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　日本品質管理学会のサー
ビスエクセレンス部会／生産
革新部会主催による「第７回 
知識共有会」が2019年11月
26日、東京大学工学部におい
て、東京大学大学院情報理工
学系研究科教授の江﨑浩氏
を講師に招き、「周回遅れのデ
ジタルトランスフォーメーショ
ン in Japan」をテーマに講演
とディスカッションが開催され
た。プログラムは江﨑氏の講
演60分間、講演に基づいたフ
ロアとのディスカッション60
分間という構成。本稿では江
﨑氏の講演内容のみを紹介
する。（本誌編集部）

　今日は「周回遅れのデジタルトラ
ンスフォーメーション in Japan」と
いう題でお話をさせていただきま
す。具体的に私たちは何をすべきな
のか、これについて５つのテーマを
挙げてみました。１番目は、数字から
アートへ。「周回遅れ」というのも数
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字ですし、数字で勝負するのも大事
なのですが、アート、つまり美しさと
いうのは、たぶん日本人の上手なと
ころだと思います。２番目は、中国人・
米国人から「顧客優先」を学ぶ。３番
目は、受容力。この間、禅のお坊さん
に教えてもらったのですが、「受け給
う」という心は日本人しか持っていな
くて、これこそが禅の心だそうです。
これについては、後で話します。４番
目は、デジタル化はマニュアル化。５
番目は、会社統治構造について。こ
の５つのテーマについて、皆さんと共
有したいと考えています。

　これは僕が書いた本『サイバー
ファースト（増補改訂版）』（インプレ
スR&D、2019年11月）です。以前
に書いた初版に、本日お話するよう

周回遅れのデジタルトランスフォーメーション 
in Japan

1.　数字　⇒　アート（美しさ）
2.　中国人・米国人に学ぶ「顧客優先」
3.　「受けたもぉ〜う」　……　受容力
4.　デジタル化は、マニュアル化
5.　会社統治構造
　 ① 弱すぎる監査機能の構築（ ⇒ シニアの出番）
　　　 忖度しない機械、中国人・米国人
 ② 調達
  a.　顧客優先
  b.　サイバーセキュリティ

具体的に、何をすべきか？
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な内容を加筆させていただきました。
この中で、フィジカル、アルゴリズム、
デジタル空間の関係がどうなってい
るのかというのをインターネット遺伝
子という視点から議論しています。

1. 数字 ⇒ アート（＝美しさ）

　さて、小難しい話は別にして、山
口周さんの著書『世界のエリートは
なぜ「美意識」を鍛えるのか?』 （光
文社、2017年7月）を読んだ方、い
らっしゃいますか？ あれ、いないです
ね。これはかなり売れたそうです。こ
の本には、実はデジタルイノベーショ
ンの話がしっかりと書かれています。
マッキンゼーが成功した「グレイヘ

ア・コンサルティング」というモデル
があります。要は、グレイ・ヘアの人
は悪いことも良いことも全部知って
いる。でも、今起きているのは、彼ら
の言うことよりもデータの方が信用
できるということ。今までのコンサル
ティングが言っていた知識とノウハウ
が全部デジタル化されて、誰でも利
用できるようになっている。クラフトと
サイエンスもコモディティ化されてい
る。基本的にはすべてのものがデジ
タル化され、特にプラットフォームを
作る時の匠の世界が人工知能でで
きるようになってしまう。こういう状況
なので、エグゼクティブはアートを重
視する。こんなことを書いています。
　今どきのエグゼクティブはMBA
を取らない。MBAの知識は全部デ

ジタル化され、クリックすれば出てく
る。そうなると、成功している経営者
が「どうしてそういう行動をしたのか」

「どうして変なことを思いつくのか」
というのは、どうやらアートらしい。だ
から、デジタル時代にどう勝ち残るか
という話になった時、外国人が「日本
人って素晴らしい」と言うのは、やは
りこの辺りなんですね。「これは真似
できないな」と。
　これが、最初のテーマである「数
字→アート」です。数字を無視しろと
いう意味じゃなくて、当然やらなけれ
ばならないのですが、日本が周回遅
れになっていることを考えると、先回
りするなら、たぶんアートのところを
ちゃんとやらなければならない。この
本は、そう書いています。

