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OECD HLM JuneOECD HLM June

重要な政策議論の集中があ た• 重要な政策議論の集中があった。

• サルコジフランス大統領主催のeG8(5/24‐25)を受け

て 情報経済についての政策協調を議論する場がて、情報経済についての政策協調を議論する場が
設けられた

• 情報経済 〜 インターネット経済

＝ Internet (Information) Economy
クラウド技術がその中心となる。

社会構造変革の基礎の役割を期待されている。
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• （経緯）複数の政策協調議論の流れを統合した場
年 ウ 僚会議– 2008年OECDソウル閣僚会議(ICCP)

• 1998年オタワ閣僚会議（電子商取引）に続く政策協調テーマ転換（3つの
C=Convergence + Creativity + Confidence + Internet Economy)

2005年以降の国連IGF会議（インタ ネットガバナンス）– 2005年以降の国連IGF会議（インターネットガバナンス）
• CIR （重要インターネット資源‐ICANN）、個人情報保護とセキュリティ、オープンネス、

多様性等
• 先進国と新興国、途上国の三つどもえ先進国 新興国、途 国 も

– eG８会議（2011年5月）
• G8間の政策協調の頭出しを狙う。ガバナンスにおける政府の役割と自由主義のバ

ランスポイントを巡る攻防。

会議– EU FP7会議(2007‐2013)
• Regionalな産業競争力向上 −クラウドコンピューティングなど新たな産業振興の要

としての情報通信産業を中核に据える構え
• 日本への熱い視線• 日本への熱い視線

– APEC TEL
• OECDとセキュリティに関して協調、開発と安定成長など

G20ICT会議（まだ影響力は小さい）– G20ICT会議（まだ影響力は小さい）
• 2010/11ソウルG20会議に合わせて、産業界からの声を集結

– AT&T, HP, Intel, KT (Korea Telecom),  Oracle, Qualcomm, VeriSign; and national IT Associations
– 主張点は一般的（Green and Smart Innovation)
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（背景）政策協調の為の10の政策対立軸

1. 先進国論理（既得益） vs 新興国論理（CIR、技術移転など）

2. 政策立案者（国家） vs 既存産業 （法規制を巡る攻防）

3. 既存産業 vs 起業家 （BIACにもあるテレコムとSkypeの軋轢）

4. ロックイン競争（主要プレイヤー間競争, Apple, MS, Google, IBM… ）と
責任分解ルール

企業体 ミ テ （責任範囲の定義 ネ ト参加の[逆]責任）5. 企業体 vs コミュニティ（責任範囲の定義、ネット参加の[逆]責任）

6. 自由市場主義 vs 法治主義 (US企業家vsフランスのeG8論戦）

7 大陸間対立（特に欧米 中国 日本は に関してはプレイヤ とな ていない）7. 大陸間対立（特に欧米+中国、日本はICTに関してはプレイヤーとなっていない）

8. 地域内対立（欧州内データフローを巡る国内産業保護論理）

9 オープンアーキテクチャ（中華的オープン主義を含む） vs 知財中心9. オ プンア キテクチャ（中華的オ プン主義を含む） vs 知財中心
主義アーキテクチャ

10. 消費者政策（労働者権利） vs 産業政策
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Balancing with Growthを巡る議論(WPISP)g
–OECD個人情報保護ガイドライン改定 → より広いスコープで議論され
るべきとの意見により、なかなかまとまらない。”Economics of Personal 
D t dP i ”

プライバシーガイドライン
30年後の環境変化

Data andPrivacy”
–青少年保護などの他の課題とのバランスも議論されるようになってきて
いるいる

–クラウドにおける個人情報

個人情報の価値
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Economic Growthを巡Economic Growthを巡
る議論(WPIE)

HLM向け各種統計– HLM向け各種統計
資料

•ICTの成長と 社会経•ICTの成長と、社会経
済への影響再確認

•雇用や個人情報保護•雇用や個人情報保護
など課題に対する意識
レベルを数値化
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Internet Intermediaries（クラウド事業者＝新たな規制対象概念）Internet Intermediaries（クラウド事業者＝新たな規制対象概念）

これまでのICT産業と違い、以下のような変化がある。
•クロスボーダー（多様な規制環境）クロスボ ダ （多様な規制環境）
•サービス指向（役務提供型なので実体が把握しにくい）
•要素サービスの組み合わせ（事業主体の分散化）
•複雑な構造（矛盾する規制論理もありうる）

今後、急速に
複雑な構造（矛盾する規制論理もありうる）

•主体者はユーザー（事業者は「媒介者」）
•現象の定義
•ケーススタディ
•政策協調

が必要が必要

Copyright (c) Makoto Yokozawa,  All Rights Reserved. 

