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グローバル・トレンド

ろん、葉を落とした大きな樹木の幹が、

を曝すようで、もっとも口にしたくない

英国の商談スタイル ／ 小川 晋平

季節を分ける節分になって、翌日は立

言葉なのだが、昔はついつい言葉にして

きるまでインフラを始めとする周りの環

凍てついて透明な青空に屹立した二月の

年ごとに春への思いが切実になってく

境が整って、初めて市場ができる。
﹁早過

春である。二月四日の立春を旧暦に換算

てはまることが多く、旧暦の二月にこそ

るのは、年齢のせいなのか、道楽で始め

ぎる﹂という状 態でサービスをつくって

しまうことがよくあった。

ふさわしい。暖冬とされながら、今年も

て一二年目になる﹁東京・春・音楽祭﹂

も、使ってくれる利 用 者がそこまで要求

厳しい冬景色は、人を感動させずにおか

週末になると、寒波と雪の予報が続く二

の開幕が近づいてくるせいかも知れない。

をしていない、あるいは、サービスのコ

すると、昨年末の一二月二六日である。

月より、立春は三月の季節感である。暦

会社も音楽祭も大きく発展するには時間

ンセプト自体が理 解されないタイミング

﹁これ、一〇年以上も前に考えたことだ

と肌に感じる季節の移ろいが違っていて

がかかる。事業でも道楽でも、焦らない

で市 場に投入しても、投資規 模が大きく、

ないのだが、季語が訴える春の喜びとは、

も、誰も気にしなくなっている。二月に

ことだと、自らに言い聞かせているのだ

思 い が 強 い ほ ど、
﹁刀 折 れ、矢 尽 き る﹂

旧暦の二月四日を新暦で換算すると、三

季節を分ける節分で豆まきをするのも、

が、ともすれば時間を省略したくなる。

日数を調節したのである。

月であったために、年の終わりの二月の

だとされている。ローマ暦では年初が三

不足した日数を二月から差し引いたもの

月を三〇日から三一日に変更し、そこで

は、紀元前八年にアウグストゥスが、八

今年は、 閏年である。閏年ができたの

で括れてしまう。
﹁正しかったけれど、早

敗のほとんどは﹁早過ぎた﹂という言葉

返ると、技術にしても事業にしても、失

が変わらないのだが、
ＩＩＪの過去を振り

いては、二〇年以上も前に確信したこと

なる。技術の方向・利用形態の変化につ

社の存立基盤であるＩＩＪも二五年目に

にあって、技術競争に打ち克つことが会

浮かんでくる。もうすぐ梅の香が漂う。

まざまな苦い失敗が昨日のことのように

風に、早春の匂いが漂う頃になると、さ

で、その調整が難しいのである。冷たい

ということは、必ずしも整合しないわけ

と、その技術を事業化し、発展を続ける

技術のイニシアティブをとり続けること

いうのがＩＩＪの基本的な方針なのだが、

技術でイニシアティブをとり続けると

状態に陥ってしまう。

季節の移ろいと暦がずれてしまったせ

過ぎた﹂という言葉は、評論家や学者な

春は、すぐそこに来ている。●

インターネットという技術革新の渦中

いか、二月というのは、なんとなく存在

らともかく、自らの経営者としての欠陥

が、二月の行事として定着している。

変に思う人はいなくなって、豆まきだけ

よなぁ﹂
。新しいサービス開 発を議 論す

末房志野

隔たりがあることは間違いない。沈丁花

に蓮根のサプリを取るのが日課です。

月一二日となる。俳句の季語で二月をみ

ルギー抑制効果があるそうです。私事

ると、よくそんな言 葉が出てしまう。多

ですが、風邪防止と花粉症予防のため

の香りが漂い、
﹁春は名のみの風の寒さ﹂

た。蓮根は免疫力を高める働きやアレ

ると、立春に始まって、早春、雪解、春

んだか体調管理に似ていると思いまし

くのサービス開発は、利 用 者が使ってみ

べて、効きそうなアプリをダウンロード

という﹁早春賦﹂の歌詞を思い出すのは、

し、事が収まりました。PCの管理は、な

たくなる、あるいは、サービスを形にで

先日、PCがウイルスに感染していること

三月の初めこそふさわしい気がする。

に気がつきました。慌てて対処法を調

等々、春の季語が
時雨、雪崩、白魚 ……
ほとんどである。二月の季語は三月にあ

表紙の言葉「蓮根」

感が薄い月になっている気がする。もち
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鈴木 幸一
代表取 締役会長

株式会社インターネットイニシアティブ 代表取締役社長

勝 栄二郎

氏

勝 新しい 分野に 進出されるときは、将来性などを 熟慮されるので
すか？
飯田 自分が描いているビジネス・デザインにおいて必要か否か、そ

〃

勝 警備保障を皮切りに、情報通信、医療介護、損害保険など次々と新
しい分野に進出されてきましたが、そうしたことを実行するときは、何
か 〃ひらめき があるのですか？
飯田 若いころは「このままではダメだ。新しいことに挑戦したい」
という気持ちがいつもあって、年がら年中、いろんなことを考えていま
した。

新たな事業への挑戦

飯田 しかし、機械警備をやるといっても、メーカも知りませんから、
小さいメーカに来てもらって、システムの概要を説明し、必要な機器を
開発してもらうところから始めました。ただ、システムを作ったから
といって、商売ができるわけではない。警報信号を送るためには、感知
器と管制センターをつなぐ通信回線が必要ですが、電電公社がなかな
か専用回線を貸してくれないのです。あのときは、電電公社に日参し
て頼み込みました。こちらがあまりにしつこいので、最後は電電公社
の人が「たくさん売れるわけではないですよね？」と聞いてくるので
す（笑）
。わたしは「売れたらうれしいですが、売れないでしょうね。
ですから試しにやらせてください」とお願いしたら、
「まあ、少しなら
いいかな」と言って、許可してくれた。
勝 そうですか（笑）
。ただ、機械警備を始められたころは、労働力も
まだ豊富にあったでしょうから、発想が斬新ですね。
飯田 「警備のために何万もの人が働くのは、日本経済にも良くない」
なんて生意気なことも考えていました。そこで、思い切って機械に切
り替えたのですが、わたしは根が楽観的ですから、
「門前市を成す」よ
。ところが初年度の契約は、
うに、お客さまが集まると思っていた（笑）
わずか一三件でした。
苦しかったけど、運も味方してくれたのでしょうね。というのは、売
れなかったおかげで、システムをどんどん改良できた。ゼロから作っ
たシステムですから、粗いところも多々ありましたが、お客さまも少な
かったので、その都度、改良されたものに入れ換えることができた。そ
れで売れ始めたころには、一人前のシステムができあがっていたとい
うわけです。
勝 飯田さんのそういう前向きな思考が、成功へ導いたのだと思いま
すよ。

飯田 亮

セコム株式会社 創業者 取締役最高顧問

〃

間だけでやっていたら、必ず行き詰まっていたでしょう。
勝 まさに 〃先見の明 ですね。

飯田 現在、お客さまの数は、企業が九四万件、家庭が一一〇万件で、
二〇〇万件を超えています。これだけの数を巡回警備や常駐警備の人

勝 非常に先駆的なアイデアですね。

想は、以前から温めていたのですが。

勝 会社が成長する過程で、困難な時期もあったのではないですか？
飯田 もともと日本にはない業種ですから、いつでも状況は危機的で
。特に、設立から四年目で機械警備をスタートさせたときは
した（笑）
大変でした。最初は本当に売れなかった。機械警備をやろうという構

機械警備への切り替え

勝 日本警備保障（現・セコム）を創業されたとき、飯田さんはおいく
つでしたか？
飯田 昭和三七（一九六二）年ですから、二九歳です。
勝 当時「警備保障」という業種はなかったと思いますが、どのような
経緯で始められたのですか？
飯田 わたしの 父が 酒問屋（現・岡永）を 営んでいまして、普段から
「どこにも勤めてはいけない。気に入った仕事を自分でやれ」と言わ
れていました。大学を卒業したあとは、父の会社に入ったのですが、常
に「何か新しいことを始めなければならない」と考えていました。そ
んなとき、友人が「ヨーロッパには警備を仕事にしている会社がある」
と教えてくれた。わたしは「日本で誰もやっていないなら、すぐに一
番になれる」と思い、警備会社の設立を決意しました。
ところが、父に「起業したい」と切り出したら、反対されましてね。
。
「電話帳にも載っていない商売がうまくいくはずない！」と（笑）
勝 事業が軌道に乗ったのはいつごろですか？
飯田 どうにか食べていけるようになったのは、三年目くらいからです。
勝 まったく新しい事業で「三年」というのは、早いですね。
飯田 ただ、そのころ、ちょっと困ったことがありましてね。営業に行
くでしょう、珍しい 仕 事だから「面 白そうだね。どんなことをする
の？」と興味を持ってくれるのですが、なかなか放してくれないので
す。こちらは途中から「契約してくれないなら、次の営業に行きたい
」と思っているのですが、そういう人に限ってだいたい暇だ
のに ……
。
から、ちょうどいい話し相手にされてしまって（笑）

日本初の警備会社を設立

特別対談

。
その豊かな知見をうかがう特別対談“人となり”
第5回のゲストには、

セコム株式会社の創業者で、現在は 取締役最高顧問の 飯田亮氏をお招きしました。
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人となり