東京大学大学院 情報理工学系研究科 教授
WIDEプロジェクト代表／Internet Society 
理事／データセンター協会 理事・運営委員長
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1987年九州大学工学部電子工学科修士了。
同年4月東芝に入社。1990年米国ベルコア
社。1994年コロンビア大学にて客員研究員。
1998年10月東京大学大型計算機センター助
教授。2001年4月東京大学大学院情報理工学
系研究科助教授。2005年4月より同研究科教
授、現在に至る。工学博士。著書に『インターネッ
ト・バイ・デザイン』(東京大学出版会、2016年6
月)、『なぜ東大は30%の節電に成功したのか?』
(幻冬舎、2012年3月)などがある。

今 起こっていること ……

1.　グレイヘア・コンサルティング（=based on 豊富な経験）

　　⇒ ファクト・ベース・コンサルティング（＝based on 事実と論理）
2.　知識・ノウハウのデジタル化とオンライン化
3.　「クラフト」と「サイエンス」のコモディティ化（一般化）
4.　特に、「クラフト」の複製（コピー）

5.　『アート』の重要性

「経験」は、「サイエンス」と「クラフト」で、数値で評価

『アート』を実現するための
『クラフト』と『サイエンス』！！！

人工知能
が得意
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2. 中国人・米国人に学ぶ、
「顧客優先」

　2番目のテーマは、中国人、米国
人に学ぶという謙虚さが我々には必
要だということ。
　「顧客優先」を考えると、「めちゃ
くちゃなことやってるけど、彼らはす
ごいよね」というのを、やっぱり自分
の眼で観ないといけない。僕も数カ
月前に中国に遊びに行ったのです
が、やっぱり彼らはすごいんです。こ
れ、行かないと分かんない。日本人っ
て、みんな中国人を「嫌い」って言う
でしょ？ 韓国人になるとさらに「大嫌
い」って言うけど、これはちょっと危
ないんじゃないか。僕がそう思って
いたところ、ちょうど２週間前にある
会場で藤井保文君に会いました。彼
の共著で『アフターデジタル』（日経
BP、2019年３月）という本がベスト
セラーになっていて、言っていること
がすごく面白い。
　中国は徹底したデジタル化と顧客
体験（UX:User eXperience）を追
求しまくっていて、中国人ってわがま
まで人の言うことを聞かないと思わ

れているけれども、ビジネスで成功し
ている人は実はそうではなくて、超
合理的で割り切り力が凄く、忖度な
るものがないと言っています。これっ
て、日本人と全く逆ですよね。彼らは、
ルールがないならやってもいい、ルー
ルができたら対応しよう、という考え
方です。これは５番目のテーマ「会社
統治構造」と関係するのですが、中
国人は没個人で自分を守る、個性を
消してビジネスで成功する、というの
が彼らのロジックらしい。それを難し
い日本語で書くと「自己実現のため
の共通規範の外部化」となります。
　藤井君は、企業競争の焦点が「製
品」から「体験」に変わる、つまり製
品の対象がフィジカルのプロダクト

ではなくて、そのプロダクトがどうい
うふうにエクスペリエンス（体験）
を提供するかというところに完全に
シフトしている、と述べています。そ
うすると、Online Merges with 
Offline、つまりオフラインだったもの
もオンラインに融合するということが
至る所で起こってくる。今までは製品
を作った後、それがどう使われてい
るかを知らずにいたのに、オフィスや
工場やユーザーが全部つながって、
みんなで情報を共有していることが
当たり前になってきます。
　彼が取り上げた面白い事例が、ス
ターバックス対ラッキンコーヒーの
戦いです。まだ僕はラッキンコーヒー
に行ったことがないのですが、中国

徹底した
1. デジタル化・オンライン化
2. 顧客体験（UX : User eXperience）追求
3. 合理的解析力 ＆ リテラテシー : 「割り切り力」
4. ルールがないならやっていい！！！　⇒　ルールができたら対応しよう
5. 自己実現のための共通規範の外部化（＝形式化）　⇒　没／消 個人で自分を守る？

