえるプラットフォームを構築することにつ

想は、車という端末をベースにして情報流通と物流の

ＩＳＰが自動運転車事業に乗り出すべきだという妄

戦略が不可欠になるでしょう。

行するプラットフォーマー達は、付加価値を提供する

今のところ私一人のようです。●

今後は、このような情報メディアとしてのプラット

ための基盤となる大規模なクラウドと、ユーザをサー
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より安全な二段階認証を実現する

ログインフォーム

ID

IIJ SmartKey

パスワード

山崎 晃拓

ワンタイム
パスワード

パスワード・
・
・

i i j - t a r o
＊＊＊＊＊＊

123456

IIJ プロダクト本部 基盤プロダクト開発部 認証技術課

WEBサービスに二段階認証を導入するサイトが増えている。
IIJでは、二段階認証の安全性とユーザビリティの両立を実現する
“IIJ SmartKey ”
をリリースした。

1 2 3 4 5 6

ログインフォームに入力
123456

図1 ワンタイムパスワードによる認証強化

123456

QRコードを使って

シークレットキーを
インストール

図2 TOTPのしくみ

預かっている以上、自分たちでコントロールできないアプリは採

になっています。

最近、WEB サービスの ID とパスワードを不正に入手し、イ

いいことずくめに思えるハードウェアトークンですが、運用が

ンターネットバンキングに不正ログインする、SNS などのアカ

むずかしく、デバイスの購入コストがかかる、電池がいつかは切

ウントを乗っ取る、といった事件が増えています。企業や著名

れる、故障・紛失時の再発行の手間、持ち運びが不便といった

ところで、既存の TOTP アプリはどちらかというと、技術に詳

数にしてハッシュ関数を計算します。時刻はワンタイムパスワー

人のアカウントを乗っ取る事例もあり、その影響は大きくなっ

欠点があります。そこで最近は、携帯電話やスマートフォンを二

しい人向けの画面構成になっているものが多く、初めての方に

ド認証をしようとした時点の時刻です。ここで時刻を変数にし

ています。

段階目の認証に使用するケースが増えています。

は取り扱いがむずかしい面があり、設定前に諦めてしまった方

ているので、時刻によってまったく異なる値が得られます。また、

も多いのではないでしょうか。そこで IIJ SmartKey は、誰でも

ハッシュ関数を通しているので、前後から推測困難な値が得ら

手軽に利用できるように、視認性や安心感を重視してデザイン

れます。この結果から 10 進数 6 桁ないし 8 桁の数字を抽出し

を考えました。

たのが、ワンタイムパスワードになります。このシークレットキ

アカウントを乗っ取られる原因は、弱いパスワードを設定して
いた、同じパスワードを用いていた別の WEB サービスが攻撃さ
れてそこから漏れた、パスワードを設定した端末を他人と共有し
ていたなど様々です。ここで共通しているのは、従来の ID とパ

