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の早春から春への移り変わりが、例年と

い。異常気象が通常のことになり、今年

った。三月は世界的にも低温だったらし

が浮かぶ鮮やかな景色を見ることがなか

花冷え、花曇りが続き、青い空にさくら

今年は、さくらが開き始める頃から、

そうかと、瞬時、考えるのだが、その間

ふらと壇上に立ってから、さて、何を話

椅子に座っている。なにも考えずにふら

ばし、ダークスーツに身を固めて会場の

人を超す新入社員が礼儀正しく背筋を伸

挨拶をする。このところ何年も、一〇〇

の採用が始まり、毎年、入社式を行ない、

私が、
ＩＩＪを創業して四年目から新卒

な技術革新は、技術そのものに、また基

ィブをとり続けてきた会社である。巨大

る技術革新の世界にあって、イニシアテ

トという世の中の仕組みのすべてを変え

ＩＩＪは、過去二五年、インターネッ

おけるもっとも大きな発見だった。

いものだということこそ、私の二〇代に

事は、どんな遊びよりも面白く、飽きな

いう言葉でくくられるようになった。仕

ハワイの違った一面 ／ 島上 純一

は違っていたのかどうか、それすら覚束

もない。たまたま最初に口にした言葉を

四月一日は入社日である。さくらが満

からこそ、譲れないのである。

心を慰め、和らげる祭りはない。道楽だ

野公園に、音楽が溢れることほど、人の

膨らませ、満開となり、花吹雪が舞う上

都合がいい。なによりも、さくらが蕾を

遠い日本に素晴らしい演奏家を招くにも

いかない。欧州ではイースターの時期で、

って、酷暑の真夏に時期を移すわけには

なのだから、時間に余裕があるからとい

饗宴で春の祝宴をしようというのが趣旨

らの名所である上野で、さくらと音楽の

ればいい、と。もっともな話だが、さく

た。そのうち、仕事が面白くなってしま

めて効率的だということに気づいたりし

業に出て学ぶというのは、ある意味で極

した。何事も独学に終始していたが、授

学に通っては、殊勝に授業に出て勉強を

代は授業に出席しなかったのに、夜間大

いることをすぐに自覚させられ、大学時

である。仕事をこなすには知識が欠けて

織で仕事をすることに馴染めなかったの

ト生活でそれなりに稼いでいた私は、組

辞表をいれていた。いい加減なアルバイ

らで、入社して半年ほどは、いつも胸に

になったのは、二〇代も後半になってか

私が就職して、正業というか、社会人

と、そんな思いが強くなる。式の挨拶は、

挨拶が終わって、珈琲を飲みながら、ふ

ことが、私のもっとも重要な仕事である。

れた新入社員の潜在能力を最大限伸ばす

そんな技術の渦中にある会社に来てく

俯瞰するとなると、なかなか難しい。

の姿を描くことができるのだが、全体を

うなるのだろうか。断片的にはその将来

管理が実現すると、世の中の仕組みはど

節、話をすることがある。究極の集中・

散は、究極の集中につながるのだと、折

更を余儀なくされるのである。究極の分

技術基盤のうえで、あらゆる仕組みは変

にもかかわらず、インターネットという

なくなってしまった。
三月は、年度決算から事業計画の策定

開の日だった。高校の入学式以来、式と

難しいものである。●

時としてその﹁危うさ﹂が表面化する。

盤となるコンセプトに大きな危険性を内

末房志野

継いでいるうちに、挨拶を終える。せっ

れません。

包しており、すべての仕組みを変える過

わないことも大事な生きる力なのかもし

かく襟を正して聞いてくれている社員に

りますが、未来に期待する気持ちを失

まで、
なにかと忙しい。その時期に
﹁東京・

うと思います。社会では深刻な問題もあ

春・音楽祭﹂を始めて十二年目になる。

始まる方も多い季節です。
なぜかわくわく

程には、さまざまな﹁危うさ﹂があって、

する気持ちを表現するなら、
桜色が似合

は申し訳がないほど、いい加減なもので

収穫は人の手で大切に行なわれるそう

忙殺される時期に音楽祭もないだろう。

です。4月は新入社員の方々や新生活が

ある。

てられ、上手く育てるには手間がかかり、

道楽なら、もう少し時間のある時期にす

表紙の言葉「さくらんぼ」

い、当時よく言われた 〃
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鈴木 幸一
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「さくらんぼ」は「桜ん坊」という字が充

名のついた行事には一切出向かなかった

〃

花曇りの入社式
株式会社インターネットイニシアティブ

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

社会参画の呼びかけ

氏

二度の手術を経て

勝 安藤さんはさまざまな社会貢献活動をされており、そのひとつ、東
日本大震災後に設立された「桃・柿育英会」
（震災遺児のための育英資
金制度）も大きな広がりを見せていますね。
安藤 「桃・柿育英会」は、私に加え、小澤征爾さん、物理学者の小柴昌
俊さん、化学者の野依良治さん、サントリーの佐治信忠さん、ユニクロ
の柳井正さん、ベネッセの福武總一郎さん、元兵庫県知事の貝原俊民さ
んが発起人となって、一年一万円の募金を一〇年間続けてくれる方を
募集しました。最初は一日に百人の申し込みがあり、今では約三万人
の支援者がいます。
勝 大変な数ですね。
安藤 なかにはいろんな人がいますよ。半年に一度、百万円振り込ん
でくれる女性がいる。まったく面識はなかったのですが、お婆さんだ
ということは知っていた。それで私が遊び心から「百歳までがんばれ」
とお 礼状を 出したら、
「異議がある」と 返事が 来た。理由を 尋ねると
「私は今、九八歳六ヵ月です！」と（笑）
。それで「百十歳までがんばろ
う」と書いたら、納得してくれました。
勝 なるほど（笑）
。
安藤 女性のほうが子供に対する愛情が深いのでしょうか。私は建築
家ですが、設計以外にできることもやらなければと心がけています。
社会参画が大事だと。子供のために、次の世代を支えていこうという
メッセージは今後も発していきたいです。
勝 安藤さんは、環境問題にも熱心に取り組まれていますね。
安藤 日本には世界に類を見ない春夏秋冬があって、美しい風景があ
る。日本の美的センスは、例えば江戸時代の浮世絵や歌舞伎がフラン
スの印象派に大きな影響を与えたように、西欧から見ると夢のように
美しいと言われてきた。そうした国のあり方が日本人をつくるわけで
すから、これを受け継いでいかなければならない。
.C
. のポトマック川沿いに日本から贈られた桜並木が
ワシントンD
ありますよね。あんなふうに、大阪の大川・中之島沿いにも美しい桜
並木をつくろうと、二〇〇四年に「桜の会・平成の通り抜け」事業を立
ち上げて、一万円募金を呼びかけました。桜の苗木が一本五万円、向こ
う三〇年間のメンテナンス費が一〇万円、合計一五万円あれば一本の
桜を育てることができる。それで三千本を目標に、募金してくれた人
のネームプレートを木に付けることにしたら、五万二千人の応募があ
りました。こうした呼びかけに応じてくれる人がいるのは、日本も捨

安藤 忠雄

建築家

勝 安藤さんは、ここ数年で二度、大きな手術をされていますが、体調
のほうはいかがですか？
安藤 それがまったく問題ないんですよ。主治医の先生の言うことを
守るようにしているので、食事は残さないし、
「三〇回噛みなさい」と
言われたところを、私は倍の六〇回噛んでいます（笑）
。
勝 顔色もいいし、お元気そうですね。
安藤 もともと丈夫にできていますから。
勝 若いころ、ボクシングもされていたそうですね。
安藤 高校二年生でライセンスをとって、プロボクサーとして一年半
ほど活動しました。しかしあるとき、ファイティング原田の練習を見
て「才能が違う」と痛感し、ボクシングはやめました。ボクシングを
「闘う」ことを学びました。
やったのは短いあいだでしたが、
勝 今でも運動はされていますか？
安藤 毎日一万歩あるいて、週に三回ジムに通っています。
しかし、人生は何が起こるかわかりません。昔から大きな病気なん
てしたことはなかったのですが、二〇〇九年の夏、指揮者の小澤征爾さ
んと食事をしながら「我々は体力だけはありますな」と話をしていた
直後 、十二指腸乳頭部にガンが見つかりましてね。
手術も無事終わって、仕事のペースも戻りつつあったのですが、二〇
一四年六月、今度は膵臓にガンが見つかり、翌月の一一日に摘出手術を
しました。
ｉＰＳ細胞の山中伸弥先生と
実は、二度目の手術前日の七月一〇日、
対談することになっていた。私は病気とはいえ元気でしたから、夕方
から対談して、九時くらいまでパーティーに出て、翌朝七時から手術し
ました。
勝 ええ！ 本当ですか？
安藤 山中先生には何も伝えてなかったので、あとで手術のことを聞
いたときは驚いていたそうです。それ以来「できるだけ早くｉＰＳ細
。
胞で膵臓をつくります」と言ってくれます（笑）
勝 術後はご苦労もあったのでは？
安藤 退院して半年間、抗癌剤の治療を行ないましたが、それもどうっ
てことなかったです。医者は「目標があれば元気になる」と言ってく
れます。やっぱりビジョンが大切なんですね。精神力があれば、かな
り回復します。こんなことを方々で話していると、最近は医学系の講
。
演会の依頼ばかりです（笑）

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 6 回のゲストには、

国内外で活躍を続ける建築家の安藤忠雄氏をお招きしました。
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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

