BSA｜ザ・ソフトウェア・アライアンスが
もたらす価値

BSA が提供する有用性

ソフトウェア企業のための
重要なリソース、そして、
グローバルパートナーである BSA

BSA ｜ザ・ソフトウェア・ア

ここ 5 年間でソフトウェア産業は大半の産業がその生涯のうちに経験する

ライアンスのメンバーシップ

よりも大きい変貌を遂げています。ソフトウェア産業がクラウドやデータ

により、世界をリードする多
くのソフトウェア企業の一員
となって、自社のビジネスだ
けでなく、ソフトウェア産業
全体に影響を与えるグローバ
ルポリシーに関わる貴重な機
会が得られます。また、BSA
は高い評判を得ているライセ
ンスコンプライアンスおよび

サービスへ移行する中、BSA 会員企業のビジネスの特質も劇的に変化し
てきました。同時に、世界における政策環境は複雑さを増しており、BSA
会員企業が市場に参入し、最も効率的かつ生産的にビジネスを実施するこ
とがますます難しくなっています。
ソフトウェアはこれまでにないほど重要となり、至るところで使われてい
ます。ソフトウェアは私たちの生活のあらゆる面に影響を及ぼし、グロー
バル社会に変革をもたらしています。ソフトウェアによって、より効果的
な医療、豊かなコミュニケーション、効率的なビジネスがもたらされ、私
たちを取り巻く世界をより上手くナビゲートできるようになり、農業生産
から輸送の安全性に至るまで、あらゆるものが進歩しています。人工知能
やブロックチェーン、ヴァーチャル・リアリティ（仮想現実）、3D プリン

権利保護支援プログラムを通

ターなど新しいテクノロジーは、私たちの生活を劇的に変化させる可能性

じて、会員企業の収益確保を

を秘めているのです。

支援しています。

ソフトウェア産業は、国際社会に変革をもたらしてきました。その市場は

4000 億ドル規模にまで成長し、全世界経済の成長の 3 倍もの速度で革新
を続けています。

BSA ｜ザ・ソフトウェア・アライアンスは、世界各地の課題に対応するこ
とで、ソフトウェア産業の成長と革新を支援しています。これらの課題に
は、主要市場への参入機会が閉ざされること、企業がイノベーションを発
展させ商用化することが脅かされること、価値あるクラウドやデータサー
ビスの提供に向けた成長や進化が妨げられることなどが含まれます。

BSA は世界で最もイノベーティブな企業を会員に迎え、会員企業と密に

POLAND

連携することで課題を解決するための体制を整えています。25 年以上前
に活動を開始して以来、BSA は知識と専門性を深め、60カ国に渡る法律
やコミュニケーション、ガバメントリレーションズのプロフェッショナル
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で構成されたグローバルネットワークにより、その影響力を高めてきまし
た。六大陸にまたがる活動によるグローバルな実績は、BSA の独自の強

UK

みの一つです。こうしたリソースを活用し、BSA は世界中の会員企業、
政府、および利害関係者と連携し、会員企業が重要と考える市場でより良
い政策を推進し、ビジネスチャンスを創出します。
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BSA は、世界のソフトウェア産業を代表する主唱者であり、ソフトウェア
の課題に特化した唯一のグローバルな団体です。BSA の会員は世界で最
もイノベーティブで高い評価を得ている企業で構成されており、経済を活
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性化させ、現代生活を向上させるソフトウェア・ソリューションを創造し
ています。ワシントン DC に本部を置く BSA は、東京、北京、シンガ
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ポール、ニューデリー、ソウル、台北、バンコク、ブリュッセル、ロンド
ン、メキシコシティー、サンパウロ、ワルシャワにオフィスを構え、60
カ国以上で活動しています。BSA は、安全かつ効率的な正規ソフトウェア
の使用を提唱しており、会員が不当な制限を課せられることなくビジネス
を行える公共政策を実現するプログラムを推進しています。

BSA 会員企業の紹介

…その他、多くの企業が世界中に。
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BSA のポリシーアジェ
ンダは、会員企業がグ
ローバルにソフトウェ
ア製品とサービスを商
用化し提供していく上