Source: THE ECONOMIC AND SOCIAL ROLE OF INTERNET INTERMEDIARIES, APRIL 2010, OECD
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所有から利用へ

所有所有 利用利用所有
を中心とした社会経済

所有
を中心とした社会経済

利用
を中心とした社会経済

利用
を中心とした社会経済

社会経済にもたらされる変化

「共有」の技術がイネーブラー（実効化因子）になる共有」の技術がイネ ブラ （実効化因子）になる

共同利用によるコス 小規模利用でも初 便利さ ストレスフ 資源の有効活用共同利用によるコス
ト低減

る

小規模利用でも初
期負担が少なくク
イックスタートができ
る

便利さ、ストレスフ
リー(所有に伴う煩
わしさ低減）

資源の有効活用
(グリーンな利用)

負荷の平準化で予測／管理ノウハウ るる

共有によるコストの
質の変化(CAPEX 専門知識の利用

安全性、安心感向上 参加意識の向上
満足感、連帯感データのガバナンス

性向上

負荷の平準化で
更なる効率化の共有でコスト低減

Copyright（C） Makoto Yokozawa, All rights reserved.

質の変化(CAPEX 
→ OPEX) と活用

性向上

コスト 利便性 ストレス／満足感 グリーン9



ユビキタスネットワークが前提とユビキタスネットワークが前提と
なったクラウドの成立
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Ubiquitous Network Future 
1) 接続性の向上Connectivity
Ubi it  N t k   t f • Ubiquitous Network, a set of 
transformation of society.
– whenever, whoever, wherever, 

whatever . . . . , however,, ,
– Need years to have unlimited 

Connectivity even in the most Connectivity even in the most 
advanced regions.

– In OECD/ITU “Capacity Building”.

Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved. 



UbN Future UbN Future 
2) 実/仮想連携 Reality2) 実/仮想連携 Reality

• Connectivity needs “R”
– Robotics, RFID, Software Radio, Real world …..
– Subconscious Connectivity : while you are 

i…ing.
• while you are sleeping
• while you are driving• while you are driving
• while you are flying
• while you are in Geneva …….y
will need connectable real world environments

バ ジ

Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved. 
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UbN Future 
3) 知的ネットワーク Intelligence
R lit  d  “I”• Reality needs “I”
– Intelligence, innovation, inspiration, 

intercultural …..
– Intelligent ubiquity will remove long g q y g

queues at clinics, ticketing offices, 
elevators, immigrations as ITS is to , g
reduce traffic jams

– Innovative communication will accelerate  Innovative communication will accelerate  
value creation

Copyright (c) Nomura Research Institute, Ltd. All Rights Reserved. 



“The Things”のクラウドg

Cloud or 
Crowd?

Paris, France

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
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“The Things”のクラウドg

VélibVélib’, “a Cloud of Bicycles” in Paris’, “a Cloud of Bicycles” in Paris

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

16161616

Do not Buy, Just Use.Do not Buy, Just Use.



“The Things”のクラウド
⽇本富⼭

Toyama ,JPg
中国杭州 Hangzhou

y ,

ICTICTのフルサポートが無いと実現できないのフルサポートが無いと実現できない

Subscriber IC CardsSubscriber IC Cards
Networked OperationNetworked Operation

Maintenance and  ManagementsMaintenance and  Managements

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
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ユビキタスネットワークによる実世界クラウドユビキタスネットワークによる実世界クラウド



買うべきか共有すべきか買うべきか共有すべきか??買うべきか共有すべきか買うべきか共有すべきか??
ICT

Ch

Pick up a Bike by IC card
or PIN number

Return by Docking any Pod
in the City

ICT

Charg
e

Source : CycloCity TOYAMA

““共有インフラ共有インフラ””としての実世界クラウドサービスとしての実世界クラウドサービス

人々の価値観が人々の価値観が““Ownership” Ownership” からから “Usership“Usership””へへ

（所有から利用）（所有から利用）

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

（所有から利用）（所有から利用）
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「クラウド化」による産業構造変化



第一世代クラウドはクロスセクターではじまった第 世代クラウドはク スセクタ ではじまった
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Application
Paas

Hardware

Network
Iaas

1st GENERATION
Sector-independent Horizontal CloudSector independent Horizontal Cloud

Google, Amazon, Salesforce etc. 



