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このような状況の中、IT先進国

といわれるアイルランドでは、欧州

の地域に展開される水平分散（バリ

ューチェーン型）ビジネスモデルを

実現するノウハウを培ったソフトウ

ェアベンダーが、世界各国の大手通

信事業者やサービスプロバイダーを

支援している。日本においても、

NGNをはじめとした次世代ネット

ワーク技術を中核とした多彩なサー

ビスを実現するために、先進的な

IT企業が支援活動を展開している。

７月 31日、東京都内で開催され

たアイルランド政府商務庁主催の

「アイルランド外交樹立50周年記念

通信と ITの融合セミナー」では、

現在、日本国内で活躍している企業

とともに、今後、日本での活躍が期

待される先進のIT企業が集い合い、

主に欧米の通信業界で展開している

最先端のビジネスモデル＆テクノロ

ジが紹介された。以下では、同セミ

ナーの基調講演と、セッションに登

場した５社を紹介する。

近年、NGN、ALL-IP、IMSとい

った次世代通信基盤の構築が進むに

連れて、ネットワークのスピードが

広帯域化し、ネットワークの利用形

態のオープン化が進んでいる。次世

代通信基盤を活用することで、これ

までの静的なコンテンツサービスの

利用形態から、ネットワークを効果

的に利用した高機能なサービスや異

業種と連携したEnd to Endのサー

ビスが数多く提供されることになる

といわれている。

去る7月31日、東京都内にて、日本とアイルランドの外交樹立50周年を記念したアイルランド政府商務庁主催によ
る「通信とITの融合セミナー」が開催された。同セミナーのテーマは「NGNの先にある新たな通信サービスを支援
するアイルランドIT企業の取り組み」。NGNをはじめとした次世代ネットワーク技術を活用して多彩なサービスを
実現するために、アイルランドのIT企業各社は、現在、日本において、積極的に支援活動を展開している。ここで
は、同セミナーの基調講演と、セッションに登場したアイルランドの先進的IT企業を紹介する。
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セミナー冒頭の基調講演には、金