グローバルポリシー：市場の開放とイノベーションの促進

会員企業の収益確保の促進

BSA ｜ザ・ソフトウェア・アライアンスは会員企業と密に連携しながら、世界各国の政

不正ソフトウェアの利用が広がることで、ソフトウェア企

BSA は 2010 年以降、ライセンスのリーガライ

策立案者、利害関係者、立法者に働きかけることで、各会員企業のビジネスモデルや戦略

業の収益は毎年失われています。世界中のソフトウェアの

に応じたグローバル市場へのアクセスを支援しています。60カ国以上で活動する BSA は、

うち 40% 近くが、正規のライセンス料が支払われずに使

ゼーションにより会員企業へ 4 億ドル以上もの

ワシントン DC、ブリュッセル、東京、北京、シンガポール、ニューデリー、ソウル、サ

用されています。不正ソフトウェアが最も多く蔓延してい

ンパウロにいるポリシースタッフの協力のもと、真にグローバルなレベルで政策論議に影

るのはアジア太平洋地域で、PC にインストールされたソ

響を与える貴重な機会を提供します。BSA のポリシーアジェンダは会員企業がグローバ

フトウェアの不正コピー率は 61% と驚くべき数字です。

ルにソフトウェアやサービスを革新し商品化する上で多大な影響を与える課題に焦点を当

次いで、中央・東ヨーロッパが 58% と高い数字を示して

てています。

います。北米は 17% と引き続き地域ごとでは最も低い数

クラウドコンピューティング、データアナリティクス、サイバーセキュリティ、モノのイ
ンターネット（IoT）、人工知能（AI）、ブロックチェーンなど、幅広いソフトウェアサービ

BSA ｜ザ・ソフトウェア・アライアンスは、コンプライア

は以下の通りです。

ンスおよび権利保護支援プログラムを通じて、会員企業が

 プライバシーとセキュリティのバランスが取れたアプローチによる消費者の信頼確保

課題に焦点を当ててい

ƪ 十分な情報に基づいた消費者の選択を尊重、促進し、顧客が固有のニーズに合わ
せた製品やサービスの価値を享受できるプライバシーポリシーおよび法律

ƪ 常に進化する脅威に対して、信頼や急速なイノベーションとその適応を促進する
セキュリティポリシー

 イノベーションを促進し、会員企業の革新的な製品やサービス、ビジネスモデルを保
護する知的財産政策の推進。BSA は法的強制力と技術の中立性を持った強固な特許
権や著作権、営業秘密の政策を推進しています。

 政策立案者と連携したデジタル貿易のためのグローバル市場開放の取り組み。国境を
越えたデータの移転、データのローカリゼーションの要件の禁止、非競争的な市場ア
クセス障壁の解消、強固な知的財産保護と権利保護支援活動の推進など、法的強制力
を持った強いコミットメントを包含した貿易協定の策定を支援します。

 各国政府とビジネスをするための一定基準を満たした公平な機会提供の促進。サプラ
イヤーの国や開発メソッドによるものではなく、価値や効率性、パフォーマンス実績
などに基づいた意思決定による公正で透明な調達政策を推進します。

 AI や IoT、ブロックチェーンなど新たなテクノロジーに関連する先端技術や分析ツー
ルの活用を促進する合理的な規制アプローチを支持します。

 コンピューターサイエンス教育や人材開発への投資を支援します。
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きいものでした。

スの開発と導入を促進するために BSA がポリシー上優先的な課題と位置付けているもの

で多大な影響を与える
ます。

字ですが、その商業的損失は総額 100 億ドルと極めて大

不正ソフトウェア使用から収益を得るための活動を支援し
ています。BSA のスタッフや法律顧問、その他専門家の
ネットワークはグローバルに広がり、国や地域ごとの法的
枠組みや文化だけでなく、知的財産権のコンプライアンス
状況にも広く精通しています。こうしたリソースを活用す
ることで、BSA は 2010 年以降、ライセンスのリーガライ
ゼーションにより、会員企業へ 4 億ドル以上もの収益をも
たらし、会員企業が投資した会費を上回る効果（ROI）を実
現してきました。
会員企業へ収益をもたらし、知的財産保護を目的とする

