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 　ご紹介ありがとうございます。野村総合研究所と京都大学に所属しています横澤と申しま
す。今日は、お二方の大変面白い講演の後で、皆さん、正直申し上げて眠くなってくるかもし
れませんけれども、あまり眠気を誘わないお話にしたいと思っていますので、どうぞお付き合
いいただきたいと思います。	
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　今、レギュラトリーということで御紹介いただいたのですけれども、実は私は、レギュレーターの立
場よりは、いろいろな政策の方面に関わっている立場です。本来はビジネス側で、経団連の活動、
勤務しております野村総合研究所、これは今のNTTコムさんと同じように情報技術に携わるサービ
スをしている会社ですので、そうした業界からいろいろ政策へのメッセージを伝える役割を中心に
活動しております。	

　そういう意味では、立場としては反規制です。行き過ぎた規制をしてもらっては困る、あるいは、今
、何でもかんでもイノベーションとか経済復興とか、そういったことが流行っておりますけれども、そ
ういう社会経済と規制を程よく両立するような在り方を考えています。特にクラウド・コンピューティ
ングは、今後、世界の中でドミナントになっていくにつれて、どうした方向で捉えていったらいいのか
、この辺を中心に規制というか反規制のコントラストを考えています。御専門の方々からすると少し
物足りないようなお話になるかもしれませんけれども、もともと基調講演というのはあまりまとめ過
ぎてもいけないと思いますので、そういう問題提起の話にしたいと思っています。	

　今少し申し上げましたけれど、私自身についての自己紹介スライドは、英語のバージョンしかなか
ったものですが、産業界の立場からというのが1つと、あと、冒頭に申し上げましたけれど、京都大
学で市場・組織情報論を担当しております。市場というのはマーケット、組織というのはオーガニゼ
ーション、こちらにおける情報活用を学問として取り組む、そういう意図が市場・組織情報論という
名前になっております。MOISという赤い字のロゴなのですが、こういった研究室を任されておりま
して、今日はそのうちの1人の学生がポスターセッションで国民IDについて発表しています。これも
今現在日本においては非常に大きなトピックで、今まさに菅内閣の下でどう決着をつけるかという
のが非常に悩ましいところです。この国民IDについての研究の一部をポスター・セッションでやらせ
ていただいています。もしお時間がありましたら、この後のご休憩のときにでもいらしていただけま
すようよろしくお願いいたします。	



