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山嵜

修一郎

日頃は、当財団の事業活動にご支援いただきお礼申し上げます。
当財団は、関西地域における情報化・産業活性化の中核機関として、広く社会に貢献すると
いう公益の視点から、企業や自治体における情報化推進、IT関連の新技術や制度の普及･啓発、
地域活性化や産業競争力の強化に向けた事業を推進しております。
関西経済は、原油、原材料の高騰による企業収益面への影響、株価、為替レートの不透明感
が続いており、今年度の関西の実質成長率は昨年度を下回り先行きに対して厳しい状況下にあ
ります。しかし、関西のIT産業には、薄型パネル生産拠点集積、ゲーム産業、ブロードバンド
サービス環境で優位性があり、関西の持つ優位性を活かす方策が求められております。当財団
が関西の情報化の実態を調査しました『e-Kansaiレポート2008』では、関西として経済基盤の
底上げとなる中小企業・小規模自治体の生産性向上につながるIT対策の必要を提言しておりま
す。
当財団は関西における情報化･産業活性化施策の推進により、
「情報化と地域・産業活性化に
かかる基盤整備事業」「行政･地域情報化推進事業」「地域活性化・産業競争力強化推進事業」
「社会保険･福祉サービスソリューション事業」に取り組んでおります。
当財団刊行の機関誌「KIIS」は、当財団の事業をタイムリーに紹介することに加え、産学官
関係者の取材・対談・執筆を通じて情報化･産業活性化の政策提言、情報発信、人的交流を繋
げることを目的としております。
今号は特集として関西の産業活性化の取り組みとして大阪商工会議所の野村会頭様に、また
特集テーマとして「IT投資」を取上げ、国、企業それぞれの立場から課題解決のための方策を
ご執筆戴いております。また当財団が、IT経営・IT投資分野で実施しております具体的な活動
支援事業を紹介しております。
これらの活動を通して、関係各位のみなさまのお役にたてますよう、職員一同尽力して
まいりますので、当財団の事業活動に対しまして更なるご理解・ご協力を賜りますようお願い
申しあげます。

１

特

集

関西経済活性化に向けた大阪商工会議所の取り組み

「新しいモノづくり産業で大阪・関西の
『賑わい』を深化させる」
大阪商工会議所

１．企業の設備投資が活発な大阪・関西

会頭

野村

明雄

ＤＣＰは、中小・ベンチャー企業や大学が有する技

堅調に拡大してきた大阪・関西経済も、足下では減

術シーズの提案を一括して受け付け、大阪・関西に集

速感が出始めていますが、その一方では、最先端のモ

積する情報家電関連の大手メーカーや素材・部品メー

ノづくり企業による大規模投資や都心部の再開発が目

カー、組み込みソフトウェア開発企業などに紹介し、

白押しで、地域の「賑わい」創出と将来の飛躍に向け

新製品の開発へとつなげる、ビジネスマッチングのた

て大いに期待が高まっています。例えば、大阪湾岸部

めの「プラットフォーム」です。

ではパネルディスプレイ等の生産拠点群の建設が進ん

現在、提案を受けている大手メーカーは16社にのぼ

でおり、その経済波及効果は２兆円規模になると試算

り、これまでに、海外からの61件を含む269件の技術

されるなど、着実に進む企業集積は、必ずや大阪・関

シーズの提案を受け付けました。この内、９件が既に

西の新たな経済成長の源泉になるものと確信していま

事業化に向け、秘密保持契約などの商品化に向けた具

す。

体的なステップを踏んでいます。近い将来、ＤＣＰを

その中で大阪商工会議所では、かねて、大阪経済の
活性化を目指す「大阪賑わい創出プラン」を策定し、

通じて、大阪・関西発の画期的な新製品が数多く生ま
れてくるものと、大いに期待しています。

他の地域からヒト・モノ・カネ・情報を呼び込み、地

なお今後、ＤＣＰにおいては、優良な技術シーズの

域経済を強力に牽引する「エンジン産業」の振興を図

発掘をより一層強化することが課題となります。国内

ってまいりました。中でも、競争優位性や将来の成長

では経済産業省のご支援により、各地の経済産業局に

性の観点から、情報家電などの「新しいモノづくり産

ＤＣＰの相談窓口を設け、全国の中小・ベンチャー企

業」を有力なエンジン産業のひとつとして位置付け、

業からの提案を受け付ける仕組みを拡充しています。

関連分野における企業間のビジネスマッチングや新製
品・新技術の開発促進に力を入れています。
今後は、こうした取り組みを一層強化することで、

また、米国をはじめ19カ国・地域に及ぶ産業クラス
ターの窓口機関の協力を得て、現地でのプロモーショ
ン活動を実施するなど、海外企業の技術シーズの発掘

企業集積の好循環を加速させるとともに、中堅中小企

にも力を入れています。さらには、大阪商工会議所が

業のビジネス・技術交流の拡大など、さらなる波及効

提携する世界23カ国43地域に及ぶ海外商工会議所との

果を生み出すことが重要であると考えています。

ネットワークも活用し、ＰＲ活動を強化してまいりま
す。

２．
「情報家電ビジネスパートナーズ（ＤＣＰ）
」
の取り組み
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３．大阪商工会議所の新たな取り組み

大阪商工会議所は、2006年、「新しいモノづくり産

大阪商工会議所では、こうした国内外の多くの中

業」の振興に向けて、財団法人関西情報・産業活性化

小・ベンチャー企業からの技術シーズを受け付け、大

センターとの連携・協働のもと、「情報家電ビジネス

阪・関西の大手メーカーのニーズにつなげるプラット

パートナーズ（ＤＣＰ＝Digital Concept Partners）
」を

フォームの運営に加え、大手メーカー側から提示され

設置しました。

た技術ニーズに対して、シーズを持つ中小企業が提案

関西経済活性化に向けた大阪商工会議所の取り組み

応募する形式の新たなビジネスマッチング事業も企画

４．大阪・関西を最先端モノづくり産業の集積地に

しています。その手はじめとして、大阪府などととも

今後、財団法人関西情報・産業活性化センターにお

に、今年10月にはシャープ株式会社と在阪の中小企業

かれましては、大阪・関西が付加価値の高い新しいモ

の商談会を開催します。このように、大企業と中小・

ノづくり産業の集積地として、広く世界から認知され

ベンチャー企業とのビジネス交流機会を数多く提供

るためにも、これまでに蓄積されてきた広い知見やノ

し、より精度の高いマッチングを実現していきたいと

ウハウを最大限に活用し、情報通信技術の普及啓発や

考えています。

新事業・次世代技術の創出といった取り組みを強化し

このほか、堺、尼崎、神戸、姫路の商工会議所とと
もに、「大阪湾岸地域・企業連携研究会」を設置し、

ていただきたいと思います。
大阪商工会議所としましても、引き続き、財団法人

大阪湾岸エリアでの投資誘致に有効なインセンティブ

関西情報・産業活性化センターをはじめとする関係団

や地元企業への波及効果の引き出し方などを検討して

体や地方自治体との連携を強め、実効ある産業活性化

おります。

策を推進してまいりたいと考えています。

DCPの仕組み

【ＤＣＰの組織】（２００８年５月現在）

三洋電機㈱／シャープ㈱／松下電器産業㈱／アイコム㈱／エスペック㈱／㈱ＮＴＴドコモ／
メンバー企業
（下線は幹事会社） 大阪ガス㈱／オムロン㈱／㈱京セラ㈱／サイレックス・テクノロジー㈱／住友電気工業㈱／
大日本スクリーン製造㈱／㈱ピクセラ／㈱日立製作所／船井電機㈱／㈱村田製作所

サポート企業

金融機関・商社など

アドバイザー

兵庫県立大学 白川功教授

事務局・協力機関

ネオクラスター推進共同体（事務局：（財）関西情報・産業活性化センター）／
大阪商工会議所／その他支援機関
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特集テーマ 「IT投資と生産性向上のための新たなシナリオづくり」

企業や自治体の経営における情報化（IT）の重要性

った上で、課題を整理し、全体最適の視点からあるべ

は、いまや不可欠なものとして認識されています。情

き姿を描き、その姿を実現するために効果的なIT投資

報システムは企業の諸活動に直結しています。しかし、

マネジメントを行わなければなりません。それには、

経営と結びついた効果的なIT投資は、まだまだ多くの

経営とIT戦略を直結させる「体制づくり」や「人材育

組織で実践できていないのが現状です。

成」といった基盤の整備がまず必要です。それらを踏

当財団が３年間にわたり実施した「関西情報化実態

まえて、企業全体としてIT投資を成功に導くことを志

調査」の結果を取りまとめました「e-Kansaiレポート

向したガイドラインこそが、今号の特集テーマである

2008」（2008年９月刊行）では、関西の中小企業のIT

「IT投資と生産性向上のための新たなシナリオづくり」

投資において、「顧客満足度の向上」、「売上増加等の
収益改善」といった、生産性向上につながる戦略的な

だと考えます。
今号の特集では、まず、「IT経営力を用いたIT投資

IT投資を実現している企業は２割程度に過ぎません。

について」と題して、企業が全体最適なIT投資を実現

ほとんどの企業のIT投資が「業務の効率化」を目的と

するための指標である「IT経営力」指標について、経

したものであり、企業の生産性を向上させる戦略的な

済産業省 商務情報政策局 情報政策課 IT経営チー

IT投資が行われていないという実態が浮かびあがって

ムに執筆いただきました。

います。
（図１）

次に、大成ロテック株式会社 常勤監査役の木内里
美氏には、「企業におけるIT投資マネジメント」と題
して、コスト構造の把握、投資効果指標の問題点、IT
ガバナンスの必要性、アウトソーシングのあり方まで
を論じていただきました。
さらに、当財団が実施していますIT投資に関する活
動支援の３つの事業について紹介しております。１つ
目は、関西地域のCIOの普及と人材育成を目指した
「関西CIOコンファレンス」より、今年７月に開催し