中国事情を解説

2019年５月にナスダック上場を果たしたラッキンコーヒー（Luckin CoffeeのHPから）
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版スタバのようなものらしいです。最
初はスタバが中国に進出して一人
勝ちだったんです。スタバはおいしい
コーヒーをかっこいいスペースで提
供します。お客はそこに来ればおい
しいコーヒーと素晴らしい雰囲気で
ラグジュアリーな気分を味わえます。
お客はスタバに何を求めているかと
いうと、おいしいコーヒーの味よりも、
むしろラグジュアリーなスペースだと
思います。これも顧客体験ですね。
スタバは、エクスペリエンスを提供
し、それでめちゃめちゃ儲けている。
中国でもすごい勢いで流行ったらし
いのですが、そこへラッキンコーヒー
が出てきた。彼らがやったことは、注
文形態は何でもよくて、家に届けて
も、会社に届けても、店に取りに来て
もらっても、とにかくデリバリーする。
注文は全部オンラインで受け付け、
ユーザーの好きな時に好きな場所
にデリバリーする。このサービスでス
タバのマーケットに一気に割り込ん

できた。スタバは、もうほんとに死に
かけたらしいのですが、ここでアリバ
バと組んだのです。そこで、完全に心
を入れ替えました。キレイな雰囲気
を出すなんてのはもう負けだと。世
界一おいしいコーヒーをデリバリー
することに決めた。それでスタバは
今、完全に持ち直しているらしい。
　この話で面白いのは、スタバには
成功の方程式というのがあったので
すが、それが覆されたときにどのよう
な対応ができるかというのが、企業
としての本当の対応力ではないかと
いうことです。スタバは中国で、全然
違う顧客体験を、同じプラットフォー
ムで提供したんですね。
　藤井君と話をしていて合意したこ
とがありました。まず、中国とアメリカ
は似ているところが多いこと。違うよ
うに見えて、実はこの両国は同じよ
うなところがある、ということです。
ITリテラシーは、日本人よりも中国
人の方がはるかに高いです。日本人

は全然ITを知らない。重視する価
値としては、日本は「リアル」（＝製品

〈モノ〉）の価値が強いのに対して、
中国は「デジタル（＝体験〈コト〉）の
価値が強い。ルールについては、日
本はWhite list型（受け入れる対象
を列挙した目録を作り、そこに載って
いないものは拒絶する方式）で、中
国やアメリカはBlack list型（目録に
載っているものだけを拒絶し、それ
以外は受け入れる方式）。だから、日
本人は載っているものしかできない。
また、藤井君は日本企業とも付き合
いがあるのですが、日本の会社から
は「デジタルイノベーションというも
のがあるらしいので、それをやってく
ださい」と言われるそうです。つまり、
「箱」から入る。ですが、中国やアメ
リカは「あんこ」から入ります。つまり
やりたいこと（あんこ）があって、それ
をやっていったらデジタルイノベー
ション（箱）になる。「デジタルイノ
ベーションをやってくれ」と言ってい
るようでは全然ダメだと彼は言って
います。
　最後は「自由」についてです。中
国人が日本人にすごく嫉妬してい
るのは、日本人が自分のユニバース

（一人称）を持っていることだそうで
す。中国人には自分の世界は、実は
ない。ですが、中国人には客観化さ
れた価値観、つまり顧客のユニバー
ス（三人称）を持っている。これはす
ごく難しい問題かもしれませんが、中
国人が顧客体験を究極のおもてなし
と考えることと関係しているのかもし
れません。

Starbucks Chinaの店舗風景（Starbucks ChinaのHPから）
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　• 農耕社会
 　Everything is hierarchy.

　• 工業社会
 　Everything is a machine.

　• デジタル社会
 　Everything is a complex living system.

