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師走になるとすぐ︑ＩＩＪの設立記念日がくる︒一二月

グローバルIT
過去の話というものは︑大方︑そんなふうな記憶として

過去を振り返ることになってしまったのである︒

自ら振り返ることに対する躊躇の念が強くて︑中途半端に

ルを書けばいいのだが︑時間もないという弁解と︑過去を

た︒ディテールにまでこだわるのであれば︑自らディテー

るのは当然で︑ギクシャクとした議論になることが多かっ

方の関心と︑鮮明な記憶として蘇ってくる私の思いが異な

量になってしまったようだ︒マスメディアである聞き手の

まで次々と浮かんでしまい︑聞き手の方の手に余るほどの

の要約が載り始めたのだが︑話しているうちに微細なこと

始めてしまった︒長い時間を取って︑話をさせられて︑そ

みる気になり︑聞き書きというかたちで新聞に短い連載を

せがまれ︑断り続けていたのだが︑ふと魔がさして話して

のか︑新聞社や出版社からＩＩＪの創業から今に至る話を

六〇代も半ばになって︑記憶力の低下を心配してくれる

﹁鈴木さん︑忘れないうちに話を聞かせてくださいよ﹂

い︒

話をしては︑当時のことを笑い飛ばすくらいがちょうどい

定観念もあって︑たまに創業の仲間と飲んだ時に︑ふと昔

り返っている暇など持つと︑将来が消えてしまうような固

いる︒それに︑激しい技術革新が続く世界では︑過去を振

もつくろうという創業の仲間の話も︑断固拒否し続けて

ってしまう︒それが嫌で︑記憶に残っているうちに社史で

さで包んでしまう作用が働いて︑絵画でも眺めるようにな

過去を振り返ると︑感傷というなんとなく記憶をやさし

になると否応なく︑昔のことなど思い起こす︒

三日という設立記念日が変わるわけもないので︑年の暮れ
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北風が吹き、寒さの厳しい地方
では真っ白な雪が降り積もり、
いよいよ冬本番。あわただしく
年の瀬が過ぎれば、おめでたい
松や梅が彩るお正月を迎えます。
新しい年も、希望に満ちたすば
らしい１年になりますように。

どうかはともかく︑インターネットという技術革新の拡が

多くのプロジェクトが︑ドン・キホーテ的な妄挙だったか

年に六〇回以上も海外出張をこなしたのもその頃である︒

あらゆる思いを凝縮して実現しようとした時期だった︒一

それにしても︑設立後の一〇年間の活動を振り返ると︑

込まれ︑一挙に挫折を経験した苦い思い出︒

Ｃの資金繰りに窮して︑二〇〇三年には会社更生法に追い

て設立︑その一方で︑電力会社との事業統合の試み︑ＣＷ

関連会社をトヨタ︑ソニーとのジョイント・ビジネスとし

てクロスウェイブコミュニケーションズ︵ＣＷＣ︶という

ーティングの時代に備え︑インフラづくりをする企業とし

カのナスダックに上場した︒今でいうクラウド・コンピュ

築き︑一九九九年には日本の市場を経ずに︑直接︑アメリ

アジア諸国と共同事業を始めた︒欧米の事業者との関係を

グ︵ＡＩＨ︶という企業をおこし︑シンガポールや香港︑

ーンをつくろうとアジア・インターネット・ホールディン

認可が下りると同時に︑アジアのインターネットバックボ

所と折衝をした頃がもっとも暗い時期だった︒サービスの

サービスを始めるための許可を得るのに︑一年半近くも役

続けた時期だった︒会社を設立し︑インターネットの商用

う言葉しか思い浮かばないほど︑あらゆる可能性に挑戦し

二一年目になる︒最初の一〇年は︑ほとんど不眠不休とい

昨年︑二〇周年を迎えたＩＩＪは︑この一二月三日から

とかもしれない︒

が︑どこか違う物語になってしまうのは︑致し方のないこ

情景に変わってしまっている︒事実は事実として同じはず

べたつもりが︑﹁実際は︑もっと大変だったのに﹂という

思いというオブラートに包みこまれてしまい︑事実を並

だろうか︒辛いこと︑出口なしといった状況も︑懐かしい
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ある︒そうした試みの多くが失敗に帰したことで︑ＩＩＪ
くなる︒﹁すぐについてこない日本がいけないのだ﹂と︑