さて、前振りでお時間を取っても仕方がないですので、早速本題に入らせていただきます。問題を少しクリアにするために、
私の身の回りで起こった1つのアクシデントを御紹介したいと思います。3つ網掛けをしているところがありますけれど、これは
、実は、とあるグローバルなEC、電子商取引のサイトのスナップ・ショットです。表示しているのはマイ・アカウント、これはハン
ドアウトの方にはなかったので申し訳ないのですけれども、それも一応、個人情報とかに配慮してトリミングさせていただいて
います。 
　表示しているスライドの方でご覧いただきたいのですけれども、マイ・アカウントは私のアカウントです。この「EXPANSYS」は
、こういう非常にオタクっぽいITガジェット好きの皆さんの間では人気のある電子商取引サイトで、「Amazon」に次ぐぐらい有
名ですね。「Amazon」と同じようにグローバル企業でして、拠点の一つは香港にあるらしいのですけれども、イギリスの元植民
地ということで、ユニオン・ジャックが上の方に見えております。ビジネスはイギリスが中心、日本にも末尾がjpのサイトがござい
ます。 
　何が問題かというと、ある日突然、私がこのマイ・アカウントを見たときに、はたとびっくりしたのです。私の購買履歴のペー
ジに、5つばかり、前に買ったもののリストが載っていたのですけれど、そのうちの1つが、なんと全然知らない外国人の名前。
しかも、都合上網掛けしましたけれども、買った人と送った人を表示。どうやらプレゼントだったらしいのです。プレゼントで送
った人と送られた人の氏名と住所は、墨痕淋漓とここに入ってしまっている。これはいったい・・・、私は全然心当たりがないの
です。しかも、買った商品というのも、私は特に興味がない商品でして、そこでeXpansysに問い合わせをしているのですけれ
ども、今現在のところまだ返答がございません。 
　そういった意味で、ここでいろいろ疑問が3つばかり出て、私の頭の中から離れません。こういうことが起きた。今回、私は被
害者ではないわけですけれども、私の情報は大丈夫かなと。他の人の購買履歴が私の購買履歴のページに出てくるというこ
とは、逆に、私の購買履歴も誰か覗いている人がいるのではないのかという疑問がまず1つです。 
　さて、ここから先、私は皆様方もこの疑惑の輪の中に引き込んでしまいます。といいますかすでに引き込んでしまいました。
網掛けしてあるとはいっても、少し目を凝らすと、透明度が高いので見える、そのぎりぎりで調整してありますけれど、例えばこ
のスライドファイルは別途お配りしております。この情報ネットワーク法学会の関係者の方もいらっしゃるのですけれど、元のプ
レゼンテーションファイルで覗くと見えてしまいます。 
　さて、ここで２つ目の大問題です。私はこんなことをしてよろしかったのでしょうか。つまり、たまたまアクシデントによって、私
の責任でないのに持たざるを得なかった情報を開示というか半開示しました。この状態はぎりぎりセーフだと信じますが、是非
弁護士の方々に御判断を委ねたいのです。ただ、これをもし、そのまま皆さんにデジタルのデータでこのスライドのファイルを
お渡ししますと、見ようと思えば見られるのですね。そうすると、皆さんも当事者になってしまうわけです。見てしまうと。個人情
報を自分の意思で見ようという、そういう意思が認定されるかどうか。これはクエスチョン・マーク付きで言っておきますけれども
、万が一、マスクをせずに同様のデータを大量に見せられたら、皆さんはどう振る舞うべきなんでしょうか。私も、同じ立場なの
です。こんな情報は別に欲しくもないのだけれど、この会社が私のところに送り付けてきたという、本当に偶然なのです。 
　3番目は、今日のテーマであるクラウドコンピューティングと、非常に大きな関わりを持ちます。クラウドでなければ、こういう私
が求めない情報をこういう形で私が手にすることは絶対あり得ないのですけれども、こういうことが起きてしまった。さらに複雑
にするのは、先ほど申し上げましたように、これが香港ベースの企業だということです。そうすると、さきほど末尾jpのウェブもあ
ると申し上げましたけれども、日本法人はどの程度当事者としてこの問題に取り組んでくれるのだろうか。あるいは、直接の被
害者はオランダ人です。この送り先、あるいは受取先。こういった方々は、どうするのか。私はもちろん、これ以上この情報をど
うしようという気はないのですけれども。もしかするとここから大事件がひも付いて発生する端緒になり得る事件というのは、つ
い最近私が経験しましたので1つのお題として、今日の話の枕として引用させていただいたわけです。 
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さて、今日のお話は、そういったことを踏まえながら、社会構造変化、産業変化、それから法規制の
変化、この3つとクラウド化がどういう関わりを持っていくのかということについて、問題提起をさせて
いただくという趣旨でお話しさせていただきます。私は専門として、クラウド・コンピューティングをやっ
ているのは、もちろんここ数年の間でして、もともとクラウド・コンピューティングというのは、3年前に殆
どおっしゃっておりませんでしたので、その前はクラウド・コンピューティングと同じくICTの将来を語る
趣旨のコンセプトですが、ユビキタス・ネットワークというものをやっておりました。	



　クラウドがこれだけ社会に影響を与えるようになる背景には、NTTコムさんをはじめとする電気通
信事業者さん、あるいは、インターネット事業者さんの多大な努力によって、ユビキティですね、最
初の御講演の中にも出てまいりましたけれども、こういうデータのユビキティというものが幅広く高
信頼で保証されるようになってきたのが非常に大きいわけです。いつでも、どこでも、というのがユ
ビキタス・ネットワークの標語ですけれど、それに加えて、誰でもというのがもう1つ後から付いてき
ました。デジタル・デバイドは、少なくとも日本ではだいぶ解消されております。グローバルに見ても
、だんだんコンピュータに触れていく方々、グローバルな情報経済の中に取り込まれていく方々の
人数は、急ピッチで増えております。この辺について、少し後でお話しすることもあるかと思います。 	
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ユビキタスコンピューティング要するに、すべてクラウド化に至るまでの道筋を御説明するための、
1つの見方を御説明するためにこのスライドをお示ししておりますが、歴史的に見ると一番下の方の
1960年代、スタンド・アロン、専用線という世界で大型計算機を使っていた世界から、1970年代にな
りますとホスト、ターミナルのモデル、それからUNIXサーバ、クライアント・モデル、80年代、90年代
のウェブ・サービス、クライアント・モデル、それから2000年代のノートパソコン、あるいはデスクトップ
PC以外のさまざまな機器をネットワークに取り込んだ形でのユビキタス・ネットワークというものま
で進化してきた。これは、だいたい皆さん、頭の中で直感的に整理されていることかと思います。 	

　では、クラウド・コンピューティングというのはユビキタス・ネットワークとどこが違うのか。私は少し
逆説的に、もう1つのクラウドという言葉を持ってきたいと思います。クラウドはもちろんcloud、雲とい
う言葉なのですけれども、中程が若干違う文字にするとcrowd、群衆という言葉になるのです。	

　クラウド・ソーシングという言葉がございまして、今日の情報ネットワーク法学会のこのセッションは
、実はクラウドというのをどちらとも取れるのです。雲のLと取ることもできますし、クラウド、群衆と
いう、どちらともこじつければ取れるのです。これは私にとっては非常に好都合でして、私の言いた
いことの趣旨の1つも、crowd化、要するに群衆化です。コンシューマライゼーションという言葉もご
ざいます。先ほど、誰でもというのをハイライトして申し上げましたが、これこそユビキタス・ネットワ
ークの性質として、誰でもという部分が非常に大事、法規制的にも非常に大事だということを、この
後で申し上げます。	