図１ IT投資の目的効果（中小企業）

生産性の向上につながる、戦略的IT投資を成功に導
く上での課題としては、経営課題の把握、経営戦略の
社内での周知、全社的なIT利活用の実施、業務プロセ

様です。
２つ目は、「関西IT経営応援隊」事業より、IT投資
の成功事例から、その成功要因をまとめています。

スの可視化、ITマネジメント体制の確立、IT投資評価

３つ目は、ネオクラスター推進共同体事業の支援メ

指標の設定、従業員のITスキルの向上など、数多く存

ニューのひとつである「技術評価事業」について紹介

在します。これらのうち、まずは自社の課題を把握す

しております。

ることが重要です。そのためには、経営戦略とIT戦略

今号のIT投資に関する特集が、みなさまの生産性向

を橋渡しするCIO（最高情報責任者、相当役を含む）

上につながるIT投資への関心・理解を高める一助とな

や、CIOをサポートする体制づくりが求められます。

れば幸いです。

つまり、生産性向上につながるIT投資を成功させる
には、やみくもに資金を投入し、システム構築を行う
のではなく、まずは、業務の可視化（見える化）を行
4

たIT投資シンポジウムのパネルディスカッションの模

IT経営力指標を用いたIT投資について
経済産業省

商務情報政策局

情報政策課

IT経営チーム

競争力ある世界企業は、国際的な分業やマーケティ

ITを導入したものの十分に活用できて

ング・広告など様々な局面で戦略的なIT投資を行い、

いない状態、またはITを導入したばか

グローバルなビジネスモデルを展開している。今や、

りの状態。

グローバル企業のみならず、中小企業やサービス産業

ステージ２：部門内最適化企業群

においても、経営とITの融合、それを踏まえた戦略的

業務におけるITの活用は進んでいるも

なIT投資は喫緊の課題となっています。今回は、「Ｉ

のの、ITの活用が部門ごとに完結され

Ｔ経営力指標」を使ったＩＴ投資や、ＩＴ経営につい

ている部分最適の状態。

て、述べたい。

ステージ３：組織全体最適化企業群
部門間の壁を越えてITの活用が進んで

１．ＩＴ経営力指標

おり、組織全体で最適に活用されてい

経営の度合いを表す指標は、ROE（資本利益率）
やROI（投資利益率）など様々な指標が使われていま

る状態。
ステージ４：企業・産業横断的最適化企業群

すが、「IT経営力指標」は、経営におけるIT活用の度

自社の組織全体における最適な活用に

合いを測る「物差し」として提唱された。「IT経営力

とどまらず、取引先や顧客などを含め

指標」では、「ITの戦略的導入のための行動指針」を

た企業間・産業横断的に、ITの活用が

はじめとする７つの行動指針に関連する９つの設問領

進んでいる状態。

域に基づいて、その企業におけるIT活用の度合いを以
下の４段階で判定します。

なお、判定の基準となる行動指針は、以下の７つで
す。

＜ＩＴ経営力指標の４段階＞

(1) ITの戦略的導入のための行動指針

ステージ１：IT導入段階企業群

(2) 経営戦略とIT戦略の融合

図１

IT経営力指標
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IT経営力指標を用いたIT投資について

(3) 現状の可視化による業務改革の推進とIT活用によ

と安定しているが、90年代バブル崩壊後、その伸びは

る新ビジネスモデルの創出、ビジネス領域の拡大

停滞しており、米国のIT投資額に大きな開きが生じて

(4) 標準化された安定的なIT基盤の確立

います。2004年以降、IT投資も、回復基調にあるもの

(5) ITマネジメント体制の確立

の、ＩＴ経営力指標で日米の差を分析するとIT投資額

(6) IT活用に関する人材の育成

だけではなく、IT活用の度合いにおいても、日本企業

(7) ITに金するリスクへの対応

は大きく引き離されています。
米国においては、50％以上の企業が、部門の壁を越

＜参考：ITの戦略的導入のための行動指針（抜粋）＞

えて、全社最適化されていますが、我が国においては、

Ⅴ．IT投資評価の仕組みと実践

70％の企業が、部門の壁を越える事ができず、部分最

１．IT投資に対する考え方や判断基準を定め、経営

適に留まっています。

課題の優先度・緊急度を加味した上で投資の意
志決定を行い、社内外に投資の必要性や決定理
由を説明できる。
２．IT投資の効果は、直接効果だけではなく、間接

３．ＩＴ経営力指標とパフォーマンス
ＩＴ経営力指標を用いて、企業の業績との関連性に
ついて、分析してみる。ステージが上がるにしたがい、

的な波及効果も重視する。また、効果の測定に

営業利益率10％以上の企業の割合が増えるなど、IT活

あたっては、定量評価と定性評価を組みあわせ

用のステージと企業のパフォーマンスには緩やかな相

ながら実施する。

関が見られる（図３）
。

３．IT投資の評価は案件の事前・事後で実施し、そ
の投資を分析するなど、PDCAサイクルを機能さ
せて目標達成の経験を継承・発展させる。

平成18年に実施した企業アンケートでは、ステージ
１：15.1％、ステージ２：58.8％、ステージ３：
21.6％、ステージ４：4.5％という結果だった。このこ
とから、我が国企業の約７割の企業が、「部門の壁」
を超えられず部分最適の状態にあるといえます（図２）。
図３

IT経営力指標による営業利益率分析

また、労働生産性の状況を見ると、ITステージが高
いほど労働生産性（従業員一人あたりの売上高）が大
きくなっており、強い関連性が見られる（図４）
。

図２

ステージの日米比較

２．ＩＴ経営力指標を用いた日米の比較
日本のIT投資額は、GDPに占める割合は、３−４％
図４
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４．ＩＴ経営
ＩＴ投資の効果を享受するためには、自社のビジネ
スモデルを再確認した上で、経営の視点を得ながら、

面」がある。
③「絵図面」を具体化するための業務設計作業があ
る。

現業とＩＴとの橋渡しを行っていく事が重要でありま

このような①〜③までの構造的な解決が出来ない状

す。このような、「経営」と「現業」と「ＩＴ」の融

態で、発注仕様や開発作業の改善に向けた取組を始め

合による企業価値の最大化を目指すことを「ＩＴ経営」

ても、ＩＴ投資そのものの生産性を上げ、戦略的な投

と定義します。

資に結びつけて行くことは困難である。

多くの企業では、それぞれの部門の業務の最適化に
フォーカスされた投資が行われているため、「経営」、
「現業」「IT」の各領域が有機的な連携がなかったり、

成功事例の中には、経営者による企業改革や業務改
革の指針の提示をスタートとして、経営とＩＴが好
循環に入っているケースが多く見られる。

「現業」と「IT」は連携しているものの「経営」との

しかしながら、取組みの初期の時点から、こうした

間が分離している。特に、国内企業においては、部門

構造的な課題の全ての解決を目指す事は事実上困難で

や現場レベルでのIT推進が多く見られる。また、昨今の

ある。そこで、先進的な企業の事例を見ると、以下の

J-SOX法のような規制強化に対しては、経営側から、IT

段階的取組みが見えてきます。

部署に 指示が下り、IT部署側は、それに答えるのに精

＜ステップ１＞個々の課題の「見える化」に取り組む。

一杯で、現業の課題解決に至っていない例も見られる。

＜ステップ２＞「見える化」が十分進んだ段階で、
「見える化」した情報や業務の「共有

５．先進事例から得られた知見
「経営」
、
「ＩＴ」
、
「現業」の融合を進め、ＩＴ経営

化」に取組を進める。
＜ステップ３＞最終的には、将来の外部環境の変化に

をより多くの企業で実現するためには、何をすべきか、

備え、ユーザーの業務・システムの

先進的なＣＩＯへのヒアリングを通じて見えてきまし

「柔軟化」に取り組む。

た。
・「ベンダーを頼ったら動かないシステムができた」
・「パッケージ導入の際、パッケージに合わせると
いう指針があったため、逆に現場がシステムの
ことを考えなくなった」

６．はじめの一歩
はじめの一歩は、
「見える化」であります。
例えば、社内に似たような名称の情報が多く存在し
たり、同一であるべき情報の数値が異なっているよう

・「ＳＯＸ法が全社的なシステム見直しのきっかけ

なケースが多く見られる。また、過去メインフレーム

になると思ったが、作業が増えただけで実態は

で業務を行っていた時代は、ＣＰＵや記憶容量などの

変わらない」

リソースが制限されていたため、データ構造はシステ
ム設計の段階から、よく考えていたが、昨今は、パッ

ＩＴ経営に向けた取組の本格化は、現場レベルの課

ケージ化が進み、データ構造が非効率かつバラバラと

題解決よりも、経営課題からみたＩＴ投資への指針の

なり、システム統合や業務改善の障害になっているケ

提示を得るところから、経営とＩＴの融合に向けてス

ースも見られる。

タートさせている事例が多い。また、「経営」と「Ｉ

そこで、

Ｔ」と「現業」がうまく融合している会社は、以下の

◆（自社のビジネスモデルに即し）自社内の情報の

特徴があります。
①経営者自身のＩＴ投資に対する考え方が明確であ
る。
②経営目標実現に向けたＩＴ活用の基本的な「絵図

使い方や表現形式などをじっくりと洗い出し、
設計し直すこと
が「見える化」の第一歩となります。
また、情報の不整合を直そうとした場合、部門の壁
7
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を越え、全社横断的かつ大規模な対応となってしまい、
そこで躊躇してしまう例も見られる。

ＩＴ投資について、より効果的に実践するには、部

そのため、

門ごとに投資するのではなく、全社最適な投資を行う

◆短期的に効果が見えにくい作業であることから、

ことが重要であり、その指標として、
「IT経営力指標」

意識的に経営者の十分な理解を得つつ、必要性
の明確な部署から順次取り組む。
という段取りも、重要になってきます。

が提唱された。
全社最適化へ向けての第一歩は、「見える化」であ
ります。

また、状況によっては、データではなく「業務の見

成果を経営に対しても現業に対してもアピールしや

える化」で困っている事例も見られる。例えば、優秀

すい点から集中的に進めるなどモチベーションを保ち

な営業マンに自分の営業プロセスを書けといっても、

ながら全社的な情報の見える化と業務の見える化に取

悪戦苦闘してしまうようなケースがある。

り組み、最終的には、自社の経営目標実現に向けたＩ

業務の見える化は、本来経営目標実現に向けたＩＴ

Ｔ活用の基本的な「絵図面」を完成して、より戦略的

活用の基本的な「絵図面」をもとに段取りを組んで論

な企業経営を実現されることを期待して結びの言葉と

理的に進めるものでありますが、経営上の課題とIT活

代えさせて頂きます。

用 の成果をアピールしやすいところを集中的に取り
組んでいく等関係者のモチベーション高揚も重要であ
ります。
また、
「ＩＴ投資」そのものについても「見える化」
は重要です。
声の大きい部署の投資が通りやすかったり、専門的
すぎる見積りの出来不出来によって投資優先順位を決
めるのではなく、効果を最大化するIT投資に取組む必
要があります。
このため、先進的な企業では「客観的な審査プロセ
スとチェックリストの導入」
、
「相見積によるシステム
の コ ス ト パ フ ォ ー マ ン ス 評 価 」、「 作 業 を Ｗ Ｂ Ｓ
（Work Breakdown Structure）等を用い て、細分化
し精査」等の見える化に努めている。更に、先進的な
企業では、自社のビジネスにあった評価軸を用いたポ
ートフォリオによる評価をしているところもありま
す。
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７．まとめ

企業におけるIT投資マネジメント
大成ロテック株式会社

■はじめに

常勤監査役

木内

里美

意思決定には何らかの経営的なマネジメントが必要に

情報コストは常に経営の課題です。情報そのものが

なってきました。

経営のリソースだと言われて久しいが、その情報のオ

企業活動に必須のインフラに対する経営視点は、投

ペレーションに関わる情報システムの投資と費用は販

資効果もさることながらコストに向いていきます。い

管費に占める割合が大きい。必然的に経営のコスト問

かにコストを抑えながら必要な投資をしていくかが課

題になり、合理的なＩＴ投資のためのマネジメントが

題です。この課題解決のために企業が取り組むべき活

求められることになります。

動について述べていきたいと思います。

一方、情報システムの重要性は格段に大きくなりま
した。実態をみれば、企業活動の多くがＩＴに支えら
れ情報システムで動いています。それは経営や事業の
インフラストラクチャーと言われるまでに進展し浸透

■ＩＴ投資の基準
・産業別にみるＩＴ依存度
ＩＴ投資の基準を考える場合、産業の特性につい

しました。もはやコモディティだとも言われています。

て注目する必要があります。企業活動のためのＩＴ

1955年、日本に商用の汎用コンピュータとして

装備の程度は産業形態によって大きく異なり、私は

UNIVACが輸入されて以来、コンピュータの進化と共

これを「産業におけるＩＴ依存度」と呼んでいます。

に企業への導入はわずか50年ほどの間に凄まじい勢い

経済産業省の実態調査による事例データを図２に示

で進みました。初期の頃はもっぱら会計や給与計算な

します。

どの機械化処理に使われましたが、ネットワークの進
展と共に情報をやり取りするコミュニケーションの要
素を強めてきました。
特にインターネットの技術が標準的に使われるよう
になった1990年代半ばからのＩＴや情報システムは様
変わりしました。情報通信産業の1995年から2006年ま
での実質生産額の平均成長率は7.1％と他産業に較べ
て最も高い（図１）。情報システムは様々な技術を駆
使しながら相互連関で複雑になり、売上に対する情報
コストは増大し、情報投資の効果評価は複雑になり、

図２

主な産業の事業収入に対する情報処理関係費の率

金融・保険などは売上に対するＩＴ投資比率が
３％を超え、一般製造業は１〜1.2％程度です。当
然事業モデルによっても異なり、小売業は0.6％く
らいになっていますがコンビニのような事業モデル
では２％を越えているのが実態でしょう。建設業は
0.5％と低く受注型現地生産モデルが人為的活動に
支えられていることでＩＴ依存度も低いことが理解
できます。
まずこの産業や事業形態に基づくＩＴ投資ボリュ

図１

主な産業の実質国内生産額の推移
9
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ームを念頭において、自社の総額的な一つの投資指