　藤田さんとの対談の中で、世界の
進化を、農耕社会→工業社会→デ
ジタル社会の三段階に分けて考え
てみました。
　 農 耕 社 会（ E v e r y t h i n g  i s 
hierarchy.）のときは、とにかく頑強
に作ることが求められます。これは、
実は最適化に似ています。最適化と
いうのは、ちょっとパラメーターをい
じると非最適化になるので、ものす
ごく頑丈に作っています。ですから、
最適化をしていくと、どんどん硬いも
のになっていきます。硬いものは農
耕社会でよく売れます。日本人はよく

「農耕民族」と言われますよね。つま
り、偉い人がいて、その人の話をきく
のが一番。これを「忖度」って言って
います。日本人は、この農耕社会に
ピッタリ合っています。
　続く、工業社会（Everything is a 
machine.）は、機械中心なので効
率性と知識がとても重要になってき
ます。KPIは、頑強性から効率性へ
と変化します。

3. 「受けたもぉ〜う」…… 
受容力

　３番目のテーマは、「受けたもぉ〜
う」という受容力の話です。
　これは以前の講演でもお話したこ
とですが、「最適化」が最大の「適」
ではない場合があります。皆さんは
日々効率を良くするために最適化し
ようと頑張っておられると思います
が、最適化というのは、実は壊れや
すいのです。ウィンストン・チャーチル
が英国庶民院議事堂の建て直しの
開所式の際に「われわれが建物の
形をきめ、しかるのちに建物がわれ
われを形づくる」（We shape our 
Houses, and afterwards our 
Houses shape us.）と述べていま
す。自分たちが何をしたいかというと
ころから、物事を考えていくことが重
要です。
　では、何を変えればいいのか。
　『ティール組織』（フレデリック・ラ
ルー著、英治出版、2018年1月）と
いう本では、組織の進化を、圧倒的

な力を持つトップによる恐怖支配か
ら始まって、ヒエラルキー型達成型
組織などを経て、将来は個人も組織
も進化し続ける「生命体」のような
組織に変わっていくという５つの段
階で表現しています。これについて、
最近、藤田一照さんというお坊さん

（曹洞宗僧侶）と話をしたときに、す
ごく面白いと思ったことをご紹介しま
す。藤田さんはお寺を持っていない
お坊さんで、ずっとアメリカで仕事を
していたそうです。

 Teal 進化する組織 生命体 進化型 個人も組織も進化し続ける   

 Green ボトムアップ型の組織 家族 多元型 成果より人間関係を重視

 Orange 成果により昇級可能な 機械  達成型 ヒエラルキー型達成型組織

 Amber 軍隊的な上意下達の 軍隊 順応型 ヒエラルキー組織

 Red 圧倒的な力を持つトップ 狼の群れ 衝動型 による恐怖支配

ティール組織（進化型組織）への５段階の進化

世界の見方 （藤田一照氏との対談より）

学生
（がくしょう）

学生
（がくせい）

頑強性

効率性
知識

柔軟性
智慧

KPI (Key Perform
ance Indicator

）の
変
化
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　 そし て 、今 、デ ジ タ ル 社 会
（Everything is a complex 
living system.)で起きているの
は、先ほどの５段階の進化で出てき
た「生命体」と同じようなものに組
織を変えることです。柔軟性と智慧
が必要。知識じゃなくて、智慧です。
knowledgeじゃなくてwisdomで
す。私も何となくそう思います。
　つまり、今までやって来た生産性を
上げる行為は、実はマシンにどんど
ん最適化していく行為なのかもしれ
ない。藤田さんから習った言葉を使え
ば、デジタル社会では「学生（がくせ
い）」から「学生（がくしょう）」に変わ
らなければならない。「がくせい」とい
うのは、「学び切る」ということであり、
「がくしょう」というのは「学びながら
生きていく」ということです。
　藤田さんの著書『ブッダが教える
愉快な生き方』（NHK出版、2019
年６月）には、こういうことが書いて
あります。「受けたもぉ〜う」というの
は、横綱相撲を取ること。つまり、受
容性を延ばすことが重要です。また、

「既知を手放す」こと。獲得したもの
は、どこかで手放さなきゃいけないん

です。いつもビギナーであることが、
大切な学びの姿勢です。ですから、
中国人は嫌いだとか、韓国人は口が
なっとらんとか言うのは、やっぱりお
かしいのではないか。「あいつらは、
けしからん」と思っていると、悪いと
ころしか見えないんです。でも、「あ
いつらはすごそうだ」と思うと、いい
ところが見えてくる。というのが、この
「受けたもぉ〜う」という言葉の意味
です。
　これも前回お話したことですが、
MITの有名な先生が「Skelton & 
Infill」という都市開発で使われる
概念を提唱しました。これは、ビルを