第２世代クラウドはクロスレイヤー
第３世代はプラットフォ ム型へ第３世代はプラットフォーム型へ
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雲の形の変化 第１世代から第３世代まで
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所有から利用所有から利用へトレンドへトレンド
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クラウド時代：IT産業を取り巻く環境変化
情報システム開発を巡るビジネス環境の変化

2002年以降情報サ ビス市場の成長率は大きく鈍化

情報システム開発を巡るビジネス環境の変化

2002年以降情報サービス市場の成長率は大きく鈍化。

価格低減圧力の高まり、ITコストの変動費化の流れが
背景

技術革新
・オープン化

米国企業における
IT投資による経営革新

10.0%

12.0%

7.5％
（95-01年の成長率平均）

・オ プン化

・インターネット
IT投資による経営革新
の潮流8.0%

成
長

2 0％
ITバブルの
崩壊

4.0%

6.0%長
率

2.0％
（02-09年の成長率平均）

崩壊

0.0%

2.0%

Copyright（C） 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 24
出所：経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」より作成
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クラウド時代：IT産業を取り巻く環境変化
顧客ニーズの変化：“持たざることのメリット”に回帰

所有しない＝手間、時間、コスト、リスク面で有利との判断

顧客ニ ズの変化： 持たざることのメリット に回帰

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Ｑ．企業がクラウド型システムへの移行にあたり期待すること

38%

35%

コスト

保守体制

31%

27%

処理容量の増大への柔軟対応

ライセンス管理の容易さ

27%

20%

スケーラビリティ

セキュリティ向上

10%

10%

サービスラインナップ

導入スピード

Copyright（C） 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 25

10%ユビキタス環境対応

出所：総務省「スマートクラウド研究会」報告書



所有から利用へ

所有所有 利用利用所有
を中心とした社会経済

所有
を中心とした社会経済

利用
を中心とした社会経済

利用
を中心とした社会経済

社会経済にもたらされる変化

「共有」の技術がイネーブラー（実効化因子）になる共有」の技術がイネ ブラ （実効化因子）になる

共同利用によるコス 小規模利用でも初 便利さ ストレスフ 資源の有効活用共同利用によるコス
ト低減

る

小規模利用でも初
期負担が少なくク
イックスタートができ
る

便利さ、ストレスフ
リー(所有に伴う煩
わしさ低減）

資源の有効活用
(グリーンな利用)

負荷の平準化で予測／管理ノウハウ るる

共有によるコストの
質の変化(CAPEX 専門知識の利用

安全性、安心感向上 参加意識の向上
満足感、連帯感データのガバナンス

性向上

負荷の平準化で
更なる効率化の共有でコスト低減

Copyright（C） Makoto Yokozawa, All rights reserved.

質の変化(CAPEX 
→ OPEX) と活用

性向上

コスト 利便性 ストレス／満足感 グリーン26



クラウド系ICTが必須となる「所有から利用」クラウド系ICTが必須となる 所有から利用」

所有所有 利用利用
を中心とした社会経済を中心とした社会経済 を中心とした社会経済を中心とした社会経済

情報技術が支える

有

ICTによる状態の可視化でわかる課題 ICTによる仮想化で広がる共有の

共有

ICTによる状態の可視化でわかる課題 ICTによる仮想化で広がる共有の
場

データマイニング

空間情報タグGPS
OpenID IDM

クラウドコンピューティング

拡張現実感

RFID/ICカード

センサーネットワーク

マルチホップネットワーク

Twitter,Facebook,Wikipedia,Crowd Sourcing

ICTによる管理の高度化で進む高度サービス化

共同利用 ビジネスアウトソーシング スマートグリッド

Copyright（C） Makoto Yokozawa, All rights reserved.

コンテンツデリバリーネットワーク
グリーンデータセンター
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共同利用型サービスの利用＝「所有から利用へ」の典
型例型例

共同

ＮＲＩ（ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ）

お客様共通ｼｽﾃ

γ銀

共同
利用型

お客様共通ｼｽﾃ
ﾑφ銀

τ銀

(NRIが開発した)共同利用型サービスを利用
(利用料)