〃

てたものではないですね。
勝 安藤さんの実行力も素晴らしいと思いますよ。

構想力の大切さ

一九八〇年代の終わりに福武總一郎さんに連れられて「直島」に初
めて行ったのですが、島のあちこちがハゲ山と化していました。でも、
人間の情熱ってすごいですね、福武さんは「瀬戸内海を綺麗にしたい」
「どうしても直島を世界一の美術館島にしたい」と言うのです。正直、
そのときは「こんなところに人は来ない」と思いました。しかし福武
さんには確かな構想力があった。
「絶対に来てくれる。直島を世界一に
できる」という。
直島の展示はパーマネント（恒久展示）で、作品が変わらない。福武
さんは「ホワイトボックスはダメだ。直島に来ないと見られないもの
「季節によっても、体調によっても、見え方は違ってくる」と
でないと」
自信を持っていましたが、私は厳しいかも ……
と思っていました。そ
れが今では、人口三千の島に毎年、数十万人が訪れます。今年は「瀬戸
内国際芸術祭」がありますから一〇〇万人を超えるでしょう。大事な
のは構想力なんですね。

植樹活動の広がり
てしま

安藤 私が直島で仕事を始めたころ、隣の豊島では産業廃棄物の不法
投棄が問題になっていた。そこで二〇〇〇年に弁護士の中坊公平さん
や、のちに文化庁長官となる河合隼雄さんたちと「瀬戸内オリーブ基
金」を設立して、瀬戸内海の島にオリーブなどの植樹を始めました。
このときは、ユニクロが全店舗に募金箱を置いてくれて、店員さんも植
樹に参加してくれました。
勝 安藤さんは、東京湾の埋め立て地でも植樹活動をされていて、素晴
らしい成果をあげていますね。
安藤 「海の森」は、石原慎太郎さんが都知事のときに始めたのですが、
一口千円の募金を募って、ゴミの埋め立て地に苗木を植えていきまし
た。三〇センチほどだった苗木が、今では五メートル以上に育って、約
一〇〇ヘクタール（三〇万坪）が森になりました。
ゴミの山を森に変えるという試みは世界初でしたが、環境のことを
考えながら美しい日本をどう表現するのか？ という課題を、若者に
もっと投げかけていけば、彼らも反応すると思いますよ。そういう意
味で、東京オリンピックは賛成の人も反対の人もいますが、みんなの心
をひとつにする良い機会になるのではないでしょうか。
勝 差し支えなければうかがいたいのですが、新国立競技場のデザイ
ン案の選定は、何が問題だったのですか？
安藤 日本特有の 〃曖昧さ を残したまま物事を決めていったことでし
ょうね。二〇一二年七月、当初は総工費一三〇〇億円で国際コンペを

特別対談
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英資金」実行委員長。

〃

勝 安藤さんは独学で建築を学ばれたそうですが、それもあってでし
ょうか、これまでに数々の独創的なアイデアを生み出してこられた。
最近では、北海道の「真駒内滝野霊園 頭大仏」も大変斬新な設計です
ね。あのような発想はどこから生まれてくるのですか？
安藤 あれは面白いでしょう。もともと敷地には無垢の石でできた、
高さが一五メートルの大仏がありました。その大仏を円錐状のコンク
リートの丘で囲み、頭だけが出るようにして、周囲をラベンダーの花で
埋め尽くすという計画です。クライアントから「大仏をもっと有り難
くしてほしい」と頼まれたので、ラベンダーのアプローチを通ると、池
（水庭）があり、さらにトンネルを抜けて大仏に至るように設計してい
（写真）
ます。
この「頭大仏」も、北海道らしい、北海道でしかできないものにした
かった。今春オープンしますが、みんな面白いもの、美しいものを見た
いのでしょうね、工事をしているときから、たくさんの人が見に来てく
れました。ラベンダーもボランティアの人たちと一緒に植えて、もっ
と増やせるように募金箱も置いてあります。
「自分にも関わりがある」
という意識を持つことが大事なんですよ。
このところ、東京一極集中が問題になっていますが、地方都市がどう
あるべきか、考え直したほうがいいでしょうね。どこにでもチャンス
はあるはずです。肝心なのは、独創的なアイデアと実行する勇気です。
だからアイデアを持った人に社会活動をしてほしい。北海道の農地は
広大ですから、あれを有効活用できれば、日本の食料自給率も改善する
と思いますよ。
勝 今のお話をうかがうと、安藤さんが考えているのは、建築設計とい
うより 〃国づくり ですね。
安藤 まあ、国づくりのヒントみたいなものです。
食料問題に関しては、私は以前から「瀬戸内海を海洋牧場にしたら
いい」と言っています。日本海はロシア・中国・韓国・日本が接して
いてむずかしいかもしれませんが、瀬戸内海なら日本だけで何とかな
る。日本の国を養えるタンパク源を得るには、網で囲った養殖ではな
く、瀬戸内海全体で魚を育てるくらいの気魄がないといけません。
私は大阪で生まれ育ったので、瀬戸内には人一倍、愛着があります。
けれど、瀬戸内も一時期はずいぶん汚れていました。

す。今の子は、左脳の（言語・計算・論理などの）蓄積は問題ないけど、
右脳の闘争心・勇気・想像力がなかなか育たない。能力の基準は偏差
値で測るしか方法がないんでしょうか？ 最低でも大学に入ってから
一年間は、自分の責任で自由な時間を持つようにしないと、卒業するま
でずっと勉強では困ります。
京都大学に高坂正堯という政治学者がいましたが、彼が「自分の仕
事はもちろん深く、それ以外のことにも広く浅く興味・関心を持たな
いといけない。そうでないと、ただ生きているだけになって、考えなが
ら長く生きることはできない」と言っていました。
勝 おっしゃる通りですね。今日は大変有意義で楽しいお話をありが
とうございました。●

災地の復興に尽力。97年から東京大学教授、現在、名誉教授。2011年「桃・柿育英会 東日本大震災遺児育

ラベンダーで覆われる。

行なうことになった。審査員は一〇人で、私が審査委員長を務めまし
た。デザインが決定したのは、同年一一月です。審査委員会の権限は
ここまでで、実質的な役割はこの段階で終わりました。その後、二〇一
三年六月から設計作業を始め、翌年五月に一六二五億円という金額が
出てきて「高いな」と思いましたが、我々のところには何の連絡もあり
ませんでした。そして昨年の六月になって二五二〇億円という金額が
出たときも事前に連絡はなかったのですが、メディアからは「安藤さ
んの責任だ」と言われました。
今後は日本も国際化して世界中で仕事をするのですから、曖昧なと
ころのないようにしていかないとダメでしょうね。自分の考えを持っ
て一歩踏み込まないと。
現在、私の仕事の八割は海外で、世界中で約四〇の現場を掛け持ちし
「コストはいく
ていますが、外国ではそうした曖昧さは許されません。
ら」と必ず明示しますから。
勝 これは日本社会全体の問題でもありますね。

1941年、大阪生まれ。独学で建築を学び、69年、安藤忠雄建築研究所設立。環境との関わりのなかで新し

クリートの丘で埋めた。初夏になると一面が

子供が育つ環境

い建築のあり方を提案し続けている。95年より阪神・淡路震災復興支援10年委員会の実行委員長として被

もともと敷地にあった石の大仏（下）を、コン

勝 最後に、若者へのメッセージをお願いします。
安藤 まず日本政府がもっと出生率があがるようにしないとね。子供
を産みやすくして、ひとつの家庭に二人か三人、子供がいれば、国は安
定するでしょう。
私が工場を設計した、神戸コロッケで有名なロック・フィールドと
いうお総菜屋さんがありますが、母親が働いているあいだ子供をあず
かってくれる「企業内保育室」を設けています。そして、食事は自分た
ちがつくったものでまかなう「食育」を実践している。そんなふうに
すると、良い働き手が集まるんですね。このアイデアを三〇年前に考
えた社長（当時）の岩田弘三さんは偉いですよ。
日本では、女性が働きながら子育てをできる環境がまだまだ整って
いない。大企業が率先して、社屋の屋上などに保育所をつくればいい
んですよ。私は東急の渋谷駅を設計しましたが、沿線の駅に保育所を
つくるよう提案して、上野毛駅などでは実現しました。駅に保育所が
あれば、働く女性には便利ですからね。
勝 政府や企業のリーダーシップも不可欠でしょうね。
安藤 あと、近年は子供が少ないから、子が親離れしないし、親が子離
れしない。子供は子供同士のなかで人間関係を学び、魚を釣ったり生
き物をとったりするなかで命や自然のことを学ぶ。一流の大学に入る
のも大事ですが、子供のころは、子供らしくさせたほうがいいと思いま

安藤 忠雄（あんどう ただお）

札幌市にある「真駒内滝野霊園 頭大仏」
（右）。

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

世界に羽ばたく
IIJのグローバル戦略

グローバル戦略は
その先のステージへ
6 年目を迎えたIIJのグローバルビジネス。

主要地域をカバーするクラウド設備をベースに、
着実な展開を遂げてきたIIJ のグローバルビジネスが、

IIJ 執行役員
グローバル事業本部長

今、新たなステージに入ろうとしている。

丸山 孝一

今年、
ＩＩＪがグローバルビジネスに
再挑戦し始めてから六年目を迎えます。

グローバル事業の再立ち上げ当初は、米
国一ヵ国のみだった海外拠点も、今では

グローバル展開の
第一ステージ
ＩＩＪは創業間もないころから、グロ

ても、相次ぐ中東・北アフリカの民主化

記憶として残っていますが、世界的に見

は、未曾有の東日本大震災が忘れがたい

グローバル展開が始まった二〇一一年

集中しますが、リーマンショックで海外

その後、いったん国内事業にリソースを

築を目指した子会社を設立しています。

ぐ国際インターネットバックボーンの構

立し、その一年前にはアジア地域をつな

ました。一九九六年に米国に子会社を設

ーバル展開を見据えて事業を拡大してき

革命、タイをはじめとする世界各地での

くは新規に進出したことにより、海外の

事業を縮小していた日系企業が、二〇一
日 本ではこの 年を 境にクラウドのマ

ＩＴインフラに関する相談をいただく機

ル事業の継続性について改めて考えさせ

ーケットが 大きく 伸 張しました。パブ

会が増え、再びグローバル事業へと舵を

〇年以降再び海外進出を加速する、もし

リッククラウドの 急先鋒であるアマゾ

まず上海・バンコクに拠点を開設し、

切りました。

ージョンをオープンし、長年オンプレミ

てバックボーンも世界各地に延伸し、特

その 翌年以降、
Ｍ＆Ａを 通じてシンガポ

にロシア経由でイギリスまでバックボー

スでシステムを 運用してきた 日本企業

ＩＩＪのクラウドサービス「ＩＩＪ Ｇ

ンが延びたことで、日本・欧州間の遅延

ール・香港・イギリス・ドイツと矢継ぎ

ＩＯ」もこの 年、契約数を 大幅に 伸ばし

にとって、パブリッククラウドの利活用

ました。さらに島根県に「松江データセ

時間が大幅に短縮されました。続いてシ

早に拠点を増やし、着実にビジネスエリ

ンターパーク」をオープンし、これまで

ンガポール・香港とアジア方面のバック

が 現実的な 選択肢として 見えてきた 年

の建物型データセンターに加えて、クラ

ボーンを強化し、ネットワーク面でも着

アを広げていきました。これにともなっ

ウドの運用基盤にコンテナ型データセン

海外拠点の開設当初は、日系企業の現

実にグローバル展開を進めてきました。

でもありました。

ンが 世 界 五ヵ 所 目となるＡＷＳ東 京リ

られる波乱の一年でした。

大洪水など、日本企業にとってグローバ

六ヵ国にまで増えました。

特集イラスト／STOMACHACHE.