沢工業大学専任教授の殿村真一氏

（㈱ヘッドストロング・ジャパン

代表取締役）が登壇。直近の企業事

例やマーケットデータを交えなが

ら、ビジネスを取り巻くマーケット

の構造的な変化についていくつか考

察を行い、次世代における通信・

IT業界のバリューチェーンやビジ

ネス機会についての示唆を提示する

など、ネットワークビジネスの環境

変化と将来性について講演した。

◆講演要旨：近年のネットビジネス

に関する動向を俯瞰すると、90年

代頃から唱えられてきた様々な事業

アイディアが、ここにきてようやく

安定したビジネスとしてリアライズ

（現実化）されてきたという感が強

い。即ち、ネットワークの高度化、

デバイスのインテリジェント化など

の技術革新とともに、エンドユーザ

ーの視点での数々のビジネス革新に

より、例えば、音楽配信や Saas

（ASP）などの分野で、「秩序ある」

形でのビジネスが浸透しつつある。

こうした事業者側サービスの秩序化

に呼応して、エンドユーザーも、

「払わなくてよい（無償の）」サービ

スだけに偏ることをやめ、自らの期

待を超えるような優れたサービスに

は「進んで支払う」ことを心理的・

経済的に受け入れつつあり、ここ数

年で大きな市場変化が起こることが

想定される。

Openet社は、イベント処理とト

ランザクション管理ソリューション

の世界有数のプロバイダーである。

セッションでは、同社のアジア地

区・営業担当取締役のアメリア・パ

ワー氏が同社の取組みと実績、主力

製品を紹介した。

◆セッション要旨：当社のソリュー

ションが提供するTransactional

Intelligenceは、新規サービスの導

入を迅速化し、既存サービスの管理

の信頼性とコスト効果を高めること

により、様々なサービスプロバイダ

ーネットワークの価値を引き出す製

品として評価が高い。このように当

社は、ネットワーク活動から事業価

値を創出する最高のネットワークエ

ッジソリューションと専門的なビジ

ネスプロセスを提供することを主眼

としている。当社の実績には、

British Telecom、Orange、AT&T

やVerizon Wirelessのような世界

有数のサービス事業者との長期契約

がある。

ChangingWorlds社は、高度なパ

ーソナリゼーションとモバイルポー

タル製品をモバイル業界に提供す

る、市場トップのプロバイダーであ

る。セッションでは、同社アジアパ

シフィック地区、ダイレクターのマ

リ・ホームズ氏が、先進的な人工知

能 技 術 に 基 づ い た 同 社 の

「ClixSmart Intelligent Portal プラ

ットフォームをはじめとした各種製

品と取組みを紹介した。

◆セッション要旨：当社の Cl ix

Smart Intelligent Portal プラット

フォームは、求めるコンテンツの適

合度を高め、モバイルインターネッ

トにおけるユーザー体験を最適化す

る、コンテンツ・ディスカバリのパ

ーソナル化ソリューションを提供し

て、モバイル業者のARPU（加入

者一人あたりの平均収入）を伸ばし

ている。その結果、Hong Kong

C S L、 O 2、 T e l i a S o n e r a、

Vodafone Groupなど、全世界40社

以上のモバイル事業者で活用されて

いる。最近では、マレーシアの大手

事業者Celcomと契約を結んだ。

Arantech社は、世界の通信サー

ビスプロバイダー向け C E M

（Customer Experience Manage-

ment：顧客体験管理）システムの

トッププロバイダーである。セッシ

ョンでは、同社副社長のジェーム

ズ・ドイル氏が、CEMをいかに定義

し、さらにCEMシステムが通信事業

者のビジネスプラットフォームや運

用プラットフォームを利用する際の

顧客一人一人のライフサイクル体験

をリアルタイムでいかに積極的に監

視、管理できるかについて紹介した。
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【Changingworlds】
絶対的パーソナライゼーションと
プロファイルの威力

【Arantech】
隠れたサービス収益を特定、発掘する

【基調講演】
マーケットの構造変化と通信・
IT業界にとってのビジネス機会

【Openet Ltd.】
オープンネットが提唱するリアルタイ
ム・レーティング、メディエーション
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ある。NGN/IMSやSDPといった

ネットワーク層における技術が確か

なものとなりつつある現在では、複

雑化するバリューチェーン型ビジネ

スモデルを確実なものにするため

に、信頼性が高く、柔軟なオペレー

ション基盤を構築することが、ビジ

ネスを確実にするための新たな重要

点となってくる。また、ノントラフ

ィック（非通信系）サービスが多様

化する中で、通信事業者は、新たな

役割を担うために、これまでの決済

方法とは異なった形の、新たな決済

方法を確立する必要がある。

IONA Technologies社は、グロ

ーバル2000企業の IT環境にハイ・

パフォーマンス・インテグレーショ

ンのソリューションを提供する世界

的リーダーである。セッションでは、

日本アイオナテクノロジーズの営業

本部・テクニカルセールスマネージ

ャの江川潔氏が、同社の「分散

SOAインフラ」について紹介した。

◆セッション要旨：NGNの構築に

向けて、新たなBSS/OSSの設計、構

築、運用と既存システムとの役割分

担など、インテグレーションには大

きな課題があるが、従来のシステム

構築の手法や考え方の延長では、コ

ストとROIへの要求、サービスへの

要求へ迅速な対応、ビジネス環境の変

化への対応、効率的なパートナリング

の課題に応えることができない。また、

2010年のNGN 1.0に向けて、時間も

資源もないところで、特定のベンダー

の技術に依存することは誤りであり、

ベスト・オブ・ブリードの考え方が不

可欠である。このような課題の解決に

向けて、当社が提案する「分散SOA

インフラ」は、CORBAという標準

仕様だけを糧とした15年間のミッシ

ョンクリティカルなシステムへのソリ

ューション提供の経験をもとに開発し

たユニークなアーキテクチャを実現す

るものである。

◆セッション要旨：ビジネスを純粋

に顧客中心の視点から見ることで、

効率改善、コスト削減、顧客満足度

の向上のための新たな実務形態の必

要性が明らかになる。CEMの提案

内容を採用することで、エンドカス

タマーをビジネスの中心に据え、収

益成長率を転換、積極的な顧客管理

を実現し、資源の集中を進め、技術

効率にとどまらず顧客価値や事業価

値を最適化できる。

Valista International社は、マー

チャンダイジング・決済・精算ソリ

ューションの業界リーダーとして、

デジタルコマースの加速化と自動化

を促進するソリューション＆サービ

スを提供している。セッションでは、

同社日本支社長の野澤裕氏が、これ

からの通信事業者における IT基盤

に必要とされる要件と、通信事業者

とサービスプロバイダーや金融機関

との間で、どのような課金、決済、

ポイント、カスタマケアを連携する

バリューチェーンの仕組みが必要と

なるのかについて紹介した。

◆セッション要旨：通信事業者にお

けるコンテンツビジネスが成長する

に連れて、通信事業者の役割は単な

るサービス事業者に留まらず、コン

テンツ・アグリゲーターや決済代行

等のイネーブラーの役割を担いつつ
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バリューチェーン型サービスにおけるポイント（Valista社セッションより）

【Valista International】
次世代サービスにおけるバリュー
チェーン型ビジネスモデルを実現
するビリング・ペイメント・カス
タマケア・ソリューションについて

【Iona Technologies Ltd.】
作るか、作らないか、経営資源と
してのNGN時代のBSS/OSS
インテグレーション・インフラの
アーキテクチャ
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