各界を代表するリーダーにご登場いただき、

写真／渡邉 茂樹

飯田 昔は組織も小さかったから、そういうこともできたんですよ。

社会貢献活動

勇気を持とう

特別対談

人となり

勝 飯田さんは、これまでに多くの方々と出会ってこられたと思いま
すが、人との出会いを振り返って、どんなことをお感じですか？
飯田 わたしの場合、最初から偉い人を知っていたわけでもないし、顔
が売れていたわけでもない。そうしたなか、事業を拡大していくうえ
で、本当に多くの方を紹介していただき、助けてもらいました。
例えば、元経団連会長の石坂泰三さんには、ずいぶんお世話になりま
「あなたのお知り
した。石坂さんのような方にお目にかかったときは、
合いなら、皆さん素晴らしい方でしょうから、ぜひご紹介ください」と
お願いしました。そうして人づてにリレーションや人脈が形成され、
今では大切な財産になっています。

人との出会い

ことですが、五島さんの家が下田にあった。そこで一緒にゴルフをし
ていたら「お前、船は好きだろ」と聞かれた。わたしが「もちろん好き
「そうか、じゃあ、一艘つくるか」とおっしゃる。
ですよ」と答えると、
すると翌日、東京にいたわたしを船大工が訪ねてきて、
「船をお造りに
なるそうですね。五島さんの指示で設計はもう始めています」と言う
のです。
勝 早いですね（笑）
。
飯田 さらに今度は、
「船だけ持っていても、家がないと仕方ないだろ」
ということになり、五島邸の隣にわたしも家を建てました。
勝 すぐお隣ですか。
飯田 そう、下田にね。船も家も、お金はもちろんわたしが払いました
。
よ（笑）

勝 御社は科学技術振興やスポーツといった社会貢献に積極的ですし、
飯田さんご自身も、バッカーズ・ファンデーションの会長を務められ
ています。そうした活動を推進する動機はどこから生まれてくるので
すか？
飯田 社会貢献を行なう理由は、事業ばかりに力を入れていても、人と

1933年、東京生まれ。56年、学習院大学政経学部経済学科卒業後、家業であった酒類問屋の株式会社岡永に入社。
62年、日本で初めての警備保障会社となる日本警備保障株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。
76年2月、代表取締役会長に就任。97年6月より現職。

勝 最後に、次世代を担う若者たちにメッセージをいただけますか。
飯田 何事にも 〃勇気 が必要です。理屈をこねるより、まず一歩踏み
出してみる勇気です。わたしがこの仕事を始めたころは「なぜそんな
ことをやるんだ。うまくいくわけがないだろ」と言われました。それ
「実は、あの仕事は一〇年、二〇年前に、おれがやろ
がしばらく経つと、
うとしていたんだ」と言う人が何人も出てきた。そういうことを言う
人は、結局、勇気がなくてやれなかったわけでしょう。ですから、いつ
の時代でも、勇気を持つことが大事だと思います。
勝 それは若者に限らず、すべての世代に言えることですね。大変良
い言葉を頂戴しました。本日はありがとうございました。●
〃

〃

〃

〃

こを見極めます。
勝 セキュリティ事業をトータルな観点から見るということですね。
飯田 そのとおりです。
勝 イノベーションを起こすための 〃ひらめき は、どうやって身につ
けたのですか。学校などでは学べませんね。
飯田 「新しいことをやりたい」という意欲が身についたのは、父の教
育のおかげです。
「勤め人になってはいけない」というのも、退路を断
つために 〃ハシゴを外す 狙いだったのでしょうね。
わたしは五人兄弟の末っ子ですから、特に心配だったと思いますよ。
『向こう見ずな奴』とは、お前のためにある言葉だ」と
父からはよく「
言われていました。
「とっさに駆け出して塀にぶつかり、傷を負っても
気がつかず、顔に手を当てて血がついたのを見て、初めて痛みを感じる。
お前はそういう性分だから、気をつけろよ」と。
勝 スポーツマンだった飯田さんらしいのでは？（笑）
飯田 高校時代はラグビー、大学ではアメリカンフットボールに明け
暮れていましたからね。ラグビー部もアメリカンフットボール部も、
自分たちで創部した。結局、何でも自分で始めないと気が済まないん
。
ですよ（笑）

父から学んだ経営哲学

〃

〃

〃

勝 飯田さんの経営哲学を教えていただけますか。
飯田 非常に単純でして、
「正直であること」
「後ろ指を指されるような
、それだけです。
「まっとうな商売をしろ」という父の教
ことをしない」
えが生きているのだと思います。
セコムでは、現金護送車が襲われたことは一度もありません。警備
という仕事にとって、日常を繰り返すことと、絶対に間違いのないよう
に仕事をすることが第一です。ですから、うちの社員はとにかく愚直
に働きます。
勝 そう言えば、以前、日本電産の永守重信さんのエピソードをうかが
ったことがありました ――
飯田 はいはい（笑）
。大勢で会食している最中に、永守さんがわたし
「この前、警報が鳴ったのに、セコム
にクレームをつけてきたのです。
の警備員はちょっと遅かった」と。その場では「わかりました」とだけ
言って、すぐに会社に戻り、翌日、日本電産の目の前にセコムの事務所
を開きました（笑）
。
勝 〃即決即断 で、先ほどおっしゃった「愚直さ」とも 通じますね。
そうした実行力が会社をここまで成長させたのでしょうね。

しての広がりがなくて楽しくないじゃないですか。社会とのつながり
も希薄になるし。
勝 飯田さんは、そういった 〃おおらかさ をお持ちですよね。
飯田 例えば、バッカーズは子供のための寺子屋ですが、あるとき、仲
間と「最近、子供の教育が良くないね」という話になった。わたしが子
供のころは「お天道さまが見ているから、悪いことはしちゃいけない」
と、大人から教わったものです。そこで「まずは教育から始めよう」と
いうことでスタートしたのがバッカーズです。
ただ、日本にはまだまだ社会貢献の精神が根づいておらず、福祉の寄
。
付も何となくやりづらい ……
勝 それは税制面も含めてですか？
飯田 もちろんそれもありますが、社会全般がそういう活動をなかな
かフラットな目で見てくれないというのでしょうか。
ＩＩＪさんは立派な社会貢献をされていますよね。
勝 会長の鈴木幸一が中心となって、毎春、上野で「東京・春・音楽祭」
を開いています。今後は、さまざまなかたちの社会貢献が広がってい
くといいですね。

釣りの醍醐味
勝 飯田さんは多趣味な方で、船に乗ってカジキマグロ釣りをなさい
ますが、やはり海はお好きですか？
飯田 好きですね。わたしは葉山で育ち、石原慎太郎や江藤淳とは、湘
南中学（現・湘南高等学校）の同期で、いわゆる「太陽族」なんですよ。
勝 カジキマグロ釣りの醍醐味は何ですか？
飯田 あれは 〃音 が最高ですね。
勝 音といいますと？
飯田 疑似餌を海に流すでしょう、そしてカジキマグロが掛かると 〃パ
シーン という音とともに糸が海面を突っ切って、ぐいぐい引っ張られ
ていく。その瞬間の音が聞きたくて船に乗るのです。
勝 釣り上げるまでどれくらいかかりますか？
飯田 魚によって強さが異なりますが、三時間ほどかかったときもあ
りました。
勝 一番大きいのは何キロくらいありましたか？
飯田 一九〇キロでした。
勝 それは凄いですね！ どんなキッカケで始められたのですか？
飯田 カジキマグロ釣りは、東急グループの総帥だった五島昇さんに
仕込まれました。とても面白い話がありましてね。一九七七年ごろの
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飯田 亮（いいだ まこと）

広がる IIJ のモバイルサービス

Topics

IIJの MVNO 事業

本稿では、日本における移動通信サービスの歴史を俯瞰しながら、
IIJ の MVNO 事業の軌跡を振り返る。

日本のモバイル市場において MVNO が存在感を増すなか

昨年末、IIJ のMVNOサービスの契約回線数が100万回線を突破した。

IIJ 取締役 CTO ネットワーク本部長

それと同時に、MVNOへの参入事業者をサポートする

島上 純一

ＩＩＪがＭＶＮＯ事業を開始したのは、

のＳＩＭカードの提供に参入。そして二

四年後の二〇一二年にコンシューマ向け

セスをターゲットにサービスを開始し、

はエンタープライズ向けのリモートアク

て営まれてきました。戦後、通信事業が

は日本電信電話公社による国の事業とし

業であり、日本でも 戦前は 逓信省、戦後

振興や国防など国家のインフラとなる事

移動系、固定系に 限らず、通信は 産業

移動通信サービスの歴史

〇一五年末、ようやくＭＶＮＯ契約回線

自由化されたのが一九八五年。電電公社

八年前の二〇〇八年のことでした。当初

数一〇〇万を達成しました。これまでご

が民営化されてＮＴＴが発足し、新規の
た。これにより、通信事業に競争が生ま

愛顧、ご支援をいただいた皆さまに深く
一〇〇万回線とは、どれほどの規模で

大きく下がりました。

れ、国内長距離電話や国際電話の料金が

電気通信事業者が通信事業に参入しまし

では、二〇

が、前年同期比ではそれぞれ〇・三ポイ

八・八パーセントとまだ小さいものです

ＭＶＮＯサービスのなかでは
ーセント、

ア

は、移動系通信のなかでは〇・六パ

一〇六 三 万となりました。
ＩＩＪのシェ

四五万で、
ＭＶＮＯサービスの 契約数は

話、
ＰＨＳ、
ＢＷＡ）の 契約数は 一億五九

高度化、新しいサービスや端末の開発が

により、新しい技術を用いたインフラの

競争が 始まります。
ＮＴＴや 新規事業者

年に新規の事業者が参入し、事業者間の

よる提供が続いていましたが、一九八八

始され、自由化された後もＮＴＴ一社に

電公社によって自動車電話サービスが開

移動通信に関しては、一九七九年に電

＊

ント、三・四ポイントずつ上昇しており、

期（七、八、九 月）の 純 増 数 シ ェ ア は 五

トの上昇ですが、二〇一五年度第２四半

ました。これは前年同期比一・二ポイン

占めるシェアが六・七パーセントとなり

ＮＯサービスは、移動系通信の契約数に

初めて契約数一〇〇〇万を超えたＭＶ

か電波資源を割り当てることができませ

利用の観点から限られた数の事業者にし

を利用する移動通信においては、効率的

が確立しました。電波という有限な資源

年はグループ化が進み、三グループ体制

い新規事業者の参入が続きましたが、近

その後も新たな周波数の割当にともな

性があると考えています。

四・三パーセントとなり、移動系通信の

は三社ないしは四社に収斂していること

ん。そのため、他国でも移動通信事業者
るものとなっています。

純増の半分以上がＭＶＮＯサービスによ

しました。

活発に行なわれ、移動通信は大きく発展

＊

一五年九月末時点の移動系通信（携帯電

しょうか。総 務 省の 発 表

御礼申し上げます。

特集イラスト／STOMACHACHE.