コスト構造とはどういうものにどのくらいの費用

標を立てる。この指標から大きくかけ離れている場

を払っているかを明確にすることです。情報コスト

合は経営戦略的な意図があるのか、それとも無駄が

の削減は経営テーマとして取り上げられますが、議

あるかを見極める必要があります。

論する前提のコスト構造が把握されていないことが
多いのです。総額ではわかっていても詳細な内訳が

・ ポートフォリオ型投資か合意形成型投資か

わからない。費目の中に適切に仕訳けされていない

企業のＩＴ投資意思決定においてはいくつかのパ

ことも多いようです。一般修繕費にＩＴコストが入

ターンが考えられますが、大きくは全社的な見地で

っていたり、ＣＡＤ図面作成外注費がＩＴコストに

優先性や投資規模を考えるポートフォリオ型とある

含まれていたりすることがあります。

程度事業部門等に裁量権を与え合意形成で投資決定
をしていく合意形成型が考えられます。

情報子会社があって委託契約や準委任契約で外注
される場合、情報子会社での実施原価構成がどうで

業務処理の効率化など投資目的や効果が明確な部

あったかは容易には見えません。場合によってはブ

分最適を求める場合は合意形成型も良いが、組織を

ラックボックスになります。意外にわかっていない

越えた情報連携やある期間依存することになる情報

のがこのコスト構造なのです。

基盤への投資は全体最適を求める必要があり、ポー
トフォリオ型の政策的投資が望ましいのです。いず

・月次でわかる会計システムで管理

れにしても、企業としての意思決定のルールは明確

情報コストの把握には企業の会計システムが関係

にしておくことが重要です。ルールによってＩＴガ

します。コストの実態把握に必要な費目、細目を決

バナンスのコストコントロールの有効性も左右され

め、これをタイムリーに把握できるようにすること

ることになります。

が基本です。少なくともハードウェア（購入、保守、
リース、レンタル別）
、ソフトウェア（購入、保守、

・企業の体力に見合った投資規模

開発、償却費別）
、システム利用料（外部サービス、

ＩＴが企業のインフラとして必須の要素であるこ

ＡＳＰなど）、システム運用費の費目で細目ごとに

とは間違いないのですが、企業の体力を超えた投資

管理されなければなりません。他にシステム部門の

をしてもその効果は期待できません。まずは身の丈

人件費（ソフトウェア開発に関与した人件費は無形

にあった情報投資が肝要です。事業形態や規模によ

固定資産として計上）、設備費、外注人件費、ネッ

っては情報システム化が相応しくない場合もあるの

トワーク費、システム部門の統制経費などがありま

です。ＩＴ投資が生産性向上につながるとは限りま

す。これらが月次で把握できる会計システムがなけ

せん。特に中小企業の場合、情報システム化が本当

れば、コストの計画と実施の把握が出来ません。

に必要かどうかを見極める必要があります。不用意

コスト構造が可視化されると、無駄がどこにある

な導入はかえって効率を阻害することもあります。

かが見えてきます。どこを優先的に削減対象とすべ

まずはわかりやすいアナログでのプロセス改善や弊

きかが容易に判断できるようになります。これが可

習、陋習の改革を優先すべきでしょう。経営者は、

視化の効用であり、気付きを与えて改善を促すこと

情報投資が何か特別なことを引き起こすかもしれな

ができるのです。

いという妄想を捨て、現実を見る投資感を養う必要
があります。

・改革は小さく、コストダウンは大きく
改革は大上段に構えてもなかなか思うようには進

■まずはコスト構造の把握から
・意外に判っていないコスト構造
10
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コストダウンはもう少し大胆に取り組む必要があり

変化によって情報環境は限りなく社会や企業活動の

ます。

インフラストラクチャーになりました。インフラ化

コスト構造が見えたら、費目金額の大きいところ

したという認識は情報投資においても、その評価に

から内容を分析していきます。外注人件費が大きけ

おいても極めて重要なことです。

れば、その内容に削減要素がどのくらいあるかを見

・情報システムの目的とＲＯＩの適否

極めます。ハードウェアの費用が大きければ、構成

情報システムの投資においては、投資対効果の話

に無駄がないかを見極めます。メインフレームから

題が付き物です。経営者はコストダウンと投資に対

オープンシステムにダウンサイジングするような、

する経済価値を求めます。投資判断のためにはわか

仕組みを変えることによって大きな削減に結びつけ

りやすい投資効果の指標が欲しいものです。

ることができます。社内で運用しても付加価値がな

コンピュータの草分け時代には費用対効果は明確

いものをアウトソーシングすることも仕組み変えの

でした。人為作業の機械処理移行であるから、どれ

好例です。

だけ人件費が削減できるかが指標になりました。今

情報子会社がある場合は、その事業内容を精査し

でもこの指標で計測できる情報システムもありま

外販が利益に貢献していなければ撤退することも必

す。ＲＯＩにしろ、ＲＯＡ（総資産利益率）にしろ、

要でしょう。外販比率が高い情報子会社の場合はさ

ＮＰＶ(正味現在価値)にしろ、それらは経済的価値

らに分社して外販専門と機能提供専門に事業を分割

を計る指標です。しかし利用目的も仕組みも高度化

するほうが、コストが明確になります。大きな構造

し多様化した情報システムでは、経済的価値だけで

改革に躊躇していては大きなコストダウンは期待で

は計れない価値があります。情報環境のインフラ化

きない。

とともに、顧客満足とかコミュニケーション改善に

コストダウンは大きなところから取り組み、次第
に細部に入っていく手法が効果的です。

価値を求めるような情報システムのあり方はＲＯＩ
という評価指標の適用性さえ変えてしまいました。
そのためにいろいろな指標を持ち込む試みがみら

■投資効果指標の問題
・インフラ化した情報環境
日本の企業では1960年代からコンピュータが積極

れます。ＫＰＩ（重要業績評価指標）やＢＳＣ（バ
ランススコアカード）で非財務要素も含めて評価検
証をしようとするものもその例です。

的に導入されてきました。多くの人件費を要してい

インフラ化した情報環境では、経営者の目はコス

た会計や経理や給与など大量の計算業務を機械化処

トダウンに向いていきます。最低コストでの環境維

理したいという明確な目的があったのです。また技

持は最もわかりやすい当面の指標かもしれません。

術計算など、より高度化するためにも用いられまし
た。人為的処理を機械化処理に置き換えるコンピュ
ータの活用では、目的も効果も明快であったため、

・日本と米国の違い
日本と米国の情報投資マインドやＧＤＰに対する

投資効果指標はＲＯＩ（投下資本利益率）で十分表

投資率が大きく違うことは事実です（図３）。経営

現できました。

者の意識や経営手法の違いが一つの要因でしょう。

コンピュータの発展とともに、利活用も変化して

米国の投資伸び率をみると、インターネットが民

きました。通称パソコンと呼ばれるパーソナルコン

間に普及を始めた頃から急激に伸びており、一時Ｉ

ピュータは低価格と高機能が進み、コンピュータを

Ｔバブル崩壊で停滞したもののその後の進展も日本

身近なものにするとともに情報端末になっていった

とは大きく異なります。インターネットの捉え方や

のです。この要となったのがインターネットでしょ

取り組み方に差があるようにも感じられます。

う。1990年半ばからの環境変化は驚異的です。この

また株主に対する意識の違いや四半期毎に利益と
11
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・固定費も削減できるマジック
情報総コストを新規投資と運用費用で見た場合、
この運用費用は固定費だと見なされていることが多
いでしょう。通常、固定費はコストダウンの対象に
はなりません。しかし運用費用のうち、本当に固定
的なものは固定的な人件費と償却資産（無形固定資
産としての開発ソフトウェアや買取したハードウェ
ア資産など）です。他の外注人件費、外注費、保守
図３ 日本と米国のIT投資額比較

費、リース機器、ネットワーク費などは変動費化す

成長を求められる米国モデルでは合理性の追及が凄

ることができます。つまり固定費のように見える運

まじいため、それに対応する雇用の考えも異なり、

用費用を変動費と見てコストダウンすることができ

プロジェクトの中断やレイオフも頻繁に行われてい

るのです。対象となるものはリソース配分やサービ

ます。

スレベル見直しや価格交渉や運用ルールの変更など

企業文化やモデルの違いを考慮せずに、単純にＩ

様々な手段でコストダウンができます。仕組み変え

Ｔ投資ボリュームを比較することは控えなければな

によるコストダウンは新規投資を抑えるわけではな

りません。日本モデルに相応しい地道な導入と指標

く、ほとんど固定費の変動費化によって実現される

の確立が必要です。

ものです。これが固定費のマジックです。

■新規投資の指標に感じる違和感
・大切なのは新規投資の多寡ではない

■ＩＴガバナンスによる全体最適化
・ＩＴガバナンスの必要性

情報の費用には新規投資と運用費用とがあり、こ

ＩＴガバナンスは立場によって定義も変わり、競

の比率が話題になることがあります。２：８では新

争優位を実現する組織能力とするものもあり、リス

規投資が少ないとか、３：７の新規投資率は欲しい

クマネジメントとパフォーマンスマネジメントと位

とか言ったりします。こういう尺度で一概に測るこ

置づけるものもあります。いずれにしても、私はＩ

とが、私には暴論のように思えてなりません。

Ｔマネジメントには３つの重要な機能があると考え

今年の新規投資は次年度以降費用となります。事

ています。

業モデルがあまり変化しない会社の場合、優れた情

① 全体最適化のよる経営効率向上

報システムが構築されればほとんどメンテナンスの

② リスクコントロール

必要もなく翌年以降は運用費用だけになるでしょ

③ コストコントロール

う。この会社は当然新規投資率が下がりますが、経

グループ経営としての企業評価や組織の壁を越え

営の優劣には関係がありません。むしろ経営的には

たシステム間連携のニーズが増大するなど、横断的

経費率が低く優れていると言えるかもしれなのです。

な仕組みづくりが求められる環境のなかで部分最適

一方事業モデルの変化が激しい場合とか新規モデ

による経営効率には限界がみえてきました。しかし

ルの事業を取り込むような場合には新規投資は当然

事業部単位で部分最適を求めてきた組織構造では全

増えますが、運用費用も増えていきます。情報総コ

体最適といっても組織間の利害調整が容易なことで

ストに占める新規投資の比率は新規投資の多寡その

はありません。合議で進めようとすればかなりの時

ものですが、経営とＩＴの視点で見たときにそれが

間を要します。特に情報投資に関しては技術が絡ん

一義的に重要なわけではないことは明らかす。

でくるためにコンセンサスの醸成はさらに容易では
ないのです。ここで必要になるのがＩＴガバナンス

12
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としての統制力です。
ＩＴガバナンスは、経営者が直接関与しなければ

