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ラウル アリキヴィ
1979年エストニア生まれ。2002年タルトゥ大学卒業後、2005年早
稲田大学の修士課程を修了する。エストニア 経済通信省入省。

2007-12年、エストニア経済通信省(Ministry of Economic Affairs 
and Communications)の経済開発部で局次長を務める。

2010-12年、エストニア航空の監査役に就任し、政府担当者として
航空会社の再建従事。

現在は日本に暮らし、エストニア行政での経験と知識を生かしてコ
ンサルティング会社ESTASIAを2012年12月に設立し、アジアにエ
ストニアの行政システムなどを紹介している。

2013年には日本のクラフトビールを欧州へ輸入するBIIRUを設立。

2016年はIoT系スタートアップ企業を設立して活動予定。

共同書籍：未来型国家エストニアの挑戦
•http://www.amazon.co.jp/dp/4802090382/

http://www.amazon.co.jp/dp/4802090382/


面積
45,227 km2

人口

1.3 million 
首都

Tallinn (403,000)

通貨

EURO 

NATOの加盟国 ２００４年３月２９日

欧州連合の加盟国 ２００４年５月１日

OECDの第34回加盟国 ２０１０年１２月９日

エストニアとは？
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96%
所得税申告
オンライン

100%
学校や政府機関の
ブロードバンド
アクセス

無料で使える
Wi-Fi スポット

1100
以上

電子チャネルで
行う企業と政府の間の
コミュニケーション

80%
以上

88%
人口の

インターネット
使用率

企業のインターネッ
トとコンピュータの

使用率

96%以

上

情報社会指標





2008

EU's IT agency 

for justice and home affairs

2012

ICTリーダーとしての活動

http://en.wikipedia.org/wiki/File:CCD_COE.png
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CCD_COE.png


すべてはSkypeから始まった



競争的なICTセクター

• R&D centres and service centres

• Domestic majors



エストニア系スタートアップ企業の
日本への市場参入



スタートアップ国家エストニア



テクノロジー企業のための環境



国民ID制度と電子政府の影響

• IDコード code in Estonia existing 

already from early 1990ies: not secret 

information

• Secure authentication and 

authorization in digital environment –

since 2001

• Today it has been issued more than 1 

million ID cards, 500K+ in use 

electronically

• Mobile ID from 2007



Estimate: digital signatures saving 

1 working week per year. 250 million 

digital signatures given to date

http://www.youtube.com/watch?v=juLTG1JWNLg&desktop_uri=/watch?v=juLTG1JWNLg&app=desktop
http://www.youtube.com/watch?v=juLTG1JWNLg&desktop_uri=/watch?v=juLTG1JWNLg&app=desktop


2001年からの公共インフラ: 
X-road: secure and transparent exchange of data



電子政府: 

技術だけでは足りません

法律

技術
2001

2004



2000

e-parking

e-taxboard

2002

first digtal 
signature

2003

ID bus ticket

2005

e-elections 

2007

mobile ID

2008

e-health

2010

e-prescription

電子サービスの開発



事例: internet banking
Percentage of bank transactions online: 99% 



事例: Commercial Registry: 
Time to found a new company can be 18 minutes



2020年に向けた計画

● Official e-mail = physical address

● Smarter governance: e.g. big data analytics

● Higher digital skills + full digital literacy

● Cross-border e-Services and infrastructure

● Using ID-Card as a bank card and loyalty card

● Redesign of public (e-)services: user-focus

● Virtual residents: eID for foreigners



E-レジデンシー



一年生からのプログラミング授業



ノーレガシー政策

No government IT 

infrastructure can be older 

than 13 years

All the state IT systems and 

technologies need to be 

renewed from ground-up



エストニア:

世界が変わっていく中での傾向 ?



Latitude59: May 31-June 31, 2016



REAL WORLD TOUR事務局：
info@realworld-tour.com



raul.allikivi@eesti.ee

ありがとうございます!

Go and check 

e-Estonia out

yourself! 