これからもＭＶＮＯ事業には大きな可能

1
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広がる
IIJのモバイルサービス

MVNEとしての IIJ の役割も徐々に大きくなっている。
今号は、法人向け／個人向けを問わず、
成長を続ける IIJ のモバイルサービスを特集する。

広がる IIJ のモバイルサービス

ません。しかし日本では、いずれの事業

が向上している限りにおいては問題あり

健全な競争が行なわれ、利用者の利便性

事業者が限定された状態であっても、

「移動通信分野において更なる競争促進

ています。このガイドラインの冒頭には

ガイドライン」＊ が総務省から公表され

信事業法及び電波法の適用関係に関する

〇〇二年六月に「ＭＶＮＯに係る電気通

革３か年計画（改定）
」にもとづいて、二

ＭＶＮＯであるＩＩＪが提供できるよう

ってＭＮＯが担っていた機能の一部を、

活用したものですが、レイヤ２接続によ

来、蓄積してきたインターネット技術を

てきました。これらは、
ＩＩＪが 創 業 以

アクセスといった付加価値機能を開発し

域アクセスを実現するＩＩＪダイレクト

できるコンピューティング基盤が利用で

電力化され、大量のデータを蓄積・処理

センサーや通信モジュールが安価かつ省

ットワークへのアクセスが可能となり、

移動通信の発展により、どこからでもネ

ットである

モ ノ の 通 信 で あ るＭ２Ｍ（ Machine to

者の端末も料金プランも似通ったものと

を図り、一層多様かつ低廉なサービスの
になったことで実現できたものです。
Ｉ
きるようになりました。多くのデバイス

が多いです。

なってしまい、過剰な販売競争ばかりが
提供による 利用者利益の 実現を 図るた
ＩＪのＭＶＮＯ事業をロケットに喩える

）
、あるいは、モノのインターネ
Machine

目立つようになりました。こうした「協

め」と謳われています。

（ Internet of Things
）です。
IoT

調的寡占」による移動通信サービスの料
当 初、
ＭＶＮＯサービスは 期 待 通りに

その後、二〇一二年にはＬＴＥサービス

から情報を収集し、その情報から新しい

金高止まりが 問題視され、昨年、総務省
立ち上がったとはいえない状況でしたが、

を開始するためにＩＩＪの設備を一新し、
今日の格安ＳＩＭだけがＭＶＮＯでは

と、これが一段目のエンジンでした。

において「携帯電話の料金その他の提供
二〇〇八年にＮＴＴドコモがＭＶＮＯ向
同時にコンシューマに向けたモバイルサ

ありません。二〇一六年は心機一転、新

）と し て 支 援 す るＭＶ
Network Enabler

他 のＭＶＮＯをＭＶＮＥ
（ Mobile Virtual 力してまいります。●

来しています。

知識を生み出すビッグデータの時代が到

条件に関するタスクフォース」＊ が開催

けにレイヤ２接続と帯域幅課金を開始し
ービスを開始しました。自社ブランドの

されました。
ＭＶＮＯの 事業環境は 大き
たことから、

しいＭＶＮＯの姿を作っていけるよう努

従 来 は、多 く のＭＶＮＯが 既 存 の 移

く変わりました。

高速モバイル／Ｄサービス、また、
IIJmio

ＭＶＮＯの登場
電 波 資 源の 有 限 性のために 参 入 事 業

で、そちらをご覧ください。こうしたコ

は、本特集の別トピックで紹介しますの

ＮＯプラットフォームサービスについて

ＭＮＯのサ
ビスを 回線単位で 仕入れて、
ＭＶＮＥが
ン シ ュ ー マ 向け のＭＶＮＯ、

動 通 信 事 業 者（以 下、ＭＮＯ： Mobile

ービスを再販するにとどまっていました
強力な二段目のエンジンとなり、
ＩＩＪ

者が限られる移動通信において、電波資
源を 持たなくてもサービスを 提供でき

ＭＶＮＯがサービスや 課金体系を
より、

のＭＶＮＯ事業を大きく拡大させること

）か ら 移 動 通 信サ ー
Network Operator

「仮 想 移 動 体 通 信 事 業 者（ Mobile Virtual が、レイヤ２接続と帯域幅課金の開始に

る よ う に す る 仕 組 み がＭＶＮＯで す。

独自に作れるようになりました。

になりました。
さて、三段目のエンジンは何か？ 当
になりますが、中長期的には人口が減少

ＩＩＪのＭＶＮＯ事業

）
」と い う 名 前の 通り、
Network Operator

無線網を持たない仮想的な移動通信事業
者です。先のタスクフォースにおいても、
移動通信市場活性化の施策として、
ＭＶ
ＩＩＪは二〇〇八年にＭＶＮＯ事業に

していく日本の一般的な携帯電話市場に

面は強力な二段目が事業を牽引すること
参入し、エンタープライズ向けにサービ

いる限り、パイの奪い合いになるであろ

ＭＮＯとＭＶＮＯが 入り 乱れ て
お い て、

ＮＯサービスの低廉化・多様化を通じた
日本でＭＶＮＯが大きく注目を集める

ビス／タイプＤにおいては、インターネ

スを 開始しました。
ＩＩＪモバイルサー

競争促進が挙げられています。

Ｍ」の販売が始まった二〇一二年頃から

うことは想像に難くありません。

ＩＩＪは一九九六年に個人向けインタ

お 客さまの 毎月の 通信量に 応じた 料金

を変化させる技術です。これを用いて、

そ こ で 期 待さ れ て い る の が、モ ノ と

ーネット 接続サービス「ＩＩＪ ４Ｕ」を

プランを実現できないかと考えました。

当 時、
ＮＴＴドコモ、
ＫＤＤＩ、ソ フ ト

開始し、日本でもかなり早期から個人向

プ拡充には継続的に取り組んできたもの

バンクなどの携帯電話キャリア（ＭＮＯ）

この思いつきは、当時の携帯電話向けデ

の、個人向けサービスは 比較的地味で、

のスマートフォン向けデータ通信の料金

けインターネットサービス事業に取り組

お客さまに十分アピールできていなかっ

プランは定額制が主流で、お客さまが自

ータ 通信サービスとしては 画期的なも

たと言えます。過去の個人向けサービス

らの通信量に応じて料金プランを選択で

んできました。ただその後、法人向けイ

への 取り 組みは、いわゆるＢ２Ｂ２Ｃモ

また、定額制はヘビーユーザにもそうで
ない利用者にも同じ料金が課されるとい

きる自由はほとんどありませんでした。
パートナー企業のブランドで提供される

う点で不公平なものです。それに対し、

ＩＩＪ
デルを主軸に置いたものであり、

サービスの「裏方業」を専ら務めてきま

ＩＩＪが検討したＰＣＣによる新しい従
量制課金モデルは、お客さまの希望する
通信量に応じて料金プランを選択でき、
転機が訪れたのは二〇一一年でした。

額請求の恐れがない、極めて先進的なも

量制サービスのように使いすぎによる高

さらに、それまでのオーソドックスな従
翌 年のＬＴＥサービス 開 始に 向けた 新

ＩＩＪが他社に先んじて導入したＰＣ

のでした。
つの 新しい 技術が 個人向けモバイルサ

Ｃは、そ の 後、多 く のＭＶＮＯに 採 用 さ

の通信量を把握し、それにもとづいてお

ＰＣＣとは、リアルタイムにお客さま

るなど、現在の携帯電話向けデータ通信

開始された「新料金プラン」で採用され

バンクといったＭＮＯでも二〇一四年に

ＮＴＴド コ モ、
ＫＤＤＩ、ソ フ ト
でなく、

Policy れ「格安ＳＩＭ」の 立役者となっただけ

客さまの 回線に 適用する 通信ポリシー

）です。
and Charging Control

る こ と に 注 目し ま し た。ＰＣＣ（

ービスを 開拓できる 可能性を 持ってい

たな設備導入を進めていくなかで、ひと

ＰＣＣを用いた新しいサービス

した。

の個人向けブランドで展開するよりも、

のでした。

＊3 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ict_anshin/

ンターネット関連サービスのラインナッ

＊2 IIJ の契約回線数は、総務省公表データと合わせて 2015 年 9 月末の 93 万回線で算出。
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ようになったのは、いわゆる「格安ＳＩ

佐々木 太志

IIJ ネットワーク本部 技術企画室 担当課長

＊4 http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283520/www.soumu.go.jp/s-news/2002/020611_2.html