　ここまでに、ユビキタス・ネットワークの発展でLの方のクラウドの条件は、意味合いのマッチング
として完成したと思うのです。これから先に起こる、2010年代から2020年代にかけて起こることは、
Rの方のクラウドです。いろいろな人々が、ネットワークの上でいろいろなことをするようになってくる
。さて、そのときの法規制。法規制だけではなくて規範とか、技術的な構造設計論とか、あるいはマ
ーケットのドライブ、そういったいくつかのガバナンスというものを構成する要素があるわけですけ
れども、それを考えていく。この転回点に今、私たちはいるのではないでしょうか。	

　Rの方のクラウド・ソーシングというのは、企業で実際にビジネスの中でも活用され始めており、ま
たレギュレーション自体を考える政府の立場では、「Open.Gov」と称してホワイトハウスでやられて
いる取り組みでもあります。数年前には「legislation 2.0」という言葉がはやったこともあります。もちろ
んWeb2.0に呼応した呼び方ですが、その群衆の知恵を集めてどのように規制議論を効率的に進め
ていくか、そういった規制にとって両面性があります。規制の対象でもあり、規制自体を考える、皆
さんみたいな法律のエキスパートの方々がどんどん、こういったオンライン・ディスカッションの中に
取り込まれていく中で、いい規制を考えていこうではないか、そういう取り組みです。	
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さて、時間の関係がありますので、少し飛ばして申し訳ないのですけれども、そういうユビキタス・ネ
ットワークでやってきたこと、我々が経験してきたことは、まとめますと、だいたいこの3つの項目で
の現象にまとめ得るのではないか。1つ、先ほど申し上げましたような接続性の向上、これをC現象
と呼びます。コネクティビティ、コンデューイット（土管ですね）です。NTTさん、あるいはKDDIさんのよ
うな電気通信事業者さんがこの部分を担当されています。キャパシティ・ビルディング、インクルージ
ョンというのは、まずこのコネクティビティを確保するという趣旨で語られます。いろいろな情報経済
の中に、より多くの方々を取り込んでいくことによって、経済のパイ自体を広げていく、マーケット自
体を広げていく、今まではこういった効果がありました。	

その次のR現象というのは、2000年代に入る前までにあまりなかったことなのですけれども、リア
リティ、リアル・ワールドとの接点がユビキタス・ネットワークによって出てきた事を示しています。今
では皆さんがもうお使いになっている情報機器というのもiPhoneであったり、あるいはAndroid携帯
であったりします。PCではなくて携帯であルト言う事に意味があります。RFIDについても、人間が使
う場合ICカードとしてモバイルSuica、やプラスティックのSuicaカードを我々は日常的に使っています
。それ以前のインターネット、あるいはパソコン通信の世界は、もう完全に文字の世界でして、情
報ネットワークの中で見知らぬ人、顔を合わせたことのない人同士が情報のやりとりをする。それ
に対してユビキタス・ネットワークで我々が経験したことは、実世界と共通のインタラクションを持つ
ような現象である。これが非常に違う。規制上の概念もこれに応じて、性質自体を変えていかざる
を得ないと思います。	

　最後に、大変重要なのはI現象です。インテリジェンス、イノベーション、インスピレーション、インタ
ーメディアリーズ（これはこの後でお話しいたします）、これらはすべてIではじまり、Iでまとめる言葉
がうまくしっくりくるような現象、これを知的なネットワークと呼べるのではないかと思います。要す
るに、専用線、あるいはモデムでやっていたロースピードのネットワークというものはあまり知性が
なかったのです。	

　知性を持つネットワークとは何か。まさにクラウド・コンピューティングで、あるいはクラウド・ソーシ
ングで、いろいろな人の知識、あるいはいろいろな方の知識を1回、定式化つまりフォーミュラに落と
したものなわけです。プログラム、ソフトウエア、機能、そういったものをネットワークを通じてサービ
スを受けることができるようになる。こういうものこそがインテリジェントなネットワークであり、これに
付随して、冒頭に申し上げましたプライバシーとか個人情報がその上で扱われるようになるとどう
なるか、という潜在的な不安感が出てきたわけです。	
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今のは機能的な面ですけれども、現象的な面でどういう変化があったか、おさらいしてみますと、1
つは先ほどのクラウド・ソーシング、Rの方のクラウドはパーティシペーションという現象に大きく
関わってきます。あるコミュニティの中で、あるいはあるプロジェクトの中で、自分から進んで自分か
ら意見を述べていく、自分から問題提起をしていく。あるいは、これが昨今いろいろなところで見て
取れるのです。環境社会、地球環境、あるいはエコ、グリーン・イノベーション、こういった地球環境
問題に関連するところで目立っており、コミュニティも発生し、非常に多くの方々が参加されており
ます。消費の場面であれば参加型の消費構造への変化を、我々は今、目の当たりにしているわけ
です。	