ＩＩＪにとっても
ターを 採用するなど、
新たな一歩を踏み出した年でした。
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Topics

これまでどのようにビジネスを拡大し、今後どこへ向かっていくのか？
IIJが目指す方向性と戦略をまとめてみたい。

世界中に張り巡らされたバックボーンと

今回は、AEC の発足を機に成長を見せているASEANにおける、
IIJのグローバル戦略を中心に紹介したい。

客さまが求める高品質で可用性の高いサ

リアにサービス基盤を拡大し、日本のお

シンガポールと、世界の主要ビジネスエ

わり、米国を 皮切りに 中国・イギリス・

はそのラインナップにＩＩＪ ＧＩＯが加

ンを提供してきました。二〇一二年から

をサポートするサービス・ソリューショ

トマネージメントなど、幅広く現地拠点

ョン、拠点の開設・移転時のプロジェク

運用に始まり、システムインテグレーシ

スのネットワークインフラの構築・保守

地法人のサポートが主な仕事で、オフィ

ズに応えられるレベルのサービスを提供

技術的な知見も少ないため、旺盛なニー

ラウドの構築・運用に関する経験が浅く、

スを展開している企業もありますが、ク

ド力を活かして、すでにクラウドサービ

人材、現地マーケットでの強力なブラン

は、現地の潤沢な通信インフラと豊富な

っています。ローカルの事業者のなかに

クラウドサービスを求める声が大きくな

の問題などから、自国内に基盤を置いた

増えつつあることや、各国間の通信遅延

外移転を禁止する国がＡＳＥＡＮ域内に

いますが、自国内で収集したデータの国

パートナーが不可欠だと考えてきました。

は、潤沢なリソースやブランド力を持つ

に広範な国へビジネスを拡大していくに

技術力です。その 一方でＩＩＪは、さら

多くが求めているのは、まさにそうした

せ 持っています。
ＡＳＥＡＮの 事 業 者の

型データセンターの構築・運用技術も併

省エネ・省スペースを追求したコンテナ

屈指のクラウド構築・運用技術を有し、

て世界有数のＩＰ技術と、日本国内でも

ＩＩＪは 日 本 初のＩＳＰとし
きました。

ＥＡＮ各地の事業者と直接対話を続けて

ＩＩＪでは 二〇一 三 年ごろから、
ＡＳ

プ戦略を進めていく予定です。

ＩＪの技術力を活かしたパートナーシッ

行なっています。今後、他の地域でもＩ

室効果ガス排出削減に向けた実証事業を

コンテナ型データセンターを活用した温

データセンターの技術が高く評価され、

さらにラオスでは、政府からコンテナ型

ウドサービスの展開が始まっています。

ナーシップを結び、タイ国内向けのクラ

手がける

ープでありデータセンター・通信事業を

化しています。タイでも 大 手 財 閥グル

のなかでふたつの課題が見えてきました。

入についても機会を探ってきました。そ

地域におけるローカルマーケットへの参

その先の地域への進出や、すでに進出した

順調に海外ビジネスが拡大する一方で、

メールに至っては、業務用として国外の

ーバルームでシステムを運用しています。

機関であっても、効率の低い不安定なサ

タセンターはほぼ存在せず、たとえ政府

業が利用できる一定レベルの品質のデー

フラ」の課題です。
ＣＬＭの各国では、企

信事業者

〇一五年にはインドネシアの民間大手通

この戦略は二年あまりで実を結び、二

ーを探し求めてきました。

Ｊとシナジー効果が期待できるパートナ

り、主にＡＳＥＡＮをターゲットにＩＩ

これこそがＩＩＪの
ーワンを目指す ――
グローバルビジネスの次なる方向性であ

を悩ませている要素のひとつではありま

Ｔシステムの構築・運用は、もっとも頭

紹介します。グローバル企業を支えるＩ

しているクラウドサービスの最新動向を

点配置を模索していると思われます。

展開する企業は、世界的規模での最適な拠

ない状況です。こうしたなかグローバル

本特集では、
ＩＩＪが 世界各地で 展開

下落など、世界経済はますます先が見通せ

ひとつ目は、比較的経済が発展してい
フリーメールを利用している場合なども
を設立して、ローカルマーケットで求め

すが、柔軟性に富んだクラウドサービス

年初からの株安や原油価格のさらなる

この特集では

社とパート
TCC Technology

ービスを提供しています。
プを組んで、両社の強みを活かしたサー

ＩＩＪと現地事業者がパートナーシッ

ふたつ目は、メコン圏の新興国である

) ビスを開発し、現地マーケットでナンバ

するには至っていません。
ＣＬＭ カ( ンボジア、ラオス、ミャンマー

るＡＳＥＡＮ４（イ ン ド ネ シ ア、マ レ ー
あり、現地政府や通信事業者にとって高
られる機能を追求したクラウドサービス

こそが、そうした企業にとってのＩＴシ

の現地政府や事業者が抱える「通信イン

シア、フィリピン、タイ）の現地事業者が
品質なデータセンターの整備が、次なる

を開始し、今や現地でナンバーワンのク

ステムの 〃最適解 になると 考えていま

ＡＳＥＡＮの事業者が
抱える課題

抱える「技術力」の課題です。スマート
経済発展に向けた最大かつ喫緊の課題と

ラウド事業者に成長しています。今年は、

ラの最適化のヒントとなり、お客さまの

ＡＳＥＡＮ地域の新たなリーダーの座を

す。本特集がグローバルでのＩＴインフ

今のＡＳＥＡＮも し く は「ＡＳＥＡＮ

狙っています。一人当たりの名目ＧＤＰ

上 海で 有 力なデータセン ター 事 業 者

経済共同体（ＡＥＣ）
」は、政治でいえば

は、インドネシアが 三 五〇〇ドル、タイ

円滑な海外ビジネス展開の一助になれば

「南シナ海の領有権問題」
「ミャンマーの

が五八〇〇ドルに達し、国内におけるイ

社と 協 業して
Shanghai Data Solution

民主化運動」
、経済でいえば「ＡＩＩＢの

Ｅコマー
ンターネット、スマートフォン、

中国のクラウドサービスを刷新し、エン

設 立」
「ＴＰＰの 合 意」などと 同 様に、世

スなどの普及にともなうライフスタイル

幸いです。●

界中の注目を集めている激戦区です。な

の変化が市場を活性化させています。

体 化で、人・物・サービス・投 資・資 本

ＡＥＣの究極の目標はＡＳＥＡＮの一

サービスがありません。よって、インド

が、双方とも自国には本格的なクラウド

クラウド需要の拡大を後押ししています

企業は、
ＥＲＰや 仮想化技術を 積極的

などの自由な流通を実現し、単一市場の

ネシアやタイの通信事業者は、大事なデ

さらなる外資誘致や競争力拡大に向けて、

形成を目指しています。しかし、各国の

ータを自国に保管でき、国際競争力を高

に取り入れ、
ＩＴ革新による市場競争力

経済水準やインフラの整備状況には歴然

めるための強固なクラウド基盤を持とう

の向上を図っています。こうした背景が

とした差があり、一体化に向けた政府の

と、高度な技術と運用経験のあるパート

域内の経済発展を加速させようとしてい

能力や姿勢にもバラツキがあります。ま

ナー企業を積極的に探していました。
同じころ、
ＩＩＪはグローバル 展開の
第 二ステージに 入り、
ＡＳＥＡＮ地 域に

フォーカスして、現地市場に適したサー
ビス開発と営業活動を行なうために、現
地に精通した通信事業者とのパートナー

諸国間の競争はすでに始まっています。

ＡＳＥＡＮ
市 場の 自 由 開 放によって、

地でクラウド基盤を構築することに決め

の個人情報保護法の整備も考慮して、現

ＥＡＮ諸国間のネットワーク事情や各国

ＡＳ
シップを 望んでいました。そして、

二・五億という世界で四番目の人口を有

これを受け、二〇一五年一月にインド

ました。
に位置するタイは、シンガポールに次ぐ

するインドネシアとメコン経済圏の中心

インドネシアと
タイの動向

題に直面しています。

ナンス機能や通貨がなく、さまざまな課

ＡＥＣにはＥＵのような 共 通のガバ
た、

るビッグプロジェクトです。

かでも二〇一五年末に発足したＡＥＣは、

タープライズ向けのクラウド 基 盤を 強

社と 合 弁 会 社
Biznet Networks

ＡＳＥＡ
フォンの 急速な 普及を 背景に、

なっています。

本稿では特にインドネシアとタイにスポットを当て、両国におけるIIJの取り組みを見ていく。
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Ｎ４の各国では、柔軟性の高いクラウド