4

ットでは当然の機能である固定ＩＰアド

ここでは「みおふぉん」の歩みと今後の展開について述べてみたい。

ですが、実は日本のＭＶＮＯの歴史は長

その音声通話機能付き SIM カード「みおふぉん」により、BtoCの領域にも新たな一歩を踏み出した。

レスの割り当てや、セキュアで安価な閉

2012年2月にスタートした個人向け MVNOサービス「IIJmio 高速モバイル / Dサービス」と、

＊1 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban04_02000100.html

3

従来はBtoBに軸足を置いてきたIIJであったが、

く、二〇〇一年度に 策定された「規制改

みおふぉんのこれまで、
みおふぉんのこれから

広がる IIJ のモバイルサービス

iPhone6/6Plus 発売
バンドルクーポン大幅増量

（IIJmio高速モバイル/DサービスおよびIIJmio/プリペイドパックの合計）
（回線数）

700,000

対面式カウンター開設

IIJmio ウェルカムパック
for イオン 販売開始

の標準的な課金モデルを支える技術とな
っています︒

たことが挙げられます︒
当初は︑これまでにない新しいスタイ

ルの従量制サービスや︑端末を併売しな
いＳＩＭのみの提供モデルなどは︑社内

ードルがありました︒当時︑
ＰＣＣは世界

イルサービスの開始には︑さまざまなハ

ＰＣＣを活用した新しい個人向けモバ

同時にツイッターアカウントを開設し︑

生の声を聞くために︑サービスの発表と

お客さまがどのような捉え方をするのか︑

いった異論が多くありました︒そこで︑

個人向けサービスへの再挑戦

中の通信事業者でも導入例がほとんどな
ＩＩＪにお客さまをお招きして体験会を

からも﹁わかりづらいのではないか﹂と

く︑手探りで技術調査を行なうところか
﹂と名前を変え︑今でも継続的に
meeting

頁
二月にサービスを開始した

のＳＩ
IIJmio

こうした試行錯誤を経て︑二〇一二年

開かれています︒

ら始めました︒さまざまな調査・検討の末︑ 実 施 し ま し た︒こ の 体 験 会 は﹁ IIJmio
ＰＣＣを実現するために不可欠なふたつ

の ノ ー ド﹁ＰＣＲＦ﹂と﹁ＯＣＳ﹂
︵
参照︶をＩＩＪで内製することで︑世界に
先駆けてＰＣＣを利用したサービスを開

続でした︒これまでにないスタイルの従

サービスのデザインもチャレンジの連
サービスが︑利用者に受け入れられたと

分たちで考えた新しい個人向けモバイル

た売れ行きとなりました︒このとき︑自

Ｍカードは︑社内の誰もが予想しなかっ

量制の課金モデルをどのように料金プラ

いう自信を深めたと同時に︑次の新たな

始することが可能になりました︒

ンに組み込んでいくのか︑社内でも喧々
ハードルを越える挑戦が始まったのです︒

実店舗への挑戦

諤々の議論が続けられ︑今日の﹁みおふ

ぉん﹂のサービスを特徴づける﹁クーポ
ン制﹂
﹁
︵ファミリー︶シェアプラン﹂とい
った基本的な実装が固まっていきました︒

ウェルカムパック﹂を店頭で販売開始し

二〇一 二 年 九 月︑
ＩＩＪは 日 本 最 大の

上げたことと︑その後もこのベースを大

ました︒それまでは︑オンラインで申し

みおふぉんがここまで成長できた要因

きく変えることなくサービスを拡張でき

〇万 回 線 を 超 え︑
ＩＩＪのＭＶＮＯ事 業

総合スーパーであるイオンと協業し︑
Ｓ

を購入して︑みおふぉんにＭＮＰする場

の一〇〇万回線突破に大きく貢献しまし

のひとつに︑サービス開始前に徹底した

台目のスマートフォンにデータ通信専用

合のコストを容易に比較できるようにな

ＳＩＭロック 解 除 義 務 化や
た︒今 後も︑

ＩＭカードが 入ったパッケージ﹁ IIJmio

ＳＩＭを利用するといったリテラシーの

ＩＩＪはこのタイミングで︑三
りました︒

魅力的なＳＩＭフリー端末の登場など︑

議論を行なってサービスのベースを作り

高いお客さまだけでなく︑一般のお客さ

種類の料金プランのクーポン量を︑１Ｇ

上げいただき︑オンラインで開通手続き

らＭＶＮＯの認知度向上に努め︑さらな
拡充しました︒これが話題を呼び︑みお

二〇一五年に開催された総務省の有識

る成長を目指していきます︒

ＳＩＭフリー端末の流通量が急速
ーし︑

者会議の 報告書には︑
ＭＶＮＯサービス

通信サービスと比べて遜色のないものに

挑戦は拡大しており︑二〇一三年六月に

ふぉんの契約は飛躍的に増加していきま

用している

では︑ iOS
のア
iPad

さ ら に︑
ＭＶＮＯのＳＩＭカ ー ド を 使

加しました︒

展していくための課題に関する議論に参

ＩＩＪはこの有識者会議でＭＶＮＯが発

アップル社は︑海外ではそれ以前から

的な 調査を 続け︑
ＬＴＥでの 接続が 安定

ＩＩＪではこれに 対する 技術
のですが︑

接続できなくなるといったことがあった

によりＭＶＮＯのサービスが多様化する

ＮＯ独自のＳＩＭカードの 導入で︑これ

これからの最大のチャレンジは︑
ＭＶ

や
iPhone

ップデート時に通信が不安定になったり︑

の発展に向けた指針が盛り込まれました︒
した︒

ったのは︑何と 言ってもアップル 社の

いましたが︑この 年︑もっとも 話題にな

端
Android

末はいずれも申し分のない性能を持って

に伸びていました︒これらの

現在︑ IIJmio
の売り場はイオン︑ビック

ＳＩＭフリー版の

を販売していま
iPhone

iPhoneで
6 した︒

し た が︑日 本 で の 発 売 は 二〇一 三 年 の

Ｒ／ＨＳＳ
︵加入者管理機能︶の開放によ

ＳＩＭカードと︑それを可能とするＨＬ

ＩＩＪでは︑独自の
と期待されています︒
年 七 月 に 提 供 開 始 す る な ど︑ iPhone
や

する新しい接続プロファイルを二〇一五

iPhone 5s / 5以
c 降でした︒この二機種は︑
ヵ月遅れだったため︑大きな話題になる

携帯電話キャリアの発売よりおおむね二

舗網を擁しており︑
﹁すぐにＳＩＭカード

でも安心してみおふぉんが利用でき
iPad

り︑どのようなサービスが実現できるの
ことはなかったのですが︑二〇一四年九

るよう︑取り組みを強化しました︒これ

﹁オンラインで契約する
を持ち帰りたい﹂

らせすることはできませんが︑そのなか

か検討を進めており︑まだ具体的にお知
情報開示すると同時にメディアにも取り

iPhoneの
6 発売

は︑携帯電話キャリアの

いっそうの努力を続けてまいります︒●

も︑みおふぉんサービスの拡充に向けて︑

ＩＩＪは今後
ないことが山積しています︒

であり︑やるべきこと・やらなくてはなら

みおふぉんはまだ発展途上のサービス

テーマも含まれています︒

には個人向けサービスの多様化といった

みおふぉんのこれから

だいています︒

上げられ︑お客さまから高い評価をいた

れました︒
ＳＩＭフリー版

アの

同じキャリアで最新の

更す る 場 合と︑
ＳＩＭフ リ ー 版

こうしたチャレンジにより︑ IIJmio
の
iPhoneに
6 機種変
iPhone 6 ＳＩＭカードの回線数は二〇一五年に六

を利用していたお客さまが︑
iPhone

なったことで︑それまで携帯電話キャリ

が入手しやすく
iPhone

と同時に全国のアップルストアで発売さ

を通じて
iPhone 6 らの取り組みは︑ IIJmio meeting

月 に 登 場 し たＳＩＭフ リ ー 版

開始しました︒これにより︑二台目・三

能付きＳＩＭ
﹁みおふぉん﹂のサービスを

二〇一 四 年 三 月︑
ＩＩＪは 音 声 通 話 機

iPhoneと
6 クーポン増量

ご要望にお応えしています︒

談に乗ってほしい﹂といったお客さまの

﹁料金プランや端末について相
のが不安﹂

ＭＶＮＯのなかでもトップクラスの実店

なカウンターを 設置するなど︑
ＩＩＪは

バイルナンバーポータビリティ︶が可能

音 声 通 話 機 能 付きＳＩＭへのＭＮＰ
︵モ

よび︑そのうち約四〇〇店舗では︑即日︑

カメラをはじめとして全国数百店舗にお

しました︒

協業し︑ウェルカムパックの提供を開始

といった 端末が 日本市場にデビュ
mini

同じころ︑ ZenFone︑
5 Ascend G︑6 G2 ７ＧＢと 大 幅に 増 量し︑ＭＮＯのデータ

る環境が整いました︒

データ通信が利用できるようになりまし

201４年

は家電量販店のビックカメラグループと

ＩＩＪの 実 店 舗 販 売への
た︒その 後も︑

15

10月
201５年
4月

10月
4月

10月
201３年
4月

10月
10月

201２年
4月

０

まもＭＶＮＯサービスを気軽に利用でき

音声通話機能付き SIM カード
（みおふぉん）提供開始

スマートフォン市場の変化に対応しなが

175,000

Ｂ↓２ＧＢ︑２ＧＢ↓４ＧＢ︑３ＧＢ↓

350,000

をしていただくことで︑直ちにモバイル

イオン店頭でウェルカムパックをお買い

れるまで一週間程度かかっていたのが︑

込みをしたあと︑
ＳＩＭカードが 配送さ

525,000
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個人向けモバイルサービス IIJmio SIMの回線数推移