BSA の革新的なプログラムは以下の通りです。

 世界 60カ国以上におけるコンプライアンス及び権利
保護支援プログラムにより、会員企業の知的財産の保
護を支援。BSA はエンドユーザーである企業に、正
規ソフトウェアの利点や、ソフトウェアの不正使用に
伴うサイバーリスクを含めた法的またはビジネス上の
リスクについての情報を提供しています。法律事務所
やその他の専門家のグローバルネットワークを通して、
商用的なエンドユーザーライセンスの侵害に対しても
法的に働きかけ、リーガライゼーションによって会員
企業の収益確保を支援しています。

収益をもたらしてきました。
 ビジネス界と直接コミュニケーションを行い、健全な
ソフトウェア資産管理（SAM）や不正ソフトウェアが
もたらす深刻なサイバーセキュリティのリスクについ
て啓発をおこなっています。

 ライセンス数を超えたソフトウェアを保有・使用する
企業に対して、ライセンスの正規化とライセンスの遵
守を働きかけます。

 企業や組織内部の SAM 推進プログラムに求められる
ISO 基準を満たしたベストプラクティスを通して、世
界中の IT プロフェッショナルを育成します。
 BSA グローバル・インターネット・エンフォースメン
ト・プログラムを通して、毎年、インターネットを通
じてコンテンツの著作権を侵害する数十万のウェブサ
イトや、会員企業のソフトウェアが違法に掲載された
オンライン上の出品を削除します。

 BSA の関連法人である BSA Software Solutions, Inc.
（SSI）を通して、会員企業が求めるコンプライアンス
に対するアプローチ、また、その国における状況に応
じて各会員向けのコンプライアンスキャンペーンを提
供します。SSI と BSA の連携により、初期レベルの
リスク認知キャンペーンから特定対象向けコンプライ
アンスプログラム、そして、権利保護支援活動と、会
員企業の収益の最大化まで統合的なプログラムを提供
します。
世界の大手ソフトウェア企業と共に築いてきた実績が示す
通り、BSA の会員企業となることでライセンス料の未払
いや不正ソフトウェアを収益確保の機会へと変えることが
できます。

深い考察

未来に向けた
対応

社会還元

ソフトウェア産業の認知向上
BSA 会員企業の事業環境に適した法規制や政策を実現するべく、BSA はソフトウェアがいかに世界

2017 年に発足した BSA の財団法人、Software.org：the BSA Foundation は、中立的かつ独立した国際的な調査研究組織

を変革しているかについて啓発を行っています。ソフトウェアや会員企業の活動に対する正しい一般

で、政策立案者だけでなく、広く一般消費者に対して、ソフトウェアが私たちの生活、経済、社会にもたらす非常にポジ

認識と理解を促進することは、ソフトウェア産業の課題解決に重要であると考えています。

ティブな影響について啓発することを目的としています。

BSA は、ポジティブなメディア露出、イベント、ソーシャルメディアを通じて、ソフトウェアが私

ソフトウェア革新の利点や将来のイノベーションの可能性について共に検討することで、社会全体が将来に向

たちの生活のあらゆる側面に与えている多大な影響について広く伝え、その実例として会員企業の具
体的な取り組みを紹介しています。BSA が公開している調査研究は以下の通りです。

けた備えを充実させ、技術の進歩やあらゆる分野での成長を促進する政府の政策方針や産業文化に関す
る情報提供の支援が可能になると考えています。

Software.org の取り組みは以下の通りです。
グローバル クラウド コンピューティング スコアカード

BSA が毎年発表するグローバル クラウド コンピューティング スコアカードは、ク
ラウド市場に影響を与える各国の政策について前年と比較した変化を定期的に追跡
する唯一のレポートです。
『2016 年 BSA グローバル クラウド コンピューティング
スコアカード』は、世界の IT 市場の 80% を占める 24カ国のクラウドコンピュー
ティングの準備態勢をランク付けしました。各国は 7 つの重要政策分野における
強みと弱みを評価されます。クラウドコンピューティング市場を脅かし、その世界
規模での最大限の発展を妨げているのは、複雑に絡み合った、相反する法令や規制
であることが、スコアカードを見ることで、分かります。