　一方で「若者の何とか離れ」という現象が世の中にあるかと思います。例えば自動車の消費がど
んどん落ち込んできている。この中に若者の方々もいらっしゃいますけれども、若者は実は、モビ
リティや車という商品の価値よりは、もう少し違うものを求めているようです。我々とは少し違うもの
、違う価値観での消費行動に変化しているのではないか。そういうことが受け取れるかもしれま
せん。	

　2番目は、サービス化です。実体物の経済というものは、製造業が中心であり、自動車も、本来の
自動車のコアとなる付加価値というものは、その「もの」に付随するものです。しかし自動車ですら、
トヨタさんがKDDIさんと提携関係にある。そういう意味では車というのは、実は情報機器なのでは
ないかという、これも少し比喩的ですけれども、そのような言葉までささやかれる今日です。そうい
った高付加価値サービスが経済を牽引しているということと、あと、価値の本質がサービスになるこ
とによって国境の持つ意味が薄まります。これも後で触れますけれども、既成の概念、規制の考え
方と非常に緊密なリンクを持ってくるわけです。	
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　良く見ると実はコンピュータだけではなくて、さまざまなものが共同利用できるようになってきてい
ます。そんな中で、いかに自分が持つべきものと持たざるべきものとを判別するかが重要です。企
業で言えばコア・コンピタンスという言葉がございますが、企業が自らのリソースを投入してインベス
トメントを対象として捉えて、集中すべきところとそうでないところとを分別するか、そのような能力
が問われてくるわけです。	

　これは所有から利用というものの変化を表した図ですけれども、これはほとんどクラウド化による
メリット、それから問題点と重なります。所有から利用することによって、それを技術が支える。それ
によりコスト低減、コストが節減、削減されるというのは、私の前の2人の講演者の方々から何回も
繰り返し聞かれた言葉です。	

　それから、2番目のブルーのところですけれども、可用性については既に御説明がありましたが、
つまり利用者にとってさまざまな利便性が高まるという点が重要です。明日からすぐにクラウド・コ
ンピューティングを利用して、非常に巨大なシステムを作り上げることも不可能ではないということ
です。3番目に、本質的にストレス・フリーである、満足感がある、そういう参加者側の心の価値を与
える事が出来るのです。同様に、環境に優しい、資源の有効活用、負荷の平準化で効率化がで
きる、専門知識の活用などができる、こんなことが所有から利用へのムーブメントが、今後さらに加
速化していくと思われます。	
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　それを技術が支えると申し上げましたけれども、これは少し簡単な概念図です。詳しくどういう技
術があるかということについては、少し見にくいので後でお手元のものを御覧いただきたいと思うの
ですけれども、ここで言いたいのは、そういった利用を基調とした経済への移行に今後どんどんシフ
トしていくのだと。それに即した規制政策とは何かというのを、この情報ネットワーク法学会というと
ころでも考えてみてはどうですか、というメッセージです。	



　さて、ここでクラウドコンピューティングについても、コンピュータ・リソースだけではなくて、いろい
ろなクラウドがあるということを少しだけ触れておきたいと思います。	

　この写真私がよく行くパリなのですけれども、自転車の絵がいくつか出ています。全部同じ形をし
ています。これは、レンタル自転車、レンタル・サイクルなのです。ただし、普通にあるレンタル・サイ
クルと何が違うかといいますと、真ん中の絵のパリの市内の地図に紫色のピンが数多く表示されて
います。これは自転車を借りて返せるステーション、ベリブ・ステーションと呼ばれるサービスの基
地です。完全に無人化されておりまして、実は最先端の情報技術が活用されているのです。マルチ
メディア・キヨスクによって、クレジットカード等を駆使して、完全に無人で、パリのこの紫色の箇所
のどこでも自転車を借りて、どこでも乗り捨てることができるサービスです。このサービスについ
ては、環境的な配慮や交通渋滞の緩和とか、いろいろなベネフィットを思い浮かべることができると
思います。	

さて、言いたいのは、この地図自体がクラウドのように見えるということです。先ほど申し上げた所
有から利用への変化です。もし自転車を全員が購入して、自分の自転車をパリ市内で運転するだ
けしかなかったらどうなのか。容易に想像がつくのは、日本と同じように駅前に自転車の違法駐輪
の山ができるとか、あるいは自分でメンテナンスをしなくてはいけないから非常に厄介だとか、廃棄
される壊れた自転車はどうするかなどいろいろ悩みが出てくるでしょう。	