広がる IIJ のモバイルサービス

IIJのモバイルサービスに対する取り組みを見ていく。

田河 裕

総 務 省で は、
ＭＮＯとＭＶＮＯを 次の

ように定義しています。
「ＭＮＯ：移動通信サービスを提供する
電気通信事業を営む者であって、当該移

ＭＶＮＯの主な設備
まず、
ＩＩＪが 運 用する 主なＭＶＮＯ
サービスの設備について説明します。

ービスを利用して、又はＭＮＯと接続し

「ＭＶＮＯ：ＭＮＯの提供する移動通信サ

又は運用している者」

役割は、接続時の認証やアドレスの払い

の境界に位置する装置であり、その主な

モバイル 網とインターネット（ＩＰ網）

ＭＶＮＯにとって中核を担う設備です。

パケット交換機は、
Ｌ２接続を行なう

て、移動通信サービスを提供する電気通
出し、接続の 管理、そしてパケットの 転

動通信サービスに係る無線局を自ら開設

信事業者であって、当該移動通信サービ
送です。モバイル端末からの接続はここ

トのやり取りは、すべてこの装置が中継

スに係る無線局を自ら開設しておらず、

この 定義だけを 読むと、
ＭＶＮＯには
を行ないます。パケット交換機では数万

で終端され、インターネットとのパケッ

何も設備がないように感じられるかもし

から数十万、さらには数百万にのぼる大

かつ、運用をしていない者」

ＭＮＯと 比較すると
れません。しかし、
量な接続の管理を行ないます。

日本国内におけるＭＶＮＯとＭＮＯの

モバイルサービスにおいては 電話番号

可な ど を 行な う の が 認 証サ ー バ で す。

パケット 交 換 機と 連 携して 認 証・認

規模は 小さいながらも、
ＭＶＮＯも 設備

接 続 形 態には、レイヤ ３（Ｌ３）接 続と

がユーザを識別する主要なキーであり、

を保有・運用しています。

レイヤ２（Ｌ２）接続があります。これ

ザの 電話番号と 契約情報を 照合して 認

ＭＮＯが 運用する 場合はＬ３
かであり、

ケット交換機をどちらが保有・運用する
を提供するため、適切なアドレスの払い

またその際、契約に応じた接続サービス

証（接 続の 許 容 ／ 拒 否）を 行ないます。

ＰＧＷ
（ Packet ＩＩＪの 認 証サーバは 加 入 者データベ
らふたつの大きな違いは、
）やＧＧＳＮ
（ Gate- ースと連携し、接続要求を行なったユー
data network Gateway
）と 呼 ば れ る パ
way GPRS Support Node

接 続、
ＭＶＮＯが 運 用する 場 合はＬ２ 接

出しや通信形態の指示（認可）を行ない

ほとんどはＩＰ化されました。つまり、

ＬＴＥ時代に突入し、モバイル通信の

時間を要します。先に述べたように、パ

要があり、これらの処理には少なからず

ＰＣＥＦで接続ルールの適用を受ける必

対する設備のキャパシティが抑えられて

ＭＮＯと比べて需要のピーク時に
つに、

る理由はいくつかありますが、そのひと

ＭＶＮＯが安価なサービスを提供でき

うイメージを持たれがちです。

Ｏサービスは「安かろう悪かろう」とい

あれば、これらの 設備で 事足りますが、

単純な接続サービスを提供するだけで

ます。

続となります。
ＩＩＪではＬ２接続の形態を採用して
紹介します。

おり、次項でＬ２接続を採用した背景を

ユーザが通信を開始するには、パケッ

モバイルもＷＥＢと同じくＩＰのうえで

ケット交換機では非常に多数の接続を管

いる点が挙げられます。平時はそれほど

ト交換機で認証やアドレスの払い出し、

ラン」では、月々３ＧＢまでは 高速な 通
動作するアプリケーションのひとつと考

理しているため、ひとたび接続が切断さ

影響はありませんが、需要がピークに達

例えば
信が行なえ、これを超えると最大通信速

えることができます。回線交換方式が主

れると、それらすべてを再度接続するに

の「ミニマムスタートプ
IIJmio

度が２００ｋｂｐ ｓ に制限されます。こ

流だった頃と比べてＩＰ化された現在の

うな潤沢な設備を確保することは困難で

うした通信速度の制御を実現するために

すが、限られたなかで少しでもユーザの

する特定の時間帯では通信速度の低下が

した。しかしＭＶＮＯサービスのインフ

普段と比較にならないほどの負荷を与え

今やモバイルは人々の生活に欠かせな

ラは、これまでのＩＰバックボーンとは
ＩＰバックボーンは、基本的にパケッ

ＩＰバックボーンでは、いかにロスな

いものであり、ライフラインのひとつに

体感品質を 上げるべく、
ＭＶＮＯでは 細

に応じた接続ルールの適用をＰＣＥＦに

トをそのまま転送することを主な役割と

くパケットを運ぶかがもっとも重要な点

なりました。そのため「格安ＳＩＭ」と

ＭＮＯも同じであり、認証設備に起因す

指 示し、
ＰＣＥＦはＰＣＲＦか ら 指 示さ

しています。そこには状態や蓄積といっ

ですが、
ＭＶＮＯ設備では 瞬間的なパケ

いえども、いざというときに利用できる

ることになります。この点はＭＶＮＯも

れた接続ルールに則って実際に通信の制

た概念はなく、ステートレスです。また

ットのロスよりも、いかに接続を維持す

サービスであることが求められます。

異なる性質を持っています。

は多くの処理を行なわなければならず、

）
、
cy and Charging Enforcement Function
ＯＣＳ
（ Online Charging System
）です。

御（最大通信速度の制御など）を行ない

ＩＰバックボーンの機器は自立分散が基

るか、新規の接続をスムーズに処理する

ＰＣＲＦはユーザの通信量やサービス

ＯＣＳはユーザの通信量をリアル
ます。

本であり、周辺機器と情報のやり取りは

やかな制御を行なっています。

タイムに管理し、通信量が上限を超えた

かが、サービスの安定性に直結します。

エリアに加えて、西日本エリアにも設備

強に合わせて、現在展開している東日本

そ こ でＩＩＪで は、
ＭＶＮＯ設 備の 増

行なうものの、基本的には単独で動作し

﹁格 安ＳＩＭ﹂と品 質

場合にＰＣＲＦを通じてＰＣＥＦに接続

これに対してモバイル設備はＩＰバッ

ます。

ｂｐ ｓ に制限するなど）を指示します。

ここ数年でＭＶＮＯサービスは広く普

定のサービスが提供できるよう準備を整

のそれぞれで接続し、広域災害時でも一

を拡充して、
ＭＮＯとも東日本と西日本
及しました。その要因のひとつに、通信

クボーンとは異なり、個々の回線の接続

料金が高止まりしているＭＮＯに比べて、

品質と価格の両立は容易ではありませ

こうした設備を自社で運用することは

ためには、ＭＶＮＯの運用範囲だけでも

ＭＶＮＯの多くが安価なサービスを提供

んが、皆さんに 安心して、快適に 使って

状態を保持します。つまり、ステートフ

また、設備の設計から検証・構築・運用

パケット交換機・認証サーバ・加入者デ

している 点が 挙げられます。
ＭＶＮＯの

いただけるサービスを目指して、たゆま

ルです。また、一人のユーザが通信する

までを一貫して自社で行ない、認証設備

ータベース・ＰＣＥＦ／ＰＣＲＦ／ＯＣ

普及にともない「格安ＳＩＭ」という言

ＩＩＪではＬ２接続を採用しています。

に至ってはゼロから開発することで、よ

Ｓといった多数の機器が連携して動作す

ぬ取り組みを続けてまいります。●

えています。

り自由度の高いサービス設計を実現して

葉も広まりましたが、ともすればＭＶＮ

サービス設計の自由度に直結するため、

ルールの変更（最大通信速度を２００ｋ

る障害やトラブルをよく耳にします。

見られます。コスト 構造上、
ＭＮＯのよ

ＩＳＰとＭＶＮＯ

基盤開発課 リードエンジニア

特に認証設備や加入者データベースには、

別の装置が必要です。

IIJ ネットワーク本部 モバイルサービス部

ＩＰをベースとするＩＳＰ
必 要 と な る の が、
ＰＣＲＦ（ Policy and モバイルは、
）
、
ＰＣＥＦ
（ Poli- にとって馴染みやすいものとなってきま
Charging Rules Function

細やかな制御が求められるため、さらに

現在のモバイルサービスでは、よりきめ

ここでは、
普段あまり紹介されることのない MVNO サービスの裏側を解説しながら、
る必要があります。

います。
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サービスの裏側
MVNOサービスを支えるインフラ

広がる IIJ のモバイルサービス

〜MVNE の役割

拡充する販売網

本稿では、IIJがMVNE（Mobile Virtual Network Enabler）として進めている
MVNO支援サービスの概要をお伝えする。
ここでは、IIJmioの特徴であり利点でもある、
幅広い商品と販路の展開について紹介する。