酒が入れば︑慰めなのか︑詰問されているのかわからな

て︑聞いたことがない﹂

は苦境に陥る︒次の一〇年は︑ＩＩＪの再建に注力しなが
出井さんに言いたかったが︑思っていてもなかなか反論で

りと︑新しい仕組みの到来を確信して動き回り続けたので

ら︑将来にわたって着実に成長できる事業構造をつくり上
きなかった︒
宮津さんは︑もっと率直というか︑傷跡に優しく槍を突

げることに終始した︒
﹁早過ぎたのだよ﹂
くような言葉だった︒
﹁あんたさあ︑あんたみたいに酒が好きで強い人間が︑ひ

数多くの失敗と挫折について︑当時のＩ Ｉ Ｊが成そう
としたことに対して︑いまだにそんな言葉で括られてし

宮津さんは酒が強い︒まさにぐいぐい飲む︒飲み過ぎる

とり安い居酒屋で飲んじゃいけないよ︒いくら飲んだって

ーシップをとり続ける以外に︑ＩＩＪの生きる道はない︑
といけないから︑お互い杓をするのはやめようということ

まう︒事業のスキーム︑技術では︑先頭を走り続け︑イン

そんな確信がＩＩＪを設立した時からあって︑その思いの
になって︑コップ酒を飲む︒お互いに杓をしながら飲んだ

酔わないだろう︒だからさあ︑今夜は高級料理だよ﹂

ままに突き進んだというか︑突っ走った︒設立後の一〇年
ほうが︑はるかに少ない量ですむのに︑どんどんいってし

ターネットという巨大な技術革新が進行する産業でリーダ

は︑そんな時代だった︒

るために招いてくれた酒席の折に出た言葉である︒一人は

屋で飲んだくれているという噂を聞きつけて︑私を慰労す

れられない言葉がある︒いずれも︑ひとりこっそりと居酒

い記者に妙な慰め方をされていた頃のことで︑いまだに忘

の失敗や挫折の話ほど面白く読まれるものはないと︑親し

にされ︑人の成功話もいいけれど︑成功しそうに見えた人

て︑いいことばかりでなく︑大変なこともある︒そんな時

気にはならない︒いい時はいいけど︑事業の立ち上げなん

にとって︑それが副業に過ぎない分野であれば︑決して本

ことをやったことだよ︒それと︑一緒にやろうという企業

あんたみたいに金のない会社が︑絶対にやってはいけない

しいと思うよ︒だけど︑一つだけ正しくないことがある︒

﹁あんたのやったこと︑やろうとしたこと︑ほとんどは正

まう︒

出井伸之さんであり︑もう一人は宮津純一郎さんの言葉で
に副業であれば︑すぐに逃げちゃう︒あんたにしては︑甘

私の挫折が公のこととなって︑日々︑その挫折話を記事

ある︒
い︒根本のところで無理があったな﹂

る根本のところを深く考えたほうがいいに決まっている︒

時もある︒挫折に至るディテールを反省するより︑失敗す

して失敗したのだという指摘を︑素直に受けざるを得ない

でも酔えなくなり︑そんな言葉だけが残った︒失敗すべく

葉が一番いい︒ただし︑せっかくの慰労会が︑いくら飲ん

た﹂とか︑上っ面の慰めよりも︑配慮のかけらすらない言

た意味がなくなってしまう︒我が道を行くラッセル車なん

さんが行った後には︑また雪が積もってしまって︑除雪し

優先の重要事項であることは言うまでもないが︑もう一つ

と︑あるいは各事業年度の結果をきちんと残すことが︑最

らい︑企業経営の将来を危うくするものはない︒四半期ご

示するからといって︑目先の対応に終始してしまうことく

ることを忘れてしまうことである︒四半期ごとに決算を開

将来という視点から現在の事業を絶えず冷徹な目で見つめ

長い目で見ると︑企業にとってのほんとうの危機とは︑

ば︑間違いなく正しい︒﹁早過ぎた﹂とか﹁運が悪かっ

出井さんの言葉も︑宮津さんの指摘も正しいかと言え

ほんとうは︑宮津さんは﹁あんた﹂とは言わなくて︑

﹁鈴木さんは︑ラッセル車みたいなものだけど︑ラッセル
車というのは︑積もった雪を除雪して︑後の列車が通れる
ようにするはずなのに︑鈴木さんがラッセルしても︑すぐ

ひとことだけ言いたかったのは︑﹁誰もやらなかったし︑

の眼による︑将来への対応を忘れるようでは︑その企業に

後ろに列車がこないタイミングでラッセルするから︑鈴木

やろうともしなかった日本だから︑やりたかったのだ﹂

明日はないと言い切ってもいい︒ＩＴという︑まさに技術
クラウド・コンピューティング︑通信インフラや端末

と︒それも空しい言葉に決まっている︒失敗するリスクの
二一年目に入った創立記念日の翌々日︑取締役会があっ

の土管化︑新しい端末が通信量を決める⁝⁝今︑起こっ

革新の渦中にある企業にとっては猶更のことである︒

た︒議題も少なく︑時間前に議事が終わってしまったの

ている様々な現象について︑それが現実となるはるか以前

大きい事業を誰がやるのかと︒

で︑珍しく︑数分ほど私が話した︒

から︑議論し予測しながら︑ＩＩＪはなにをやってきたの

夏が暑すぎたせいか︑このところの寒さが身にこたえ

﹁ＩＩＪはこれから二一年目に入る︒私にとって︑始めの

つまずき︑順調な軌道に乗せた途端︑次々と新しくリスク

る︒例年︑師走になると一年の疲れが出て︑風邪をこじ

か︒そんな身近なことを︑どこまで深刻に考えられるのか

のあるプロジェクトに取り組み続け︑失敗と挫折を繰り返

らせてしまうのだが︑今年もまた︑ゴホゴホ︑ゼイゼイと

一〇年とその後の一〇年は︑二つのまるで違った世界のよ

しては︑前のめりに走り続けた一〇年︒挫折の底から︑堅

なかなか治らない風邪と付き合う羽目になってしまった︒

ということも︑言いたかったことのひとつである︒

実な事業基盤をつくり︑安定的な成長を続けて︑過去の負

年々︑﹁正月が待ち遠しい﹂思いが強くなるのだが︑子供

うな気がする︒会社を設立しても許可が取れず︑最初から

の遺産を一掃したその後の一〇年︒それを考えると︑今後

の頃とは違って︑一刻も早く︑朝から晩までごろごろと眠

四〇代半ばで創業したのだから︑私が前期高齢者の仲間

の一〇年︑二〇年︑どのような経営をしていくのか︑過去

そんな趣旨のことを言ったのだが︑頭にあったのは︑世

になるのも当然のことではあるけれど︑なんとなく寂しく

っていたいという爺のささやかな願い事になってきたよう

界的にも新しい取り組みを次々としては︑失敗をしながら

もある︒スコット・マクニーリーに﹁現役は鈴木さんくら

二〇年を振り返って︑次の発展に向けて白紙から出発する

も︑前のめりになり︑身の丈に余る事業を展開した設立後

いだなあ﹂と言われて︑ハッとするのだが︑忙しさにかま

だ︒

一〇年の苦しい営為があったからこそ︑逆境から抜け出す

けて自分の年を忘れていたようだ︒
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覚悟をもって考えて欲しい﹂

ことができたという思いである︒

IIJ

腰の据わった国際展開
特集イラスト／なかだえり

に海洋権益と領有権をめぐる日中、

今、エネルギー資源の存在を背景
口減少、円高、高い法人税などの要因も

に組み込まれるなかで競争力の低下、人
重なり、海外との一体経営は、中途半端

昨
日韓の関係が賑やかです。中国は、南シ
な覚悟では立ち行かなくなってきました。

したがって企業の海外進出は、「国内

ナ海の南沙諸島、スカボロ礁をめぐって
はフィリピンと、西沙諸島をめぐっては
ベトナムと激しく争っていますが、国の
成長・発展段階においては、往々にして
対外拡張・膨張に向かいがちで、周辺に