スマートフォンを使った二段階認証

用できないという判断だと思われます。

このシークレットキーをインストールしたら、それと時刻を変

スマートフォンを二段階認証に使う方法は、ふたつ考えられま

IIJ SmartKey は、IIJ セキュア MX サービス（スペアメールオ

ーと時刻の組み合わせがサーバとクライアントで一致していれ

スワードによる認証が有効性を失いつつある、ということです。

す。ひとつは、E メールや SMS でワンタイムパスワードやワン

プション）の他、Gmail や Oﬃce365 などの WEB サービスで

ば、同じワンタイムパスワードが生成されるはずです。これを突

こうした事情から二段階認証の導入が増えています。

タイム URL を指定済みの宛先へ送信する方法です。もうひと

も動作確認を行なっています。無料でご利用できますので、ま

。
き合わせることで認証の可否が決まります（図 2）

つは、スマートフォンのアプリでワンタイムパスワードを生成す

だ二段階認証を設定していない方はこの機会にぜひご検討く

る機能を実装する方法です。

ださい＊。

二段階認証
インターネットバンキングを利用されている方は、ハードウェ
アトークンや認証番号カードをお持ちではないでしょうか。

後者の場合、TOTP（Time based One-Time Password, RFC

6238）を採用するケースが多くなっています。IIJ SmartKey も
TOTP を採用しています。RFC 6238 に従っているアプリなら、

WEB サイトへのログインそのものはパスワードで認証される

基本的に互換性があります。TOTP を実装したアプリでワンタ

ものの、振込申し込みなど、特にセキュリティが求められる場面

イムパスワードを生成し、スマートフォンをハードウェアトークン

では、ハードウェアトークンなどから値の入力を求められるケー

のように使います。

TOTP／ワンタイムパスワードの仕組み
ワンタイムパスワードはどのように生成しているのでしょう
か？ TOTP の仕組みを簡単に説明します。

今後に向けて
TOTP によって WEB サイトにワンタイムパスワードを簡単
に導入できるようになりました。TOTP は WEB サイトでの実
装は比較的簡単ですが、反面、ユーザの運用コストが高くなり
がちです。例えば、30 秒毎にワンタイムパスワードが変わる

まず WEB サーバ側でユーザ毎に異なるシークレットキーを

ため、タイミングによっては入力し終わる前に変わってしまう

ただし、スマートフォンを故障・紛失すると TOTP による認証

生成します。シークレットキーはアルファベットにすると数十文

といったことになります。また、機種変更時やスマホを紛失し

ハードウェアトークンのように、パスワードとは別の認証手段

ができなくなります。よって、TOTP を導入していても、代替手

字 以 上 になる、十 分 にランダムな デ ータで す。これを IIJ

た場合は、登録しておいた各サービス全てに対して再登録が

を用いることを二段階認証や二要素認証などと呼びます ( 厳密

段として E メールや SMS など何らかの方法で本人確認ができ

SmartKey（もしくは他の TOTP アプリ）にインストールします。

必要になり、復旧に大変な手間と時間がかかります。それに

には両者は異なるものですが、本稿では二段階認証で統一しま

る道を残しておく必要があります。仕様が公開されていること、

このインストール方法は RFC 6238 には具体的に規定されて

対し IIJ SmartKey は設定エクスポート機能がありますので、

スが多いと思います。

す )。
「人の記憶によるパスワード」と「物体に記録したデータ

実装が比較的簡単であること、アプリ側の実装が揃っているこ

いませんが、ほとんどの WEB サービスでは QR コードを採用し

機種変更時も QR コードを使って、簡単に新しい機種に移行

から生成するワンタイムパスワード」という性質の異なるふたつ

となどから、TOTP を採用する WEB サービスが増えています。

ています。IIJ SmartKey でも QR コードを読み取ってシークレ

できます。

を組み合わせることで、より確実にユーザを認証できます。万

ちなみに、スマートフォンを二段階認証に採用するインターネッ

ットキーをインストールします。これは、Google Authenticator

今後も安全性を損なうことなく、ユーザおよび WEB 開発者

が一、パスワードが流出しても、ワンタイムパスワードがアカウ

トバンキングは複数存在しますが、残念ながら TOTP を採用し

が最初に TOTP を広めたので、この仕様に従う WEB サイトが

の負担を軽減できるよう IIJ SmartKey を進化させ、WEB セキ

。
ント乗っ取りを食い止めます（図 1）

ているサイトは、現時点では把握していません。大切なお金を

多く、結果的にアプリ側もそれに従うようになり、事実上の標準

ュリティの向上に貢献したいと考えています。●

＊ IIJ SmartKeyの詳細はこちら：http://www.iij.ad.jp/smartkey/
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外部クラウドサービス・自社サーバ

企業内コミュニケーションツール
の進化

Google Apps
kintone
● Oﬃce365
●
●

●

その他各種クラウドサービス

Link!