作るときに、状況の変化に応じて、変
更・修正が可能な構造にすることで
す。継続的に選択肢を提供し、敢え
て最適化はしないのです。
　インターネットも同じで、敢えて最
適化はしない。内々に最適化すると
実はシステムとしては逆に弱くなる。
だからあえて最適化しないで打ち止
めするわけです。
　そうすると「クオリティが高い」と
自慢している日本企業は、実は自殺
行為をしているのかもしれない。少し
クオリティが低くても余裕のある方
が、状況が変わった時に受け入れや
すい構造なのかもしれない。

　• 「受けたもぉ〜う」
　• 「既知を手放す」
　• いつもビギナーであることが、私たちが愉快に生きていく上で、最も大切な学び
 　の姿勢
　• 学生（がくせい）ではなく、学生（がくしょう）
　• 閉じた吾我と開いた自己
　• 解像度の高い、ありがたいと観る眼

禅の心・悟り

実現方法としての “Skelton & Infill”

◆　 1960年代、Prof.Nicholas John Habraken(MIT）が、
「オープン・ビルディング」の概念を提唱

　　⇒　状況の変化に応じて、変更・修正が可能な構造に
◆　 戦略・戦術・武器の階層構造
　　元コロンビア大学教授ジェラルド・カーティス氏の講演
　　　 適切な「武器」は「戦術」が変われば別のものに、「戦術」は

「戦略」が変われば変化、「武器」から「戦術」「戦略」を作
るのはとても危険

　　　選択肢の提供　⇒　敢えて最適化しない
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　 実は出 張 中 の 飛 行 機 の 中で
「American Factory」（ネットフ
リックス提供のドキュメンタリー映
画）を見たのですが、すごく面白かっ
た。トランプ大統領が各国の産業は
アメリカのサンベルト地帯に工場を
持って来いと言いましたが、それを受
けて、GMの工場跡に中国の自動車
用ガラスメーカーが工場を建てると
いうストーリーです。中国の工場は
基本的にマニュアル化が進んでい
ますが、それは中国人に合わせたマ
ニュアルなのです。ですからそのマ
ニュアルを、新工場に雇用した米国
人に適用すると、当初は歩留まりが
悪く、なかなか本来の生産ができな
い。でも最終的には、米国人に合っ
たマニュアルを作り、中国人がそれ
を支援します。結末はブラックに終
わるのですが、この映画の内容が、
たぶん工場のデジタル化で起きてい
ることだと思います。
　こういう事実を素直に受け取った

4. デジタル化は、マニュア
ル化

　4番目のテーマは、「デジタル化
は、マニュアル化」です。
　「マニュアル化とは何か」をまじ
めに考えていくと、個人の、あるいは
パーツの違いを全部吸収しデータ
分析をしたうえで、どういう手順なら
みんながハッピーになれるかを示す
プログラムを提供することだと思い
ます。
　例えば、昔は顧客が大人だけだっ
たけれど、ある時から子どもも入るよ
うになった。すると、大人と子どもと
では違う対応をした方がいいという
ことで、マニュアルを作ったとします。
これを人工知能ならどう考えるかと
いうと、大人と子どものプロファイル
を作ってカテゴリ分けをし、各カテゴ
リにおける満足度のKPIをマキシマ
イズするようなインプットを作る。そ
れで一番良さそうなのものをマニュ
アル化して動かしていくと、外れる確
率が低くなる。ただ、3σの外にいる
人はマニュアル化に当たらない。だ
からマニュアル化するというのは、お
そらく3σ内にいる人に対するプログ
ラムを作っていると思います。
　そう考えると、今日行われている
デジタル化というのは、マニュアル
化そのものかもしれないと、最近考
えるようになりました。例えば、工場
ではマニュアル化を行います。なぜ
マニュアルを作るのかというと、担当
の従業員がいなくなっても、マニュア
ル通りにやれば別の従業員でもでき