すぐに「国際展開、国際進出に黄信号が

人への危害などが発生すると、日本では

通り、海外で暴動・内乱・衝突や、日本

一連の中韓に関する動きにも見られる

るからといって、逃げることはできない

治・軍事・文化・宗教面でのリスクがあ

字通り「死活問題」であり、一時的な政

化してきており、国際進出の成否は、文

グローバル市場へ」という位置付けに変

替」、さらには「国内も海外も区別なく

市場の補完」あるいは「国内市場の代

点滅」といった報道や記事が出ますが、

危うい緊張関係を生み出します。

国際展開している企業の反応は、もう少
のです。

国際進出せざるを得ない
日本の状況

つ」ことが求められています。

備して、バランスのとれた考え方を持

て当たり前」「有事の対応策を真剣に準

国際進出に際しては、「リスクはあっ

し冷静に事態を見ているということを、
ここでは指摘したいと思います。

海外における
リスクの捉え方
企業にとって 、
「リスクがあるから海外
展開は怖いと躊躇するより、リスクを恐

たしかに一九七〇年代まで、日本は国

長を成し遂げた途端、目標を見失ったよ

維持しています。追いつけ追い越せの成

では、欧州主要各国の二倍強の経済力を

日本のＧＤＰは二〇一〇年に中国に抜

れて何もしないほうがリスクが高い」と

内市場で十分食べていけました。追加市

うに元気がありませんが、長寿社会に向

いうことが十分に理解されていないため

場として国際進出した企業も多いと思い

かれるまでは、米国に次いで世界第二位

ますが、八〇年代以降、特に二一世紀に

けた各種の医療・介護サービスや、環境

に起こる右記のような過剰反応に対し、

入ると、グローバル・サプライチェーン

活性化していかないと、企業は最終的に

約五兆ドル）でしたし、今でも国単位

技術、先端医療、バイオテクノロジーな

日本を離れ、ますます競争力が低下して

違和感が生じるのだと思います。

ど、長いスパンで見ると、まだまだ日本

いくと思われます。

技術の開発・交流といった経済活動を通

くし、生産、販売、輸出入、投資、先端

成長の可能性を秘めた国や地域とも仲良

進国のみならず、成長過程にある国や、

は、そうした力を保てません。欧米の先

しかし、国内市場にしがみついていて

アジア全体は一九七〇年代までは対米と

まで落ち込みました。一方、中国を含む

二〇一一年にはついに一二パーセントに

ント、二〇〇九年には一九パーセント、

ていましたが、八〇年には二六パーセ

米貿易は全体の三〇パーセントを占め

あります。一九七〇年代まで日本の対

同時に、日本の貿易構造も激変しつつ

の経済力・技術力は世界のトップを維持

して発展し続けなければなりません。そ

同じ三〇パーセントでしたが、八〇年以

できるはずです。

のための国際事業の展開は、今後いっそ

降はウナギのぼりに転じ、二〇一一年に

り出しているのは日本自身であり、そう

せんが、海外に出ざるを得ない状況を作

「国際進出」は決して簡単ではありま

日本自らが
作り出している状況

ノ・サービスの流れが、米国・欧州から

定）開始などにより、明らかに金・モ

ＡＳＥＡＮ域内でのＦＴＡ（自由貿易協

以降、中国の台頭、ＡＳＥＡＮの台頭と

のまま変わりません。

は五一パーセントにまで達しました。こ

う重要になると確信しています。

した現状を改革する意欲に乏しい、とい

アジアにシフトしつつあるのです。

保が大前提になります。法人税の大幅引

用や生活水準の維持も、全ては利益の確

会・社員に報いることですが、社員の雇

責務は、利益を出して納税し、国・社

四〇パーセント近い法人税です。企業の

です。なかでも一番厳しいのは実効税率

六重苦といわれる諸問題は、その典型

業を展開していくことが求められるでし

時の混乱に惑わされずに腰の据わった事

レベルの高さなどを念頭に置きつつ、一

あること、③先端技術の開発力、④教育

本の置かれた基礎条件 ——
①日本が島国
であること、②資源・食料に乏しい国で

業を展開しているわけですが、今後は日

こうした環境のもと、各企業は国際事

二〇〇一年に中国がＷＴＯに加盟して

の間、欧州との比率は約一一パーセント

う一面もあるのではないでしょうか。

き下げ、投資環境の整備などにより、世

ょう。
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界の人・モノ・金を引きつけて経済を再

IIJ

グローバルIT
T opics

グローバルに展開する企業には、どのようなITシステムが必要なのか？
本特集では、国内／海外という枠組を越え、
シームレスにITを活用するための方途を考える。

IIJグローバルソリューションズ 取締役執行役員

坂田憲治

企業の海外進出におけるIT課題と
その対策

グローバルI T

企画検討フェーズ

海外拠点ＩＴ構築の壁

かを考慮しておくことが重要です。
導入構築フェーズ

このフェーズでは、ＩＴ構築時のベン

現地ベンダは安い？
画検討→導入構築→運用管理と
ダの選定が課題となります。「日系ベン

Ｔインフラ構築は国内同様、企

ダは高くて、現地ベンダは安い」とよく

Ｉ
いう順で進みますが、海外特有の事情を
言われますが、一概にそうとは限りませ
ん。実際には、機器の調達・購入やベン

考慮しなければなりません。まずは企画
最初は、現地環境に関する情報の入手
ダ側のＳＥやＰＭの人件費は大きくは変

検討フェーズから見ていきましょう。
です。これは現地に進出しているＳＩベ
わりません。
「日系ベンダは日本人が対応するから

ンダや通信キャリア、ジェトロ（日本貿
易振興機構）のＨＰなどから入手可能で

事情などに十分な注意が必要です。イン

と、その国の設備環境や法規制、歴史的

私共の経験からインフラに関して言う

言えます。事業開始までの時間が限られ

マネージメントの手厚さからきていると

と言われるプロジェクト管理と、リスク

コストの違いは「現地品質、日本品質」

数の現地スタッフから構成されており、

高い」と言われたのは昔の話。今では多

ターネット一つをとっても、品質を含め
ていて、しかも現地事情を考慮しなけれ

す。確認すべきことは、現地の電力事情、

各国で事情は異なります。さらに国際Ｗ
ばならないことから、ベンダ選定には慎

くの日系ベンダが、数人の日本人と大多

ＡＮ接続は、日本との地理的伝送遅延の

インフラ環境、法令、税制などです。

観点から実用可能か否か、検討が必要で
重な判断が求められています。

また一般的に、ＩＴをとりまく環境は脆

用しないなか、いかにして目的を達する

とは大きく異なります。日本の常識が通

いでしょう。海外では習慣も常識も日本

解している日系ベンダに相談するのがい

情報を把握し、その国の習慣や常識を理

す。状況の確認は私共をはじめ、現地の

コントロールなどは、拠点構築時から導

アクティブディレクトリによるアクセス

く分からない」「海外拠点での不具合を

現地ＩＴ環境がどうなっているのか、全

ＥＲＰ を拠点展開することになったが、

化 〟です。最近増えている相談の一つに、

から数年したあとの〝 ブラックボックス

このフェーズで課題となるのは、構築

ブラックボックス化

運用管理フェーズ

す。反面、ＰＣやサーバといった機器は、
多くの国で標準的なものが入手可能なの
情報はいろいろなルートから入手でき

で、あまり心配はいりません。

何とかしてくれと頼まれたが、対応に苦

弱で、電圧の不安定に起因するサーバダ

ますが、断片的なものが多いのが実情で

慮している」というものです。これはひ

入することをお勧めしています。

線切断など、種々の理由でシステムが使

ウンや、道路工事の際のネットワーク回

日本国内で拠点Ｉ Ｔ を構築した場合、

とえに〝ひと〟の課題からきています。

については、品質の問題に加え、国際ゲ

前述したように、国際インターネット
最後に全体的な課題として、ＩＴガバ

ＩＴガバナンス

ム管理資料を文書化し、変更があれば更

ナンスについて触れておきます。ＩＴを

用不能となる状況が発生します。

新・管理していると思います。他方、海外

ートウェイ部分でのトラフィック集中に

ベンダやＩＴ部門自らが構成図やシステ

に目をやると、残念ながら現地ベンダは、

駆使してグローバルビジネスを急成長さ

国際的な標準化団体であるＩＳＡＣＡ

よるリソース不足や、検閲により接続不

そこで重要になるのが、リスクベース

では、ＩＴガバナンス管理の国際的なガイ

文書化して継続管理するといったことが

の対策です。全てのＩＴシステムに対し

ドラインとしてＣＯＢＩＴを発行してい

せている大手日米欧企業は、統一ポリシ

文書は、日本側の管理もままなりません。

てバックアップや冗長性をとることは現

ます。最新版であるＣＯＢＩＴ５は、ガバ

ーのもと、全体最適を図ったグローバル

そのため、現地での構成変更や障害対応

実的ではなく、事業継続に不可欠なシス

ナンスによるＩＴ統制管理に加え、セキ

能になる状況も発生しており、一企業の

のたびに環境が変わり、結局は誰も分か

テムのみに絞り込んで、事業継続を可能

対策では限界があります。

らない……となるケースが多いのです。

にする必要最低限の体制をつくりあげて

とても苦手です。さらに言語の問題があ

加えて、ＩＴに携わる人材が流動的で

ュリティとリスク管理の要素を含んでい

り、英語ならともかく現地語で書かれた

あるという課題もあります。特に新興国

おくことが大切です。

から属人的な運用管理にならないような

いなくなることになります。初期の段階

ンダ側にも状況を把握している担当者が

とも珍しくありません。そうなると、ベ

手市場であるため、数年で辞めていくこ

など母国語以外ができる人材〟は、売り

社外持出しにともなう情報漏えいなどが

散や、従業員によるＰＣや業務データの

不用意に導入したことによるウイルス拡

あります。業務用ＰＣにフリーソフトを

ュリティリスクに〝ひと〟による脅威が

です。海外拠点における特筆すべきセキ

さらにもう一つの課題がセキュリティ

ノウハウ・経験・実績を蓄積してきました。

ーバル展開を支援するなかで、様々な

ＩＩＪ グローバルは、日系企業のグロ

ＯＢＩＴの活用を推奨したいと思います。

よび導入構築後の運用管理のために、Ｃ

ます。海外拠点におけるポリシー策定お

ＩＴインフラ展開を進めています。

では〝ＩＴを理解している人材や、英語

体制やベンダ選定が重要です。

Net de!

そして現在では、海外進出パックをはじ
め、安価なインターネットＶＰＮ
（

多発しています。
ＷＡＮ未接続拠点であれば、ローカル
な事故として大事には至らないですが、

ルス拡散や他拠点への無許可アクセスと

されていれば、グローバル規模でのウイ

ります。

（ Collabo de! World
）など、海外進出を
ワンストップで支援する体制を整えてお

今後は
事業継続が課題に
タ イ で の 洪 水（二 〇一一年 ）や 、 中 国

いった大きな懸念材料になります。この

）
、ＥＲＰな どの業 務 アプリ ケーシ
World
ョンのクラウド提供（ G-BASS
シリーズ）
、
コミュニケーション支援のビデオ会議
での反日デモは記憶に新しいところです

ようなリスクに対し、アンチウイルスや

他拠点や日本本社とネットワークで接続

が、海外では常に、さまざまな人的・自
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円高、そして新興国市場の急速な発展により、アジアを中心に日本企業の
海外展開が加速しているが、インフラが整備途中の国への進出も多い。
ここでは、
「我社は新しいマーケットを求めて、半年後にミャンマーに進出する。
必要な I Tインフラを作れ！」と言われたとき、何を、どう準備すればいいのか、
フェーズごとに確認し、海外進出時の課題と対応を検討する。
然災害に見舞われる危険性があります。

IIJ

継続的な安定運用と適正なIT管理にむけて
T opics

IIJグローバルソリューションズ グローバル営業部
CISA 公認情報システム監査人、ITコーディネータ

渡辺俊巳

グローバルI T

の新たなスタートの年となりま

ＩＪ に と っ て 、 今 年 は 国 際 事 業

ＩＩＪ にとって第二の国際事業元年とな

ネスのグローバル展開を始めた今年が、

プの海外拠点は一〇ヵ所になりました。
これらの拠点をベースに本格的なビジ

やアジアにも広げ、現在、ＩＩＪ グルー

海外に移すというよりは、本格的に海外

のグローバル化とは、企業の一部機能を

新興国の市場に参入する企業にとって

しているのです。

り、こうした新たな市場への参入が加速

Ｉ
ＩＩＪ の国際事業は、一九九五年に設

した。
立されたアジア・インターネット・ホー
で事業を興す、すなわち日本国内と同じ

のグローバル化とは、コスト削減を実現

ことです。以前は、多くの企業にとって

ル化の形態が変わり、より加速している

海外拠点の拡充やインフラの構築が、今

使いたいという要望にお応えするために、

サービス「Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ 」を海外でも

ットフォームとして、ＩＩＪ のクラウド

このようなニーズに対する最適なプラ

ることが強く求められています。

国においてビジネスのインフラとなり得

基幹系システムに至るまで、それぞれの

システムから様々な業務をカバーできる

す。これら企業のＩＴ基盤は、情報系の

にも造り上げることが必須となってきま

ように企業としてのあらゆる機能を海外

りました。

「 な ぜ 、 今 、 ま た Ｉ ＩＪ が 海 外 な の

新興国市場への
参入を支援するために

ルディング（ＡＩＨ）により始まりまし
た。ＡＩＨは、環アジアのインターネッ
トのバックボーンを構築して、このエリ
アでのインターネットビジネスを創出す
インターネット接続サービスを提供する