 深い考察 ― 調査研究を公開し、先端技術やイノベーションを実現する政策について政
府と意見交換します。

 社会還元 ― 将来のテクノロジーを担う人材の教育とその拡大のために、主要な機関
と連携していきます。

 未来に向けた対応 ― ダイバーシティやインクルージョン、全ての人々経済的機会
を支援し、未来に向けての準備をします。

Software.org が公開している調査研究は以下の通りです※。

 The Economic Impact of Software（「ソフトウェアの経済的影響」）― ソフト
ウェアが米国経済にもたらす多大な利益を明らかにし、雇用創出から研究開発へ
の投資まで、全米 50 州における産業の成長とその貢献を記録した調査です。

BSA グローバルソフトウェア調査
BSA の直近のグローバルソフトウェア調査では、110 以上の国及び地域における
PC にインストールされている不正ソフトウェアの数やその価値を調査しました。
回答者 24,000 人以上に対するグローバル調査に基づき、ソフトウェアのライセン
スや知的財産、新たなテクノロジーに対する考え方や行動についても明らかにして
います。

 Infrastructure 4.0（「インフラストラクチャー 4.0」）― ソフトウェアが、いかにコ

Girls Who Code
に参加して自分と同
じ考えを持っている女
子に出会うことができま
した。7 週間のプログラム
を終えた後、自信を持って
自分をプログラマーと呼ぶ
ことができるようになりま
した。社会に不可欠なこの
スキルと共に、私はこれ
からのキャリアを歩んで
いきたいです。”

スト削減を実現し、民間プロジェクトを加速させ、なぜ政府がブロードバンドアクセ
スの改善やテクノロジー分野の人材育成の取り組みを支援すべきかを考察します。

 Sensor Sensibility（「センサーセンシビリティ」）― IoT が社会や経済にもたらす利益の

― Nidhi Allani 、2016 年
BSA 協賛・夏期プログ
ラム修了生

可能性に注目した報告書です。政策立案者が、これら機会の促進を図る最善策について理解
を深めることを目的としています。

※調査研究は現在、英語版のみの発行です。

Girls Who Code
データは何をもたらすのか？
本グローバルレポートは、人々がいかにデータによって日々の生活を向上させて
いるか、その実例を提供します。その中では、日々の利便性や都市計画の改善か
ら天候危機の早期予測、命を守るヘルスケアの革新まで、膨大なデータ量だけで
なく、情報を収集、保存、分析、変換する方法を根本から変革したテクノロジー
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Software.org は Girls Who Code へ協力しています。同組織は、女子高校生向けにプログラミング教育の場を提供するこ
とでジェンダー・ギャップを縮小することを目指す非営利団体です。ワシントン DC で実施されたプログラムでは、7 週間
の夏期コースでウェブサイト制作からロボットのダンス操作まで、女子高校生がコンピューターサイエンスの基礎を学びま
す。また、メンターシップワークショップに参加したり、米議会のハッカソン大会で対戦したり、テクノロジー産業の専門
家と出会ったりする機会が得られます。Software.org はソフトウェア分野でのキャリア追求を支援することで、STEM（科
学、技術、工学、数学）に関心のある女子に大きな影響を与えることを目指しています。

によって、今日のデータ革命が引き起こされていることを明らかにしています。

この取り組みの一環として、BSA は日本でも女子大生や女子高生を対象としたワークショップ開催に協力し、女性の STEM

また、データ用語集や、データに関する通説や事実についても掘り下げています。

への関心を支援し、世界中で IT 産業が果たす幅広い貢献について啓発を行っています。

the BSA Foundation の詳細は、以下をご参照ください。
https://software.org/
@BSAFoundation
@BSA_Foundation

www.bsa.or.jp
BSA Worldwide Headquarters

BSA Asia-Pacific

BSA Europe, Middle East & Africa

20 F Street, NW
Suite 800
Washington, DC 20001

300 Beach Road
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+1.202.872.5500

+65.6292.2072
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Ground Floor
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United Kingdom
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