るようにするためです。これは個の
違いを無視してもいいという手引き
なのです。
　インターネットの遺伝子は、Un-
Wire-ing（束縛からの解放＝自
由）なデジタル化・仮想化×ネット化
であり、その結果、IoT（Internet 
of Things）がIoF（Internet of 
Functions）に変わっていることが
分かります。つまり、モノではなく機能
ということになると、これはマニュア
ル化なんです。IoTの時には、何とな
く怪しい動きをするthingを集めて
何とかしようとしていますから、これ
はモノに対しての個体差を認めてい
ます。ところが今起こっているデジタ
ル化は、個体差を消す方向に進んで
います。この動きの中で、個体差を
有効にするという方向性が再び出て
来るかもしれません。マニュアル化が
デジタル化でありIoFなら、マニュア
ル化ではない方向、つまりIoTに戻る
というのもあり得ます。

デジタル化・仮想化 × ネット化

つまり
Internet of Things (IoT）

⇩
Internet of Functions (IoF）

インターネットの遺伝子

“Un-Wire-ing”
（束縛からの解放＝自由）



NEWS & REPORTS

ISOS April 2020　55

うえで、どうすればいいのかについ
て、いろいろな所でかなり議論されて
います。この映画に出て来る中国人
を見ていると、「ジャパン・アズ・ナン
バーワン」と言っていた頃の日本人
そのままです。
　というわけで、デジタル化はマニュ
アル化だと考えていくと、マニュアル
化ができない部分をどうやってやる
かというのが、おそらくポイントになる
と思います。

5. 会社統治構造

　５番目のテーマは、「会社統治構
造」です。
　中国人や米国人は忖度しないマ
シンです。特に米国人なんて絶対忖
度しないですから。エグゼクティブは
忖度しますよ。でもその後ろに弁護
士がいて、弁護士が「うん」って言え
ば忖度しない。ですが、日本人の場

合には忖度しすぎるところがあるの
で、監査機能をきちんとしないといけ
ない。そこで、シニアの出番が来る
わけです。
　調達については、数カ月前に内閣
府の「Soceity 5.0の次をどうする
か」という内容の会議に出席した時
に、僕が「我が国の調達システムは
ボロすぎるのでなんとかしなければな
らない」と発言したら、ある大企業の
経営者が「調達がちゃんとできるか
どうかというのは、企業にとって重要
なポイントだが、我が国の調達は、オ
ンボロ人間しかやっていない」と同意

を示してくれました。コーポレートガバ
ナンスのクオリティからすれば、監査
がほとんど機能していないところが
問題だと思います。サイバーセキュリ
ティでも、ほぼ同じことが言えます。
　では、何が必要なのか。東京大学
グリーンICTプロジェクトでは、調達
をオープンにするにはどうすればい
いかについて提言をしています。我
が国の調達というのは、製品主導で
作られている。つまり、顧客体験で作
られていない。そもそも調達というの
は、顧客体験を高めるためのもので
す。我々のthingに対してリクエスト

American Factoryのプロモーション写真（NETFLIXのHPから）

1.  調達のオープン化
2.  相互接続性
3.  外部との接続を前提　⇒　“Security-by-Design”
4.  ライフタイムコスト
5.  オーナー主導へ

オープン調達への提言（東京大学グリーンICTプロジェクト）
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プロポーザルを出してくださいという
ものです。ところが今のほとんどの
調達で何が起こっているかというと、
納入業者が調達仕様書を書いてく
るんです。例えば、ある会社が霞が
関のシステムの入札仕様書を作って
顧客に渡すと、そのデータによって
皆さんで落札するという構造が日常
的に起きている。大企業でも同様の
ことが起きています。製品がプロバ
イダー側のロジックで全部作られて
いることになります。この構造を変え

ないと、一番最初でお話をしたよう
な顧客体験主義の製品は出て来な
いと思います。
　この問題は調達がどれだけ賢い
かというのが、たぶん効いてくるの
だと思います。ですから、調達とい
う観点からコーポレートガバナンス
を考えた方がいいんじゃないかとい
うことで、最近は「サイバーセキュリ
ティ対策は会社の価値を向上させ
る投資である」という話をしていま
す。調達が鍵であり、CISO（Chief 