株式会社エルイズビー 代表取締役 CEO

横井 太輔

社内

Link!
SaaS/PaaS・業務システムと
directをつなぐbot

PC

スマートフォンの業務活用が進むなか、
より便利で安全なユーザビリティを実現する
ビジネス専用メッセンジャー「direct 」が登場した。

毎日の営みに欠かせない他者とのコミュケーション。ビジネ
スにおいても、コミュニケーションの重要性を否定する人はい
ないと思います。社内でのコミュニケーションは、面談・会議・
電話など、直接話すことが多く、そのためには多くの時間と労
力が要されました。しかし、90 年代以降に始まった情報革命

外出先

iPhone・Android

メッセージ

担当者の悩みの種となっています。こうした状況に応えるべく

の生産ラインで使える｢アンドン｣スタンプを実装する予定です。

既読／未読情報・一斉連絡といった｢direct｣ならではの機能

開発されたのが、
｢direct｣です。

このように｢direct｣は、ユーザの声をフィードバックして、日々

を bot 化できます。

direct の機能

改良を重ねています。

daab SDK を使ってさらに便利に

また｢direct｣の bot ポータル ＊2 では｢日報 bot｣｢案件 bot｣｢ス
ケジュール bot｣｢議事録 bot｣などのサンプルプログラムを公開
しており、SDK 利用も含めて無償で入手できますので、ぜひお