ルを行い、コストダウンを図って経営に資すること
はＩＴガバナンスの重要な機能です。

なりません。経営トップは統制の方向性をコミット

ＩＴガバナンスの実践者には、情報のインフラに

し、権限をＣＩＯに付与し、ＣＩＯは責任をもって

ついて全責任をもって当たるという気概がなけれ

イノベーションリーダーとして部門間調整を果たさ

ば、利用部門からの信頼と協力は得られません。

なければなりません。この経営層の起動がＩＴガバ
ナンスの成否を決めると言っても過言ではないのです。
全体最適化で最も重要なものは総合デザインで

■アウトソーシングの勧め
・インソースとアウトソース

す。グランドデザインとも言います。置かれた環境

企業の情報システムに関わる業務には社内のリソ

と経営リソースをもとに、あるべき姿と実現のアプロ

ースで賄うべき業務と、社外のリソースを活用した

ーチを描かなければなりません。グランドデザインこ

ほうが合理的な業務とがあります。

そが全体最適化の拠り所であり、改革のマップなのです。

ニコラス・Ｇ・カーが2003年に「IT Doesn

t

Matter」をハーバードビジネスレビューに発表して
・システム部門改革

物 議 を 醸 し た 後 、 2005年 に は 「 The End of

ＩＴガバナンスの実行部隊は他ならぬシステム部

Corporate Computing」を発表し外部サービスが充

門です。情報子会社がある場合は一体となって機能

実してくることによって、自前主義は終焉を迎える

する必要があります。システム部門にも全体最適が

という予見を示しました。この示唆は確実に実証で

求めるのです。

きる方向に進んでいると思います。

日本企業におけるシステム部門は、その成り立ち

私はシステム部門の全社的な責任者になった2001

からしてガバナンスとは対極的にあったと言っても

年当時から、業務の実態をみて「持たざる経営」を

いいでしょう。部分最適化やユーザーニーズを実現

情報システム構築のフィロソフィーとしてきまし

するというミッションを与えられ、難解な技術でサ

た。どうみてもインソースで付加価値を付けられな

ポートする専門部隊でした。

い業務が多い。一方では外部のサービスが充実して

今でも専門部隊であることには違いないのです
が、今のニーズに応えるには経営的視野をもって業

きている。インソースとアウトソースをどう切り分
けるかが課題になります。

務に当たらねばなりません。全体最適化には全体感

ここでアウトソーシングについて言っておきたい

とか俯瞰する目とか、分析力、企画力、デザインセ

ことがあります。アウトソーシングは単なる外注で

ンスなどが必要になります。そのために組織の位置

はないということです。業務そのものを委託するも

づけや要員の見直しを含めて部門改革が必要です。

ので、プランニングもオペレーションもアウトソー

システム部門はもともと情報システムを通して経営

サーに任せることになります。アウトソーサーとは

を俯瞰することができる部署です。その特性を生か

いわゆるＳＬＡ（サービス品質保証制度）によって

して、時代ニーズに合ったシステム部門へと転身を

サービス契約を結ぶものです。単なる外注をアウト

図らなければなりません。

ソーシングと言っている事例を見ることがあります

情報システムを利活用するのは事業部門やバック

が、本質的に形態が異なるものです（図４）
。

オフィスのユーザーです。システム部門は常に利便

そのような考えのもとで、データセンターサービ

性と生産性向上を求めながら、最終ユーザーのため

ス、端末管理のサービス、ユーザーサポートサービ

の環境を構築しなければならないのです。情報資産

ス、ＳａａＳと呼ばれるソフトウェアサービスなど

に関わるリスクや稼動環境に関わるリスクをコント

のアウトソーシングを積極的に活用してきました。

ロールすることも役目です。情報投資のコントロー

結果として品質の確保されたサービスが自前運営よ
13
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・魂を売らないアウトソーシング
もう一つ、気をつけなければならないアウトソーシ
ングのポイントがあります。1990年代の後半から浸透
し始めた戦略的アウトソーシングという仕組みです。
ベンダーから一定の資本を投入し、長期契約で業
務全般をサポートしようとするものです。契約によ
ってはベンダー資本が51％以上を占め、実質的には
ベンダーの支配下に入ることもあります。長期的に
図４

アウトソーシングという業務委託の位置づけ

見たとき、この状況で積極的なコストダウンの選択

りも低コストで提供され、コストダウンに貢献して

が行われるとは考えがたいし、そのような好実績を

いるのです。

聞いたことはありません。これは明らかに囲い込み
・・・

戦略であり、侵略的アウトソーシングと言えるもの
・アウトソーシングの条件

だと思います。

アウトソーシングを積極的に進めるには条件があ

ただし、それでも有効なケースもあるのです。自

ります。これを間違えると適切な活用と効果は期待

社の経営が立ち行かなくなるくらい財務的な問題を

できません。

抱えた企業は、戦略的アウトソーシングによってシ

その条件とはインソースをしっかりさせることで

ステム部門を売却し、一時的なキャッシュを得るこ

す。業務分掌規定に基づくシステム部門の業務体系

とができます。それも経営の選択の一つでしょう。

が明確に構築され、コア業務とノンコア業務に切り

この場合、コア業務も手放すことになります。私

分けができ付加価値の判断ができることです。ノン

はこれを「魂を売るアウトソーシング」と呼んでい

コア業務をアウトソーシングサービスと適合させな

ます。一度手放した魂を取り戻すことは容易ではあ

がら委託していくことになります。

りません。売却をしないまでも、ベンダー丸投げで

しかしながら、アウトソーシングサービスの実態

依存していれば魂を失っているのと同じことになり

も心もとない状況にあります。請けられると言って

ます。アウトソーシングで心掛けるべきは、魂を売

いるアウトソーサーでもＳＬＡに基づくサービスメ

らないアウトソーシングです。

ニューが整っていないことが多いのです。したがっ
てパートナーとして一緒に創り込むというケースが
ほとんどでした。特に2001年の頃は、データセンタ

■調達の見直し
・属人的調達を改める

ーにしても単なる場所貸しの概念を超えるものでは

ＩＴ投資マネジメントの要素の一つに調達があり

なく、ソフトウェアの運用にまで踏み込んでくるア

ます。投資基準を厳格に決めたりＲＯＩを論じたり

ウトソーサーはなく、「持たざる経営」を実現する

する割には、一般にＩＴの調達についての取り組み

ためのホスティングサービスは限定的でした。

は甘いようです。行政機関におけるＩＴ調達もＣＩ

この状況は次第に変化してきています。例えばＳ

Ｏ補佐官制度の導入で相当な見直しが行われている

ａａＳと呼ばれる顧客ごとにカスタマイズ可能なソ

と聞きます。私も事業部門から情報部門に移ったと

フトウェアサービスは確実に実用段階に入っていま

き、調達が余りにも属人的に行われていることに驚

す。コールセンターサービスも高品質なサービスが

きました。

提供されるようになってきました。
「持たざる経営」
は徐々に現実味を帯びてきています。

調達のルールや基準が見えない。ソフトウェアの
標準積算や相場観がない。ファンクションポイント
（ＦＰ）法で機能数から類推してもバラツキが大きい。
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そして何よりも問題なのが、担当者ごとにばらばら

る動きが見られますが、これは本質的な解決にはなり

に調達をする属人的な実態があることでした。この改

ません。契約書で健全化できることは限られています。

善のために調達の専任部署を置くことにしたのです。

パートナーシップがしっかりしていれば、多少ルーズ

この目的は健全な取引を目指すことにありまし

な契約でも相互に協力し補完しあうものだと思います。

た。買い叩くことではなく、適正な価格で購入をする

調達部門を独立専任にしてベンダーとの関係を密

ための仕組みを作ることです。そのためには価格や見

にしたら、事後の相互レビューが行われるようにな

積りの評価眼がなければなりません。それを専任化す

りました。ソフトウェア開発の取引のあったベンダ

ることによって育成し体系化しようと試みたのです。

ーに対し、毎年評価書を作る。評価を元にレビュー

最初の仕事は適正な取引のための契約書の見直し

会議を行い、発注側の問題と受注側の問題が話し合

です。次に競争原理を働かせるためのＲＦＱ（シス

われる。仕様提示の問題、工程の問題、担当者の問

テム見積依頼書）、ＲＦＩ（システム情報提供依頼

題、プロセスの問題、単価の問題などが整理され、

書）、ＲＦＰ（システム提案依頼書）のルールや手

それぞれが改善を約束する。これを繰り返すことに

順の整備でした。ＦＰ法についても改めて適応研究

よって相互にストレスのない関係が期待できます。

を進め、日本情報システムユーザー協会（ＪＵＡＳ）
のソフトウェアメトリックス調査に協力しながら過

パートナーシップとは対等性を前提にした相互信
頼に基づく協力関係なのです。

去実績の分析を行ったりしました。傍ら事業部門の
調達専門社員を招いて調達手法や手順についての指
導を仰いだりもしました。

■おわりに
経済産業省では2007年11月にＣＩＯ戦略フォーラム

この試みは２年目から効果をみせ始めました。不

を立ち上げ、ＩＴ投資をリードする優れた戦略的ＣＩ

十分な資産管理を厳格にすることによって計画的な

ＯやＩＴ投資の専門家を集めて事例研究をし、その知

購買計画ができ、無駄な保守契約を止めたり不要な

見を水平展開する活動を始めました。ユーザー企業に

資産の除却を進めたりしました。固定費と見なされ

焦点を当てたこのような取り組み事例はあまり例があ

ている運用費用についても変動費化が進みました。

りません。この成果は６月に開催されたＩＴ経営協議

ベンダーごとに不統一だった単価の是正も行われま

会に示され、ＣＥＯによる討議を経て「ＩＴ経営憲章」

した。見積り段階からＷＢＳ（作業の細目構造）を
明示して貰うようにしてコスト評価をしやすくした
のです。そしてパートナーシップの改善に向かった
ことが大きな成果でした。

（ＩＴを我が国の競争力の糧とするための10原則）を
採択するに至りました。
この背景にはＩＴ投資に関する全社戦略がなく、組
織や企業の壁を越えられずに部分最適に留まって生産
性向上の投資効果を享受できない企業が７割もあると

・パートナーシップということ

いう現実があります。

情報分野におけるベンダーとユーザーのパートナ

この活動はさらに個別課題の討議を通じてより具体

ーシップは大きな課題です。現状は決して良い状況

化される予定であり、知見の共有による改善効果が期

にあるとは言えません。一方には丸投げやもたれあ

待されるものであります。

いがあり、他方には相互不信があります。ソフトウ

経営戦略を実現するために、情報システムは重要な

ェアの品質問題に絡んだ係争も多い。これを改善し

ツールです。それだけにＩＴ投資マネジメントが重要

なければ、良い情報システムは構築できません。

な位置づけになってきます。ＩＴ投資マネジメントは

双方に利得のある、いわゆるＷｉｎ−Ｗｉｎの関

難しいことではありませんが、手順と手法を間違えず

係作りが出来なければパートナーシップにはなりま

にやるべきことを一つずつやらなければなりません。

せん。契約書を厳格化してトラブルを避けようとす

近道がないことに気付いたら、今から始めるべきです。
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2008年度「関西CIOコンファレンス」−IT投資シンポジウム−（財団法人ＪＫＡ補助事業）

「IT投資マネジメントの課題とCIOの役割」

パネルディスカッション

コーディネーター：武蔵大学

松島

桂樹氏

代表取締役

平本

健二氏

執行役員

宗平

順己氏

新井

修氏

代表取締社長

河内

幸枝氏

営業部長

上野

昌樹氏

教授

パネリスト：株式会社フューリッジ
株式会社オージス総研
株式会社堀場製作所
マロニー株式会社
同

技術部長

業務改革推進センター長

当財団では、経営戦略とIT戦略の橋渡し役としてその役割が期待されるCIOの必要性を説くために2006年度
から「関西CIOコンファレンス」を開催しています。
2008年度の「関西CIOコンファレンス」は、2007年度「関西情報化実態調査」の結果から浮かび上がった
重要課題の一つである戦略的IT投資マネジメントについて、多くの方々への普及啓発を目的とした「IT投資シ
ンポジウム」とこれからCIOを目指されている方々の育成を目的とした「IT投資ワークショップ」から構成さ
れています。
本稿は2008年度「関西CIOコンファレンス」の一環として、2008年７月７日（月）に大阪市内で開催しま
した「IT投資シンポジウム」のパネルディスカッションの内容をとりまとめたものです。

１．はじめに

ムに当たり、このパネルディスカッションでは、「IT

（松島氏）本日の「IT投資シンポジウム」は、午前中

投資マネジメントの課題とCIOの役割」という観点か

はCIO（最高情報責任者）とIT投資についての国や学

ら、講演いただいたことを整理する場にしていただけ

術的視点からの包括的な話、午後はIT投資についての

ればと考えています。

理論的な話やコンサルティングの視点からの話、そし
て企業のIT投資マネジメントの事例紹介とシンポジウ

２．経営戦略とＩＴ投資マネジメント

ムのストーリーとしては一本筋が通っていたかと思っ

（松島氏）最初に、本日の講演された内容（経営戦略

ています。シンポジウムの最後の締め括りのプログラ

とIT投資マネジメント）のポイントについてお話しを
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い方をすると会社が傾く恐れがあります。元々はBSC
は業績評価の指標だったのですが、今では戦略マネジ
メントのツールとして使われています。ツールとして
BSCを使って戦略的にIT投資をマネジメントすること
ができることを言いたかったのです。
（松島氏）評価指標という側面だけを追及してＢＳＣ
を使うと失敗してしまうということですね。
武蔵大学