Information Security Officer：
最高情報セキュリティ責任者）、監査
役、社外取締役が鍵になると話して
います。監査役って、ほとんどの会社
では何もしない、上がったおっちゃん
ですよね。本当は、この人たちがお目
付け役でいないと、ひどいことになる
んです。特にまずいのは、先ほど述
べたように、供給者側のロジックで
全部作ってしまうことです。アメリカ
では、財務省・GAO・GSA・NISTが
組んで、調達のプロセスを上手に作
り上げています。これを日本でも作っ
てほしいと提案しているところです。
　サイバーセキュリティというのは、
リスクマネジメントからすると、とて
も大事なことです。でもそれはCIO

（Chief Information Officer：最
高情報責任者）の関心事ではない。
なぜかというと、CIOはより小さな投
資でたくさんゲインしたいので、問題
が起こらない可能性が小さければ投
資したくない。ですが、起こらないかも
しれないサイバーセキュリティに対し
ての投資をしない限り、リスクマネジ
メントってできないのです。
　そう思うと今回首都圏が台風19
号の時に生き残ったのは、これまでに
ものすごい治水投資をしていたから
ですよね。よく考えると徳川時代から
やってきたわけです。経営側からす
れば、起こりそうにないことに投資を
したくないかもしれないけど、それを
超越して投資をしたから首都圏は生
き残っているわけです。
　あるいは、台風15号のときに千葉
県で大規模の停電が発生しました。

東京大学グリーンICTプロジェクトのHPに掲載されている「オープンでスマートなキャンパス施設
の実現に向けての提言」の抜粋。（出典：https://www.gutp.jp/study/1042/）
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1. 常時は邪魔者（効率を下げる） & 不要
2. 無事故・快適な日が続くと、『さぼりたくなる』
3.  必要性は誰も否定しませんが……『さぼっても』、

『頑張っても』、利益構造には変化がない
4. インシデントが起こった時の損害額が急激に肥大化
5. 専門家を育成できない（コストと人材不足）

セキュリティ・環境対策の実施を、品質向上・活動
継続のための『投資』と捉える。

あの時には、九州電力も人を送った
らしいです。その時に分かったのは、
東京電力は災害をそもそもあまり経
験していないので、電柱が倒れたら
1回元に立て直してから電線を引か
なきゃいけないってルールでやって
いたんです。ところが毎年台風の被
害が大きい九州では、その辺の木を
切ってそこに電線をそのまま適当に
這わせて復旧するのだそうです。そ
うしないと復旧に時間がかかること
を知っている九州電力と、それを経
験していない東京電力との差がそこ
にはあったそうです。ということは、
その問題に対してどれだけ投資をし
ているかというのが、本当に困った
時にはいっぱい出てくるということ
です。また、最適化をやりまくると、か
えって危険だというのが、ここでも分
かります。
　では、会社のサイバーセキュリティ
への投資が、マーケットバリューとし
て評価されるのかどうかが、次のポ
イントになると思います。その投資に

よって利益率が下がったとしても、株
主に対してきちんと投資理由を述べ
ることができることが重要です。
　日本の65歳以上の人口と労働
力人口の推移を表したグラフを見
ると、2017年から2030年までの間
で、65歳以上の人口比率は4.5%
増加します。「人生100年時代、
2000万円が不足」とか言われると、
世の高齢者は「もっと働かなきゃダ
メだ」と思いますよね。僕は22歳で
就職し、現在60歳ですから、38年働
いてきたことになりますが、人生100
年とすると、あと40年ある。というこ
とは、これまで仕事をしてきた期間と
同じくらい、これからも仕事ができる
らしい。
　60歳を過ぎたら皆さんも、マッキ
ンゼーのグレイヘア・コンサルティン
グの形を多少変えれば、社外取締
役や監査役などの機能で活躍でき
るのではないでしょうか。ただ、過去
に悪いことをした人ほど、バリューが
上がります。やっぱり、悪いことをする

人を見張るためには、悪いことをやっ
た人が一番いいに決まっています。
だから、まじめな人は給料が下がりま
す。現役時代に悪いことをした人ほ
ど給料が高くなると思います。
　世の中を変えた、世界銀行の調
達の事例をご紹介します。世界銀行
は、発展途上国や新興国のインフラ
投資をアジア開発銀行と一緒にやっ
ているのですが、調達において、これ
までは価格がほぼ唯一のKPIになっ
ていました。ところが、安い価格を
提示する供給者に決めてしまうと、
顧客体験が下がってしまうことが分
かったのです。
　そうするとやらなきゃいけないこと
は、KPIを変えて顧客体験を上げる
ための調達手法に変えることです。
KPIにエンゲージメントとクオリティ
を入れて変えてみました。そうする
と、調達で前とは異なるものが取れ
るようになりました。重要なことは、ク
オリティのKPIを何にするか決めるこ
とです。すると、供給者はそのKPIに