るという構想のもと、アジア各国向けに
だけでなく、韓国やフィリピンといった
か？」 ——
その理由はいくつかあります
が、一番の要因は、ビジネスのグローバ

するための方策であり、工場を海外に建

国の事業会社に出資も行なってきました。
を設立して、日米間をつなぐ重要な
Inc.
インターネットのインフラを構築・運用
設したり、国内で行なっていた業務を海

IIJ America

し、日本のインターネットサービスの品

一九九六年には、米国に

質向上を図るとともに、米国内の日系企

も昨年から海外の拠点整備を進め、米国

ユーザが海外に進出するなかで、ＩＩＪ

は、米国一ヵ国に集中して運営を行なっ
てきました。しかしながら、近年多くの

そのために、二〇一二年三月から米国

的で、規模的にも無視できないものとな

の企業にとって、この市場は非常に魅力

予想されます。景気が停滞している日本

先進国をも凌ぐような規模になることが

今後、大きな成長が見込まれ、いずれは

は少し違ったものになるのではないでし

革新が、逆に先進国に入ってくる動きと

コストに合わせた商品開発のための技術

に環境を準備する ——
これがＩＩＪ にと
ってのグローバル化の第一段階です。

でもシームレスにご利用いただけるよう

サービスやＩＩＪ の各種サービスを海外

援するためのＩＴ基盤として、クラウド

日系企業の皆さんのグローバル化を支

海外で進む
サービス提供基盤の整備

年から開始されたわけです。

それに対して昨今の海外進出企業は、

外にアウトソースしたり、といった施策

海外市場をターゲットとした事業展開へ

業向けにも各種サービスを提供してきま
ＡＩＨの事業は、残念ながらアジア諸

が一般的でした。

国の事業環境が悪化し、事業を縮小せざ
と急速にシフトしています。特にＢＲＩ

した。

るを得なくなり、ＩＩＪ 本体と事業統合
Ｃ

をはじめとする新興国の市場では、

されました。その後、ＩＩＪ の国際事業

に三ヵ所しかなかった海外拠点を、欧州

でクラウドサービスをスタートさせ、中

ょうか。言い換えると、将来的にはＩＴ
分野では新興国と先進国の技術的な差は

国でもクラウドサービスの提供に向けた

少なくなり、急速に成長している新興国

準備が進められています。
インターネットのバックボーンは、現

市場で、より多くの技術革新がなされる
これからは、成長市場である新興国市

在は日米間のみですが、今後は他の海外

場を単なる大きな需要源と位置づけるだ

拠点にも拡張し、日本国内でご利用いた
ＩＩＪ の各種サービスを海外でもご利用

けでなく、技術革新の源泉として活用で

ということです。

いただけるよう、環境整備を順次行なっ

だいているメールやセキュリティなど、

ていきます。

きるかどうかが、グローバル企業として
の競争力の差となって現れてくると考え
グローバル化の次の段階では、ＩＩＪ

として日本や他の国でも利用する、そん

スを開発し、それをグローバルサービス

国のエンジニアがどんどん新しいサービ

られます。グローバル化の将来は、新興
自身も、昨今の日系企業の皆さんと同じ

グローバル企業の未来像

ように、成長著しい新興国市場において、

な時代になるのではないでしょうか。

Internet

くでしょう。また、海外子会社発のイノ

とんどいない、といった状況になってい

されるかどうかは定かではありませんが、

だと反論する……といったやり取りがな

と、中国人取締役が本社は上海にすべき

に変更し、インド人社長が本社
Global
をシンガポールに移転したいと提案する

Internet Initiative

ベーションにより、新たなサービスが開

から
Initiative Japan

革を遂げた会社として、社名を

し た ら Ｉ ＩＪ も 、 グ ロ ー バ ル 企 業 に 変

一〇年後あるいは二〇年後、ひょっと

地元企業を顧客としてサービスを提供し
ていけるように、事業を開拓・推進して
いかなければなりません。
この段階では、ＩＩＪ の組織も人材も
グローバル化し、やがては外国人が経営

発されるといったことも起こってくるで

今後も着実にグローバル化を推し進め、

層に加わり、海外子会社では日本人がほ

しょう。

真のグローバル企業へと一歩でも近づい
ていきたいと思います。
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s
これは、最近注目されている Reverse
と呼ばれる、新興国市場の
Innovation

IIJ

グローバル企業へのはじめの一歩
T opics

IIJ 執行役員 国際事業推進室 室長

丸山孝一

日系企業の多くが海外への事業展開を進めるなか、
IIJ はそうした動きをサービス面でサポートする一方、
一企業としても国際事業の新たな展開をスタートさせた。

グローバルI T

（単位：百万ドル/百万円）

Currency $1= 80JPY

長
引く日本国内の不況、円高、少子
待できません。

いことから、市場全体の拡大はさほど期
始まるという傾向があります。また「社

〜二年遅れて「社内システム」の普及が
内システム」の市場規模は非常に大きい
ため、最終的に「社内システム」がクラ
ウドを採用するようになれば、市場の大

現状 、
「社内システム」にはプライベ

部分は「社内システム」が占める状況に
クラウドコンピューティングという観
ートクラウドが多く適用されています。

クラウドコンピューティングの
これからの展開

高齢化＝人口減による各産業分野

の市場縮小といった背景から、日本企業
は積極的に海外市場を開拓しようとして
います。オフィスや工場、店舗の海外進

点で各国のパートナー企業とお話しして

出にともない、情報システム投資が必要
となりますが、その際、陳腐化の激しい
いると、大きく二つのトレンドがあるこ

なることが予想されます。

ウドサービスの活用を求めるお客さまが

ＩＴ資産の保有リスクを回避できるクラ

としてＩＴシステムを保有していました

うに資金が潤沢にある場合は、自己資産

にあえいでおり、各国の企業も従来のよ

世界を見ても、多くの国や地域は不況

世界的にプライベートクラウドの市場規

普及が見込まれること。もう一つは、全

先行しており、他の国や地域でも今後の

ラウドの普及率は、他の地域よりも少し

一つ目は、米国および日本におけるク

ラウド」という形態により、閉域網経由

設置する「ホスティッドプライベートク

タセンター事業者に専用の区画を設けて

トや、社内に設置したり、あるいはデー

ウンが図れるという「統合化」のメリッ

想化し集約することで、大幅なコストダ

これは、従来のサーバやストレージを仮

が、近年では、日本企業同様に資産保有
模は、パブリッククラウドの市場規模の
でセキュリティを確保できるといった安

とが分かってきました。

リスクの回避や、拡張・撤退の柔軟性の
少なくとも五倍以上あり、非常に大きい

増えています。

メリットを享受すべくクラウドのニーズ

いることを記載します。クラウド市場は

ーケティングを通して経験的に分かって

のクラウドの良さである「資産を持たな

パブリッククラウドなら享受できる本来

すればするほど、お客さまのなかには、

一方で、プライベートクラウドが普及

心感があるためです。

から、ＩＩＪ が独自に類推したＩＴ市場
お客さまが直接ビジネスを遂行するため

加えてこれまでのＩ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ のマ

ことです。

の拡張トレンドです。この表から、ＩＴ

左頁の表は、世界の各種産業統計情報

が高まっています。

市場全体では年成長率が六パーセント強
び日本を除く）アジア」「その他の国」
一

すが、市場の立ち上がり期においては、

社内システム」の二つに大別できま

Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ と、今後の予定について

最後に、これまで展開してきた海外の

長くても一ヵ月であり、ＣＡＰＥＸリス

約できる」「最低契約期間が一時間から

リソースを契約でき、必要なくなれば解

くてよい」「必要な時に必要なだけＩＴ

が大きく成長することが分かります。日

クをクラウドベンダ側に転嫁できる」と

簡単に触れたいと思います。二〇一二年

であるのに対し、「中国」「（中国およ

本や欧州は、景気減速と成長余力が厳し

いった点をプライベートクラウドでは実

三月、北米（西海岸）において投入した

-

$175,000
$172,000
$169,773
10.3% 1.31%
10.8% 1.67%
¥14,000,000
¥13,760,000
¥13,581,871

9.8% 1.74%
-

$139,697
¥11,175,757
$166,992
11.2%
¥13,359,387
日本

9.3% 11.48%
$155,730
¥12,458,420
8.9% 17.02%
8.0%
$119,374
¥9,549,959
その他

備以上のキャパシティをすぐに増設する

に見せかけてはいるものの、敷設した設

ナンスの工夫により月額サービスのよう

は、従来の個別構築システムを、ファイ

の正式リリースに向けて準備を進めてい

験提供を開始しており、二〇一三年初頭

ＩＩＪ ＧＩＯ ＣＨＩＮＡサービスの試

年九月より中国本土（上海）においても、

中国固有のネットワーク問題である南

ます。
北問題を解決できるインターネット接続
に加え、従来からのＩ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ の強
みである閉域網接続や仮想サーバと物理
そこで、プライベートクラウドでその

さらに二〇一三年には、欧州や東南アジ

にも十分耐え得るクラウドサービスです。

サーバの混在環境の実現など、企業利用
ような不満を解消することができれば、

アへのサービス展開も計画しており、特
に成長著しい東南アジアには力を入れた
キーワードで展開している「Ｉ ＩＪ Ｇ

し、最終的には各国の地場のお客さまに

今後も、お客さまの海外展開に貢献

いと考えております。
ＩＯ コンポーネントサービス 仮想化プ

もご利用いただけるように、サービス

外でプライベートクラウドを運用された

常にご好評いただいており、今後は、海

」の略と呼ばれても遜色ないよ
demand
う、大きく展開していきたいと考えてお

Ｇ Ｉ Ｏ の 「Ｇ Ｉ Ｏ 」 が 「

を さ ら に 磨 い て い く 予 定 で す 。 Ｉ ＩＪ

お客さまが不満を持たれた際の受け皿と

ります。Ｉ ＩＪ Ｇ Ｉ Ｏ の海外展開にご

Global IT On-

して、同様のサービスを海外でも展開し

期待ください。

おかげさまで八月の提供開始以来、非

ラットフォーム ＶＷシリーズ」です。

持たないプライベートクラウド」という

お客さまにもっとご利用いただけるので

期待される
「持たないプライベートクラウド」

ことも、一ヵ月だけ使ってやめることも
できないのです。

ＩＩＪ ＧＩＯ ＵＳサービスに続き、同

現できない、という不満が高まってきて

5.6% 13.91%
アジア

言い換えると、プライベートクラウド

います。

米国

$536,477
36.1%
¥42,918,176

-

$644,685
$608,511
$572,503
36.2% 5.94%
36.4% 6.29%
36.3% 6.72%
¥51,574,824
¥48,680,913
¥45,800,230
中国