教授

松島

桂樹氏

３．企業におけるＩＴ投資の考え方
（新井氏） CIOの責任として、将来を見据えて人材育

いただきたいと思います。
（平本氏）EA（Enterprise Architecture）を使っていか

成も含めたランニングコスト（いつまで使えて、いつ

にIT投資効果を引き出していくかというマネジメント

リプレイスが必要となるか）を経営トップにきっちり

のポイントは２つあります。まず一つ目のポイントは、

と示さなければ、IT投資はできないと思っています。

最初に実態の見える化（数値化等）をして、その見え

要はブラックボックスを作らないという事です。

たものを全体としてどのように管理していくかを考え

また今、弊社で非常に問題になっているのは、シス

ること（プログラムマネジメント）が重要だと思って

テムのグローバルスタンダード化、いわゆる世界標準

います。もう一つのポイントは、標準的なフレームワ

語（英語）に対応せざるを得ないということです。言

ークに従って部門や立場が違っても誰もがわかるよう

語の壁というのは日本人が乗り越えないといけない大

な形で体系的に情報を共有化していくことが、IT投資

きな課題であると認識しています。

を管理していく上での基盤になると考えています。

（松島氏）費用対効果の議論というのは、元々は初期

（松島氏）その場合になぜEAを使わないと説明ができ

投資と回収のモデルです。従って、それをランニング

ないのでしょうか。

コストで見るという見方は、伝統的な議論ではないユ

（平本氏）いかに重複投資を防止するかといったこと

ニークな見方であると思うのですが、どういうところ

も含めて全社最適化や全社横断的な視点からIT投資効

からこの見方に着目されたのかについてご説明をいた

果を検討する際に、EAの全体設計図面という側面に

だけますか。

フォーカスしてツールとして使うと便利ではないかい
うことです。

（新井氏）弊社では多額のIT投資をした時代があり、
その時代には後からこれも要りますあれも要りますと
いった追加投資が非常に多かったのです。実際には初
期投資よりもはるかに大きな投資が後で必要ですとは
経営トップには言いにくいものです。このような反省
の中から出てきたのが、投資額のガイドライン（水準）
を決めようということです。言い換えれば経営トップ
としては、ガイドラインを越えないようにIT投資を運
用してくれということです。
（河内氏）IT投資に関しては、中小企業として身の丈
にあったシステムにすることを意識しています。まず

株式会社フューリッジ

代表取締役

平本 健二 氏

最低限のコアシステムやテータベースの構築から着手

（宗平氏）BSC（Balanced Score Card）を非常に誤解

しました。その基盤の上に立って必要なシステムを付

して使っている方が多いと思っています。間違った使

加していくということを繰り返しながら、今日のシス
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テムを作り上げてきました。ITはあくまで道具で、使

切です。また、自分の部門は改善されたが、他部門に

いこなさなければ話になりません。弊社にとって無理

しわ寄せがいったというようなことにならないように

なシステム、要らないシステムは作らないという方針

関係部門と調整をしなければなりません。

で取り組んでいます。その結果、社員が働きやすくな

（松島氏）ＢＳＣを用いるというのは、業務からの見

り、生き生きとしてきました。但し、当初に構築した

える化ではなく目標という視点から色々な手段や指標

システムが陳腐化してきましたので、リプレイスをす

が見えるようになるという、言い換えればパースペク

る必要性を感じています。

ティブなもの（出来上がり全体見取り図）を目指す訳

（松島氏）企業規模が小さいために、やり易いことや
逆に苦労する点はどのようなことですか。

ですが、それにつながる参考指標はないのかと直ぐに
要求されますよね。

（上野氏）自社でシステム構築をするために、業務の

（宗平氏）全社の戦略マップがあって、それを今度、

間をぬってその作業をするので一年間にできる範囲は

部とか課とかの単位に落とし込んでいくことによっ

限られてきます。大企業に比べて時間がかかり、でき

て、自分の業務が会社全体の戦略にどう役立っている

ることが限られています。その反面、全員がシステム

か（つながっているか）を見えるようにするのがＢＳ

の内容を理解しているというメリットがあります。

Ｃの目的です。その中で従業員満足度は非常に大事な

中小企業の立場でのベンダーの付き合い方や自分で
設計して作りこむという方法はタイムリーで小回りが

指標で、その指標が向上している会社というのは業績
が伸びていることが多いと言われています。

きくという実感を持っています。大企業に在席してい
た頃は、使えるシステムは半分にも満たなかったよう
な気がします。

４．見える化の効用と効果を発揮するための工夫
（松島氏）見える化自体が業務の簡素化とか不要なも
のを排除するという役割を担っています。見える化に
は色々な効果がありそうですが、これに関してどのよ
うなご意見をお持ちですか。
（新井氏）プロセスの見える化をしていくためには、

株式会社オージス総研 執行役員 技術部長 宗平 順己 氏

システム部門の人間と現場の人間の交流を促すことに

（新井氏）グローバルスタンダードのシステムを現場

よって相互理解を促進させる必要性があります。一方、

で活用してもらうためには、従業員に自分達で考えた

経営者から見れば情報システムを導入する目的は、リ

ことがシステムの中で実現できていることを実感して

アルタイムに全社の情報を俯瞰したいというニーズを

もらう必要があります。これが働き甲斐につながりま

持っている訳です。見える化の過程で使い勝手の悪さ

す。

から相当部分の情報を切捨てなければならないことが

（松島氏）システム設計において、取引先など自社以

生じます。実は切り捨てざるを得なかった部分をどの

外の要素を考慮する場合は、今までと違った色々な要

ようにするのかを考えるのが次のステップであると認

素を含めてシステム化し、その状態を見える化をする

識しています。

必要があるのではないかと思います。貴社では、取引

（松島氏）見える化だけではだめなのでしょうか。

先ごとに、個別にプロトコル（やりとりの規約）を作

（平本氏）見える化からスタートをして、次のステー

ったものか、あるいは標準的なものになるように取引

ジ（データーなどの共有化）を考える必要があります。

先に協力をお願いして作ったものか、どちらに近いの

本当に業務の改善に役立っているのかという視点が大

でしょうか。
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（上野氏）外部との関係が複雑かつ多様なので、当初
はシステム化は無理かもしれないと感じていました

況を把握・評価するためにどのような仕組みを社内に
持っておられるのでしょうか。

が、１年近くかけて取引き先との関係を一つ一つ整理

（新井氏）グローバルに使える指標はそれ程多くはな

（見える化）しました。弊社のシステムは全く自社独

いので７つぐらいの指標に絞っています。また、指標

自で考案したものですが、汎用性があり他社にも適用

の結果がすぐに出せるような仕組みを構築する努力を

可能です。

していますが、国によって計算の仕方やデーターの整

（松島氏）製造業の基本的なモデルを持ち、個別ニー

備状況が違うので、世界の他の国々と統合された形で

ズや個別需要に対して非常に短納期で、フレキシブル

完璧な指標を数多く作るのは難しいと考えています。

に対応することのできる会社が、業績を伸ばしている

（質問２）同じく堀場製作所の新井さんにお聞きした

ことが多いと思います。その点はどうでしょうか。

いのですが、システムの場合は何年まで使えるのかと
いうことが不明確であったり、また、技術革新によっ
て既存のIT技術が陳腐化することがあると思います。
いつまで使えるかわからない状況の中で、IT投資を行
うことの判断はどのようにされておられるのでしょう
か。
（新井氏）ランニングコストを重要視しています。５
ヵ年でいる分を全部洗い出し、決められた範囲内でし
かIT投資をしないようにしています。
（質問３）マロニーさんにお聞きいたします。ランニ

株式会社堀場製作所 業務改革推進センター長

新井 修 氏

ングコストをベースに投資を考えた場合には、今の状

（新井氏）受注に関するシステムの問題点の1つとして、

況を改善するようなレベルの投資はできると思います

製品のことをよく知らないお客様への対応がありま

が、もう少し高額のIT投資を行わないと投資効果が限

す。そのために計測の分野に関しては、グローバルス

定的になってしまうのではないか（業務革新につなが

タンダードを作っていく努力をしています。お客様と

らないのではないか）と思いますが、いかがでしょう

直接話ができるというメーカーにならないと計測の分

か。

野においてグローバルなナンバーワン企業にはなれな
いという認識を持っています。

（河内氏）もっとお金をかけたからといって、必ずし
もいいシステムができるとは考えておりません。ラン
ニングコストを制御するという大企業の考え方は中小

５．ＩＴ投資評価の仕組みと投資効果の見極め
（会場からの質問）
（松島氏）それでは会場からの質問を幾つかお受けし
たいと思います。
（質問１）堀場製作所の新井様への質問ですが、先ほ

企業には余りそぐわないように思います。
（松島氏）マロニーさんの場合は、IT投資全体の枠の
中で、ランニングコストの割合は小さく、新しいIT化
に費やしている割合が高くなっているからだと思いま
す。

どの講話の中でコンカレントな（協働の）エンジニア

（新井氏）全部門に対してITにかかる負担額を算出し、

リングによる開発のスピードアップやホワイトカラー

全体予算枠の中でIT投資枠を設定します。毎年それに

の生産性を２倍に向上するという全社のKGI（Key

沿ってIT投資計画を立て、運用においてはその範囲内

Goal Indicator：経営目標達成指標）の目標を設定され

に支出額を納めるようにマネジメントしています。こ

ていると話されていましたが、今現在のKGIやKPI

のようにIT投資額の枠を決めてコントロールすること

（Key Performance Indicator：重要業績指標）の達成状

は企業にとって必須であると思います。
19

IT投資マネジメントの課題とCIOの役割

６．企業に必要な人材とその育成

るかが重要であり、そのような人材を育成することが

（松島氏）経営者にとっては、今後いくらIT投資を続

必要になってくると思います。例えば、研修とか出向

けなければならないのかを判断することが、リスクマ

の形で外部に出向し、海外の人達とコミュニケーショ

ネジメントを行う上で重要になってきています。とこ

ンをきちっと取れるような人材がいるシステム部門を

ろで、日本全体を含めて人手不足の状況になっていま

作る必要があると思っています。大きな組織（例えば

すが、具体的に企業ではどのような人材が必要で、必

千人以上）に出向すると専業化されているので狭い領

要な人材をどのように育成するのかということについ

域のことしか経験できないのですが、出向先が小さな

ては、まだ議論の余地があると思います。また、すぐ

組織ですと色々なことを自分でせざるを得ないので多

れた外部の人材に来てもらう秘訣を教えてもらえます

くのことを経験できます。経験に基づく広い視野を持

か。

った人が結果的に昇進していくことが多いようです。
（松島氏）CIOの労働市場が乏しい日本においては、
これからの日本的なCIO像というのを労働市場を踏ま
えてどう認識されておられますか。
（平本氏）アメリカにおけるCIOの役割というのは業
務改革型で、戦略立案の方にシフトし、CIOのプロと
いう人が何人もいて企業を渡り歩いているのに対し
て、日本はCIOの労働市場の形成ができていません。
言い換えればCIOとしての人材がほとんどいないに等
しい状況です。CIOの労働市場がないというのはゆゆ

マロニー株式会社
同

代表取締社長

河内 幸枝 氏

（左側）

営業部長

上野 昌樹 氏

（右側）

しき問題であると思います。また、フルタイムでの
CIOが不要な規模の企業で、プロのCIOが非常勤で働

（河内氏）人とのめぐり合わせは運だと考えます。運

くモデルもあるはずですが、実際にはセキュリティな

を大切に考えています（偶然めぐり合ったチャンスを

どに不安を持つ企業が多くCIOの市場とはなっていま

活かす）。前社長の時代には社長（オーナー）以外は

せん。このようにCIOのビジネスモデルができていな

横一列であった従業員の関係（個人として仕事をする

いことが大きな問題です。

の）を、私が社長に就任して以降はピラミッド型の関
係になるように（組織として仕事をするように）社内
人材の意識改革に努めてまいりました。

（松島氏）公的なCIOの資格証明書があった方がいい
と思われますか。
（平本氏）資格証明書というよりもコアコンピタンス

（松島氏）団塊世代で退職した優秀な人材をCIOとし

や実績の自己評価シートでも構わないので、その資料

て育成して中小企業に派遣する場合に、受け入れ側の

を元に経営者としっかり話し合うことで信頼関係を築

企業にも外部から来たIT人材をうまく活用するコツ

いていく方がよいのではないかと思います。

（ノウハウ）が必要であると思いますが、どのような
点を重視すべきでしょうか。

７．ＣＩＯ等の人材育成とＩＴ投資で必要な視点

（河内氏）お互いの信頼関係を築くことがまず大事で

（松島氏）CIOを育成・整備することが企業の経営改

あると思います。とことん話し合い信頼し、まかせた

善とか収益向上に役だっているという一つの実績

らその人をサポートするのが社長の役目です。
（松島氏）IT分野におけるグローバルな人材育成に関
しては、どのように考えておられますか。
（新井氏）入社以降にいかに色々な分野を経験してい
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（
「関西情報化実態調査」の結果等）もあります。CIO
という人材が企業の発展に大きな役割を果たすという
ことが、今日のパネルディスカッションの中から整理
できたのではないかと思います。最後にCIO等の人材
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育成やIT投資で必要な視点などに関して一言ずつ発言