によって、一人一台の PC とメール、グループウェアの導入が進

｢direct｣はスマートフォンと PC を安全につなぐ、ビジネス専

み、社内コミュニケーションにかかる時間と労力が劇的に軽減

用のメッセンジャーです。ビジネス専用のため、シャドー IT 対

｢LINE ｣の感覚で使える｢direct ｣ですが、｢direct ｣が 他の

さらに、サーバ版の JavaScript である Node.js の環境を用意

されていきました。

策と効率的な社内コミュニケーションを両立できます。そのコ

メッセンジャーと明確に異なる点があります。それが ｢daab（ダ

し、Coﬀee Script を使って、誰でも bot プログラムを書くことが

それから 20 年余りを経て、スマートフォン、タブレットが登

ンセプトは 3 つ―― “スマートフォン・ファースト” “管理者ツー

｢daab SDK ｣とは、
ーブ）SDK ｣ (direct agent assist bot) です。

できます。JavaScript でプログラムを書いたことのあるエンジニ

場します。これにより、社内コミュニケーションがさらに便利

ルによるセキュリティ強化”、そして “｢LINE｣のようなわかりや

｢direct｣上で動く bot（擬人化された自動化プログラム）を使

アなら、現場に即した bot を自由につくることができます。

かつ快適に進化しました。今やスマートフォンを手にしない日

すい操作性” です。

い社内システムや SaaS などと連携させる技術です。

はほとんどないと思います。私たちは様々なアプリケーション

昨年 10 月の正式リリースから、トライアルを含めて 700 を

試しください。

｢超過勤務
「direct」ユーザの｢daab SDK ｣への期待は高く、

｢LINE｣でメッセ
この SDK を使って様々な bot を作ることで、

申請 bot｣｢安否確認 bot｣｢SFA bot｣など、様々な bot 開発の

やサービスを駆使することで、自由に、そして効率的に活動で

超える企業から問い合わせがあり、
「direct」は多くの経営者や

ージを送るように、トークルームから命令をすると、bot が自動

相談が弊社に寄せられています。そのひとつに｢発電エラー

きるようになりました。

情シス担当者の注目を集めています。
「 direct 」の機能は、

的にコマンドを実行してくれます。例えば、
｢SFA bot｣をつくって、

監視 bot｣があります。これは、太陽光発電の管理システムに

｢LINE｣のような操作性で、1 対 1 のペアトークと、最大 100 名

Salesforce 社の｢Sales Cloud｣やサイボウズ社の｢kintone｣とい

エラーが生じた際、bot から｢direct｣に Push 通知が届く仕組

まで同時にメッセージが共有できるグループトークです。写

｢SFA bot｣の質問に答えていくだけで、
った SaaS とつなぐと、

みです。もともとメッセンジャーは、
｢人｣と｢人｣をつなぐもので

真・動画・位置情報なども簡単に共有できます。

コンシューマ用ツールの浸透

自動的にフォーマットに記入してくれます。また、従来のように、

｢人｣と｢発電シス
したが、
｢daab SDK｣によるソリューションは、

コンシューマに目を向けると、かつて｢キャリアメール｣の牙城

また、メッセージの開封がリアルタイムで分かる、既読／未

夕方、営業マンが帰社後に時間をかけて日報を書くといった非

テム｣とをつなぐことができるのです。IoT 時代のフロントツー

｣
だったコミュニケーションツールが、
｢SNS（Facebook など）

読表示が実装されています。これは｢direct｣がメールとは異な

効率なスタイルから、移動時間や待ち時間などのスキマ時間を

ルとして、さらなる発展性を予感させる、と言えるでしょう。
｢direct｣は、
｢IIJ GIO｣上での提供を予定しています。プライ

｣に完全に置き換わり、スマート
や｢メッセンジャー（LINE など）

り、双方向性・リアルタイム性を目的としたツールだからです。

活用して、日報を書いてしまうといった効率的な活動も可能にな

フォンの登場はそれまでのプレーヤーを一変させました。そし

｢LINE｣や他のメッセンジャーでは、既読数しか表示されません

ります（Micro-Moment の実現）
。このように｢daab SDK｣は、

ベートクラウド環境を求めるエンドユーザ企業にセキュアな

て、その影響は企業内にも及んでおり、最近の調査では 60 パ

が、
｢direct｣は既読者／未読者の具体名を表示できます。よっ

｢direct｣を単なる企業内メッセンジャーから、業務システムのフ

｢direct｣を提供すべく、日々開発を続けており、企業内コミュ

ーセントを超えるビジネスパーソンが、仕事関連の人と｢LINE｣

て、業務指示の徹底や引き継ぎなど、必要な情報を必要な人に

ロントエンドを担うモバイルツールにしてくれます。

ニケーションの新しいカタチを担うサービスとして、さらなる進

でやり取りしていると答えています（2014 年 4 月 MM 総研）
。

確実に届けることができます。

また、79 パーセントの企業（組織）で、コンシューマ用ファイ

さらに、LisB のオリジナルキャラクター、シモン君をはじめ、

メッセンジャーと他のシステムとの連携方法は様々あります
が、bot という擬人化した自動化プログラムであれば、会話の

ル共有ツールや共同作業ツールを使っている従業員がいるこ

ビジネス向けスタンプや｢承認｣｢受注｣｢極秘｣｢決裁｣といった印

延長線上で操作ができ、誰でも使いやすい仕組みになっていま

とが判明しています ＊1 。

鑑スタンプなど、ビジネスで使えるスタンプが多数実装されて

す。ベースとなっている技術は、標準的な bot 開発環境である

その一方で、コンシューマ用ツールの企業における活用が、
情報漏えいのリスクや公私混同などのトラブルを招き、情シス
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を開発できる！

おり、多くのユーザが活用しています。これらのスタンプは、ユ

｢daab SDK｣は、テキストを bot 化できる｢Hubot｣
｢Hubot｣です。

ーザからの要望をもとに定期的に追加されており、今月は工場

を拡張し、写真・動画・スタンプ・位置情報・添付ファイル・

化を目指しています。トライアルアカウントの発行も可能です
ので、ご興味のある方は、ぜひお声がけください。●
＊1 IDG Enterprise Consumerization of IT in the Enterprise Study 2014

http://www.idgenterprise.com/report/idg-enterprise-consumerization-of-it-in-the-enterprise-study-2014LinkedIn, Skype and other
consumer or individual services are the cloud tools most used by
employees (90%), followed by ﬁle sharing or collaboration tools (79%).
＊2 https://direct4b.com/ja/bot/
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絵文字