　下の写真は、実は専門の職員がステーションを1日中巡回して、壊れた自転車があれば、その場
で即修理して元に戻していくところの写真です。レンタル自転車のようなサービスをすると、交通機
関に勤める人の職が失われるのではないか。無人化ステーションですので、雇用に悪影響を与え
るのではないかという批判がありますが、実はそうではなくて、専門知識をベースとした自転車のリ
ペア、あるいはメンテナンス、マネジメントという、そういう新たな雇用形態も生まれていくのです。従
って私は非常によくできたシステムだと私は思っています。	

　所有から利用への動きを象徴するサービスですが、こういったものをアイデアの基本として新た
な価値を提供する仕組みというのは、多く現れているので、たぶんクラウドに関する法規制、ある
いはルール作りを考える際には情報サービスの少し外側に一歩踏み出したところにある、他分野
と連携したサービスを対象として、総体的に考えることが必要になっていくのではないかと思います。	
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さて、お手元のペーパーでも少し見づらいかもしれません。これは実は100の社会的課題ということで纏めたも
のです。2005年、クラウドという言葉がまだあまり出てきていなかったころ、ユビキタス・ネットワーク社会に関
して、私などもお手伝いしていた頃のものです。uジャパンという言葉をご記憶になっている方も何人かいらっし
ゃるかもしれません。堀部政男先生がこの100の社会課題を取りまとめになったときの総務省の部会の座長を
務めていらっしゃったのですけれども、これは今でも新鮮さを失っていないと思っております。10個のカテゴリ
ーでそれぞれ10個ずつ、合計100の法規制の対象といいますか、そういう行政側からケアすべきような出来事
、今後起こるのではないかということで盛り込んだものです。100というのは非常に数が多いものですから、こ
の中から21を抽出したのですが、マルウエアとかフィッシング・メールとか、そういったものが重要なターゲットと
して取り上げられました。	

　一番最初はプライバシーの保護、それから情報セキュリティ、この2つがあげられるのは当然と思います。電
子商取引環境の整備は、私の経験として最初に申し上げましたが、プライバシーだけではない問題もいっぱ
い関連してくる課題です。それから違法、有害コンテンツ、知的財産権、新たな社会規範の定着が取り上げら
れました。情報リテラシーの浸透、地理的デバイドの克服、地球環境、サイバー対応型の制度、慣行の整備、
等を加えまして、大項目として10個あります。そんなに今でも外していないと思います。クラウド化するにつれて
、これ以外に何か出てくるというの考えるべきですが、むしろここのあげた１０項目のそれぞれが、増々課題と
して、規制対象の事象として重要になってきていると私は認識しています。	

そこで、次に考えるのは、そもそも規制政策というのはどういうアプローチがあるかということです。釈迦に説
法の部分があるのですが、社会学の研究学派、シカゴ学派の主張によりますと、いくつかの社会的秩序を保
つ手段がある。最初に書いてある法規制はもちろんですが、その次ぎにくるのが規範です。先ほどの１００の
課題中、大項目で6番目です、新たな社会規範の定着と書いてありますけれども、そういう法律以外の規範を
考える必要がある。この当時の堀部先生の部会でも、インターネット憲章というものを同時に策定して、今でも
総務省のホームページを見ていただくと残っていますが、自主規制や憲章（チャーター）をベースとした規範や
モラルというものも大事である。	

　3番目には、技術的な構造設計、アーキテクチャですね。本日の最初の講演にもこのフレーズが出てまいりま
した。技術的な設計論やアーキテクチャで、そもそもそういう秩序を保たれるようなしくみをつくっておくことがで
きます。例えばポルノグラフィとか有害情報、ハームフルなコンテンツとか、そういったものが自然に流布しな
い技術的な設計、アーキテクチャはないだろうかを考えるべきです。最後が市場原理です。科学的に、あるい
はサービスの受けやすさ、受けにくさ、そういった市場的な制約をうまく利用することによって、社会的に好まし
くない事象が起こらないようにすることはできないかという事なのですが、この4つのアプローチが、大きな意味
での規制としてはあるといわれているようです。	
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　ただし、これに対して反論がいくつかございまして、レッシグなんかは、この中の特に法規制を一
番上位に置くべきではないかと主張しています。特にインターネットに関して、そういう主張をす
る方々もいらっしゃいます。	

　私は、統一された正解は存在しないと言う立場です。簡単に考えただけでも100の課題があるわ
けですから、これは統一して多様化な問題に1つのやり方で対応することができるとは思えない。ど
うしても方面方面ごとに違うフィロソフィでの規制、あるいはレギュレーションとして、どういったもの
があり得るのかを考えなくてはいけないのではないかと提案します。反論は大歓迎ですので、ぜひ
そういうお話を議論させていただければと思います。	

　さて、そういった基本的な社会構造変化についてお話しした後で、クラウド化と産業構造変化、こ
こは時間の都合で少し飛ばさせていただきます。	



言いたいことは非常に簡単でして、さきほどの100の課題と同じように、産業構造自体がどんどん
複雑化しているよと、これだけなのです。ネットワーク、ハードウエア、ミドルウエア、アプリケーシ
ョン、ソリューションというレイヤー構造を我々は自然と、それこそDNAの中に刷り込まれる形として
、この産業を考えるときに認識していると思います。ただし、これは2000年代まで通用した概念では
なかったかと思います。	