文園 純一郎

IIJ グローバル事業本部
グローバル事業開発部 プロジェクトマネジャー

サービスへのニーズが急速に高まってい

延廣 得雄

ます。アマゾン、マイクロソフトに代表

AEC の発足で脚光を浴びるASEAN であるが、

現地事業者との
パートナーシップで
次 なるステージへ

PT. IIJ Global Solutions Indonesia
President Director

される欧米系のクラウドプレーヤーはす

最強のクラウド事業者を目指す

でにシンガポールでサービスを展開して

ASEAN 地域で

〃

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

結んで、ジョイントベンチャー企業を設

それぞれ地元企業とパートナーシップを

ネシアで、二〇一 六 年 二 月にはタイで、
でサービスを提供できるのは、現時点で

質で、世界的に見ても競争力のある価格

インドネシア国内で、日本と同等の品
年四月末には、スケーラブルなオブジェ

スの開発も急ピッチで進めています。今

の要望に応えられるよう、新しいサービ

彼らのＩＴインフラや顧客基盤を活用す
」と、日本
ブリッククラウド「 GIO Cloud

は、柔軟に拡張できるオートセルフ・パ
を始めます。さらには、クラウドベース

」と、コンシューマ 向けクラウド
Storage

ク ト ス ト レ ー ジ サ ー ビ ス「 GIO Object

ることで競争力の高いサービスを提供し、
でも基幹業務システムなどに多く採用さ
のデータバックアップサービス「 GIO

で
はＩＩＪだ け で す。 Biznet GIO Cloud

成長が見込まれるクラウド市場において、

れているホステッド・プライベートクラ

立し、クラウドサービスを開始しました。

いち早くブランド浸透とトップシェア獲
社のデータセンターでもクラウドサービ

Biznet

なお、 Biznet GIO
の事業拡大にともな

スを開始する予定です。

」を提供し、バリ島にある
Backup

」の 提 供
ストレージサービス「 GIO Box

得を狙う戦略です。

」を 提 供して
ウド「 GIO Enterprise Cloud

まず、大手外資系電子製品メーカでは、

ここで主な事例をふたつご紹介します。

います。

インドネシアの
好調なクラウド市場

ました。このサービスは一時間単位で課

スト・開 発 環 境に

高めたいと考えています。

ッククラウド市場における地位をさらに

ナープログラムをスタートさせ、パブリ

るため、今年二月から

い、パートナー企業がいっそう重要にな

金する料金プランを用意しており、必要

スマートフォンのアプリケーションのテ
面では伸び悩んでいるものの、クラウド

なときに必要なだけサーバリソースを利

し、ソフトウェアライセンス費用の削減

ミャンマー・ラオス、そして中国南部の

ン地域には、タイ・カンボジア・ベトナム・

「陸のＡＳＥＡＮ」とも呼ばれるメコ
す。

流域では、開発が急速に進められていま

東南アジアの主要国を流れるメコン川

メコン経済圏を牽引する
タイでのクラウド展開

パート
Biznet GIO

市場に関しては高い成長率を維持してお

を 採 用し
GIO Cloud

り、国 際 調 査 会 社ＩＤＣ社によると、二
用でき、
ＩＴ投資コストの適正化を図る

このところインドネシアは経済成長の

〇一九年には現在の三倍の一・八億米ド

ことができます。
また、ジャカルタの工業団地カラワンに

ル規模に達するとされるなど、引き続き
需要が拡大するのは間違いありません。
ＩＩＪは昨年一月、インドネシア国内

（ Delonix
）
」
ある高級ホテル「デロニックス

最大の民間通信事業者 Biznet Networks
社
では、予約手配や 部屋の 割り 当てなど、
と 合 弁 会 社 Biznet GIO
社（ PT. Biznet さまざまな 業務を 管理する 不動産管理

システムの基盤に、細かい要件に柔軟に
）を設立し、五月から
GIO NUSANTARA
同国内でクラウドサービス「 Biznet GIO 対 応できる GIO Enterprise Cloud
を 採用
二省（雲南省、広西壮族自治区）を含める

は、不動産・飲料・保険など幅広い事業

や集中管理による業務の効率化を実現し

」を 提供しています。契約数は月
Cloud

社は、成長著しい現地企業
Biznet GIO

を展開し、六万人の従業員を抱えるタイ

平均七〇件以上のペースで増え、今年二月
込みの四倍近い契約を獲得しています。

また、二〇一四年一一月に発表したデ

の大手財閥タイ・チャローン・コーポレ

と実に三億人が生活しています。

機に人・物・金などの流動化が進むことで、 ジタルエコノミー戦略の一環として、タ

ＡＥＣの 発足を
各種経済回廊の 整備や、

イ全土にデータセンターを四〇ヵ所新設

ーション（ＴＣＣ）グループの傘下に入

ました。

投資がいっそう増すと予想されています。

し、主に政府・自治体向けにクラウド基

っています。

には契約数が七七七件に達し、当初の見

タイの 狙いは、域内経済格差を 活かし、

盤を提供する計画もあります。

会によると、タイにおける携帯電話の普

イスの普及です。タイ国家放送通信委員

二大要因のふたつ目は、モバイルデバ

ベトナム・マレーシア・シンガポール・

ンターネットバックボーン、カンボジア・

を備えたデータセンターと、欧米と結ぶイ

準のセキュリティ・電力・空調システム

同社は、タイ国内の三ヵ所に業界最高水

なかでもタイは同地域の中心に位置し、

タイを基点とする国際的生産分業「タイ

及率は、二〇一五年には一三九・三パー

ＡＥＣにおける地域
プラスワン」により、
ＩＤＣ社の 調査によると、二〇一五年

セントとなり、二〇一一年から一九・一

ハブになることです。

〇億円に達する見込みで、二〇一八年に

度のタイのクラウド市場の規模は約一六

現在、タイのクラウド市場は黎明期か

人のインターネット平均利用時間は、週

取引開発機構（ＥＴＤＡ）によると、タイ

ちなみに、情報通信技術省傘下の電子

ている事業者でもあります。
ＳＡＰ ＥＲＰ

ロバイダで、タイで唯一、両方の認定を得

定のホスティング／クラウドサービスプ

ＩＩＪと同じくＳＡＰ認
います。さらに、

香港に接続するファイバ回線を所有して

ら普及期に移行しつつあります。この著

当たり五〇・四時間で、昨年調査の三二・

を運用する企業はタイ国内に約一二〇〇

パーセント増加しました。

しい成長を牽引している要因は主にふた

三時間から五割以上増しています。ネッ

社あり、これはＡＳＥＡＮ随一の数です。

向けて年平均約四〇パーセントで急成長

つあり、そのひとつ 目は、タイ 政府によ

トへの接続方法としては、スマートフォ

するとされています。

るクラウド推進と、そのために不可欠な

５Ｇへと通信技術が進歩していけば、モ

ト で 最 多で し た。今 後、３Ｇか ら ４Ｇ・

タイには約四〇〇〇社の日系企業が進

ェア獲得を目指していきます。

におけるＳＡＰクラウド市場のトップシ

今後は、互いのノウハウ共有を図り、タイ
Ｔ）が主導するタイ電子政府戦略の一環

バイルデバイスの利用が加速し、クラウ

出しており、大半が製造業です。そして

「 G – ンという回答が全体の七七・一パーセン
ネットワークインフラの整備です。

で、二〇一三年五月に三〇の政府関連機

ドサービスの需要も一段と増えることで

」は タ イ 情 報 通 信 技 術 省（ＭＩＣ
Cloud

関への導入計画が発表されました。具体

その多くがＡＥＣの動向を見ながら、メ
編を検討しています。

コン地域におけるサプライチェーンの再
べく、二〇一六年二月にタイ最大規模の

ＩＩＪは、タイのクラウド需要に応える

しょう。
の開発

考えております。●

①政府機関向けクラウドコンピューティング

的には次の四点です。

②政府機関向けＩＴ基盤サービスの提供

この 機 会にＩＴインフラの 最 適 化に
データセンター事業者
TCC
Technology
社（以 下、
ＴＣＣＴ）と 合 弁 会 社
ついてコンサルティングから 導 入・運
Leap
用までをご 支援させていただければと
社を 設立し、四月にクラ
Solutions Asia
④タ イ に お け る

の レベ
e - Government

③政府のＩＴ予算の効果的な利用

ＴＣＣＴ
ウドサービスを 開始しました。
ル向上
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い 仮 想 化ハイパーバイザー

を
VMware

採用して、オンプレミスで仮想化環境を
構築する動きもありましたが、言語の壁

や習慣の違い、技術面での経験不足など
から、多くの 日系企業が、保守・運用に
おいて 薄氷を 踏むような 状況に 置かれ
ていました。そのなかで 徐 々に 増えて
きたのが、パブリッククラウドの利用で
す。中 国にはアリババ 社をはじめとす
るクラウドベンダがあり、日系ベンダも
限られたクラウド基盤ではあるものの、

パブリッククラウドサービスを 提供す
るようになりました。
日系企業はクラウドの利用により、社
内サーバ室やコロケーションでの運用か
ＩＴ担当者によるブラ
らの脱却を図り、

ックボックス化を避け、事業継続性の向
上を目指しました。しかし、パブリック

クラウドだと、仮想サーバのスペックや
ＯＳの選択肢が限られ、自社の他システ

ムとの連携に課題が残ったり、他ユーザ
との仮想化環境の共用によるセキュリテ
ィ問題やサポート対応への不安などが解
消されず、パブリッククラウドの限界を
実感している方も多いと思います。