〃

グローバル・トレンド

プロジェクト成功の裏側

という

田中 三貴

〃伝 えたい・理 解したい

PT. IIJ Global Solutions Indonesia
Senior Vice President

Ｊ、
ＩＩＪのシンガポール現地法人、

ーションがとれるようになりました。

社の三社からメンバーを集め、 気 持ちが芽 生え、徐々にコミュニケ
Biznet

張している若 手エンジニアの奥 田

マルチナショナルな体制を構築した

は、
コミュニケーションの壁をうまく

現 在、インドネシアに 長 期 出

ちろん、現 地ベンダとの交 渉など

ため、社内でのコミュ
ニケーションはも

は全て英語で行なわれました。エ

乗り 越え、完 全に現 地に溶け 込

＊

んだメンバーの一人です。一般 的に

Globishで最低限必要な単語は

一五〇〇程 度 とされていま す が、

Okulish

〃

去る五月二六日、インドネシア

で「 Biznet GIO Cloud
」がローン
チしました。二〇一四年四月からこ

のプロジェクトに参画するようにな

ることができました。

って約一年、ようやくこの日を迎え

を駆 使すれば意 思 疎 通はそれほ

話ではなかなか思うようにコミュ
ニケ

どむずかしくないですが、日常 会

ーションできない場面もありました。 奥 田 は 自 ら の 英 語 を

五〇〇の 半 分 以 下の 単 語で、現

地メンバーと活発にコミュニケーショ

ンをとっています。

コミュ
ニケーションにおいて一番大切

なのは 〃伝えたい・理 解したい

という気 持ちと、シャイにならず

勇 気を持って話すことであり、今

回のプロジェクトの立ち上げ成功も、

そういうスタッフの想いと努力があ

私自身、うまく言葉が出てこない （ Okuda + English
）と 名 付 け、
一

プロジェクトを立ち上げた当 初、 ンジニア同 士であれば、技 術 用 語

インドネシア現地法人の社長であ

ネシアに足を運び、パートナー先の

る延廣とともに幾度となくインド

社と一体になってインドネシ
Biznet

ア初の本格的なクラウドサービス

ョンもぎこちないものでした。

しかし、インドネシア人はもとも

の検討を進めてきました。 Biznet ことが何度もあり、最初はインド
ネシア人のスタッフとのコミュ
社は早い段 階からＩＩＪのクラウ
ニケーシ

ド技術に全幅の信頼を寄せていた

ので、プロジェクトを進めるうえで

ッフにも非常に気をつかってくれま

す。彼らの母 国 語は英 語ではあ

努力してくれ、我々のほうも彼ら

りませんが、会話を弾ませようと

の話を理解しようと努めることで、 ったからこそだと信じています。
●

の技 術 的な 障 壁はほとんどなく、 と親日の方が多く、日本人のスタ

無 事にサービス開 始に至ることが

できました。そうしたなか、我々

日本のスタッフがもっとも苦心した

のが「言語」でした。

特に今 回のプロジェクトは、
ＩＩ

インターネット・トリビア

＊ 英語をもとにした国際共通語。

IIJ プロダクト本部 プロダクト推進部

企画業務課 リードエンジニア

堂前 清隆
今、世界中で「絵文字」が注目されています。顔マークやビ

ったのです。

ールのマーク、テレビのマークなどが、日本語圏以外でもそのま

「emoji」は日本国内だけで使われていたとき
しかし一方で、

ま「emoji」として認知されています。その源流は 2000 年代

「emoji」は日
には想像もできなかった現象を引き起こしました。

に始まった日本の携帯電話の「絵文字」です。画面も小さく画

本のケータイの絵文字をほぼそのまま収録していますが、絵文

像表示にも制限があった当時のケータイで多くの情報を伝える

字には日本固有の文化や風習を下敷きにしたものが少なくない

ために、これらの絵文字は多用されました。最初にケータイに

ため、そういった前提知識がない人にはわかりにくいものが含ま

絵文字を取り入れたのは docomo の「i モード」で、その他の

れていました。