　今はどうなっているか。右側に書きましたように、クロスレイヤーが産業構造のベース、ドミナント
になっています。例えば、アップルです。私もiPhoneを持っていますけれども、アップルはもともと
はハードウェアに価値の源泉を持つコンピュータ屋さんだったのですが、OSを開発、今ではソリュ
ーション、アプリケーションのところまで手を伸ばしております。iTunesを使ったコンテンツ・デリバリ
ーのように、垂直型に統合したビジネスをされている。さらには、昨日か一昨日によりますと、iPhone 
5はもしかすると「アップル電話会社」が出すことになるかもしれないと。つまり、AT&Tとかベライゾン
とか、そういったところが出すのではなくて、アップル自身が電話会社もやってしまうかもしれないな
という事さえ噂されるようになっています。	

グーグルも出発点が違うだけで、同じです。グーグルはそもそも、上のレイヤーから発生した。
ソリューションとアプリケーションあたりのレイヤーですが、Androidを作り、この間、Nexus Sというの
を出しました。下の方にハードウエアのレベルのところまできている。カリフォルニア州ではネットワ
ーク・オペレーターもやっております。	

　そういった、よく見るとパッチワーク構造的にレイヤーを崩す現象というのは、日々ニュースになっ
ておりまして、こういう行儀のよい前世紀的なレイヤー規制のアプローチというのは、だんだん考え
づらくなってきている。実は総務省では新しい情報通信法でレイヤーごとの法規制を考えているの
ですけれど、それはこれと矛盾しませんで、クロスレイヤー規制とか、そういうものを十分配慮した
上で、今まで1980年代の矛盾点をレイヤー規制でやろうとして、当然、今現在のクロスレイヤーの
この現象も取り込んで、そういうアプローチです。その辺は後ほどのディスカッションで触れられれ
ばと思います。	
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　この図では、時系列的に見て同じことを申しております。この図においても横の線は先ほどとほ
ぼ同じネットワーク、ハードウエア、ミドルウエア、アプリケーションという、ホリゾンタルなレイヤーの
ことを話しています。今、皆さんがクラウド・サービスといわれて思い浮かべる企業であるセールス
・フォースとかグーグル・アップス、あるいはアマゾンとかハドゥープとか、（ハドゥープはサービスと
いうよりは仕組み自体ですが）こういったものはパブリック・クラウドの世界で横に雲をはわせて
スケール・メリットを出す形でサービスをしています。	

　クラウドというのは、大きくないとスケール・メリットが出ない、そのサービスを提供する価値がな
いのです。このレイヤーの地図の上で見てみますと、横に広げるか、それとも2番目のように、これ
はプライベート・クラウドのことですが、縦に広げるかの２つです。つまり、雲の大きさを広げるのに
、幾何学的に2つのアプローチがあるのです。今までは、横のビジネス・モデルが成功してきたので
すが、今後、金融分野でのクラウド、流通分野でのクラウド、あるいは消費分野でのクラウド、そう
いう縦の側のクラウド・インテグレーションというものがどんどん起こってくる、そういう世界になって
くるだろうなと。要は、ますます複雑になってくると申し上げております。	

15	



さて、そういうどんどん複雑化していくクラウドのビジネスですけれども、私の活動の中に、OECDの
コンピュータ情報通信委員会(ICCP)というのがあります。その中で新しく去年から出てきている議
論があります。さきほどIのところで言葉を出しましたが、インターネット・インターメディアリーズとい
う概念です。これは日本語に訳しますと、インターネット媒介者という言葉です。一言で言いますと
、先ほどのようにICTを巡るサービス産業自体が、レイヤーごとに大きく絡まり合って、うまく整理す
ることができなくなってきている。このような複雑な産業構造の中で、要は、情報の発信者から受け
取り手の間を媒介する人たちが広い意味でのクラウド・サービスをしている。レイヤーをとりあえず
外して考えて、一旦機能面で整理して産業構造を違う形で捉えたらどうかと、そういう議論から発生
していることです。	
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こちらは、クラウドコンピューティングと言う言葉がはやりかけた３年前に、日本IBMさんの呼びかけ
でその現象について議論を交わす集まりが開催されたとき、私が中心となって社会経済的な鹿田
を取りまとめた時にまとめとして作成したスライドです。	

新たなサービス産業として、技術的にはクラウドコンピューティング（仮想化技術、機能連携によ
るサービス提供技術）を中心とした構造変革が起こると言う事がその時にも議論されていました。
ただそれが本当に身のあるものになるには様々な条件があります。	

ここでは、そうした周辺環境的な課題とともに、クラウドコンピューティング自体が解決すべき課題
について、項目を立てて議論されました。概ね様々な場で共通して語られている事だと思います。	
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特に日本のクラウドコンピューティングにとって気をつけなくては行けない事があります。大変重要
なことなのですが、いわゆる「ガラパゴス化」の現象です。	