IIJ ネットワーク本部
モバイルサービス部 モバイルサービス課長

村越 義親

マホ」という言葉によって一般的になり、

通 信サービスは、
「格 安ＳＩＭ」
「格 安ス

昨 年あたりから、
ＭＶＮＯの 提 供する

ていました。

参入企業にとって大きなハードルとなっ

能への投資が必要となり、これらが新規

ジスティックといったシステムや業務機

ＭＶＮＯに参入した企業が活躍を見せて

家電・流通・不動産・リユースなどから、

すでに、多岐にわたる業界 ――
ネット
通販、コンテンツ配信といったＩＴ業界、

いますが、各社の提供するサービスを料
金プランや通信速度で比較すると、均質

成長を続けるＭＶＮＯのなかでＩＩＪ

四パーセントの成長を示しました。

て 一〇〇〇万を 超え、前 年 同 期 比 二 六・

半期、
ＭＶＮＯサービスの 契約数が 初め

Ｏ事業へ参入しようとする企業を支援し

ストの軽減などを実現し、新たにＭＶＮ

ットフォーム）を提供しており、初期コ

業者が同時に利用できる共通基盤（プラ

システムや業務機能を複数のＭＶＮＯ事

きました。同サービスでは、先に挙げた

プラットフォームサービス」を提供して

〇一二年より「ＩＩＪモバイルＭＶＮＯ

こうした 状況を 受けて、
ＩＩＪでは 二

ービスを提供して、独自性を打ち出すこ

ービスと組み合わせることで個性的なサ

音楽といったコンテンツなどを、通信サ

ＳＮＳのようなアプリケーション、動画・

対応した端末のラインナップ、ゲームや

差別化だけでなく、利用者のこだわりに

提供する側としては、料金や速度面での

このような環境において、サービスを

ＩＩＪの参入支援

これまではある程度専門的な知識を持つ
利用者にとどまっていたユーザ層が、一
気に初心者にまで広がりました。総務省

は、通信サービスを提供するだけでなく、
ています。また同サービスは、エンドユ

化が進み、利用者が一見しただけでは違

ＭＶＮＯへの参入を希望する企業をバッ

の統計情報によれば、二〇一五年第２四

クアップするＭＶＮＥとしての活動にも
ーザに提供する通信サービスの料金やス

ＭＶＮＯに 参 入する 企 業に
ます。また、

ＮＯ市場を活性化させる効果が期待でき

ＭＶ
の提供や新たな顧客層の開拓など、

組み合わせることによる新しいサービス

への参入は、異なるカテゴリーの商品を

新たな企業、特に異業種からＭＶＮＯ

を融合した新しい通信サービスをつくり

スのノウハウと新規参入企業のアイデア

れまでＩＩＪが提供してきた通信サービ

性を活かした商品設計が可能になり、こ

す。これにより、各ＭＶＮＯ事業者の 個

自由に設定できるように構築されていま

ペックを、それぞれのＭＶＮＯ事業者が

事業者・利用者と三位一体となって、良

ＭＶＮＥと し て のＩＩＪは、ＭＶＮＯ

う、事業環境の提供に努めています。

の盛り上がり・市場の広がりが生じるよ

ＩＩＪは 業界全体
るかもしれませんが、

間の競争を増長させているようにも見え

ＭＶＮＯ事業への参入支援は、事業者

とが重要です。

ます。

いを見分けることがむずかしくなってい

積極的に取り組んでいます。

とっても、通信サービスを自社ブランド

いサービスを提供し続けるための基盤と

今 後、
ＭＶＮＯの 提 供する 通 信サービ

ォームサービスを進化させながら、新た
している 事業者とともに、
ＭＶＮＯサー

に参入した事業者・これから参入を検討

商品管理やコストが必要となり、検討の

により、お客さまはご自宅でＭＮＰ転入

このおうちでナンバーポータビリティ

ビスの将来を築いてまいります。●

たびに既存商品のままでは展開が困難と

スはどうなっていくのでしょう？

なるＩＩＪモバイルＭＶＮＯプラットフ

出すことができます。

親和性のある商品や顧客基盤を活用した
利益を生み出すことができます。
一 方、
ＭＶＮＯとして 通 信サービスを
提供するには、通信設備の 運用、通信端
末の調達、課金／顧客管理システム・ロ

、そして「どうす
サービスを提供するか」

手続きを 行なうことができ、
ＭＮＰ転入

店舗での受付も
さらに拡充

することができました。

時における電話の不通時間の課題を解消

いう結論に達していました。

きるか」を常に考え、商品開発と販路開
拓を並行して進めてきました。

この 課題の 克服に 向けて、
ＳＩＭその
で利用可能な、高速通信量をリチャージ

プリペイドパック
ものではなく、 IIJmio

現在では、オンラインでの申し込み以

申し込みを行ないたいというお客さまや、

一方、詳しい説明を聞きながら検討と

その場でＳＩＭを受け取りたいというお

クーポンカード」を
するための「 IIJmio

開発し、コンビニエンスストアへ展開す

プリペイドパックに適用するリチャー

ＩＭ即日開通カウンター／コーナーの設

ることにしました。

部量販店でのＳＩＭ即日開通対応など、

ジカードは繰り返しの利用が想定される

置も進めています。

客さまのために、 IIJmio
では店頭でのＳ

さまざまな商品展開と方法でサービスを

ため、その入手性が商品の要となります

店舗によって受付内容が異なる場合も

ありますが、現在、主要な 即日開通カウ
ードを開発した際のＰＯＳＡ技術を使っ

のお 申し 込みとＭＮＰ転 入
あり、 IIJmio

ープやイオンなど、全国約四〇〇店舗に

ンター／コーナーは、ビックカメラグル
ク」があり、主に郊外型ショッピングセ

て、実 際の 店 舗にはＳＩＭを 配 備せず、

きるようになりました。

カードの再発行やサイズ変更にも対応で

応内容を拡充し、新規契約に加え、
ＳＩＭ

ＳＩＭカウンターでは昨年一〇月から対

特に、ビックカメラグループのＢＩＣ

の即日開通が可能です。

ンターや家電量販店など、全国数百店舗

案され、
「 IIJmio
えらべるＳＩＭカード」

ＳＩＭカードを後日配送するフローが考

おかげさまで、これらは各々ご好評い

昨 年 一 一 月から 販 売しております

「販売している店舗
ただいておりますが、

が近くにない」
「店舗が開いている時間帯

えらべるＳＩＭカードは、まさに
IIJmio

コンビニエンスストア向けに開発した商

ＳＩＭ商品販売」を何度も検討してきま

販路として「コンビニエンスストアでの

入など、お客さまの利便性向上が図られ

ィ」機能による不通時間のないＭＮＰ転

わせや、
「おうちでナンバーポータビリテ

まいります。●

の利便性がさらに向上するよう尽力して

ートをより柔軟にすることで、お客さま

ていくとともに、店頭で対応可能なサポ

今後も即日開通が可能な店舗を展開し

した。しかし、一万店舗を超える店舗数

た内容となっています。

品で、 IIJmio
クーポンカードとの組み合

ゆえに、これまでとは異なるレベルでの

そこで、 IIJmio
の展開を広げるための

ていました。

に購入できない」といった声も寄せられ

の開発につながりました。

で販売を行なっています。

量販店向けの商品展開には、大きく分
クーポンカードは、コ
が、その 点 IIJmio
けて「
ウェルカムパック」
「
ンビニエンスストアとの相性がとても良
IIJmio
IIJmio
プリペイドパック」
「 IIJmio
音声通話パッ
いものでした。そして IIJmio
クーポンカ

利用開始できるようになっています。

（ Point of Sales Activation
）カ ー ド 販 売、一

売、コンビニエンスストアでのＰＯＳＡ

外にも、量販店でのＳＩＭパッケージ販

現在の販売網と課題

コンビニエンスストアへの展開

れば商品の入手性を向上させることがで

では「いかにして利便性の高い
IIJmio

ＭＶＮＯの将来に向けて

として提供することで、通信サービスと

ＭＶＮＯへの参入

本田 景輔

IIJ ネットワーク本部
コンシューマサービス部 サービス開発課 リードエンジニア
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MVNOへの参入支援
IIJmio

広がる IIJ のモバイルサービス

その内容やクオリティについては、十分に周知されていないことも多い。

こ の よ う な 状 態に な っ て い る の で す。
では、できるだけ通信速度を落と
IIJmio

さないよう、設備の借り受けに積極的な
投資を行なっていますが、それでも昼休

みの時間帯には速度が低下しています。
また別の現象として、夜の繁華街や混
雑した駅など、携帯電話利用者が多い場
所で通信速度が落ちるということもよく
言われます。しかし、こういった局所的