（参考）2008年度「関西CIOコンファレンス」

をお願いいたします。

−IT投資ワークショップ−の紹介

（平本氏）EAという全体設計図をきちんと作って全体

「IT投資ワークショップ」では、モデル企業のケー

最適の視点から俯瞰し、その上でプログラムをしっか

ススタディにより、IT投資に関わる理論と実践的な演

り回していく。これを何年か継続していくと、ユーザ

習を通して戦略的なIT投資マネジメントに関わる体系

ーとベンダーの双方でIT人材が育ってくるという構造

的な知識を身につけていただくため、５回に亘り下記

ができ上がってきます。それが拡がると日本全体でか

の内容で開催しています。

なりIT投資と経営改善の好循環サイクルが回っていく
のではないかと思います。
（宗平氏）仮説検証型経営という言葉を最近よく耳に
します。IT投資においても検証することが重要です。
検証して間違っていたら、仮説を変えることを嫌がら
ないで素直に間違いを認め、次の仮説を立てる。この
ような改善プロセスを着実に実行していくことで次第
に経営状況が良くなっていくのではないかと考えま
す。

第１回（８/29）
「IT投資マネジメントの基本的考え方」
第２回（９/26）
「IT投資マネジメントの演習 事例企業の戦略可視化」
第３回（11/14）
「IT投資マネジメントの演習 IT投資計画の策定」
第４回（12/19）
「IT投資マネジメントの演習 IT投資の評価」

（新井氏）社内では色々な経験をすることに限界があ
ります。各社の問題点や課題を持ち寄って、解決に向

第５回（１/23）
「IT投資の盲点」

けた議論を通じてシステム部門の人材を育成していく
ような場が必要であると痛感しています。
（河内氏）会社の仕組みを透明に（見える化）した上
で、次に経営をまかせることのできる人物が現れた時
に譲るのが私の役割であると考えています。そのため
に創立50周年の時にIT投資を決断し、IT化を進めてき
ました。着実にこの目的が実現できていることに満足
しております。
（松島氏）１時間余りに亘り「IT投資マネジメントの
課題とCIOの役割」という観点で議論をしてまいりま
した、また会場からも活発なご質問をいただき、実り
あるパネルディスカッションとすることができまし
た。ご協力をいただきました皆様方に深く感謝いたし
ます。
（文責：調査グループ 山岸隆男）
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中小企業におけるIT経営を実践するためのIT投資について
〜関西IT経営応援隊事業を通じて〜
情報化推進グループ

当財団では、関西地域の中堅・中小企業を対象に、

主任研究員

西田

佳弘

の一連の流れのもとに、RFP（注）を作成し、IT投資を

経済産業省の推進事業である「IT経営応援隊事業」を

行い、IT経営を実践している企業を数多く輩出してい

平成16年度から実施しています。この事業は、中堅・

る。このような企業の中には、IT経営に取り組んだ結

中小企業が、経営課題の解決に効果的にITを活用し、

果、業績が向上し、産業競争力が強化されたところが

業務改革や生産性の向上を図ることを目的としています。

数多く見られます。

本事業は、IT経営の取り組みに意欲のある経営者及

関西IT経営応援隊事業では、中堅・中小企業がIT経

び経営幹部の方々を対象に、IT経営に取り組み、成功

営を実践していく上で、専門家であるITコーディネー

した企業の事例発表会を行う「気づき」を支援する事

タと連携して、事業を推進している。今回は、ITコー

業をはじめ、気づいた経営者に対して、実際にIT経営

ディネータの田内幸夫氏が支援し、中小企業IT経営力

に取り組むために、自社の経営戦略企画書及びIT戦略

大賞の認定企業として認められた企業をモデルに、IT投

企画書を策定するための研修を行う「学び」を支援す

資を行った状況及びその効果について紹介します。

る事業、さらに、それらの企画書をもとに、IT経営を
実践するために、専門家による企業の成熟度診断や個

（注）RFP：システム提案依頼書のこと。
ITベンダはRFPを元にシステム提案を行う。

別指導を通じて、システム提案要求書（RFP）の作成
に至るまでを指導する「実践」を支援する事業を実施

IT経営実践企業の成功事例
ITコーディネータ 田内 幸夫

しております。
さらに、関西地域において、優れたIT経営を実現し、
かつ他の中堅・中小企業がIT経営に取り組む際の参考

（有限会社エスアイエル 代表取締役）

１．Ｙ社の概要

となる中堅・中小企業を対象に表彰する「関西IT活用

・創業：大正３年

企業百撰（関西IT活用企業百撰実行委員会との共催事

・大阪本社の他全国に11営業拠点、５工場。

業）」及び経済産業省が全国規模で実施している「中

・事業内容：金属製配線工事用ボックス、ダクト等

小企業IT経営力大賞」の各種表彰制度を実施していま
す。
（図１）

・売上高：約33億円（平成19年３月）

このように、経営者の「気づき」から「実践」まで

図１
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の製造販売

・従業員数：260名

中堅・中小企業を対象とした事業展開

中小企業におけるIT経営を実践するためのIT投資について

２．事業の背景

証取得に取り組み、その中で全ての業務の標準化を実

Ｙ社は建設業向けの配線工事用金属製品の製造販売

施しました。

を行っているが、建設業は公共事業の大幅減少と、不

基幹業務である、受注、製造、出荷及び在庫管理を

況産業の代表でもあることから同社の総受注量は減少

シームレスに連携・統合し受注、在庫、工場負荷の情

し、且つ材料費の高騰もあって利益は下落傾向が続い

報を基に最適な製造出荷指図を半自動的に出来るシス

ていた。また、素材も硬質プラスチックによる代替品

テムを構築しました。また、緊急注文や注文変更に即

の出現や、特殊技術が不要なことから近隣海外からの

時に対応可能な仕組みを構築いたしました。

輸入品も増加し、極めて激しい競争が繰り広げられて
います。
そのような背景の中で、生き残るためにはより顧客
満足度を向上すると共に新規市場の開拓が急務であり
ました。

３．経営課題
顧客満足の要因は「超短納期」との認識の中で、
「納期優先」のため、受注内容の確認、製品検査、配
送出荷やさらに製造計画の決定プロセスが正確性を欠
き、結果として売上高比約1.5％のミスが発生（年間

図３

システム機能関連図

約50百万円弱の廃棄損が発生）と想定していたが、そ

これらの処理は、タイミング的にまた膨大な情報処

の処理も現場任せのため実体は不明であった。この解

理を伴う点から人間系だけでは実現不可であり、人間

決が最大の経営課題でありました。

系とＩＴ系との有機的連携を意識したものでした。

また、前述の如く需要は減少傾向であり、新規の需

これらのシステム開発費用については、平成17年度

要の開拓が急務で、それ無しでは企業規模をどんどん

の「ＩＴ活用型経営革新モデル事業」に応募し、採択

縮小せざるを得ない状況でした。

され、開発費用の約半額が補助金で賄われました。

図２

事業戦略関連図

図４ 実施スケジュール及びIT活用型経営革新モデル事業の利用

４．ＩＴ投資への取り組み
ＩＴ投資の前提として、業務プロセスの標準化は絶
対条件であるとの認識から、全社を挙げてISO9000認
23

中小企業におけるIT経営を実践するためのIT投資について

５．成果目標
システム導入の企画段階での効果目標は以下の通り
であります。
①経営革新効果
受注管理システムの構築により、受注ミスによる
誤製造・誤出荷が激減すると共に、ISO9000の標準

選」に応募し優秀賞を受賞したことから会社の知名度
が向上し、新規の顧客から注文が舞い込むことになり
ました。
ＩＳＯ品質マニュアルにより業務の標準化が徹底さ
れました。
（それをサポートするＩＴ化の実現）
受注〜出荷までの事務処理工数が大幅に削減でき、

を遵守することにて品質が確保でき、その両者があ

事務員が営業補助の仕事が可能となり、職場が活性化

いまって利益の大幅増加が出来る。

した。

新規販路開拓を目的として、ＤＩＹ（ホームセン
ター）に受注窓口を開設し、零細電気工事事業者や
一般消費者への販売を狙う。
ＦＡＸによる注文情報をシステムに自動入力させ
ること及び受注入力の簡素化と製造指示への連携強

誤受注、誤製作等のミスが劇的に削減でき0.5％に
なり大きく利益に貢献した。
基幹システムの整備により新ビジネス（ＤＩＹでの
受注窓口）が展開でき、全国規模で展開中（現状では
５店舗）です。

化により、受注処理工数の大幅削減を狙う。

７．まとめ（成功要因）
②波及効果
業務の標準化（ＩＳＯ）と製品の仕掛状況把握等

IT投資であったが、経営トップの強いリーダーシップ

により企業としての信頼性が増し、顧客満足度の向

と人間系とIT系の有機的連携を意識したIT投資を行う

上が狙える。

ことによって成功に導くことができました。

超短納期で品質が確保できることから、競争力が
強化できる。
製造管理の充実により、原料・製品の在庫量が削
減し、適正在庫量が維持可能となる。
短納期であることから、標準品のウエートが減少
し、付加価値の高い特注品の増加が見込まれる。
新販路開拓により、エンドユーザーとの接点が出
来顧客のニーズを把握できることから新商品開発能
力が向上する。
全社的な情報の共有により、業務遂行の円滑化・
高度化が狙える。

６．ＩＴ投資の成果
開発着手から約１年にて基幹システムが完成・稼動
したが稼動直後にはシステム上のトラブルや運用の不
備もあり成果の確認はやや不十分でありました。
しかしその後、トラブルの修復、不足機能の強化等
を経て投資効果が確認できるようになった。その主な
効果は以下の通りです。
ＩＴ導入の成功により、平成18年度の「ＩＴ経営百
24

基幹業務のシステム再構築という生き残りを賭けた

なお、同社ではこの成功に甘んじることなく第２次
システムとして、原価管理や管理会計の充実を目指し、
現在新プロジェクトを立ち上げその企画を推進中であ
りその成果が期待されています。

ネオクラスター推進共同体『技術評価事業』のご紹介
〜研究開発に取り組む中小・ベンチャー企業の融資円滑化に向けて〜
地域・産業活性化グループ

係長

高鳥

克己

（財）関西情報・産業活性化センターは、経済産業省の「産業クラスター計画」に基づき推進する関西フロ
ントランナープロジェクト（

）の推進機関として、近畿地域における企業間、大学、公的支援

機関の連携を促進し、情報家電・ロボット、高機能部材、高効率エネルギー機器・装置といった次世代産業の
集積を図り、世界に通用する活力ある産業クラスターの形成を目指しています。今回はその多彩な支援メニュ
ーの中から、金融機関と連携して中小・ベンチャー企業の融資円滑化を図る「技術評価事業」についてご紹介
します。ＩＴ投資促進の観点からも、本事業に関心をお持ちいただけましたら幸いです。