私は実は「ガラパゴス」という言葉自体は好きではありませんで、今世の中で言われているような
使われ方では、あまり良い言葉とは思っておりません。	

そもそもガラパゴス化とは、一方的に悪い事なのかどうか、また全ての結果的に成功した商品やサ
ービスは、その初期の段階ではまぎれも無い「ガラパゴス」別の言葉で言うと、進化の過程で独自
の機能や性質を備え持つようになったという面があるのではないかと言える。	

日本の携帯電話機器が「ガラパゴス」かどうかという点についても、世界にはいろいろな種類の携
帯電話があり、中には我々から見るととんでもない設計のものも多くあります。それでも、それらの
設計の背景には必ず理由があるので、その地域や文化の中では、れっきとした存在理由があるの
でしょう。	

日本の携帯の場合は、日本の文化の中で使う事を前提にした設計で、その限りにおいてはター
ゲティングを大変旨く行ったプロダクトです。これをガラパゴスと言うならば、ガラパゴスではないも
のは何なのか。ガラパゴスでなければ必ず成功が保障されるのか？いろんな疑問が多い言葉です。	

しかしながら、グローバル市場を狙った上で、なおかつ戦略的な失敗、環境的な不運な状況により
、うまく普遍的な製品にまで成長できなかった製品は、日本式携帯電話がそうかどうかは別としてい
くつかあるのでしょう。	

一般に製品やサービスのイノベーションサイクルを示した図がこのスライドなのですが、２つの大き
な困難の時期がどんなモノにもあるとされます。ひとつがR&D時期における死の谷。もう一つがマ
ーケットに出たあとの適者生存であるダーウィンの海。今、製品として、サービスとして成功している
ものは全てこの２つの困難に打ち勝って、繁栄を勝ち取ったものばかりなのです。	

ある時期は全てのものが「ガラパゴス」的な、得意な形質を身につけた時期があったはずです。ガ
ラパゴスは結果論にすぎません。	
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そうした意味では、日本の情報産業の成長も、今後は所有をベーストした製品による付加価値提
供から、サービスへシフトする事が考えられます。サービスはつまり、利用を中心とした付加価値
の提供であり、クラウドコンピューティングは、ICT業界の中のサービス化、「利用」価値の提供への
シフトの現象です。	

これはこれで大変重要なのですが、実はその先にはICT以外の産業の「クラウド化」、「サービス化」
、「利用価値の提供」といったもっと大きな変化が待ち受けているはずです。	
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日本だけの事ではありません。	

実はグローバル経済は、今のままのペースの資源消費を前提とした、「所有型」の付加価値提供と
社会構造では、もう長く持ちません。グローバル経済に緊密に関わっている人々の数は、今は広が
ったとは言え、G20諸国およびそのほかの新興国における都市生活者（貧困層を除く）、ほんの一
握りな訳ですが、今後数十年の間に、NEXT BILLIONと言われるいまの何倍もの人々が、好むと好
まざるとに関わらず、グローバル経済に取り込まれていきます。	

資源は持つのでしょうか？市場経済は安定を保つ事が出来るのでしょうか？必然的に社会全体で
の大きな価値観変革が求められるはずです。	

単純に資源を節約すると言う意味以上に、所有から利用への変化はこのBOP層のグローバル経
済への取り込みと言う現象において、必然的な変化でもあるのです。	
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まとめますとこのスライドに示したような事となります。	
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原材料、製品在庫、製造設備、生産、稼働状況	
(MRP, SCM)	

保有するリソースのリアルタイムな状況把握が、効率的かつ効果的な「所有」に最適化し、企業や
組織の機動力を高める	

営業状況、顧客情報、受注、流通	
(営業支援、POS、SCM)	

営業／販売の現場情報を形にして、必要に応じて即座に参照できるようにし、過去の同様な課題
を解決した経験を生かす。また、分析により次のステップに置ける戦略を生み出す	

ノウハウ、知財、R＆Dプロセス	
(特許管理システム、技術管理MOT、ナレッッジマネジメント、ビジネスインテリジェス）	

保有する技術状況の把握と、社会におけるニーズとのマッチングを通じて「共有による経営効率
向上」後に、その企業／組織の「コア」なビジネスの厳選を明確にできる	
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身近な所での変化は、例えばこのスライドに示したような事になるでしょう。	
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さて、そういうどんどん複雑化していくクラウドのビジネスですけれども、私の活動の中に、OECDの
コンピュータ情報通信委員会(ICCP)というのがあります。その中で新しく去年から出てきている議
論があります。さきほどIのところで言葉を出しましたが、インターネット・インターメディアリーズとい
う概念です。これは日本語に訳しますと、インターネット媒介者という言葉です。一言で言いますと
、先ほどのようにICTを巡るサービス産業自体が、レイヤーごとに大きく絡まり合って、うまく整理す
ることができなくなってきている。このような複雑な産業構造の中で、要は、情報の発信者から受け
取り手の間を媒介する人たちが広い意味でのクラウド・サービスをしている。レイヤーをとりあえず
外して考えて、一旦機能面で整理して産業構造を違う形で捉えたらどうかと、そういう議論から発生
していることです。	