な速度の低下は、基地局やアンテナのキ
ャパシティが不足していることが原因で
す。基地局やアンテナはＭＮＯとＭＶＮ

をはじめとしたＭＶＮＯの通信
IIJmio

ＫＤＤＩの 設 備 に 相 乗 り し て い ま す。
ＭＮＯの 電 波そ の も の で あ り、エ リ ア

や 電 波の 強さは 変わりません。山 間 部

そのため、通 信に 使 用している 電 波は

「不安」や「誤解」を持つ方もいらっしゃ

などでもＭＮＯの 電 波が 届いていると

サービスはずいぶんと一般化し、利用者

「通信設備を 借りてサービ
るようです。
ＭＶＮＯのサービスでも
ころであれば、

も 増えていますが、同 時にさまざまな

スを提供する」というＭＶＮＯの形態が
通信が可能です。

度」に も 高 い 注 目 が 集 ま っ て い ま す。

もうひとつのテーマである「通 信 速

ＭＶＮＯは通信速度が遅い？

直感的でないこともあり、わかりにくい
部分が多々あるのだと思います。私たち

がＭＶＮＯサービスを皆さまにご紹介す
るなかで、よくうかがう質問と、その実
際について、いくつかご紹介したいと思

います。
「ＭＶＮＯは 通信速度が 遅い」と 言われ

ることがありますが、これは 半分正解、
半分間違いです。
携帯電話の通信速度は時間や場所によっ

ＭＶＮＯのエリアは狭い？
電波が弱い？
もっともよくある誤解がこちらです。
ＭＮＯでもＭＶＮ
て 大きく 変動します。

皆さんが経験的に感じられている通り、
携帯電話会社の 善し 悪しというと、
「サ

ひとつは時間帯による変動です。日本

Ｏでもこのような変動はありますが、そ

「新興のサービスだから通信可能エリア

の携帯電話には一日のあいだにいくつか

「通信速度」が二大テーマ
ービスエリア」

「安いサービスだか
が 狭いに 違いない」
利用のピークがありますが、個人向けの

の傾向が異なります。

ら電波が弱いに違いない」というように
「昼休み」
サービスでは「朝の通勤時間」

ＭＶＮＯに つ い て も こ の 流れ で、
で す。

思われがちです。

らずいらっしゃいます。

は大丈夫か？ と心配される方も少なか

す。そのため、災害時にＭＶＮＯの設備

ＭＶＮＯを利用している
ると思います。

く警報を多くの方が耳にされたことがあ

が発生した際、独特のメロディで鳴り響

緊急地震速報・緊急警報です。地震など

を持たず、
ＭＮＯであるNTTドコモや

基地局やアンテナなどの 無線通信設備

わりありません。そもそもＭＶＮＯは、

電 波は、一 般 的な 携 帯 電 話 事 業 者と 変

そも緊急警報が表示されないこともあり

ＩＭフリースマートフォンの場合、そも

ーカが製造した「ワールドモデル」のＳ

とができないためです。また、国外のメ

ックフリースマートフォンが取り扱うこ

設備のキャパシティが潤沢ではない場合

ＭＶＮＯがＭＮＯから 借り 受ける
れは、

ＮＯは通信速度が遅くなりがちです。こ

こういったピークの時間帯では、
ＭＶ

「夜間の帰宅後」にピークがあります。

災害が発生した際、もっとも影響を受

ときに、この緊急警報を受信できるかど

ます。緊急警報は国際的な規格で定めら

しかし実際には、
ＭＶＮＯのエリアや

けやすいのは、全国に設置されているア

うかも、皆さんがよく気にされているこ

る国が日本くらいしかないため、その他

ンテナや基地局です。これらは前述の通

仕組みからいえば、
ＭＶＮＯを 利用し

れてはいるものの、実際に運用されてい

同等です。

いますので、災害時の可用性もＭＮＯと

通信や通話と異なり、基地局からそのエ

ない場合もあるのです。

じであっても、災害時にはＭＮＯの通信

リアに存在するすべての端末に向けて送

の国が主な仕向け地の製品では対応して

が優先され、
ＭＶＮＯは通信できなくな

信されます。この信号は個々の端末を識
ＭＶＮ
今回取り上げた四つの話題は、

です。緊急警報で使われる信号は通常の

るのでは？ と考えている方もいらっし

別するようなことはしていませんので、

Ｏにある程度詳しい方でも、事情を把握

また、アンテナや基地局がＭＮＯと同

ゃるようです。これも、よくある誤解の

ＭＶＮＯで利用している端末であっても

されていない場合が少なくありません。

いる設備についても、複数の通信回線を

さらに、
ＭＮＯとＭＶＮＯを 接 続して

NTT ドコ
ＮＯで利用している場合は、

ドコモが発売したスマートフォンをＭＶ

ンの機種によってばらばらです。NTT

に画面に表示されるかは、スマートフォ

ただし、受信した緊急警報がどのよう

なっています。筆者が執筆しているＩＩ

て、技術的な情報をお伝えする活動を行

ＩＩＪではさまざまな機会を設け
べく、

あります。そういったすれ違いを減らす

度にＭＶＮＯにご期待をいただく場合も

用を躊躇される場合もあれば、反対に過

こういった不安をもとに、
ＭＶＮＯの利

不安解消に向けて

ひとつで、実際にはＭＮＯの通信が優先

緊急警報の信号は届くのです。

使って冗長化を図るなどの対策がとられ

モと同様のメッセージが表示されます。

Ｊの 公 式 技 術 ブ ロ グ「て く ろ ぐ」や、

はありません。

ＭＶＮＯの通信がＭＮＯに劣後すること

生しています。さらに、混雑した場所で

低 下はＭＶＮＯに 限らず、
ＭＮＯでも 発

の地域でＭＮＯと接続することで、大規

等に扱われます。局所的な混雑が原因で、 ています。これに 加え、
ＩＩＪでは 複数

ＭＮＯとＭＶＮＯの 通 信は 同
あっても、

模災害が発生した際にも通信を維持でき

ですが、家電量販店などで販売されてい

けしていきたいと考えています。●

通して、
ＭＶＮＯにまつわる情報をお届

」
、さらには雑誌などへの寄稿を
meeting

お 招 き し て 開 催 す る イ ベ ン ト「 IIJmio

る「ＳＩＭロックフリー」のスマートフ

NTTドコモが拡張した独自
これは、

化されたりすることがあります。

メッセージが表示されなかったり、簡略

るような仕組みを現在構築しています。

ＭＶＮＯは
災害時に使えない？
最近、携帯電話は災害時の重要な通信

災害に関してもうひとつ気になるのが、 の緊急警報システムの情報を、
ＳＩＭロ

緊急地震速報・緊急警報は
ＭＶＮＯでも 受信できる？

の「中の人」が利用者の皆さまを
IIJmio

なことはありません。

され、
ＭＶＮＯの通信が阻害されるよう

ていても緊急警報を受信することは可能

とです。

堂前 清隆

ォンを利用している場合は、いくつかの

Ｏが共用しているため、この場合の速度

IIJ 広報部 技術広報担当課長
兼 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

り、
ＭＶＮＯもＭＮＯの 設 備を 共 用して

ここでは、そうしたなかから主なケースを紹介する。

あわせた設備を借り受けることが困難で、

路線をとっているため、需要のピークに

いる個人向けＭＶＮＯの多くは、低価格

に発生します。現在、シェアを伸ばして

MVNOが提供する通信サービスの利用者が増えているが、

インフラのひとつとして認識されていま
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知って安心！
MVNOにまつわる不安を解く！