手間 リスク時間 コスト

顧客の評価

開発の必要が 他行並だけど
すぐに使える！

他行とシェア

手間 リスク時間 コスト

Copyright（C） 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 28

ない！ まあ安心！
すぐに使える！

安価！



IT運営における所有と利用(ｱｳﾄｿｰｽ)の使い分け

非コア領域 コア領
域ス

領
域

ス
タ
ン
ダ
ー

共同利用型サービス
利用可能

所
有ー

ド
利用可能 有

へ
の
こ

領
域

ユ
ニ
ー

こ
だ
わ
り

所有主体
域ー

ク
り

スタンダ ド領域 パ ケ ジや共同利用型サ ビス等 標準サ ビスが存在するスタンダード領域 ：パッケージや共同利用型サービス等、標準サービスが存在する

ユニーク領域 ：自社独自の業務サポートシステム等、独自システムしか存在しない

コア領域 ：自社のコア事業に直結するシステム領域

非 領域 領域 外 領域

Copyright（C） 2010 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 29

非コア領域 ：コア領域以外のシステム領域



共同利用型サービス
アウトソース利用可能領域で有効活用してコスト低減→差別化領域に重点投資アウトソ ス利用可能領域で有効活用してコスト低減 差別化領域に重点投資

差別化領域への
投資 強化

投資助言

非コア領域 コア領域

ス
タ

共同利用型サービスを活用し、

投資・強化 機能強化

領
域

タ
ン
ダ
ー
ド共同利用型サービス

所
有

捻出したパワー、資金を差別化
に投入

×
顧客ニーズ分析

ド共同利用型サービス
利用可能

有
へ
の
こ
だ
わ

自行の強み 販売ルート
開発

領
域

ユ
ニ
ー
ク

わ
り所有主体 ポイント制
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銀行にとって：
収益力強化

顧客(社会)にとって：
利便性の向上



自社開発と共同利用型サービス利用時のCO2排出比較
共同利用型サービスの活用により CO2排出を大幅に削減できる可能性共同利用型サ ビスの活用により、CO2排出を大幅に削減できる可能性

共同利用型サービスを利用する場合各企業で自社開発した場合

Ａ社 Ｂ社

各企業で自社開発した場合

自社開発
システム

自社開発
システム

Ｄ社Ｃ社

自社開発
システム

自社開発
システム
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クラウド技術によりクラウド技術によりICTICTが社会に何が社会に何
をもたらすか？をもたらすか？

32



Good if,
R l d it ti i l th ll th l h th l

33

Rules and situations are simple, then all the player has the same goal.
Early stage of market, and motivations kept, less vital damage for losers



Good Good 

Good if,

Good 
Picher

Good 
Batter

Roles of the players are well
defined.

Middle or Matured Market 
and
Each Player can haveEach Player can have 
Sufficient
Volume of Revenue

Consumers have wide 
spectrum of requirements 
and diverse view for the 

34

value of products



Win/WinWin/Winの裏に潜むコンフリクトの例の裏に潜むコンフリクトの例
「生産性」か「雇用創出か？」「生産性」か「雇用創出か？」

Unemployment
C t t  d Hi h  • Cost‐cut and High  
Productivity will cut jobs

Green Society
• CO2 Reduction needs more 
improvement in productivity



情報化社会ガバナンスの手段情報化社会ガバナンスの手段
シカゴ学派的整理シカゴ学派的整理〜〜シカゴ学派的整理シカゴ学派的整理〜〜

（市場） よるガバナ（市場） よるガバナ

• 金銭的な誘導により、規律を作る

神 ざる ドプ グなど

Market（市場）によるガバナンスMarket（市場）によるガバナンス

• 神の見えざる手、オークション、ロードプライシングなど

• 受益者が応分の負担を行うべきというミニマムなガバナンスと、公共財の
活用として広範囲に財政に生かすべきという積極論

• 適正な競争の維持が前提となる

Architecture（構造）によるガバナンスArchitecture（構造）によるガバナンス

• 技術的設計によるガバナンス維持のしくみをつくる

• X by Design（設計による規律維持）X = Security Privacyなどが有名

Architecture（構造）によるガバナンスArchitecture（構造）によるガバナンス

• X by Design（設計による規律維持）X = Security, Privacyなどが有名

• 携帯電話で言えばSIMロック、キャリアロック、ベンダーロック、サービス
ベースのロック（独自ネットワークサービス＝いわゆるガラパゴス）

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
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情報化社会ガバナンスの手段情報化社会ガバナンスの手段
シカゴ学派的整理シカゴ学派的整理〜〜シカゴ学派的整理シカゴ学派的整理〜〜

Law（法）によるガバナンスLaw（法）によるガバナンス

• 他の方法の上位にくるべき（新シカゴ学派）

• 規制、規則、罰則など法権力で規定する強力なガバナンス規制、規則、罰則 法権 規定す 強

• 性悪説に立脚する以上この手段が最も有効

• 法規制の中の構造が問題となる（国際合意指針、国内法、条例/州法、産
業別規制 ガイドライン 省令 運用規則）業別規制、ガイドライン、省令、運用規則）

• 民事上の契約に基づくガバナンス

• 法規制を維持する社会的コストを下げる

Norm（規範）によるガバナンスNorm（規範）によるガバナンス

• 性善説による相互信頼に基づくガバナンス

• モラルに依存する事をベース

• 公共広告 啓蒙活動 学校教育 憲章など

Copyright（C） 2009 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.
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公共広告、啓蒙活動、学校教育、憲章など



クラウド技術に期待するのはクラウド技術に期待するのはクラウド技術に期待するのはクラウド技術に期待するのは

新たな社会構造への移行機動力

 ICTが支える様々な新しいサービスICTが支える様々な新しいサ ビス

 共有、インテグレーションによる新価値

 可視化による新価値 可視化による新価値

 自動化、効率化による新価値

 新たな代替え手段による新価値 新たな代替え手段による新価値

 「所有から利用へ」が新たなパラダイム

仮想世界だけではなく実世界仮想世界だけではなく実世界へ

 実世界クラウドが支える新たな社会

 持たざる経営、持たざる生活
38