この課題に応えるべく、IIJは現地の有力企業と協業し、

技術統括部長

李 天一

中国におけるIT基盤をどう運用していけばいいのか？
に投入しました。

」の ラ イ ン ナ ッ プ に

中国に進出する日系企業が抱える課題
長時代だったために 独自のガバナンス

Ｔガバナンスが整備されるなか、超高成

日系企業からＩＩＪに寄せられるグロ

が容認されてきた中国拠点も、安定成長

境界で輻輳が発生する、いわゆる通信の

ーバル 関連の 引き 合いで、米国・欧州・

には代表的なものがいくつかあり、これ

南北問題がありますが、さらにチャイナ
東南アジアなど、複数の国をセットにし

までもＩＩＪ 主催のセミナーや各メディ

モバイルや政府系組織の通信網が絡んで、
たクラウド基盤の提案を求められること

へシフトしていくうえでのローカル化・

問題が複雑になっています。また、中国

が増えてきましたが、各企業共通の悩み

アの記事などで触れてきました。

国内と 日本など 国外との 通信にグレー

は「特殊な環境下にある中国拠点をどう

コスト 削 減・効 率 化が 求められるよう

ト・ファイアウォールが立ちはだかり、
「他の拠点は
するか」ということであり、

「通信」に関しては、北のチャイナユニ

特定の通信が突然遮断されたり、グレー

ともかく、中国はやはりむずかしいです

になりました。

ト・ファイアウォール自体の処理能力が

コムと南のチャイナテレコムの通信網の

ネックとなり遅延やパケットロスが恒常

で中国のＩＴ基盤を運用してきたのでし

日系企業はこれまで、どのような形態

オンプレミス・パブリック
クラウドの限界

」と半ば諦め気味の口調で話を切
ね ……
り出されることも多々あります。

「ヒト」に関しては、
ＩＴ部門を担当す

的に発生したりしています。

る人材の確保に苦戦しており、担当者に
よる情報のブラックボックス化や、キャリ
ア形成上の習慣で次々に転職していくこ
とがあり、インフラの保守・運用体制の
維持がむずかしくなっています。
「社内サーバ室」での運用または
ょうか。

現地ＳＩベンダからハードウェア・Ｏ

ここ数年、新たな課題となっているの

Ｓ・アプリケーションを仕入れてシステ

データセンターでの「コロケーション」が

が 中心だった 中国市場への 投資減少に

ムを構築し、現地で採用した中国人ＩＴ

が、日 本 本 社および 他の 海 外 拠 点との

ともない、従来の成長モデルが変化し始

担 当 者を 頼りに 保 守・運 用を 行なって

その代表例です。

め、小売などの消費分野に投資がシフト

きました。企 業によっては 普 及 率の 高

「ＩＴガバナンス」の 統 一です。製 造 業

化してきました。海 外 拠 点では 順 次Ｉ

は非常に重要で、サービスの要となりま

定において運用の問題をクリアすること

中国のクラウド基盤のファシリティ選

ＩＴシステムに求められる要件も変
し、

なぜ協業の道を選んだのか
このＶＷシリーズは、中国上海の有力
なデータセンター事業者である

ンスの取り締まりが厳しくなっている中

ＳＤＳ社は、
ＩＴ業界での各種ライセ
Shanghai す。

ーク・インタフェース採用による他の社

テム構築と運用、 Ｇｂｐｓ のネットワ

権限開放によるセキュアかつ柔軟なシス

ードウェアの提供、仮想化基盤の管理者

です。主な特徴として、ユーザ専有のハ

ートクラウドとしてご利用いただくもの

をクラウドサービスで提供し、プライベ

構内のネットワークケーブル、電源供給

ーに問題がある場合も多く、特に回線や

は、慎重に選定したはずのデータセンタ

サービスは成立しません。しかし中国で

があっても、ファシリティが不安定だと

です。どんなに優れたクラウドの仕組み

て利用するデータセンターは非常に重要

クラウドサービスのファシリティとし

構築のための協議を重ねた結果、クラウ

ＳＤＳ社とＩＩＪは協業に向けた関係

持ち合わせていると言えるでしょう。

ルと中国企業独自のパワフルな行動力を

り、外資企業に通じる高いサービスレベ

が要求するサービスレベルを熟知してお

業との親和性が高く、欧米系・日系企業

ＳＤＳ社はその成り立ちから、外資企
に、

ライアンス面でも信頼がおけます。さら

国において、データセンターおよびＩＳ

（上海数訊信息技術
Data Solution Co., Ltd

内システムとの連携強化、データストア

などで信じがたい保守・運用のミスが発

ドに関するＩＩＪの技術力・ノウハウ・

有 限 公 司、以 下ＳＤＳ社）との 協 業のも

のＦＣ接続採用によるクリティカルな業

生しています。つまり、設備の仕様や性

実績に対しＳＤＳ社から高い評価を得て、

Ｐのライセンスを保持しており、コンプ

務システムへの対応などが挙げられます。

能の問題ではなく、人為的に発生した不

ＩＩＪは頼りになるパートナーとしてＳ

と提供されています。

また、利用したいときに利用したいだけ

具合が多いのです。

ＶＷシリーズは

リソースを契約でき、迅速なシステム構

の仮想化環境
VMware

（以下、
ＶＷシリーズ）
」を加え、中国市場

「仮想化プラットフォーム ＶＷシリーズ

ＧＩＯ

ＩＩＪはクラウドサービス「ＩＩＪ
めに、

このような日系企業の課題に応えるた

IIJ Global Solutions China Inc.

我々の協業相手のＳＤＳ社は中国企業

クラウドサービスの構築と運用がスター

ＤＳ社の協力を得ることになり、新たな

今後は、プライベートクラウド基盤と

築が可能です。固定資産を持たず、利用

なバックグラウンドがあります。また、

して「ＩＩＪ ＧＩＯ ＣＨＩＮＡサービス」

トしました。
データセンターの保守・運用を任されて

をご活用いただくことで、日本本社と中

ですが、その成り立ちは非常に興味深く、

ライベートクラウド基盤は、従来のパブ

いるチームは、米国系大手通信会社のグ

国拠点でボーダレスなエンタープライズ

料を月々支払うかたちなので、急な戦略

リッククラウドでは対応がむずかしかっ

ローバルオペレーションチームの流れを

システムの運用を実現できると確信して

上海市が経営に携わっているという強力

た日本本社や他の海外拠点とのＩＴガバ

引き継いでおり、蓄積されたノウハウを

こうした 〃信頼できる・持たない プ

ナンスの統一をより現実的なものにして

います。●
くれます。

持つ、信頼できるエキスパート集団です。

変更にも対応できます。
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新たなサービスを投入した。
C
H
I
N
A

中国で熱望された、
信頼できる・持たない
プライベートクラウド
信 頼できる・持たない
プライベートクラウド

〃

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

現在 IIJ は、世界各国で運用しているすべてのクラウド基盤において

VMware 環境を提供している。

スの

一番初めに描いたＩＩＪの海外展開を
説明する資料には、米国西海岸 サ
( ンノ
ゼ に
) のみクラウドサービス「ＩＩＪ Ｇ
ＩＯ」の基盤を示す赤丸がついていまし