$160,000
10.8%
¥12,800,000

-

$204,000
$188,000
$173,000
11.4% 8.51%
11.2% 8.67%
11.0% 8.13%
¥16,320,000
¥15,040,000
¥13,840,000
欧州

$453,425
30.5%
¥36,274,007

-

$480,860
$461,693
$445,188
27.0% 4.15%
27.6% 3.71%
28.2% -1.82%
¥38,468,804
¥36,935,471
¥35,615,043

（IIJ独自調べ）

日本企業の海外進出が加速するなか、そうした動きを後押しできる
ITシステムの需要が高まっている。本稿では、クラウドマーケットのトレンドを
整理したうえで、IIJ GIO の国際展開について触れてみたい。
rate(%) 前年比
rate(%) 前年比

12
13

ていく予定です。

IIJ

$178,437
10.0% 14.58%
¥14,274,920

$99,518
¥7,961,452
5.2% 12.24%
$87,365
¥6,989,197
4.9% 57.47%
-

$77,839
¥6,227,099
3.3%
$49,431
¥3,954,472
日本・中国を除く

6.04%
6.21%
-

rate(%) 前年比
rate(%) 前年比

6.53%

小川晋平
前年比

$1,782,500
¥142,600,000
前年比

$1,673,300
¥133,864,000

IIJ 国際事業推進室 シニアマネージャ

2014
2013
2012

前年比

$1,578,000
¥126,240,000
前年比

$1,485,700
¥118,856,000
テレコムを除く
Ｉ
Ｔ全体の市場規模

2015

クラウド市場の海外動向と
IIJ GIOの国際展開
T opics

グローバルI T

1990 年から 2000 年までの世界の地震の震央分布（気象庁ホームページより）

皆同様に「そんなもんだよ」という答え

填され、火災が発生すると弁が開いて水

て弁とヘッドのあいだには圧縮空気が充

いる「湿式」と、配管の途中に弁を設け

るところ）までの配管に常に水が入って

ップルが
改めて、日本は地震大国なのだという

が返ってきました。

が充填される「乾式」の二種類がありま

を、サムスンが
iPhone

を世界中で販売しているよ
Galaxy
うに、グローバル化が進み、どこの国で
事実を認識させられましたが（左頁の震
す。乾式は湿式に比べて、水が充填され

ア
も同じような製品を買える世の中になっ
央分布図参照）、反対に、ほとんど地震
るまでに時間がかかるというデメリット

の起こらない地域の人から見れば、免震

他方、大量のＩＴ機器を収容するデー
装置を設置したり、ラックをボルトで固

てきました。
タセンターは、人種・言語・習慣などと
がありますが、湿式は常時ＩＴ機器を収

地震と言えば、揺れの大きさを日本で

容するラックの上部に水があることから

は震度で表しますが、中国では「裂度」
サーバルームのなかでは水を極力使わ

定するなどということは、信じられない

はないと感じることがよくあります。グ
という基準で表します。最初「裂度８に
ないというのは、日本の常識ではありま

のだろうなとも感じました。

ローバル展開を進めるために、北米・ヨ
耐えられる建物」と言われたときは、日
すが、ガス消火は、大量のガスボンベの

同じように、まだ国によっていろいろな

ーロッパ・アジアで多くのデータセンタ

設置場所を必要とするなど建物側の制約

違いがあり、日本の常識が世界の常識で

ーを訪れるなかで感じた日本との違いに
本では震度７が最大だし、なんのことか
もあるので、スプリンクラーを使うメリ

弱に相当する」とのことで、日本の基準
ません。

ットをもう一度考えてもいいのかもしれ

いうことも認識させられました。

日本では地震で倒れないように、ボルト

ＩＴ機器を設置する金属製の棚）は、

見たことがありません。

震装置」を、海外のデータセンターでは

ほとんどが「スプリンクラー」になります。

など理由はいろいろあるようですが）、

一方、海外では（法令や火災保険の縛り

にまで薄める「ガス消火」が主流です。

噴出し、酸素の濃度を発火しないレベル

日本では窒素などの不活性ガスを室内に

り設置している機器が壊れるのを嫌って、

が一の漏水や、消火時に使用する水によ

く異なるものの一つが消火設備です。万

データセンターの設備で、日本と大き

るときは、東日本大震災直後のような計

るローターに回転運動の物理的エネルギ

タセンターで導入されています。

ますが、ロータリーＵＰＳも多くのデー

います。海外でも鉛蓄電池は使われてい

電池がほぼ一〇〇パーセント使用されて

ターでは、自動車で使われるような鉛蓄

内蔵されていますが、日本のデータセン

す。ＵＰＳには、電気を蓄える仕組みが

給するＵＰＳ（無停電電源供給装置）で

停電時に発電機が起動するまで電気を供

設備面でもう一つ大きく異なる点は、

で床などに固定しますが、上海やシンガ

スプリンクラーには、ヘッド（水が出

画停電が実施されるそうです。ただ、計

消火設備について

電気をめぐる事情

がそのまま海外で使えるわけではないと

ンターでは乾式が用いられます。

漏水などのリスクがあり、通常データセ

ついて、少し書いてみようと思います。
段階の基準であり、「裂度８は震度５

と思いました。しかし実際には、裂度は

地震への備え
まず、日本が特殊だなと一番感じたの
は、地震への備えです。建物は、各国の
建築基準に当然準拠しているのですが、
多くの日本のデータセンターが地震の被

ポールでは床に置くだけです。信じられ

ーとして電気を保存しておき、停電で電

画停電は上海の周辺部で行なわれるので、

害を抑えるために導入している基礎と建

なくて、現地の人や、過去に海外のデー

気が必要になれば、回転運動を電気エネ

多くのデータセンターがある中心部で、

物のあいだに設置し振動を吸収する「免

タセンターを使った経験のある人に、本

ルギーに変換して、発電機が起動するま

シンガポールにある東芝の実証実験モジュール

ロータリーＵＰＳは、常時回転してい

当に固定しなくていいのか確認しても、

でのあいだ給電を行ないます。給電時間

停電が起きたことはありません。

省エネへの取り組み

ットがあり、日本のデータセンターでも

換しなければなりません）といったメリ

維持費が安い（鉛蓄電池は数年に一度交

リ ーＵ Ｐ Ｓ は 、 設 置 ス ペ ー ス が 小 さ い 、

鉛蓄電池を使うＵＰＳに比べ、ロータ

が採択されており、そのうちの一件は、

推進しています。二〇一二年四月に四件

データセンター実現のための実証実験を

ｉＤＡ（情報通信開発庁）は、グリーン

レベルで積極的な取り組みを進めており、

アジアのなかでは、シンガポールが政府

最後に、省エネへの取り組みですが、

利用するところが現れはじめています。

気冷却方式の空調モジュールを提供して

ＩＩＪ の松江データセンターパークに外
いただいている東芝が南洋理工大学と共

ＵＰＳは停電対策用の設備ですが、停
ろいろな違いがあります。先の大震災以

東南アジアのデータセンター市場は、

同で実施している、熱帯の気候で外気を

二〇一五年まで年平均成長率一〇パーセ

降、日本の電力は以前ほど安定したもの

社からの供給電圧が瞬間的に低下する障

ント以上で増加するという予測もあり、

利用して省エネを実現するためのプロジ

害が毎月のように起こる一方、コロンビ

ェクトです。

ア川流域では、水力発電所から日本の十

こうした省エネへの取り組みは、今後い

ではなくなりましたが、米国カリフォル

分の一程度の料金で電気を買うことがで

違いはありますが、ＩＩＪ は国内で培っ

ここで見たように、国によって様々な

っそう重要になると考えられます。
も大差ない日本に比べ、米国は良くも悪

た知見を生かし、今後もグローバルにビ
盤を提供できるよう、国内と海外のデー

ジネスを展開する企業に安定したＩＴ基
上海では、夏場は都市全体で空調の消

タセンターをバランスよく運営していき

くも多様性に富んでいる、とつくづく感

費電力が増え、慢性的な電力不足にある

ます。

じました。

くなど、電気の品質・料金がどの地域で

き、データセンターの建設ラッシュが続

ニアのあるデータセンターでは、電力会

電の頻度など、電気をめぐる環境にもい

かかります）。

タービン発電機は、給電までに二〜三分

ル発電機とセットで利用されます（ガス

一〇分程度）、起動時間が短いディーゼ

は数十秒なので（バッテリー方式は通常

内閣府防災白書によれば、世界のマグニチュード6
以上の地震の約2割が日本周辺で発生している。

14
15

12

ため、電力会社の発電能力を需要が上回

IIJ

世界のデータセンターから
T opics

IIJ サービスオペレーション本部 データセンターサービス部 部長

久保 力

IT によるグローバル化の波が世界中に押し寄せ、あらゆるものが
均一化されつつあるが、その原動力の一つとも考えられる “ データセンター” は、
現状どこまでグローバル化されているのだろうか？