１．
『技術評価事業』の位置付け
「関西フロントランナープロジェクト

研究開発に取り組む中小・ベンチャー企業の融資円滑
」

は、近畿地域で実施されている産業クラスター計画

化に向けて、金融機関と連携を図りながら取り組んで
いる事業です。
（図１）

（平成13年度から経済産業省が推進する地域活性化・
産業競争力強化事業）の１つです。近畿地域に優位性

２．
『技術評価事業』の背景と目的

があるとされるモノづくり分野、情報分野、エネルギ

中小・ベンチャー企業にとって、研究開発から事業

ー分野の企業の中で、新事業展開や新技術開発を目指

化へと進む過程において必要となる資金調達は、政府

すベンチャー精神にあふれる企業を支援し、世界のフ

系・民間を問わず、金融機関による担保・保証付き融

ロントランナーとなるような企業を数多く輩出するこ

資が中心となっていますが、昨今の経済情勢下で中

とをめざしています。（財）関西情報・産業活性化セ

小・ベンチャー企業の担保・保証能力は決して十分と

ンターはこの推進組織である「ネオクラスター推進共

は言えない状況にあります。

同体」の事務局として、近畿経済産業局、大学、自治

そこで、企業側には、自社の保有する技術を担保に

体、産業支援機関、近畿の各地域で活動している他の

して融資を望む声があるものの、金融機関による融資

クラスター事業と緊密に連携しながら、会員企業向け

申込みに対する審査は一般的に財務的な担保・保証能

に施策・技術の情報提供、産学官グループの支援、個

力の有無がその中心であり、企業の技術力が評価され

別企業の支援に関する各種事業を実施しています。

る例は多くありません。そこには、深化かつ多様化す

「技術評価事業」はその支援メニューのひとつであり、

る中小・ベンチャー企業の技術を評価することが高度
な専門性を要するため、金融機関にとって容易な作業
ではないことも理由のひとつになっています。そこに、
技術と市場をつなぐための正確な評価へのニーズが生
じてきています。
このような背景から、ネオクラスター推進共同体が専
門的知見を有する第三者による客観的な技術評価を金融
機関に提供することで融資判断材料の一助とし、ひいて
は、資金調達難に直面する中小・ベンチャー企業の発展
に寄与することを目的として、技術評価事業はスタート
しました。本事業を利用する金融機関と中小・ベンチャ

図１

「関西フロントランナープロジェクト」の

ー企業には、下記のようなメリットがあります。（図２）

事業構造と技術評価事業の位置付け
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ネオクラスター推進共同体『技術評価事業』のご紹介

金融機関

■融資を実行しようとする企業の保有
技術について当該技術分野の専門家
から客観的な評価や所見などを知る
ことができます。
■融資実行や融資条件を判断する際のセ
カンドオピニオンとして活用できます。

■自社保有の「技術・商品」が担保・
中小・
ベンチャー
保証能力を持つものかどうか評価さ
企業
れます。
■金融機関からの資金調達の円滑化、
融資条件の緩和が行われる可能性が
あります。
図２

技術評価事業におけるメリット

評価申込書」を提出していただきます。
(2)評価専門員の選定
ネオクラスター推進共同体が、大学などの技術系
教員、公的研究機関、企業研究者ＯＢ、ＮＰＯ法人
などから申込内容に適した評価専門員を４名選出し
ます。
(3)評価作業（一次評価）
４名の評価専門員が、申込案件について書面審査
を実施します。

３．
『技術評価事業』のプロセス
技術評価事業は、金融機関からの申込（企業からで

(4)評価作業（技術評価委員会）

はなく、ネオクラスター推進共同体と連携する金融機

一次評価の結果に基づき、ネオクラスター推進共

関からの申込となります）に基づき、ネオクラスター

同体に設置された「技術評価委員会」が追加調査

推進共同体のネットワークや既存の団体等が有するネ

（企業ヒアリング）の必要性等を検討します。

ットワークを活用して、当該技術内容に対応できる４
名の専門家を評価専門員として選出し、当該技術の
「技術力」
「市場性」
「実現可能性」
「社会性」の４項目
について評価を実施します。

企業ヒアリングの必要性があると判断された場
合、技術評価事業委員会委員長（クラスターマネー

具体的な流れは、おおよそ下記のとおりです。

ジャー）による企業ヒアリングを実施します。

(1)技術評価申込書の提出

(6)評価結果の確定（二次評価）

金融機関からネオクラスター推進共同体に「技術

図３
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(5)追加調査の実施（企業ヒアリング）

企業ヒアリングの結果をもとに、４名の評価専門

技術評価事業の事業プロセス

ネオクラスター推進共同体『技術評価事業』のご紹介

員が第一次評価結果の修正等を行います。

５．
『技術評価事業』の課題と今後
事業の開始から４年目を迎えている技術評価事業で

(7)「技術評価書」の作成

すが、その内容をさらに充実したものとしていくため

二次評価の結果を受けて、技術評価事業委員会が
最終の「技術評価書」を作成します。

には、解決しなくてはならない課題もいくつか見出さ
れています。例えば、ひとつに評価期間の短縮化があ
ります。本事業は、資金調達という中小・ベンチャー

(8)「技術評価書」の交付

企業の事業展開に大きな影響を及ぼす問題に密接に関

ネオクラスター推進共同体が金融機関へ「技術評
価書」を交付します。
（図３）

わっているだけに、スピーディな評価作業が要求され
ます。金融機関からの申込を受理してからおよそ一ヶ
月で技術評価書を交付することを目標に事業を実施し

４．
『技術評価事業』の成果と全国展開

ていますが、実際に一ヶ月で評価書を交付できるケー

技術評価事業は平成17年度の事業開始以後、着実な実

スは少ないため、いかに効率的に評価を実施し、評価

績を積み重ねてきており、近畿発の産業クラスター事

期間の短縮化を図るかが課題となっています。

業として全国から注目される事例となってきていま
す。その具体的な実績は下記のとおりです。

また、近畿地域で本事業をご利用いただいている金
融機関を拡大していかなくてはならないという課題も

●申込件数…………35件

抱えています。技術評価事業の実施にあたっては、ネ

●融資実行件数……19件

オクラスター推進共同体と金融機関との間で「事業実

●融資額……………約15億円

施に関する覚書」を締結することが必要条件となって
（平成20年８月現在）

事業スキームについての照会も多く、平成19年度に
は、四国経済産業局、中国経済産業局、東北経済産業

いますが、現状、覚書を取り交わしている金融機関は
３行にとどまっており、さらなるＰＲ活動が必要だと
感じています。

局、内閣府沖縄総合事務局からの依頼に応じて、現地
での事業説明会を実施しました。その後、中国経済産

６．ＩＴ投資促進に向けた活用を期待

業局、東北経済産業局で、具体的に技術評価事業を導

技術評価事業は、金融機関からネオクラスター推進

入していただく動きが生まれており、事業の全国普及

共同体への申込を原則としていますが、これまでＩＴ

に向けてノウハウの提供等を行っています。

系企業の技術に対する評価も35件中８件実施してお
り、金融機関からの融資実行にも結びついています。
本事業についてご関心がございましたら、下記連絡先
まで、お問合せください。
今後も本事業を実施する中でスキームのブラッシュ
アップを図り、研究開発に取り組む中小・ベンチャー
企業の融資円滑化に寄与するという大きな目的意識の
もとで、事業の一層の充実を図っていきたいと考えて
います。

■技術評価事業に関するお問合せ
図３

技術評価事業の事業説明会の様子（中国地域）

（担当）地域・産業活性化グループ

担当：高鳥

（TEL）06-6346-2981（E-mail）info@neocluster.jp
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関西グリーン電力基金

平成20年度助成先の決定について
地域・産業活性化グループ

１．関西グリーン電力基金とは

村田

利之

法人 関西情報･産業活性化センターセンターにて｢関

地球温暖化防止の観点から、発電時にCO2を排出し

西グリーン電力基金｣を運営しています。

ない「太陽光発電」
、
「風力発電」といった新エネルギ

｢関西グリーン電力基金｣は、地域の皆さまからの寄

ーを利用した発電方式が有効な手段として期待されて

付金を募り、新エネルギー発電設備の建設を助成する

います。

市民参加型の取組みです。また、併せて、地域の皆さ

ただ、これらの発電方式は、火力発電や原子力発電
に比べ、発電するためのコストが高いことから、普及

まからの寄付金総額と基本的に同額の寄付を関西電力
株式会社からいただいています。

が進んでいないというのが現状です。
「関西グリーン電力基金」は、これらの現状を踏

２．平成20年度（第８回）助成先

まえて、地域の皆さま、電力会社、新エネルギー発電

第18回グリーン電力基金運営委員会（委員長 天野

事業者が一体となって、新エネルギーの普及促進を目

明弘 神戸大学 関西学院大学 兵庫県立大学 名誉

指すために、平成12年10月に財団法人 関西産業活性

教授）を開催し、関西グリーン電力基金 第８回（平

化センター内に設立されました。平成14年３月に関西

成20年度）助成先について、下記のとおり決定いたし

の財団の再編統合に伴い、平成14年４月からは、財団

ました。

関西グリーン電力基金の仕組み

28

関西グリーン電力基金

（３）普及・啓発用発電（１０件）

（１）太陽光発電助成先（１８件）
助成先

設

平成20年度助成先の決定について

備 設 置 場 所
（所 在 地）

設備出力
（kW）

助成金額
（円）

設

助成先

備 設 置 場 所
（所 在 地）

設備出力
（kW）

助成金額
（円）

堺市
堺市錦綾小学校
（大阪府） （大阪府堺市堺区錦綾町１-６-１９）

１０

５１５，
０００

高槻市 高槻市JR摂津富田山駅北側駅前街路灯
（大阪府）（大阪府高槻市大畑町地内）

堺市
堺市浜寺昭和小学校
（大阪府） （大阪府堺市西区浜寺昭和町２-２８２）

１０

５１５，
０００

高槻市 高槻市阪急上牧駅北側駅前街路灯
太陽光：
０．
０６
（大阪府）（大阪府高槻市神内２丁目地内） （太陽電池式ＬＥＤ照明灯）

２００，
０００

堺市
堺市新浅香山小学校
（大阪府） （大阪府堺市北区東浅香山町３-３１-４）

１０

５１５，
０００

高槻市 高槻市上の池公園街路灯
太陽光：
０．
０６
（大阪府）（大阪府高槻市阿武野２丁目地内）（太陽電池式ＬＥＤ照明灯）

２００，
０００

堺市
堺市土師小学校
（大阪府） （大阪府堺市中区土師町３-３５-１）

１０

５１５，
０００

高槻市 高槻市芥川公園街路灯
（大阪府）（大阪府高槻市南芥川町地内）

２００，
０００

吹田市
吹田市立やすらぎ苑
（大阪府） （大阪府吹田市吹東町１７-１）

１０

５１５，
０００

高槻市 高槻市高槻市総合スポーツセンター街路灯
太陽光：
０．
０６
（太陽電池式ＬＥＤ照明灯）
（大阪府）（大阪府高槻市芝生町４-１-１）

２００，
０００

５

２５７，
５００

兵庫県立神出学園 兵庫県立神出学園
（兵庫県） （兵庫県神戸市西区神出町小束野３０）

１

２００，
０００

泉大津市 泉大津市穴師小学校
（大阪府） （大阪府泉大津市我孫子１-１２-１０）

１０

５１５，
０００

豊岡市 豊岡市温泉利用交流施設
（兵庫県）（兵庫県豊岡市但東町坂野４７０）

太陽光：
０．
１７４
風力：
６４

２００，
０００

高槻市
高槻市立療育園
（大阪府） （大阪府高槻市郡家本町６４３-１内）

１０

吹田市
吹田市青少年屋外活動センター
（大阪府） （大阪府吹田市藤白台５-２０-１）

池田市
池田市立保険福祉総合センター
（大阪府） （大阪府池田市城南３-１０３-９２）

５１５，
０００

太陽光：
０．
０６

２００，
０００

（太陽電池式ＬＥＤ照明灯）

太陽光：
０．
０６
（太陽電池式ＬＥＤ照明灯）

（太陽電池式ＬＥＤ照明灯）

豊岡市 豊岡市立木屋町小路
（兵庫県）（兵庫県豊岡市城崎町湯島３９１）

１．
７６

２００，
０００

１，
０３０，
０００

草津市 草津市立芦浦公民館
（滋賀県）（滋賀県草津市芦浦町３１９-８）

４

２００，
０００

２０

１，
０３０，
０００

草津市 草津市立常盤小学校
（滋賀県）（滋賀県草津市志那中町１１９）

３

２００，
０００

福崎町
兵庫県福崎町立福崎幼児園
（兵庫県） （兵庫県神崎郡福崎町福崎新４４８-３）

５

２５７，
５００

加古川市 加古川市尾上公民館
（兵庫県） （兵庫県加古川市尾上町池田１８０４-１）

１０

５１５，
０００

豊岡市
豊岡市北但広域療育センター
（兵庫県） （兵庫県豊岡市戸牧１０２９-１１）

１０

５１５，
０００

城陽市
城陽市立富野小学校
（京都府） （京都府城陽市富野堀口１）

１０

５１５，
０００

２５
（対象：
２０）

八尾市
八尾市廃棄物処理センター
（大阪府） （大阪府八尾市曙町２-１１）

滋賀県
滋賀県警本部
（滋賀県） （滋賀県大津市打出浜１-１０）

３０
（対象：
２０）

大阪に新しい
学校を作る会 箕面こどもの森学園
（特定非営利
２-６，
７）
活動法人） （大阪府箕面市小野原西６-４

ほのぼのステーション 堺市ほのぼのステーション

（特定非営利
９）
活動法人） （大阪府堺市堺区旭ヶ丘１-２

向島保育園 京都市向島保育園
（社会福祉法人）（京都市伏見区向島本丸町６８）
合

計

合

普及・啓発用発電につきましては、
４団体より１０件の応募がありました。助成
募集枠（１０件）
と同数の応募であったため助成単価は１件あたり２００，
０００円と
し、助成することとしました。