アプリケーションの継続利用を容易にし
ます。

つと 赤 丸が 増え、二〇一 六 年 四 月 現 在、
当初は、仮想サーバと専用サーバのメニ

米国・中国・欧州でサービスを始めた

ＶＷシリーズ拡充の背景

海外の六ヵ国・七ヵ所にＩＩＪ ＧＩＯの

ューを提供していました。当時の海外案

た。それから 年を 追って、ひとつ、ふた

基盤が設けられ、世界各国でクラウドサ

といった公開型サービスでの利用が多く、

件ではＷＥＢサイト／アプリケーション

二〇一二年三月の「ＩＩＪ ＧＩＯ ＵＳ

システム要件もシンプルだったので、充

ービスを提供するまでに成長しました。
サービス」の開始から、
ＩＩＪは世界の主

) 分にお客さまのニーズを満たせていまし

パートナー企業とジョイントベンチャー

は、インドネシアとタイにおいて現地の

しく、多様なニーズを 持つＡＳＥＡＮで

提供しています。その後、市場成長が著

本を含む世界五極でクラウドサービスを

ポールで海外初となるＶＷシリーズの提

開発に着手し、二〇一四年三月にシンガ

ーズを海外でも提供できるようサービス

たため、日本国内で好評だったＶＷシリ

ムもクラウド化したいという要望が増え

急拡大にともない、企業内のＩＴシステ

た。しかし、お客さまのクラウド志向の

要四極 米( 国・中国・欧州・シンガポール

企業を設立しクラウドサービスを開始し
供が実現しました。

へＩＩＪ ＧＩＯを 順 次 投 入し、現 在、日

ＩＩＪ ＧＩＯのグ
ました。そして 今 年、

アマゾンやマイクロソフトをはじめとす

アジア有数の先進国シンガポールには、

ＶＷ
ットフォーム ＶＷシリーズ（以 下、

る欧米のパブリッククラウド列強がそろ

ローバル展開は、全拠点で「仮想化プラ
シリーズ）
」の提供へとステージを進めて
い踏みしていましたが、後発のＩＩＪ Ｇ
ＩＯは、エンタープライズ用途のシステ

います。
このＶＷシリーズは、お客さま専用の

ムニーズに応えられるＶＷシリーズの投
ることができました。

入により、こうした競合との差別化を図

環境をクラウド上で提供するサ
VMware

の
ービスです。 VMware vSphere /vCenter
管理者権限を提供し、 VMware
上で動作

くのお客さまやパートナー企業のニーズ

続いて 欧 州 ロ
( ン ドン で
) も、より 多

のまま利用できるため、既存オンプレミ

に 応えるため、二〇一四年一〇月にＶＷ

する多くのＯＳやアプリケーションをそ
環境からの移行や、既存の
VMware

スの

でサービスコンセプトが同じであること
や、提供される仮想化プラットフォーム

社でも、
ＶＷシリーズ 相当のエンタ
Asia

ープライズ向けメニューを今年四月より

でき、システム運用も日本と統合可能に

開始当初からそれぞれのニーズに適した

こうしてＩＩＪがグローバルで運用す

なるといった多くのメリットが生じます。

で日本と同じ設計デザインを転用・活用

同じころ、中国では非常に安価な中国

るクラウド基盤のすべてでＶＷシリーズ

提供します。

ローカルのパブリッククラウドサービス

それにより、現地のＩＴシステムを無理

たとえ日本でＶＷシリーズを使ってい

です。

ガバナンスの強化を図ることができるの

なくサポートしながらコストを低減して、

を提供できるようになりました。

が進みました。しかし、コアなＩＴシス
テムをクラウド化するようになると、安
価ではあるが品質保証のないクラウドよ

りも、柔軟で高度なセキュリティ要件を
このように多数のロケーションで同一

想化ハイパーバイザーに

なくても、既存のＩＴシステム基盤の仮

満たしたクラウド基盤が求められるよう

コンセプトのサービスを提供する意義は

していれば、ほぼ同じメリットを得るこ

ています。そして、どの拠点でも同じよ

とどまらず、複数の国・地域へと広がっ

昨今、日本企業の海外進出は一ヵ国に

かしく、ビジネスの状況も変化しやすい

はなく、インフラ運用が日本よりもむず

ニアのリソースがふんだんにあるわけで

とができます。一般に海外では、エンジ

を採用
VMware

になってきました。このニーズに応える

何でしょうか？

うな機能を果たすＩＴシステムが必要で

ため、投資や固定資産を持つことがあま

めるインドネシアでは、二〇一五年一月

明快なコンセプトを持っているため、社

「持たない、見えるクラウド」という
ら、

うです。そうした際にもＶＷシリーズな

テムのクラウド化を検討するときは、そ

クボックス と捉えられており、自社シス

ラウドサービスの仕組みはほぼ 〃ブラッ

米国のお客さまの声を総合すると、ク

の問題などで上手くいかない場合もあり

社システムへアクセスする際の権限設定

ネットワーク通信の遅延や子会社から本

ムに相乗りするのもひとつの手ですが、

見されます。日本本社の既存ＩＴシステ

の整備が思うように進まないケースが散

るのに時間とコストがかかり、システム

ＩＴ基盤を整え
どが大きく異なるため、

ゆる企業のＩＴシステムのクラウド化が

シリーズを選択していただければ、あら

にも、提供範囲が世界中に広がったＶＷ

タを現地に保存しなければならない場合

現地の法規制を受けて、やむなくデー

なるのです。

ドサービスを活用していくことが重要に

必要なだけリソースを利用できるクラウ

ＩＩＪは 今 後もグローバルでのクラ

可能になります。

こんなとき、日本本社ですでにＶＷシ

ます。
うことです。

す。●

ウドサービス 展開を 推し 進めていきま

Leap Solutions ＶＷシリーズを利用すれば、グローバル

さらに、二〇一六年二月に設立したタ
イのジョイントベンチャー

リーズを利用している企業が、海外でも

内の検討プロセスがスムーズに進むとい

海岸でも今年六月に開始予定です。

誕生しました。
一方、北米大陸の東西両海岸にあるク

あるにもかかわらず、各国の通信事情や

り好まれません。そこで、必要なときに

ＡＳＥＡＮの巨大市場として注目を集

ラウド基盤では、まず二〇一六年四月に

商習慣、ローカルスタッフの雇用状況な

ＣＨＩＮＡサービス」のＶＷシリーズが

「ＩＩＪ ＧＩＯ
べ く、二〇一 六 年 一 月、

海外で活用される
ＶＷシリーズ

が多数登場し、各業界でクラウドの活用

サービスを提供しています。

かれますが、インドネシアではサービス

IIJ グローバル事業本部
グローバル企画部 副部長

ＶＷシ リ ー ズ 相 当 の「 GIO Enterprise の不透明さをもっとも危惧されているよ

リティを兼ね備え、運用を含めて移行時

プレミスシステムと同等の品質・セキュ

される「安価なサービス」と、既存のオン

に利用を始められ、使ったぶんだけ課金

お客さまの要望は、オンラインで手軽

」を提供しています。
Cloud

ープライズ 向けのラインナップとして

ククラウドのメニューとともに、エンタ

）を設立し、五月からパブリッ
SANTARA

社（ PT. BIZNET GIO NU–
Biznet GIO

社とジョイントベンチャー
Networks

に 現 地の 大 手 通 信サ ー ビ ス 会 社

ここではその背景やメリットについて解説する。

Biznet 西海岸でＶＷシリーズがスタートし、東

ＶＷシリーズ、続々リリース

みも始めました。

など新たなコミュニティ作りへの取り組

た、昨年はＳＡＰユーザ会を発足させる

らも高く評価していただいています。ま

できるので、その点をパートナー企業か

環境と同様の自由度で利用
VMware

それに対しＶＷシリーズは、オンプレミ

ドサービスには柔軟性が求められます。

リカ）を統括するケースが多く、クラウ

にもＥＭＥＡ
（東ヨーロッパ、中東、アフ

ました。ロンドンオフィスは、西欧以外

シリーズを投入し、サービス拡充を図り

世界に広がった
仮想化プラットフォームサービス
の負担が小さい「柔軟なサービス」に分

16
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大導寺 牧子
〃

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

世界に羽ばたく IIJ のグローバル戦略

IIJ サービス基盤本部
データセンター技術部長

久保 力

IIJ サービス基盤本部
インフラ企画部 グローバルインフラ企画課長

河野 誠

ベトナム人から聞かれた
ですか？」 ――
というこの問いに、村上春樹は「何もな
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー 証券株