を 買 っ て し ま い ま し た。 Fire
で は な く、
Kindle

のほうです。電車のなかで本や書類を
Paperwhite
読む端末が欲しかったので、こちらのモデルを購入

それを媒介として情報を認知する際、情報を解釈す
透過光で受け取った場合は、テレビやコンピュー

る脳のモードが変わるというのです。

スプレイの代わりに
射光で受け取る場合は、映画を見たり、本を読むと

ターン認識モードになり、細かい部分よりも大まか

タのディスプレイを見るときと同じように、脳はパ

採用しています。 E-Ink
は、帯電させた白と黒のイ
ンクの粒子に電圧をかけ、ディスプレイ上を移動で
きのように、細部を詳細に、分析的に見るモードに

あります。それは人間の目に情報を届ける際の光の

このように E-Ink
は、画面の作り方が液晶ディ
スプレイとは異なりますが、もう一つ重要な違いが

御を行なっているそうです。

部分には白のインクが、媒体の表面にくるような制

のモードの違いにあるのだそうです。したがって、

止めるときと、反射光で情報を受け止めるときの脳

いでしょうか？ その理由は、透過光で情報を受け

脱字が、プリントアウトして読むと、思いがけずた

ィスプレイで見ていた際には気がつかなかった誤字

皆さんも文章を校正するときなど、パソコンのデ

に全体的なパターンを見ようとします。反対に、反

きるようにしたもので、電子的に字を書けるデバイ
なるそうです。

することにしました。
では、液晶ディ
Paperwhite
という電子ペーパーを
E-Ink

スだと考えればいいでしょう。単純に言うと、何か

使い方です。液晶ではバックライト、つまり液晶面
人間が本を読むときのように、文字を細部にわたり

が書かれている部分には黒のインクが、それ以外の

の後ろ側に光源を置き、光を透過させることで、見
が理にかなっていることになります。

が、透過光と反射光は、同じ光であっても、人間が

があります。それはあまり知られていないことです

のフロントライトの仕組みには、さらに重要な意味

セールスポイントの一つとしています。しかし、こ

いところでも電子書籍をはっきり判読できることを

でも、 E-Ink
の画面とそれを
Kindle Paperwhite
手前から照らすフロントライトを採用しており、暗

ります。

れた文字を読むのに近い状況を作っていることにな

を届けています。つまり、普通の紙にインクで書か

に置いて光を反射させることで、見る人の目に情報

す。この点でも、メディアというものを本当に深く

処理モードの変化に気付く人は、ほとんどいないで

の違いなどは意識されにくく、それによる脳の情報

はあまりないように思います。特に透過光と反射光

り上げた議論は多いですが、この点に着目した議論

な影響を与えるということです。情報そのものを取

るインタフェースが、伝達される情報の様相に多大

でその意味を解釈するのかが、異なってくることを

視してメッセージを受け止め、どういう処理モード

メディアの情報を届ける方式によって、人が何を重

このことは、同じ情報であってもそれを再生する

分析的に読み込んでいく際には、反射光で読むほう

くさん見つかった！ という経験をされたことがな

る人の目に情報を届けます。一方、 E-Ink
のような
電子ペーパーでは、光源を電子ペーパーの面の手前

しょう。つまりこれらは、無意識のうちに起こって

理解していたのは、ジョブズだったと言えるのでは

表しています。言い換えると、人間が情報を受け取

いる変化ということになります。

こ う し て 考 え る と、 我 々 が 普 段、 情 報 だ と 思 っ

ないでしょうか。

に一人がスマートフォンを手にすることになりま

計 算 で 四 人 に 一 人 が 携 帯 電 話 を 買 い 替 え、 一 〇 人

いうことです。世界人口を七〇億人とすると、単純

七億一七五〇万台（前年比四五・一パーセント増）と

四 パ ー セ ン ト 増 ）で、 そ の う ち ス マ ー ト フ ォ ン が

電話出荷台数（見込み）は、約一七億台（前年比一・

ＩＤＣの調査によると、二〇一二年の世界の携帯

バとして認識・解釈したもの、これを我々は情報と

したものを、意識や無意識が認知し、最終的にコト

六感も含めてもいいかもしれません）を介して知覚

かもしれません。つまり、人間が五感（もしくは第

れるものは、もっと抽象的でバーチャルなものなの

間が直接体験している現実世界であり、情報と呼ば

なく知覚されている「何か」こそ、実は、生身の人

いうことが分かります。むしろ、意識に上がること

験」するものとは異なる次元で認識されている、と

認識をもたらす仕組み

す。全体の伸び率とスマートフォンの伸び率を比べ

ているものは、実は生身の人間が「感じ」たり、
「体

ると、今後はスマートフォン率が急速に高まってい

呼んでいるのです。しかし、そのバーチャルな情報

の六八・三パーセントは圧倒的です。とはい
Google
え、こちらはあくまでもソフトウェアのシェアであ

うとしている意図が浮き彫りになってくるようです。

の二社がこれほどまでして携帯電話のシェアを獲ろ

積極的に活用するといった考え方が、今後、より求

視したい場面では、反射光を用いたディスプレイを

ると世の中のディスプレイ装置のほとんどが透過光

活字離れ、本離れが進んでいるのは、ひょっとす

このことをもっと
—
重視する必要があるのではないでしょうか。

方に最終的な影響を及ぼす

で、そこで採用されている仕組みが情報の認識の仕

り、そのメディアは人間の知覚に直接働きかけるの

を交換するには、必ず媒介するメディアが必要とな

くことが予測されます。また、スマートフォンのＯ
Ｓ別シェアは、 Google
の Android
が六八・三パー
セント、 Apple
の iOS
が一八・八パーセントとのこ
とです。

先に述べた、情報再生メディアが情報の受け取り

り、コントロールできるのはコンテンツ止まりです。

められるようになるのではないでしょうか。

方に無意識のうちに作用することを考慮すると、こ

の一八・八パーセントは、 iPhone
と
Apple
いうハードウェア込みでのシェアになります。透過
光か反射光かという話のように、無意識的な「体験」

はこれで読書を「体験」してみようと思います。

いのですが、読むということを意識して、しばらく

は白黒だったり、応答速度が
Kindle Paperwhite
遅かったり、液晶に比べると使いにくいところも多

型だからかもしれません。活字を読ませることを重

しかし

をハードウェアでコントロールできることを考える
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と、 Apple
一社が占めるシェアは圧倒的に思えま

IIJ

情報と認識を橋渡しするもの
IIJ イノベーションインスティテュート
代表取締役社長

浅羽登志也

人間が情報を受け取る際には、何らかのインタフェース
あるいはメディアが必要とされるが、実は、この“介在者”こそが、
我々の認識に大きな影響を及ぼしているのではないだろうか？
イラスト／山本加奈子
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SAMLによるID提携

グローバル時代の競争力強化の鍵

※PingFederateを使用した代表的な認証フロー例

〜クラウドと社内認証システムとのアイデンティティ連携

❶ 社員がブラウザからSaaSに
アクセス

ファイアウォール
社内認証サーバ

IIJグローバルソリューションズ
サービス・テクノロジ
シニアエンジニア

SaaS

❷ SaaS側に設定されたログイン
用のURL
（PingFederate）
に
ブラウザ経由でリダイレクト
❸ PingFederateから社内認証
サーバにリダイレクト

山本光良

❹ 社内認証サーバにて認証処理

IIJグローバルソリューションズ
サービス戦略室

❺ 認証結果をPingFederateに
リダイレクト

武内亜希子

❻ PingFederateにてSAMLトー
クン
（認証結果）
を生成しSaaS
に渡すことでログイン完了

ここでは、クラウド（SaaS）活用に際して、
海外企業では導入が進んでいる‶アイデンティティ連携”の仕組みを踏まえ、
この仕組みを実装するうえで有益な ‶クラウド認証連携ソリューション” を紹介する。