  お金が余ると、税金を払うより、“先行投資” ⇒ SDGs

　◆ 戦略長期投資 ⇒ IRへの反映
 リスク回避・減少、ブランド向上（品質の向上・持続 ⇒
 会社の価値）
 潜在的な含み損（BSとPLの両方）を減少させる
 ⇒ インシデントの発生確率を下げられれば、BS/PL/
 CFに貢献
 ノウハウの蓄積（＝長期的競争力向上）
　◆ これは、CISO・監査役・社外取締役の仕事
 米国政府の構造：財務省、GAO、GSA、NIST

社長、最近、お金が余っています？ セキュリティ・環境対策の経済性
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対してマキシマイズするように頑張
るわけです。
　すでに成功事例の鍵はありますの
で、皆さんの会社の調達がどうなっ
ているのかを見直してみてはどうで
しょうか。
　最後は、サイバー・デジタル化
が急速に進行すると、逆にアナロ
グが復活するのではないかという
話です。アンバンドル化されると
Functionは一番良いものを取りに

行きます。だから、中国は部品を全部
日本から買っているわけです。デジ
タル化が行われたおかげで、日本が
持っているアナログは中国に買い替
えられるという現象が起こっており、
フィジカルを捨てるというのはたぶん
あり得ないと思います。一方、デジタ
ルについては、ルールに関係するこ
となので、これを捨てるのは危険す
ぎると考えます。
　「Function」は「Thing」を選択

できると考えると、選択可能にしな
い「Thing」は、生存機械として選
択されなくなり、消滅することになり
ます。どこまでオープンにするかは、
パートナーをどこまで広めるかとい
う話なので、非常に難しい問題で
すが、少なくとも選択肢がないとい
うのは、アンバンドル化が進んでい
るところではもう生き残れないと言
えるでしょう。優れた生存機械（＝
Thing）はたぶん繁栄するし生き残
るでしょう。優れたThingは、新しい
Functionを提供することができれ
ば、win-winの関係ができます。
　また、「ユーザー」は「Function」
を選択できると考えると、選択可能
にしない「Function」は、ユーザー
から選択されなくなり、消滅すること
になります。スマホは「Function」
を自由に選択できたので、ガラケー
をぶっ飛ばせたのです。優れた生
存機械（＝Function）は、優れたUX

（User eXperience）を提供する
ことで、ユーザーに選択され、繁栄し
生き残るでしょう。優れたFunction
は、新しいUXを提供します。
　ここでUXというものを、もう一度
考えみましょう。皆さんは「お客様は
神様です」って、もう口でしか言って
ないでしょ？ ほんとは、思ってない
ですよね。ですが、中国人は本当に
思っているんですよ。藤井君が書い
ているとおり、中国人にとってはお客
様が神様なんです。だからこそ、新し
いUXを提供し続けられているんじゃ
ないでしょうか。
　どうもありがとうございました。（了）

　

　◆ 「Function」は、「Thing」を選択可能に
 ・ 「選択可能」にしない「Thing」は、生存機械として選択されなくな

 　り、消滅することになる。

 ・ 「“優れた”生存機械」（＝Thing）は、繁栄する & 生き残る。

  ・ 「“優れた”Thing」は、新しいFunctionを提供する！

　◆ 「ユーザー」は、「Function」を選択可能に
 ・ 「選択可能」にしない「Function」は、ユーザーから選択されなく

 　なり、消滅することになる。

 ・ 「“優れた”生存機械」（＝Function）は、優れたUX（User eXperience）

 　 を提供することで、ユーザーに選択され、繁栄する & 生き残る。

  ・ 「“優れた”Function」は、新しいUXを提供する！

Physical & Analogueの逆襲

Cyber/Digital Firstへの進化が
急速 & 急激に進行中

Physical & Analogueの価値が
復活する？