本年一月、
ＩＩＪは豊田通商株式会社、

ラオスでの 実 証 実 験

いからこそ、何かが見えるのだ」と禅問
式会社とともに

「ラオスにいったい何があるというん

答のように答えていますが、いったいラ

ィエンチャンに設置し、温室効果ガスの

- を使って日本と通信すると、つなが

網の整備も進んでおり、ヴィエンチャン

りにくい場合もありますが、光ファイバ
ではデータセンターに必要な最低限のイ
ンフラは整っています。

排出削減効果の実証を進めるため、
ＮＥ

せんが、一二月と一月は一五℃前後まで

年中熱い気候をイメージするかもしれま

また、タイやシンガポールのように一

の「地球温暖化対策技術普及推

定が採択され、温室効果ガス削減のため
人 口 は 七〇〇万 人 弱、
ＧＤＰは 一〇〇億

ラオスはタイの北東に位置する国で、
環境であることは間違いありません。

温が半年以上続くため、省エネに厳しい

そうは言っても、日本の八月のような気

＊

下がる日もあり、この時期を含む乾期は

のグローバルな枠組みが整ったことは記
米ドルで（日本で最小の鳥取県より小さ

ＤＯ
進事業」として、ラオス政府科学技術省
日中でも快適に過ごすことができます。

をラオスの首都ヴ
IZmo

オスに何があるのでしょうか？

求められる省エネ対策
と実施協定書を締結しました。

憶に新しいところです。今後は、あらゆ

ＧＤＰ成長率は 八パーセン
りしますが、

和を思わせる商店をあちこちで見かけた

か得られない知見を活用しながら、東南

八年二月までの予定で実施し、ここでし

制度

このような環境下で二国間クレジット

トで、経済は拡大しています（欧米から

による省エネ実証事業を二〇一

データセンターは、
ＩＴ機器を 効率よ
アジアはもちろん、他の 国々への

〜１００Ｗ／㎡程度と言われています）
ＩＴ産業の成長余地
を超えていますが、

携帯電話の普及率は一〇〇パーセント
実証の開始まで漕ぎ着けたわけですが、冒

フィジビリティスタディを経て、ようやく

＊

く収容・運用できる反面、大量のＩＴ機
の観光客も多く、観光業は鉱業に次ぐ第

に 比べ、数十倍になる 場合もあります。
はまだまだ残されており、今年はＡＳＥ
頭の問いに対して、シンプルに「高品質・

IZmo

器を集積しているため、床面積当たりの

の普及を目指していきます。

当然、施設全体の消費電力の総量も大き
ＡＮ議長国を務めることもあって、政府
高効率なモジュール型データセンターが

事情は比較的安定しています。また、イ

二〇一四年に経済産業省から受託した

くなるので、省エネへの社会的責務も非
として国内のＩＴ強化を進めており、今
あるのです」と答えてもらえるよう、引き

これまでもＩＩＪは、データセンター
に関するさまざまな省エネに取り組んで

ンターネットプロバイダは、国際インタ

隣国のミャンマーは、停電が日常茶飯

」と名付けたモジュール型データセ
ズモ）

きました。そのひとつは、外気冷却方式

ンターの技術開発であり、島根県松江市
ーネットゲートウェイの機能を果たすＬ

事のようですが、
ヴィエンチャンの電力

を利用した商用データセンター
IZmo

による高い省エネ性能を持つ「 IZmo
（イ

で
ＡＮＩＣ
（ Laos National Internet Center
）
経 由で 海 外と 接 続しており、ホテルの

の運用を二〇一一年四月から始めていま
す。

米回線の接続拠点でしたが、日本の地方

します。

二点目は、導入時のスケジュールとメ

ンテナンス作業についてです。日本側で

京もしくは大阪で起きても、都市レベル

で日米区間の冗長性を保つことが可能に
なりました。

ンノゼ・ロサンゼルス間に１００Ｇ回線

る前準備として、西海岸のシアトル・サ

まず、日米間を１００Ｇ回線で接続す

次にトラフィックの多い日米区間にも１

点間に１００Ｇ回線を導入しましたが、

ＩＩＪは二〇一四年に東名阪のコア拠

テナンススケジュールを余分に確保し、

起きました。そのため、日本よりもメン

たり、日本では考えられないことが多々

開通作業当日に担当者が不在で延期され

的につながっていないことが発覚したり、

線開通作業時、回線区間のどこかで物理

ざまな問題に直面します。過去に Ｇ回

けですが、海外での回線導入作業はさま

ックのようなインターネット以外のトラ

ＰＬＳ基盤間では、クラウド間トラフィ

ク調整ができるようになりした。またＭ

でき、以前の構成より容易にトラフィッ

らわれず、柔軟に仮想回線を組むことが

開したことで、日米区間は物理回線にと

行ないました。
ＭＰＬＳ網を 西海岸に 展

容易にするために、
ＭＰＬＳ網 ＊の展開を

流入する西海岸で、トラフィック調整を

もうひとつは、大きなトラフィックが

を導入しました。もともと Ｇ回線が三

切り戻し計画を手厚くして、お客さまの

００Ｇ回線の導入を計画しました。

拠点間に一〇本以上あり、１００Ｇ回線

日米区間で
１００Ｇ回線導入

ビスをお客さまに提供できる準備も整い

運ぶことができ、近い 将来、新しいサー

のトラフィックを安心・安全に米国から

このような取り組みにより、お客さま

フィックも運べる準備ができました。
西海岸に１００Ｇ回線を導入するにあ

たり、二 点 注 意しました。一 点 目は、各
回線区間の冗長性を保つことです。 Ｇ

回線のときには、回線事業者と同一区間

次に、日米区間に１００Ｇ回線を導入

００Ｇインタフェースは珍しくなくなり

ました。
入線ルート、回線事業者機器の冗長設計

しました。西海岸展開時と同様に、陸路・

〇一四年頃は、米国内ではまだあまり商

ましたが、我々が導入を検討していた二

ちなみに、今でこそ １ ０ ０Ｇ回 線、１
を行ないましたが、１００Ｇ回線へアッ

底ケーブル陸揚げ局の分散など、安定運

海底ケーブル区間のファイバルートや海

そのなかで、新たな取り組みをふたつ

新テクノロジーを積極的に導入して、イ

用利用されていませんでした。

ル・サンノゼ間、シアトル・ロサンゼル

行ないました。ひとつは、国際回線をコ

ンターネットの世界でイニシアティブを

用ができるように検討しました。

ス間を１００Ｇ回線でルート分散させて

ア拠点化した名古屋に接続しました。１

この １ ０ ０Ｇ化と 同 様に、
ＩＩＪは 最
提供できる回線事業者は二社しかなく、

とり続けていきたいと考えています。●

しくなります。また計画当初は、シアト

プグレードすると、帯域が一〇倍になる

１０

ため回線本数が減り、冗長設計がむずか

のファイバルート、データセンターへの

した。

トラフィックに影響が出ないようにしま

はすでに１００Ｇ回線を導入していたわ

１１

１
０

を導入するための条件は揃っていました。

米国西海岸で
１００Ｇ回線導入

く安定利用できています。

事業者が一般的でした。そのため、我々

価するとともに、我が国の削減

ＩＩＪでは 昨 年、日 米 間と 米 国 内、そ

る我が国の貢献を定量的に評

拠点のディザスタリカバリ対策で名古屋

果ガス排出削減・吸収に対す

は回線事業者と現地で打ち合わせを繰り

対策を講じ、実現した温室効

して日本・香港間でバックボーンの増強

ビス・インフラなどの 普及・

をコア拠点化したことで、一部の日米１

減技術・製品・システム・サー

返し、綿密に 情報を 交換して、 Ｇ回線

＝途上国への温室効果ガス削

を行ないました。今回は日米間、米国西

（JCM）

００Ｇ回線を名古屋に接続したのです。

ギー・産業技術総合開発機構。

時と同等レベルの冗長設計を行ないまし

＊2 Joint Crediting Mechanism

海岸の１００Ｇ回線導入についてご紹介

＝国立研究開発法人新エネル

これにより、３・ のような大地震が東

Technology Development
Organization

た。その結果、現在まで大きな故障もな

＊1 New Energy and Industrial

常に重いと言えます。
回のデータセンター導入を機に、いっそ
続き活動していきたいと思います。●

2

う弾みがつくと期待されています。

消費電力がオフィスビルや商業施設（
二の外貨収入源になっているそうです）
。

組みが求められるでしょう。

、日本からの直行便がなかったり、昭
い）

昨年末に開催されたＣＯＰ でパリ協

Wi
Fi

る分野でこれまで以上に省エネへの取り

1

18
＊ MPLS (Multi Protocol Label Switching) 網：ラベルと呼ばれるタグを使用したパケット転送技術を持つルータで構成されるネットワーク。

19

目標の達成に活用するもの。

５０

１
０

００Ｇ回線導入以前は、東京・大阪が日
４０

高い省エネ性能を誇るIIJ のモジュール型データセンターの
温室効果ガスの排出削減効果を実証する作業が、現在、ラオスにおいて進められている。
IIJはインターネットを支えているバックボーンの増強を順次進めている。
ここでは昨年行なわれた日米間と米国西海岸での取り組みを紹介する。

21

１０

米国では Ｇ回線や Ｇ回線を利用する
１０

ラオスにおける
モジュール型データセンターの試み
100G 回線化が進む
IIJバックボーン

この数年、
ＡＩ関係のニュースが増えてきたように感
じます。最近、特に印象的だったのは、グーグル傘下の
ディープマインド社が開発した「アルファ碁」というＡ
Ｉ囲碁ソフトが、人間の世界トッププレーヤーと対戦