社員（Webブラウザ）

❼ ログイン後は社員のブラウザと
SaaS間で通信

国内経済が停滞するなか、大企業だけでなく中堅企業で

け契約することで、コスト削減と拡張性・柔軟性を備えた

利用する場合でも、社内システムと同じID、パスワード

ID管理システムと利用先のサービスとのあいだのID連携

も自社製品の海外展開や海外企業のM & Aなど、積極的な

システム化を同時に実現しています。これに対し日本企業

でのシングル・サインオンが可能となり、新たに負担をか

を容易に実装できます。

グローバル化が進められており、企業規模を問わず世界の

では、積極的にSaaSを利用する状況には至っていません。

けることなく利便性が向上します。

なかで競争力の強化が求められています。

PingFederateには、大きな特長が二つあります。一

SaaS利用が進まない一つの要因に、ユーザ認証の問題

このようにSAMLは、コントロールがむずかしいSaaS

つ目は、既存環境への導入を容易にする豊富な接続キッ

本稿では、海外企業と日本企業におけるシステム導入形

があると考えられます。これまでの企業システムでは、社

利用ユーザを社内のID管理システムで容易にコントロー

ト* 4です。既存の社内ID管理システム側では、AD* 5や

態の比較を通じ、日本企業の課題を明らかにしたうえで、

内におけるユーザ認証を確実に実施することでシステムへ

ルすることを可能にします。

LDAPなど多くの市場製品が利用でき、利用先サービス

海外企業で普及が進むクラウド活用の鍵となるアイデンテ

のアクセス制御を実施していました。ところがSaaSの場

ィティ連携技術を紹介します。

合は、誰でもアクセス可能なインターネット上に対象シ
ステムが存在するため、ユーザIDやパスワードさえあれ

海外企業との比較から見える
日本企業の課題
アプリケーション・システム開発の歴史を簡単に整理す

ば、なりすましによるログインが可能であり、情報漏えい

の普及にともないアプリケーションのパッケージ採用を経
て、最近では自社にインフラを持たないSaaSの利用へと

SAMLにより
日本企業もSaaS利用へ

Apacheなど、お客さま社内で使われている各種Web製品
に対応しています。お客さまは、開発費と構築期間を最小
限に抑えてID連携を実現できます。

などのセキュリティリスクが高まります。多くの日本企業

実は、欧米の多くのSaaSは、すでにSAML対応がデ

二つ目は、SaaSとの自動プロビジョニング機能です。

がSaaS利用に積極的になれない理由の一つが、ここにあ

ファクト化しています。サービス側がSAML対応してい

SaaS利用時の認証・認可の連携だけでなく、SaaS上

ると思われます。

るので、あとは社内ID管理システム側がSAMLに対応す

のIDを社内ID管理システムで制御できるようになります。

ることでセキュアなID連携を実装できるのです。ここ数

社内AD環境でユーザの有効化・無効化、追加・削除を行

年、日本でも導入事例が増えているSalesforceやGoogle

なうと、クラウド上のIDにも自動的に反映されます。つ

AppsといったSaaSも、すでにSAML対応となっていま

まり、社内のID管理を確実に実施することで、クラウド

ると、古くはRoll Your Ownによる自社開発、そしてホ
ストコンピュータの時代から、UNIXやWindowsサーバ

側ではGoogle Apps、SalesforceといったSaaS、IISや

アイデンティティ連携とSAML
インターネット上のSaaSと社内のID管理システムとの

す。クラウド上にパスワードなどの属性を持たせずに社内

サービス側のIDも同時に管理可能になります。ユーザは

あいだをつなぐ仕組みがあります。それが、アイデンティ

のID管理システムを使用して認証・認可を行なうことが

シングル・サインオンにより利便性が向上し、管理者は社

海外企業では、プロジェクトがCIOを含むトップマネー

ティ連携（以下、ID連携）です。企業セキュリティの要

できます。残念ながら、日本製のパッケージやクラウドサ

員の異動・退職にともなうセキュリティ管理などISMS*6

ジメント主導で行なわれるため、パッケージが前提とする

となる認証システム部分を、社内で利用している仕組みの

ービスでSAML対応しているものは数えるほどしかあり

への適合性の向上を実現できます。

ベストプラクティスに合致するように組織やプロセスの改

まま外部のSaaS利用に適用できます。それを実現する代

ませんが、今後、日本の各種製品がSAMLに対応するこ

革が実施されます。これにより、全社プロセスが合理化さ

表的な認証プロトコルがSAML* で、標準化団体OASIS*

とで日本企業のSaaS活用が本格化すると思われます。

れ、結果としてパッケージをそのまま導入することができ

により標準化されています。SAMLは、XMLベースの認

ます。これに対し日本企業では、システム部門主導で導入

証情報伝達技術で、認可権限の証明をアサーションという

されることが多いので、自社プロセスへの適合性やユーザ

かたちで受け渡し、パスワードは直接受け渡さないため、

の使い勝手が重視される傾向が強く、現行プロセスに合わ

SaaS側にパスワードを保持する必要がありません。アサ

せたカスタマイズが行なわれます。その結果、海外企業に比

ーション自体を暗号化したり、ユーザ認証の有効期限を設

IIJグローバルソリューションズ（以下、IIJグローバル

べ日本企業は、独自開発部分の投資コストが大きくなり、ビ

けたり、あるいは第三者認証の仕組みと連動させるといっ

では、日本企業のクラウド活用を支援する「クラウド認証

ジネス環境変化への対応も遅れてしまう傾向があります。

た対策により、高いセキュリティレベルを実装できます。

連携ソリューション」を提供しており、Ping Identity社*3

また海外企業では、自社運用のパッケージからSaaSへ

あらかじめ証明書を交換した信頼できるSaaSとだけID連

のPingFederateというソフトウェア製品を扱っています。

の移行が進んでいますが、必要な機能を必要なユーザ数だ

携による認証を行ないます。ユーザから見ると、SaaSを

SAMLなどに対応するPingFederateにより、既存の社内

進んできました。
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1

2

ますます激化するグローバルビジネス環境における日本
企業の競争力強化——。IIJグローバルはクラウド認証連
携ソリューションにより、グローバルに活躍するお客さま

PingFederateで
SAML実装を実現

のさらなる競争力強化をご支援していきます。 IIJ
*1 Security Assertion Markup Language
*2 Organization for the Advancement of Structured Information
Standards
*3 2002年設立、アメリカ・コロラド州に本社
を置く。2012年4月からIIJグローバルはPing Identity社のアジ
ア・パシフィック地域の一次代理店。
*4 PingFederateで提供されるIntegration KitやSaaS Connector
*5 Microsoft社が提供するActive Directory
*6 Information Security Management System
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株式会社東京証券取引所
設 立 1949年4月1日
資本金 115億円
従業員数 407人（2012年3月31日現在）
URL http://www.tse.or.jp/

東京証券取引所がIIJクラウドを活用し
市場取引データの遠隔バックアップを実現
世界有数の金融センターの一つである東京証券取引所は
市場取引の安全・安心を確保するため、事業継続計画
（BCP）の取り組みを推進している。
その一環として、IIJのクラウドサービス「IIJ GIO」を活用した
新たなバックアップシステムを構築し、膨大な取引データの遠隔バックアップを実現。
新システムにより、バックアップ作業のオンライン化が進むほか、運用管理の負荷も軽減できる。
さらに柔軟なリソースの追加も可能になり、
増大していくデータ管理の効率化とコストの最適化につなげている。

テープバックアップの
運搬・保管費用が増大

株式会社東京証券取引所
IT開発部
マネージャー
情報システム担当
木俣亜樹 氏

株式会社東京証券取引所
IT開発部
調査役
情報システム担当
五十嵐倫洋 氏

しかし、バックアップデータは日次の差分データだけで

IIJ GIOは、国内有数のISPであるIIJが運用する堅牢なデ

が見えてくるのはこれからだが、新たなバックアップシス

30GB前後という膨大なもの。週次のフルバックアップに

ータセンターを基盤とするクラウドサービス。情報セキュ

テムへの期待は大きい。

なるとデータ総量は1500GB以上におよぶ。「これだけ

リティマネージメントの標準規格であるISMS、個人情報

まず挙げられるのが、バックアップ作業のオンライン化

日本の金融資本市場の基幹インフラとして重要な役割を

のデータをテープバックアップするのは大変な手間とコス

保護の適合性を評価するプライバシーマークなどの公的認

を促進できる点である。「バッチ処理で必要なデータを遠

担う東京証券取引所（以下、東証）。国内外における資金

トがかかります。今後のデータ増大を見据え、リプレース

証に加え、SSAE16 Tｙpe2の報告書を受領して、内部統

隔サイトにバックアップできるので、これまで手作業で行

運用・資金調達を支え、金融資本市場の活性化に大きく貢

や拡張を意識する必要のない利便性と、運用負荷や資産の

制の品質や信頼性を高めている。「高度なセキュリティ基

なっていたテープバックアップの作業が不要になります。

献している。

保有リスクを軽減できる点を評価し、テープの遠隔地保管

準に準拠しており、信頼性の高いデータセンターにおいて

バックアップ作業の効率化と可用性も高まり、BCP対策

からクラウド保管への切り替えを目指しました」と五十嵐

安全・安心にデータを保管できると判断しました」と五十

のレベルアップが期待できます」と五十嵐氏は話す。これ

氏は話す。

嵐氏は語る。

にともない、保管コストなども圧縮可能になる。「バック

市場利用者が安心して取引できる機会を安定的に提供す
るため、東証では市場インフラの利便性・効率性の向上や
自主規制機能の強化に積極的に取り組んでいる。「例えば、
市場取引の履歴を記録するシステムでは、データの保存期
間に係る内規を制定し運用しています。データの種類によ
っては、数十年あるいは無期限に保管するものもありま
す」とIT開発部 調査役 情報システム担当の五十嵐倫洋氏
は話す。