へ
〃

資 本 主 義 から
〃
シェア の経 済
イノベーションインスティテュート
取締役

浅羽 登志也

――

近い将来、コンピュータや機械が
人間の仕事を奪ってしまう

そんな予測がまことしやかに

ＡＩ
（人工知能）技術の発展によって、今後、十数年で
人間の仕事が減少していく。ここ数年、そんな予測をす

びて実感されるようになってきたということです。
しかしＩＴ業界で働くものにとって、このような予測

「雇用の未来 コ
―ンピュータ化によって仕事は失われる
のか」という論文で、米国の七〇二の職種について、コ

ケル・Ａ・オズボーン准教授は、二〇一三年に発表した

英オックスフォード大学でＡＩの研究を行なうマイ

らできる限り仕事を取りあげて、正確無比で高速処理が

あれば、作業効率が悪く、時々間違いも犯す人間の手か

産性をあげること」です。どんな業務であっても、コン

は「コンピュータ技術を活用して、さまざまな産業の生

はある意味自明のことのように思えます。我々の仕事

ンピュータにより 自動化される 確率を 試算していま
可能なコンピュータに任せたほうが、生産性は確実にあ

る記事をよく見かけるようになりました。

す。結果は、今後一〇〜二〇年ほどで米国の総雇用者の
がるはずです。
コンピュータが得意な分野は、大量のデータ処理をと

ピュータや機械を使ったほうがコストが安くなるので

約四七パーセントの仕事が自動化される、つまり、仕事

がなくなるリスクが高い、という予測となっています。
もなう定型業務です。そういった分野の仕事から順に

面でも人間を超える日が近いのではないかと感じてし

いると、本当に、コンピュータやロボットが知的活動の

ボット技術の発展に関するさまざまなニュースを見て

います。従って、遅かれ早かれ、これまでは人間がやら

として扱うことができるようになったことを意味して

も、そうした「大量のデータ処理をともなう定型業務」

最近のＡＩ技術の進歩は、人間の知的な思考や判断

人間の手を放れていくのは、生産性向上を追求する限

ＩＢＭのワトソンがクイズ番組

の歴代チャ
Jeopardy

まいます。すると、ある程度の数の仕事は、人間に代わ
なければならないとされていた知的作業も徐々にコン

ンピオンを打ち負かしたり、将棋の電王戦でコンピュ

ってコンピュータが担うようになるという話も、すで
ピュータ化され、効率化が進むのはもはや避けられない

り、ごく自然な流れということになります。

にＳＦの世界の話ではなくなってきているように思い
のではないでしょうか。

ータがプロ棋士を負かしたり、その他、自動運転車やロ

ます。
もちろんロボットやＡＩなどの新しい技術により、製
品やサービスのコストがさがって消費が刺激されれば、

こういった問題提起は、新しい技術が世に出てくるた

えて、結果的に 仕事が 増える、という 楽観論もありま

に新たなビジネスが生まれ、イノベーションの機会も増

人間からコンピュータへ

びに繰り返し行なわれてきました。例えば、文明評論家

す。しかしリフキン氏は、最新の著書である『限界費用

増産が促され、市場も活性化するはずです。すると周辺

で、メルケル独首相をはじめ各国首脳や政府高官のアド

なく、見通しが甘過ぎ」ると切り捨てています。
氏は、欧米先進諸国の製造業で、安価な労働力を求め

ゼロ社会』のなかで、このような楽観論は「先見の明が

フトウェア・テクノロジーがさらに進化して、文明は労

て人件費の安い国へと製造プロセスが移管された先例

「ソ
年に出版された『大失業時代』という著書のなかで、
働者をほぼ必要としない世界にいっそう近づく」と予測

を指摘します。そして次の段階で、さらに安価で効率的

バイザーを務めるジェレミー・リフキン氏は、一九九五

していました。二〇年前の予測がいよいよ現実味を帯

も、黎明期にはさまざまな課題解
IoT

シェアの経済とは？
前号で紹介した

なロボットによる生産に移ったと言っています。つま
り、労働力が安い国に移管され、その国の雇用は一時的
に増えるが、やがて機械化が進み、長期的には仕事は減

四つの工場を完全自動化すると発表しました。リフキ

実際、昨年キヤノンが二〇一八年までに日本国内の

です。リフキン氏の言うように、資本主義が本当に致命

人間は要らなくなり、反対に雇用問題を深刻化させそう

増やす要因になるでしょう。しかし技術が安定すれば

決のために人間の介在が必要になり、一時的には雇用を

ン 氏は、この 動きは 製造業だけではなく、サービス 業

的な矛盾を抱えているのなら、それに代わる経済体制を

っていくのです。

や知識・娯楽部門の全般で起こるとしています。たし

では、資本主義以外の有効な経済体制とは、何でしょ

どうすればいいのか考えなければなりません。

ると、近い 将来、サービス 業でもかなりの 部分をロボ

うか？ リフキン氏はそれを「シェアの経済」と言って

かにパーソナルロボットのペッパー君の人気を見てい
ットに持っていかれてしまうのではないかと不安にな

います。そして、その発端のようなサービスがすでにい
くつも始まっていると指摘しています。

ります。
さらに近年は、経済格差も広がっています。貧困問題

のタクシー配車サービスでは、一般人でもドラ
Uber

イバー登録をすれば、自分の空き時間と自家用車を利用

に取り組む非政府組織オックスファム・インターナシ
ョナルがまとめた二〇一五年版の報告書によると、世界

のサービスは、現在六八ヵ国で利用可能になっていま

して、他人を運ぶサービスの提供者になれます。 Uber
体の下位半数三六億人が持つ合計と同じ額で、どちらも

す。ただし、日本では法律の壁があり、一般人のドライ

の富裕層の上位六二人が保有する資産は、世界の人口全

はたしてそれは本当なのか？

約一・八兆ドルとなったそうです。同じ報告書の二〇

バー登録は不可です。同様に

囁かれている。
仮に本当だとしたら、

一四年版では、上位八〇人が保有する資産が一・九兆ド

に提供するためのマッチングサービスです。こちらも
もかかわらず、所有する額は一〇〇〇億ドル減少し、同

リングエコノミーの台頭を印象づけたと評判になりま

年のリオ五輪の正式スポンサーにもなっていて、シェア

は個人宅を旅行客
Airbnb
ルで、下位半数三五億人が所有するものと同額でした。

すでに一九〇ヵ国で利用可能です。 Airbnb
は二〇一六

それに代わる経済体制は

つまり、この一年間で下位半数の人数が一億人増えたに

存在するのだろうか？

じ量の富が集中する超富裕層が八〇人から六二人に減

した。
シェアの経済では、すでに持っているものや自分が作

少したことになります。このことからも格差は急速に
拡大していることがわかります。

済下では、生産性を極限まで引きあげていく方向に力が

ービスを自ら生み出せるようでなければなりません。

人間は他者がシェアして欲しがる価値のあるモノやサ

量生産のための労働はすべてロボットが担いますので、
働きますから、人工知能やそれを用いて知的制御が可能

そうなったとき、自分は他者とシェアできる何を生み出

ったものを互いにシェアしながら経済を回します。大

な機械が発達すればするほど、人間は生産の現場からは

せるのか？ そんなことを真剣に考える時代がくるの

格差が広がると、購買力が低下し、景気も悪化し、経

じき出されることになります。リフキン氏はここに資

かもしれません。●

済自体が回らなくなっていきます。しかし、資本主義経

本主義の大きな矛盾があると看破しています。
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前 号の「日米の商 談スタイルの

回答方法：

2016 年 3月18日（金）までに同封のアンケート用紙にご記入のうえ、Fax（ 03-5205-6377 ）、

グローバル・トレンド

行なってまいりますので、
ぜひご協力をお願いいたします。

英国の商談スタイル

皆さまのご意見・ご感想をもとに、
より充実した誌面づくりを

小川 晋平

このたび
「IIJ.news」
では、
読者アンケートを実施いたします。

エンジニアと
キーボード

IIJ Europe Limited Director

こうした商 談スタイルの違いは、

多 様な国や価 値 観を束ねてきた

我々の要 求 事 項を 伝えたところ、 す（笑）。

ご紹介しましょう」と満面の笑み

「それを実現できる同僚をすぐに

イギリス連 邦が歴 史から 学んだ

違い」に続いて、今 号は「英 国の

で約 束してくれたのですが、その

商 談スタイル」に触れてみたいと

思います。

知 恵なのだと 思います。丁 寧な

表 現で敵をつくらず 、時 間を 稼

ぎながら 自 分の有 利な 状 況に持

っていく 交 渉 術ともいえるでしょ

材の流 動 性が高いなか、誰が読

う。文 章ばかりの提 案 書も、人

んでも解 釈 上の不一致がないよう

な文 章 書くという商 習 慣から来

イギリス企 業の老 獪さから 学

ぶことは 多々あ り ますが、古 き

良き日本 企 業の家 族 主 義 的チー

ムワークの良さも改めて実 感して

後、しばらく連絡が途絶えるとい

一方 、イギリスの現地企業向け

うことがありました（笑）
。

遠 巻きに会 話を 始めるという 点

の「提 案 書」は、日 本 や 米 国 と

イギリスに駐在して二年ほど経

で、イギリスと日 本のビジネス会

大きく異なっています。日米では

ちますが、相 手を気づかいながら

ロンドンでは世 界 各 国の人々が

ーションツールを使うことが多いで

話はとても似ていると感じます。

働いていますが、長く働いている人

すが、イギリスの提 案 書は、ひた

のようなプレゼンテ
PowerPoint

は出身国に関係なく、非常に丁寧

範 囲・設 計 概 要・体 制・スケジ

います。一筋 縄ではいきませんが、

試 行 錯 誤を 繰り 返しながら、両

国の長 所をうまく 組み合わせて、

現 地に根ざした企 業を 目 指して

いきたいです。●

で 相 手を 慮った表 現を 使います。 すら 文 章を 書くのが一般 的です。 ているのではないでしょうか。

ュール・コストなどを 明 確に文 章

例 え ば「 Would you mind
〜 」? 多 少 図 解を 入れることはありま
や「 Would it be possible
〜 」? すが、それより も 提 案の 骨 子・

使いこなし、空 気を読みながらミ

といった表 現を当たり 前のように

化することが求められます。赴

書 を 見たときは、こんなに文 章

ーティングの場を壊さないように発

を 書かないといけないのか！ と

任して 初めて 数 十ページの提 案

その反面、時々、行動がともな

言します。

わないこともあります。先日、パ

ートナー企業との打ち合わせの際、 絶 望 的な 気 持ちになったもので
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ご協力のお願い

インターネット・トリビア
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企画業務課 リードエンジニア

堂前 清隆

インターネットはコンピュータや通信機器で作られたネットワ

代表的なものは、かつて IBM が開発していたノートパソコン

ークですが、それを設計・構築・運用しているのは人間のエン

「ThinkPad」のキーボードでしょう。ノートパソコンではスペ

ジニアです。エンジニアが仕事をする際、さまざまな道具のな

ースの制約のため、一部のキーが妙な場所に配置されたり、軽

かでも一番長時間向き合うのは、パソコンのキーボードでしょ

量化・薄型化のため、キーを押したときの感覚がはっきりしな

う。キーボードはエンジニアにとって、とても重要な装置です

いものが少なくありません。そうしたなか ThinkPad はソツのな

ので、自然とこだわりは深くなります。今回のインターネット・

い配置としっかり押し込めるボタンを作り込んで、高い評価を

トリビアは、キーボードについてご紹介したいと思います。

得ました。さらに、キーボードの中心には、マウスの代わりに

日本で販売されているパソコンのキーボードには、アルファ

搭載された「TrackPoint」と呼ばれるスティックがあり、キーボ

ベット以外に「かな」が刻印され、漢字変換のために「全角／

ード操作中にマウスを触るときでも、手をほとんど動かさなくて

半角」キーや「変換」キーが用意されています。これらは日本

もいい点も人気があった理由の一つでした。ThinkPad のキー

向けに作られた「日本語キーボード」と呼ばれるものです。と

ボードは非常に人気が高かったので、ノートパソコンから独立

ころがエンジニアのなかには、あえて日本語キーボードを利用

したキーボードだけが、デスクトップパソコン用としても販売さ

せずに、英語用のキーボードを好んで使う人がいます。という

れています。

のも、英語キーボードは「かな」が刻印されていないだけでな

このようなキーボードのなかで、もっとも特 徴的なのが

く、日本語入力のために用意されたキーがありません。そのた

「Happy Hacking Keyboard」です。これは、和田英一東京大

め、スペースキー（空白）を広くとるなど、余裕を持った配列に

学名誉教授（現 IIJ 技術研究所顧問）が 1995 年に考案した

なっていることが多いのです。エンジニアは圧倒的にアルファ

（コンピュ
キーボードで、UNIX コンピュータを使った「Hack」

ベットを入力することが多いため、日本語よりも英語を優先して

ータエンジニアが行なうかっこいい作業）に特化された設計と

いるのです。日本語変換操作は、英語キーボードでも複数の

なっています。和田先生は「キーボードは大切な、生涯使える

キーを組み合わせて対応できるため、同じキーボードでメール

インタフェースである」という考えのもと、コンピュータによって

を書くのも問題ありません。

キーの配列が変わることを嫌い、複数のコンピュータで同じ配

日本で発売されているノートパソコンのなかには、交換パー

列のキーボードを使えるよう、持ち運び可能なコンパクトな筐体

ツやカスタムメイドで英語キーボードを選べるものがいくつか

に必要最低限のキーだけを並べたキーボードを考案しました。

あります。ノートパソコンを選ぶ際、そういった機種を選んだ

このキーボードはメーカによって製品化され、現在に至るまでオ

り、わざわざアメリカ仕様の製品を取り寄せて使うエンジニア

リジナルのコンセプトを維持しながら改良が加えられ、販売さ

もいます。

れ続けています。そして、多くのエンジニアの相棒として愛用さ

また、特定のキーボードに人気が集中するケースもあります。 れています。●

いただけます。ぜひご利用ください。

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