やり方よりも、より人間に近い方法だと考えられます。

一〇年かかるはずが ……

ーションして、各パターンの勝てる確率をすべて計算

としては、先の展開パターンをしらみつぶしにシミュレ

段者程度の強さだと言われていました。アルゴリズム

これまでも囲碁ソフトはありましたが、アマチュア有

予測だったわけです。しかし今回「ディープラーニン

計算速度を得られるまでには、まだ一〇年かかるという

計算機の速度が指数関数的に速くなるとしても、必要な

年はかかると言われていました。ムーアの法則により、

ピュータがプロ棋士に勝てるようになるには、まだ一〇

従来のシミュレーションにもとづくやり方では、コン

し、もっとも確率が高い手を選ぶというやり方が主流で
グ」という新たな技術がイノベーションを起こし、
ＡＩ

し、四勝一敗で勝利したというニュースです。

した。
が人間のトップレベルにまで発展するのに必要だと思
さらに今回のアルファ碁の勝利は、単にトッププロに

囲碁はチェスや将棋に比べて盤面が広いため、シミュ

勝ったという以上の意味がありそうです。それは、アル

われていた時間が一気に短縮されてしまったのです。

ります。チェスの場合は一〇の一二三乗通りなのに対
ファ碁がこれまでの常識では説明できない手を頻繁に

レーションをしなければならないパターンが膨大にな

そうです。単純に計算しても、囲碁はチェスの一〇の二

して、囲碁の場合は一〇の三六〇乗通り以上になるのだ

六年のことでした。それから二〇年経ちましたが、さす

めてチェスの世界チャンピオンに勝利したのは一九九

ＩＢＭのディープ・ブルーというコンピュータが、初

なり、なぜだか分からないうちに、最後は人間が負けて

だと思っていたのに、いつの間にかアルファ碁が優位に

いものもあったそうです。途中までは人間棋士が優位

からすると、まるでアマチュアの手のようにしか見えな

打ってきたからです。それらの手のなかには、プロ棋士

がに現在のコンピュータの計算速度をもってしても、囲
しまったというのです。

三七乗倍も複雑だということになります。

碁の場合は計算が追いつかず、プロ棋士に勝てるレベル

というゲームの世界を、アルファ碁が根本から覆してし

〃

ところがアルファ碁は、膨大な計算量が必要になるシ

まったと言えるかもしれません。さらに、人間よりも記

て、それ以外の人間のさまざまな知的活動全般において

っても、それは囲碁という限られた世界での話であっ

た。もちろんＡＩが囲碁のトッププロに勝ったとはい

たりもしたそうです。これはすべてを計算する従来の

配置を画像として入力し、勝ちにつながる形を覚えさせ

けました。こうした新技術によるイノベーションは、既

ャーに遅れをとってしまう ――
このような状況をクリ
ステンセン教授は「イノベーションのジレンマ」と名付

を頼りに、顧客を満足させようとし続けた結果、ベンチ

と、
ＡＩの開発に警鐘を鳴らしていたことを紹介しまし

が、いずれ人間は人工知能に取って代わられてしまう

以前、世界的に有名な理論物理学者のホーキング博士

〃

ＡＩ の開 発 について
思うこと
イノベーションインスティテュート
取締役

ミュレーションにもとづくアルゴリズムではなく、
「デ

憶力が良くて計算が速くなったということだけでなく、

これは、人間が長い年月をかけて築き上げてきた囲碁

ィープラーニング」と呼ばれる、あらかじめ膨大なデー

囲碁というものを人間よりも 〃深く 理解してしまった

ではないと言われていました。

タをもとにコンピュータに自ら学習をさせて、どの手が
と言えるのではないでしょうか？

は、まだまだＡＩは取るに足らないレベルでしかなく、

存の商品にはない、新しい価値で市場を塗り替えてしま

画を見たりするのは、当たり前になりました。インター

浅羽 登志也

勝ちにつながるかを判断できる 〃能力 を身につけさせ

総合的な知的能力で人間がＡＩに負けることなどない

うため「破壊的イノベーション」とも呼ばれています。

る新技術を採用したのです。プロが打った盤上の石の

と考える人のほうが多いでしょう。

インターネットを例にとると、最初は通信品質が悪
く、音声通話や映像配信にはとても使えないと言われて

「イノベーションのジレンマ」という理論をご存じで

ネットは、まさに破壊的イノベーションだったのです。

イノベーションのジレンマ

しょうか？ これは、ハーバード大学のクレイトン・ク

いましたが、今ではインターネットで電話をかけたり、動

AI が急速に進化し、

優れた特色を持つ技術が顧客に受け入れられて、マー

るものの、従来の碁の定跡を破壊して、人間に勝利しま

と思った
壊的イノベーションにならないだろうか ……
ためです。アルファ碁は、囲碁という閉じた領域ではあ

こんな話を思い出したのは、
ＡＩが人類にとっての破

リステンセン教授が、一九九七年に提唱したものです。

ケットを支配している企業があるとします。そして、そ

した。それにもかかわらず、
ＡＩが取るに足らないと考

この原稿を書いている最中に、マイクロソフトがイン

の技術が持っている特色という点では劣るが、まったく

には採用しないのが普通でしょう。その新技術では既

ターネット上で一般人と会話をしながら発達するＡＩ

えてしまうのは、我々が「イノベーションのジレンマ」

存の顧客のニーズを満たせないので、既存技術により磨

の実験を中止した、というニュースが入ってきました。

異なる特色を持つ新技術が出てきたとき、その企業は新

きをかけて、顧客ニーズに応えようとするからです。よ

中止の理由は、ツイッター上で「ヒトラーは間違ってい

に陥っているからかもしれません。

って、そうした新技術は新規参入を狙うベンチャー企業

ない」といった発言を始めたからだそうです。これは単

しい技術を取るに足らないものだと考えてしまい、すぐ

に採用されやすく、ベンチャーは新しい特色を売りにし

に、悪意を持った人間から間違った知識を吹き込まれた

以下、簡単に説明してみましょう。

特定の分野では
人間の能力を凌駕するまでになった。

〃

に限ったものとして

しかし我々は、この状況を
〃
特定の分野

受け流していいのだろうか？
新たな技術の登場を
軽視し過ぎてはいないだろうか？

て、既存商品よりも安価な新商品をマーケットに投入し

たものとは異なった常識を備え、異なる知能を発達させ

からだと思いますが、
ＡＩは、人間がこれまで培ってき
やがて、その新技術の性能が時間とともに徐々にあが

て、既存企業に対抗しようとします。

起こります。そうなると、既存技術でマーケットを支配

も、顧客が期待するレベルに達してしまうということが

レンマ」に陥らないよう、
ＡＩの開発はやはり慎重に進

が現実になってしまわないよう、
「イノベーションのジ

アルファ碁の一件は、ホーキング博士が鳴らした警鐘

てしまう可能性もあるのではないでしょうか。

していたはずの企業が、新規参入したベンチャーに顧客

めるべきではないか、と思わされる事件でした。●

ってくると、当初は劣っていた既存技術の特色に関して

を奪われてしまいます。既存の企業は、自分たちの技術
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ハワイの違った一面

事 前に 参 加 登 録 者が二 千 名
超と聞いて、大きなカンファレンス
を 想 像していましたが、会 場に
足 を 運 んでみると 人 は ま ば ら。
とても二千 名も 参 加しているよ
うには見えません。 参 加 者はカ
ンファレンスの参 加 登 録はしてい
るものの、会 場となるホテルのス
イートルームを 会 期 中、朝から
晩まで何 部 屋も 貸し切りにして、
世 界 各 国から 集まってくる参 加
者と 一時 間 刻みの打ち 合わせを
繰り 返しているのでした。
かつてＰＴＣには旧 国 営キャリ
アの幹 部が集い、主に国 際 電 話
に関する 協 議が行なわれていた
そうです。その後、衛 星 通 信が
海 底ケーブルによる 通 信に置き
換わり 、さらに通 信が電 話から
インターネットに置き 換わってい
くにつれ、参 加 者もインターネッ
トやデータセンター 関 連の事 業

メッセンジャーと
プレゼンス

ＩＩＪ 取締役 ＣＴＯ
テクノロジーユニット長

一 月のハワイといえば、芸 能 人
のお 正 月 や 、かつて 青 木 功が劇
的なチップイン・イーグルを決め
たハワイアン・オープンですが、通
信 事 業 者にとっての 一 月のハワイ
は、何 といって もＰＴＣ
（ Pacific
：
Telecommunications Council
太平洋電気通信協議会）です。
ＰＴＣは、太 平 洋 地 域の情 報
通 信 関 係 者が中 心となって、世
界の情 報 通 信に関する政 策から
技 術に至るあらゆる問 題について
意 見を交 換 ・ 議 論する場として
設 立した組 織で、太 平 洋 地 域の
みな ら ず 、世 界 四〇ヵ国から二
四〇の企 業 ・ 団 体が加 盟してい
ます。その年 次 総 会が毎 年一月
にハワイで開 催されており 、今 年
も三七回 目の総 会とカンファレン
スが開かれました。
ＩＩＪは初め
てメンバーとして参 加し、私もそ
の一員としてＰＴＣ参加の機会に

者が増え、実 務 担 当 者も加わり 、 思います。●

島上 純一

協 議の内 容もカンファレンスで議
論されるテーマもより 多 様になっ
ているようです。
各 社の会 議 室はホテルの敷 地
内に何 棟もそびえる高 層タワー
に 分 散しているため、参 加 者は
打ち 合わせのたびに文 字 通り 縦
横 無 尽に敷 地 内を 移 動すること
にな り ます。 広 大なホテルはカ
ンファレンスに貸し切られているわ
けではないので、バカンスを 楽し
む 水 着のファミリーと、参 加 証
を 首から 下げたビジネスパーソン
やエンジニアが、敷 地 内で入り 乱
れる 不 思 議 な 光 景が 繰 り 広 げ
られます。
常 夏の島の一画に世 界の通 信
事 業 者 が一堂に 会し、青い空 と
海を眺めながらネットワークの裏
側の交 渉がいっせいに行なわれて
いるというのは、一 般には知られ
ていないハワイの 違った 一面かと

恵まれました。

インターネット・トリビア

IIJ MVNO事業部
MVNO事業統括室 シニアエンジニア

堂前 清隆
小誌の読者のなかにも、スマートフォンで LINE を使ってい

って代わろうとさまざまな機能を拡張しましたが、ほとんどのサ

る方や、パソコンで Skype チャットを使っている方がいらっしゃ

ービスがプレゼンス機能を実装しています。いつしか、プレゼ

ると思います。これらのサービスは電子メールと異なり、テキス

ンス機能はメッセンジャーになくてはならないものと認識される

ト（文章）のやり取りがほぼリアルタイムで行なわれます。こう

ようになりました。

いったリアルタイム性の高いアプリ・サービスのことを「メッセ
ンジャー」というカテゴリで総称することがあります。

スマートフォン時代になり、メッセンジャーの世界にも新たな
動きが起こりました。そのひとつが 2010 年に登場した Kakao

リアルタイムなテキストのやり取りの仕組み自体は、ずいぶん

Talk（カカオトーク）であり、それに刺激を受けて開発された

前からありました。例えば、インターネットを介して多人数が同

LINE です。LINE が日本を中心に多くの利用者を獲得してい

時にチャットを行なう「IRC」です。ですが、これらの古典的

ることは皆さんもご存じでしょう。また Kakao Talk や LINE

なチャットとメッセンジャーは、異なるカテゴリのサービスだと

を追いかけるかたちで、数多くのスマホ用メッセンジャーが登場

考えられます。

しています。

インターネットのなかでメッセンジャーという考え方を初めて具

これらスマホ時代のメッセンジャーを見渡すと、従来型のメッ

体化したのは、1996 年に登場した「ICQ」でしょう。ICQ が従

センジャーでは必須とされていたプレゼンス機能がないことに気

来のアプリケーションと大きく異なるのは、
「特定のサービス提供

づきます。いくつかのアプリケーションでは、メモ書きのようなも

元が利用者を一元的に管理している」ことと「他の利用者の

のを残せる機能がありますが、従来のメッセンジャーのように

“状態” を知ることができる」という点にあると考えられます。古

「チャット可能」であることをシステム的に管理するような枠組み

典的なチャットでは、利用者が明示的に管理されておらず、また、 にはなっていません。ですが LINE は、リアルタイム性の高いコ

IIJモバイルサービス／タイプD、タイプK
定額プランライト
月額費用最大2ヵ月無料キャンペーン
特典内容

キャンペーン期間中に対象サービスをオンラインでお申し込みいただくと、
利用開始月と翌月の月額費用が無料になります。

めの特別な仕組みはありませんでした。これに対して ICQ は、
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
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2
飯田橋グラン・ブルーム

TEL：03-5205-6310
E-mail：iijnews-info@iij.ad.jp
編集／増田倫子、村田茉莉
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まで
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対象サービス

● IIJモバイルサービス／タイプD

定額プランライト
（NTTドコモ対応）

● IIJモバイルサービス／タイプK

定額プランライト
（KDDI対応）

デザイン／榊原健祐（Iroha Design）

※定額プランライト：いちねん プリペイドは対象外です。
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テキストをやり取りしている相手がどのような状態なのかを知るた

http://www.iij.ad.jp/svcsol/campaign/mobile_201603.html

印刷／株式会社興陽館 印刷事業部
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URL：http://www.iij.ad.jp/iijnews/
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ミュニケーション手段として受け入れられ、広く普及しました。
思い起こせば、従来型のメッセンジャーにおいて「プレゼン

サービス提供者が利用者の情報を一元的に管理しており、ID に

ス情報の更新」は、頭の痛い問題でした。いちいち「オンライ

よって特定可能です。さらに、利用者が「オンライン（パソコン

ン」や「離席」の状態を変更するのは面倒なので放置されて、

」
「離席中」
「多忙（のため対応できない）
」といった
の前にいる）

必要なときに連絡が取れないといった問題があるかと思えば、

状態を登録でき、テキストをやり取りする相手がそれを参照でき

逆にコミュニケーション疲れから「居留守」機能の要望が出る

ます。この機能を利用して、相手がパソコンの前にいるか、今話

こともありました。実は、プレゼンス機能は、利用者にとって必

しかけても大丈夫かといったことを把握できるのです。このよう

須ではなかったのかもしれません。

」と呼びます。
な「状態」のことを「プレゼンス（presense）

ICQ の大成功のあとを追って、数多くのメッセンジャーサー
ビスが世に送り出されました。これらのサービスは ICQ に取

このように一世を風靡したサービスが作ったひとつの「常識」
が、別の大流行したサービスによって塗り替えられるというのは、
大変興味深い出来事ではないかと思います。●

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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