携帯電話会社も追随し、各社様々な絵文字を追加してきました。

例えば、
「NAME BADGE」という説明で登録されている絵

初期の絵文字は各携帯電話会社の独自規格であり、会社間

文字。これは、日本の幼稚園児が胸につけているような、赤い

で相互に利用するという意識がありませんでした。例えば、同じ

チューリップの形をした名札です。日本で過ごしたことがある方

「スマイルマーク」も各社で雰囲気がばらばらだったり、ある会

ならピンとくるでしょうが、海外では理解されません。それ以外

社で使える絵文字が別の会社では使えないといったことも頻発し

（串に刺さった 3
にも絵文字の一覧を見ていると「DANGO」

ていました。

「SAKE BOTTLE AND CUP」
（とっくりとおち
つの団子）や、

その後、メールや掲示板を各社のケータイで相互に使うため
に、絵文字を自動的に変換する機能が作られましたが、会社に
よっては存在しない絵文字もあるので完全な変換はできず、真

、
「TANABATA TREE」
（七夕飾り）など、ひと言で説明
ょこ）

するのがむずかしそうな「emoji」が並んでいます。
このような微笑ましい話題だけでなく、深刻な話題もあります。

っ黒な四角に置き換えられるなど、不十分なものでした。また、 ケータイの絵文字にはリアルな人の姿を模したものが含まれて

新サイト「Global Reach」オープン

「emoji」が世界で使われるようになると「Unicode に含
ケータイのメールはインターネットともやり取りはできましたが、 います。

インターネット宛のメールでは絵文字は全て削除されていました。 まれている emoji は特定の肌の色に偏っている、多様性が欠如
発行／株式会社インターネットイニシアティブ 広報部
お問い合わせ／株式会社インターネットイニシアティブ
広報部内「IIJ.news」編集室

グローバル展開する企業を支える IT 情報を集めた IIJ の Web サイト「 Global Reach 」が
オープンしました。IIJ が海外で展開するサービス・ソリューション情報や、海外に拠点を持つ
お客さまが抱える課題とその解決案をご紹介しています。さらに著名人へのインタビューや海
外の最新情報など幅広いテーマのコラムも掲載しています。本号のTopicsと併せて、ぜひご
一読ください。

URL http://www.iij.ad.jp/global/
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そして、スマートフォンの時代を迎えます。スマホが日本で使

している」という指摘が寄せられるようになりました。この問題

われ始めると、従来のケータイ利用者とスマホ利用者のあいだ

は日本に住む我々が感じるよりも、はるかに深刻に受け止められ

でメッセージをやり取りするために、スマホでも絵文字が必要に

ています。Unicode を制定している Unicode コンソーシアムは、

なります。ここで登場したのが、iPhone を開発している Apple

「emoji」で多様な肌の色を表現できるようにすべく、Unicode

と、Android や Gmail などのサービスを開発している Google

の規格そのものに変更を加えました。

です。両社は日本の絵文字を自分たちのサービスにスマートに

日本の「絵文字」が世界の「emoji」になることで日本の文化

取り込むために、世界の文字を体系的にまとめている Unicode

が世界に輸出され、同時に世界の常識を取り入れなければなら

（ユニコード）に「emoji」を取り込むことを提案しました。こ

なくなりました。これは、インターネットが世界につながっている

の提案は採択され、日本の「絵文字」は世界の「emoji」とな

ことのひとつの証かもしれません。●

いただけます。ぜひご利用ください。

URL：http://www.iij.ad.jp/news/iijnews/wp/

23

イラスト／末房志野（ P22,23）
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