1つは、やはりスピードだと思うのです。規制の事前設計が優位であった時代というのは、前世紀ま
でのお話だったかと思うのです。非常に多くの時間とリソースをかけまして、多くの方々の知恵を、
時には専門家の方々が中心なのですけれども、皆様方のような専門家の方々を中心とした組織を
構成して、いったん法制度化したら、それを10年堅持する。なるべく改正は避ける。そういうことが、
その当時のやり方だったと思うのです。これに対して最近よくいわれるのは、PDCAサイクル、デミ
ング・サイクルです。デミング・サイクルというのは最初は品質管理のために作られた言葉ですけれ
ども、プラン、ドゥー、チェック・アンド・アクト、そういう短期サイクル常に回す事をかんがえ、役割分
担を行うという概念です。法規制ですら、そういうことに変わってきているという世界です。	
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その理由としては、ここに書いてあるようなことがあります。例えばプライバシー保護政策として、ど
ういったことが今議論されているかといいますと、さきほどのレッシグのお話、シカゴ学派のお話で
はないのですけれども、法制度と内部統制というものの好ましいバランスの取り方はどうあるべき
なのかなどが、なかなか悩ましい。	

　プライバシー保護政策も、OECDの30周年のOECDガイドラインの改訂議論というものが今進行中
で先々週も議論に参加してきたのですが、先ほどのインターメディアリーズという規制の対象、何
か起こった時の悪者は誰か。潜在的に規制を受けるべき対象とは何か。そういったものがインター
メディアリーズという言葉で、レイヤーをクロスした形で捉え直す必要があるのではないかと議論さ
れております。それから国際的事象の急増、事業者間責任分解の不十分さ、このようなものが議
論の対象となってきています。その中で、一番下に書きましたように、とりうる政策をバスケットにつ
めた形で、いつでも選択できるように準備しておくべきだという議論、規制手段はどんなものがある
かというのが議論されつつあります。	
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http://individuals.iii.u-tokyo.ac.jp/̃qq46213/code.html	
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このスライドで最後になりますが、私なりの提案なのですけれども、今後どういう規制、情報ネッ
トワーク法学会として、それと法規制というものを捉える上で、やはり困ったときは5W1Hに立ち戻ろ
うということで、だいたいこんなことが考え付くのではないかと思います。	

　「what」としては、ビッグ・データという、重要な意味を持つ言葉です。十分説明するお時間がなか
ったのですけれども、いろいろな巨大なデータがクラウド・センターに集まる。そうすると、フラグメン
トごとの情報だけでは意味を持たないものが、ただ冒頭にご説明したオランダ人の個人データのよ
うに、複雑な構造情報によって初めて危険を含む意味を持つような状況が出てきて、それからデー
タ自体が危険性を持つようになる。	

　「who」のところでは、先ほどのインターネット媒介者ですが、より大事なのは事業者だけではなくて
、身近なところから起こる個人情報漏えい。実はインターネット上で、どうも「2ちゃんねる」とか、あ
るいはP2Pの情報共有から漏れている事象のほとんどは、企業というよりは、仲間どうし、近隣者、
あるいは消費者、こういった企業以外の人のケースが非常に多いのです。そういった意味も含めて
、コンシューマライゼーションという言葉に集約されます。アプリケーション開発の対象がコンシュ
ーマーを中心としたものから、iPhoneにしても何にしても、コンシューマーの方が主導権を持つよう
になっている。昔は逆だったのです。機能面でも業務用の機器、サービスの方がずっとハイクオリテ
ィで、ずっと高機能だったのですけれど、今は逆にコンシューマー向けのサービス、機器の方が非
常に高度な機能を持っている、そんな現象がある。このようなことから考えていかなくてはいけない。	

　「why」につきましては、先ほどの新シカゴ学派的なアプローチにだんだん移りつつあるかもしれ
ない。	

　「when」、タイミングのところでは、ムービング・ターゲットですので、これをどう捉えていくかというこ
とで、先ほどのPDCA的なアプローチがあるのではないか。	

　「where」においては、グローバル経済ということで、国境を超えた検討を進めていく必要がある。	

　「how」については、オープンガバメントなどの手段やRの方の群衆の知恵の活用に関連します。	

　そのようなことで、いろいろなところに話を伸ばしたものを、少し無理やりまとめてしまった感もあ
るのですけれども、この最後のスライドが、少しでも皆さんの参考になれば幸いだと思う私のメッセ
ージです。今日はご清聴、どうもありがとうございました。	

＜講演終了＞	
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