アップ運用にかかるコストの最適化にもつながります」と

実績と信頼性に加え
セキュリティを評価
東証が新たなバックアップシステムの基盤に採用したの
が、IIJのクラウドサービス「IIJ GIO」である。

BCP 対策を強化し
運用管理の負荷も軽減

木俣氏は期待を込める。

東証は東西にあるIIJ GIOから西日本の設備を活用し、

追加が必要になる。しかし、
「クラウドならハードウェア

東日本にある自社内の取引データを自動で遠隔バックアッ

の調達・設定・検証などの作業が不要。データ量が増大し

プする仕組みを構築。2011年11月より運用を開始した。

ても、リソース追加の指示で対応できるので、運用管理の
手間を大幅に軽減できます」（五十嵐氏）。

運用管理の負荷軽減にも効果がある。自前でインフラを
持つ場合は、データの増大に応じてサーバやストレージの

金融商品の多様化や取引の利便性向上、さらにグローバ

東証は2010年よりクラウド型Webセキュリティ対

ル化の進展などにともない、保管すべきデータは増加傾向

策「IIJセキュアWebゲートウェイサービス」を導入し、

「要件定義から、短期間で運用を開始できたのはクラウド

にある。安全・安心な市場インフラを提供する東証にとっ

Webフィルタリングやアンチウイルスなどセキュリティ

ならではのメリットです」と五十嵐氏は評価する。

て、BCP対策は必須の課題だ。

機能のクラウド化を実現。「資産リスクを負うことなく、

利用期間は5年を想定。当初は5TBで契約し、データ量

運用しているテープバックアップから遠隔バックアップへ

今後は進行中のプロジェクトの状況を見据えつつ、並行

そこで東証では売買システム・相場報道システムなどの

最新かつ高度なセキュリティ機能を実装し、システムの安

の増大に応じ、40TBまで拡大することを見込んでいる。

の移行を推進。バックアップ作業の効率化と可用性向上を

取引データを蓄積。そして、そのデータをもとに統計デー

全性・信頼性を大幅に高めることができました」（木俣

保存するデータに関しては、自社のシステムで暗号化を

図ることで、BCP対策の強化を目指す。

タの作成や、市場動向の分析を行なうためのシステムであ

氏）。IIJ GIOを採用した背景には、既存システムでの高

施したうえでIIJ GIOにバックアップする仕組みを構築し、

るDWH（データウェアハウス）の更改にあたり、データ

い実績と信頼性が大きく寄与している。

情報セキュリティレベルをより高めた。

「その運用が定着し大きな成果が得られれば、ほかの業
務でのクラウド活用も視野に入れられます。また統合効果

のバックアップ方式を見直した。「現行システムでは、テ

データセンターとしての機能も高く評価している。「取

現在、東証ではバックオフィス系業務システムの再構築

を高めるには、インフラ全般にわたって最適化を考えてい

ープに記録したデータを遠隔地に保管することでリスク分

引データ蓄積システムは市場取引に関する重要データを記

プロジェクトが進行中だ。そのカットオーバーを機に現行

く必要があります。これからも、ビジネス価値を高める

散を図っています」とIT開発部 マネージャー 情報システ

録するため、その保管場所であるデータセンターには極め

のテープバックアップを刷新し、遠隔サイトへの自動バッ

IIJの新たな提案に大いに期待しています」と五十嵐氏は

ム担当の木俣亜樹氏は話す。

て高い信頼性が求められます」と話す五十嵐氏。その点、

クアップの本格運用に踏み切る予定である。具体的な成果

今後の展望を語った。IIJ
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● インターネット・トリビア

日々のサービス運用の現場から

コンピュータと電源と空調
IIJ プロダクト本部 アプリケーション開発部 戦略的開発室

堂前清隆

オフィスにあるパソコンでも︑データセンターにあるサーバで

も︑コンピュータを動かすために必要なものが二つあります︒電

源と空調です︒電源が必要なのは直感的に分かりますが︑空調の

ほうは忘れがちです︒

例えば︑オフィスに消費電力が一五〇Ｗのパソコンが一〇台あ

ったとします︒パソコンのかたちをしているので一見気になりま

せんが︑これは一五〇〇Ｗのヒーターをオフィスに設置している

のと同じことです︒もし空調を使用せずにパソコンを使い続ける

と︑オフィスが暑くなってしまうでしょう︒たくさんのパソコン

を利用する部屋では︑空調の効き具合にも気を配る必要がありま

ところで︑パソコンの消費電力はどのように調べればいいので

す︒

しょうか？ パソコンのカタログには消費電力が書いてあります

が︑これは﹁そのパソコンに最大限オプションを増設した際の︑

最大消費電力量﹂を指しています︒オフィスにあるパソコンにそ

こまで増設が行なわれるのはまれですので︑書かれているほどの

電力を消費することはありません︒

実際にどの程度の電力を消費しているのか知りたいときは︑電

気店で販売されている簡易電力計で測定してみるのが手軽です︒

少し大ぶりなＯＡタップのような電力計を︑パソコンとコンセン

トのあいだに挟み込むだけで︑大まかな消費電力を測定できます︒

ただ︑このような方法で測定を行なう際は︑パソコンの省電力

機能に注意する必要があります︒最近のパソコンは省電力機能が

充実しており︑電源を入れていても︑パソコンの能力に余裕があ

る場合は︑できるだけ電気を使わないようになっています︒何か

のソフトウェアを動かしてパソコンが﹁忙しく﹂なったときだけ︑

電気を使うのです︒

とはいえ︑消費電力測定のあいだ︑人間がパソコンを操作し続

けるのは大変です︒そういう場合は﹁ベンチマークソフト﹂を利

用するのがいいでしょう︒ベンチマークソフトはパソコンの性能

を調べるため︑能力いっぱいまで使い切る動作をします︒このソ

フトを動かしながら測定した電力が︑そのパソコンのだいたいの

消費電力になります︒
IIJ

※関連する話題をIIJ公式技術ブログ「てくろぐ」に掲載しています。http://techlog.iij.ad.jp/archives/iijnews113
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正常の確認、異常の検出
IIJ サービスオペレーション本部長

山井美和

もうだいぶ前の話になりますが、初めて社会
人になり就職した会社の情報システム部門で働

弊社のサービスにも似たようなところがあっ

いていたとき、オンラインアプリケーションシ

て、ネットワーク系サービスは、提案してから

ステムの開発から保守運用までをやっていたこ

導入いただいて利用が始まるまでに重きが置か

とがあります。

れ、一度構築されたら、何か異常が発生しない

毎日ログを眺めて、アプリケーションの終了

限り、あまり対応する必要はありません。

コードの異常の有無、バッチ処理の終了結果確

一方、ファイアウォール系サービスは、利用

認などを行なっていました。事務担当のお姉さ

を始めてからインシデントやお客さまの使い

んに淹れてもらったお茶を飲みながら、バッチ

方の変化に合わせて設定を変更したりします。

処理については午前中（と、いっても8時30分

日々の運用は、正常であることの確認と設定変

始業、土曜日は半ドンの時代でした）いっぱい

更後の正常性の確認が中心です。

をかけてチェックしていた長閑な時代でした。

サービスの安定的な維持という目的は同じで

オンラインシステムのログをページプリンタ

も、そこに至る過程で対応のトリガーが異なる

で印刷し、厚さが10センチはあろうかという

という特徴があるわけですが、サービスの運用

代物でしたが、正常に終了していることを確認

現場では、その業務プロセスのいかなる場面で

するという作業をしていた記憶があります。

あっても、サービス提供が途切れないようにし

「東京・春・音楽祭 ー東京のオペラの森2013ー」
開催のご案内

「ビデオ会議端末無償貸し出しキャンペーン」の
ご案内

上野公園の各文化施設を中心に、2013年3月15日

IIJグローバルソリューションズが展開する「Collabo

（金）から4月14日（日）までの約1ヵ月にわたり、

de! World」は、ビデオ会議システムの設計から、端

「東京・春・音楽祭 −東京のオペラの森 2013−」

末調達、導入、運用、ヘルプデスクまでをワンストッ

きの通信システムでは、異常が発生するとエラ

IIJ GIOは、コンピューティングリソースを

が開催されます。

プで提供するフルマネージドサービスです。

ーコードを吐いてシステムが停止し、そのエラ

お客さまにサービスとして提供し、お客さまが

通算9回目となる今年は、ワーグナーの《ニュルンベ

現在、Collabo de! Worldでは、「ビデオ会議端末無

ーコードを分析して回復手順を実行し、サービ

システムを構築し運用するスタイルが中心のサ

ルクのマイスタージンガー》やストラヴィンスキーの

償貸し出しキャンペーン」を実施しており、2012年

《春の祭典》といった 超大作 の上演をはじめ、大

12月末日まで、ビデオ会議システムで提供している

スを復旧させるということもやっていましたが、

ービスです。そのために必要な「正常の確認」

小様々な公演が予定されております。

シスコシステムズ社のEX90 & SX20をそれぞれ1台

正常時は何もログには出力されないので、動作

と「異常の検出」という二つの側面で監視がで

IIJでは、多くの協賛企業、賛助会員、地元商店街の

ずつ、1ヵ月間無償で貸し出しします。この機会に

状況をモニタしてアラートが出たら対応してい

きるよう、先日、統合運用管理サービスの提供

方々とともに、この音楽祭を応援しています。

ぜひお試しください。

たことを思い出します。

を開始しました。

また、ある国際通信キャリアで働いていたと

正常であることを逐一確認してシステムを動
東京・春・音楽祭 公式ホームページ

詳細：http://www.iijglobal.co.jp/service/

http://www.tokyo-harusai.com/

service01/cw̲03.html

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」編集部
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105
神保町三井ビルディング
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っていたのです。

編集／増田倫子
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なければなりません。

通信サービスにしても情報サービスにしても、

かすことと、異常が発生したら対処してシステ

正常の確認と異常の検出が運用の基本。それに

ムを動かすこと、この二つはいずれもシステム

よって行なわれる対応を確実に実施すること。

及びそれによって提供されるサービスを継続す

これがサービス運用にとって一番肝心であると

るという点では同じなのに、確認の仕方が異な

いうことをいつも肝に銘じています。 IIJ

イラスト／山本加奈子
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