（参考１：助成募集実施概要）
対

１，
０３０，
０００

８．
７

４４８，
０５０

５．
１２

２６３，
６８０

１０

５１５，
０００

１９３．
８２

９，
９８１，
７３０

象

設

備

太陽光発電

（２）風力発電助成先（０件）

−
１０件

助成金額

助成単価

１，
０００万円 ５０，
０００円/kW
７００万円

−

２００万円 ２００，
０００円/件

（参考２：制度発足からの昨年度（平成１３年度〜平成１９年度）
までの助成実績）
助成件数

設備出力
（kW）

助成金額
（円）

７１

１，
８８６．
８６２

６８，
６２２，
６８０

事業用風力発電設備

７

１１２，
５００

６６，
６９９，
０００

環境教育目的用発電設備

５

５．
３２

１，
２３５，
９００

５．
１１７

１，
９９５，
０００

助

成

対

象

公共用太陽光発電設備

普及・啓発用発電設備

風力発電の応募につきましては、応募がありませんでした。助成金の７００万
円については次年度の助成原資として繰り越すことといたしました。

助成枠
２００ｋＷ

風力発電
普及・啓発用発電

太陽光発電につきましては、
１４団体より１８件（助成対象出力：１９３．
８２kW）
の応募がありました。助成枠を下回る応募であったため（参考：助成募集枠
２００ｋW）、助成金額単価５０，
０００円/kＷを５１，
５００円/ｋWに引き上げた上で、助
成することとしました。

１０．
２３４ ２，
０００，
０００

計

合

計

７
９０

１１４，
３９７．
２９９ １３８，
５５２，
５８０

事業用風力発電設備

公共用太陽光発電設備

環境教育目的用発電設備

ＣＥＦ南あわじウインドファーム事業
（兵庫県南あわじ市）

美浜町立ひまわりこども園
（和歌山県日高郡美浜町）

高槻市緑が丘公園 園内灯
（大阪府高槻市）

（設備出力 ３７，
５００kW）

（設備出力 １０kW）

（設備出力 ０．
０６kW）

第５回（平成１７年度）助成先

第７回（平成１９年度）助成先

第６回（平成１８年度）助成先
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関西グリーン電力基金

平成20年度助成先の決定について

３． 基金へのご賛同、ご協力のお願い

＊ご協力いただけます場合には、下記事務局宛ご連

本年度で８年目の助成を迎え、本基金の趣旨であ

絡くださいますようお願い申し上げます。郵便

る新エネルギーの普及促進に向け、一歩ずつ着実に前

振込用紙付きパンフレットをお送りさせていた

進しています。今後、更なる普及促進に向け、皆さま

だきます。

にも本基金の趣旨をご理解いただき、ご賛同、ご協力
いただきますようお願い申し上げます。
【参考】本年度、「関西グリーン電力基金の会員の皆様」を対象に、過去の助成先をご見学いただき、より、
グリーン電力へのご理解をいただくことを目的に参加費無料にて見学会を下記の通り実施いたします。

第１回
「みんなで考えよう、私達の水！」

第２回
「おうちでできるエコと癒し」

募集人数

３０名
（グリーン電力会員とそのご家族）

４０名
（グリーン電力会員とそのご家族）

日

時

平成２０年１０月３日（金）１３
：
００〜１６
：
００

平成２０年１１月８日（金）１３
：
００〜１５
：
３０

場

所

滋賀県琵琶湖・科学研究センター
（平成１６年度助成先）

神戸市花と緑のまち推進センター
（平成１５年度助成先）

＜事務局＞
（財）関西情報・産業活性化センター
地域・産業活性化グループ

担当：村田

（TEL）06-6456-5347（FAX）06-6346-2443
（E-mail）murata@kiis.or.jp
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○KIISセミナーの開催

・第20回（平成20年９月25日）

KIISセミナーは、経済産業動向や情報化関連の政策、
先進情報通信技術をはじめ話題性のあるテーマを取上

テーマ：「最近の情報通信政策の動向」
講 師：総務省 近畿総合通信局

げ賛助会員の皆様に有益な情報を提供しております。

第１部 「オープンソースの魅力」

・第21回（平成20年10月28日）

(1)テーマ：Ruby開発秘話、言語の特徴、今後の
展開について

テーマ：「最近の近畿経済の動向と日本経済」
講 師：経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部

師：株式会社ネットワーク応用通信研究所
まつもと ひろゆき 氏

第２部 「企業と自治体におけるOSSの導入」
(2)テーマ：IPA/OSSセンターの取組み
講

島田 泰子 氏

＜今後の開催予定＞

・第17回（平成20年２月26日）

講

情報通信部長

調査課長 山口 洋 氏
・第22回（平成20年12月５日）
テーマ：「グリーンIT」
講 師：株式会社日立製作所 経営戦略室

師：IPA/OSSセンター研究員

事業戦略本部 担当本部長

株式会社テックスタイル

香田 克也 氏

岡田 良太郎 氏
第３部 「企業と自治体におけるOSS導入の現状と
課題について」

○平成19年度事業成果報告会の開催
（平成20年６月４日）

(3)テーマ：住友電工における基盤情報システム

ヒルトンプラザウエストオフィスタワー8階会議室

へのOSSの適用について

にて、昨年度実施した事業について報告会を開催し、

講

師：住友電工情報システム株式会社
谷本

収 氏

(4)テーマ：地域情報化、Rubyのコミュニティ形
成、Ruby資格制度について
講

第一部 情報化が導く競争力強化と業務改善
１．関西情報化実態調査
２．関西CIOコンファレンス

師：ネットワーク応用通信研究所
井上

60名の参加を得ました。発表内容は下記のとおり。

３．ASPによる電子契約サービスの事業の可能性
浩 氏

４．関西IT経営応援隊事業
第二部 情報化が導く行政サービスの飛躍的な改善

・第18回（平成20年８月１日）
テーマ：「経済産業省及び近畿経済産業局の情
報政策について」

５．CMSで実現する生活情報提供システム
６．地域ICT2.0セミナーのアプローチ

講 師：経済産業省 近畿経済産業局
地域経済部 情報政策課 統括係長
芝野 知子 氏
・第19回（平成20年８月29日）
テーマ：「 光 時代の到来とNGNがもたらす
社会の変化」
講 師：西日本電信電話株式会社 法人営業本部

〜都市情報化の取組み〜
第三部 企業競争力の強化が導く産業活性化
７．経済産業省 産業クラスター計画
「関西フロントランナープロジェクト

」

８．健康管理ソリューションの取組み
「適正医療に対応した機能の実現に向けて」
９．プライバシーマーク制度の現状と今後の取組み

担当部長 山本 浩之 氏
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各グループからのお知らせ

○第58回政策委員会の開催（平成20年６月２日）
１．委員の交替について

４．ASPによる電子契約サービスの事業可能性の調
査研究

２．平成19年度 収支決算（案）について

５．CMSで実現する生活情報提供システム

３．平成19年度 事業報告（案）について

６．地方自治体向け公募公債条件支援システムの紹介
７．地域ICT改革2.0セミナーのアプローチ

○第91回理事会・第22回評議員会の開催

〜都市情報化の取組み〜

（平成20年６月13日)

８．
「関西引越し手続きサービス」の動向

理事会では、評議員の選任、平成19年度事業報告お

９．
「関西フロントランナープロジェクト

」

よび決算等について審議され承認を得ました。評議員
会では、平成19年度事業報告および決算等について報
告致しました。

○KIISホームページをリニューアルしました。
（平成20年６月26日）
ホームページリニューアルに伴い、KIISのロゴマー

○KIIS2007OUTPUTの発行（平成20年５月）
KIISが取り組んでおりますいくつかの事業について

クも一新しました。
皆様の様々なご意見・ご要望をお寄せください。

取り纏めた報告書を発行し、賛助会員の皆様にご高覧
戴き、忌憚ないご意見を伺っています。
＜2007OUTPUT＞
１．関西情報化実態調査2007
２．関西のIT産業の動向（関西情報化実態調査より）
３．2007年度「関西CIOコンファレンス」の実施と
2008年度の取組み

【お問合せ先：総務企画グループ】
TEL：06-6346-2441/E-mail:spoken@kiis.or.jp

調査グループでは、関西地域の情報化の推進並びに

今年度は、戦略的なIT投資が求められる中で、特

地域の活性化に貢献するため、その基盤となる調査事

にITの有効活用が期待される中堅企業、自治体を対

業を行っています。

象に、ＩＴ投資の実態を把握し、今後の生産性向上

調査グループが、現在取り組んでいます主な事業に

に向けた効果的・効率的なＩＴ投資のあり方を提言

ついてご紹介します。

するべく、現在、アンケート調査等を行っています。

１．財団の基盤整備事業

(2)関西CIOコンファレンスの開催（JKA補助事業）

(1)e−kansaiレポート（JKA補助事業）
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「関西情報化実態調査」において、CIOの設置率

「e-Kansaiレポート」は、関西圏の情報化の実態

が全国レベルに比べて低いこととCIOの設置の有無

を把握するとともに、今後の関西の情報化のあるべ

と業況に正の相関が確認されたことを受け、2006年

き姿を提言することを目的に刊行しています。2005

度からCIOの必要性を説く「関西CIOコンファレン

年度から３ヵ年の「関西情報化実態調査」の成果をと

ス」を開催しています。また、上記「e-Kansaiレポ

りまとめ、「e-Kansaiレポート2008」として、初版を刊

ート2008」においても、企業、自治体、教育、医療

行しました。（詳しくは、後述しております。）

の各分野の共通課題として浮かび上がったのが「戦

各グループからのお知らせ

略的IT投資」です。

「IT投資マネジメントの課題とCIOの役割」

そこで今年度の「関西CIOコンファレンス」では、

コーディネータ：武蔵大学 教授 松島 桂樹氏

関西地域の中堅･中小企業等の各社での戦略的なIT投

パネラー：上記の第１部、第２部の講師

資の推進を普及するための「IT投資シンポジウム」を

（パネルディスカッションの詳細内容は前掲特集記

開催しました。また、現在、経営戦略と融合した戦

事をご覧下さい。また、ホームページでも概略

略的なIT投資マネジメントを行う手法を学んでいただ

がご覧いただけます。

くために、モデル企業を取り上げて理論と演習形式の

http://www.kiis.or.jp/research/cio2008/）

実践的な「IT投資ワークショップ」を開催しています。
＜IT投資ワークショップ＞
＜IT投資シンポジウム＞

テーマ：「継続して儲かるＩＴ投資を目指して」

テーマ：「CIOに期待されるIT投資マネジメント」

開催期間：平成20年８月29日〜平成21年1月23日

日 時：2008年７月７日（月）10：00〜17：20
(交流会 17：30〜18：30)

（全５回）
会 場：第二吉本ビルディング貸会議室

会 場：ウェスティンホテル大阪 ２階 ソノーラ

研修カリキュラム：（各回、講義と演習で進めます）

プログラム：

・第１回（2008.8.29）「ＩＴ投資マネジメントの基

特別講演１「IT投資をリードする戦略的CIO」
経済産業省商務情報政策局情報政策課
特別講演２「CIOに求められるコアコンピタンス」
早稲田大学 大学院 教授 小尾 敏夫氏
KIIS事業の紹介

本的な考え方 なぜ経営戦略が重要か」
・第２回（2008.9.26）「ＩＴ投資マネジメントの演
習 その１ 事例企業の戦略可視化」
・第３回（2008.11.14）
「ＩＴ投資マネジメントの演
習 その２ IT投資計画の策定」

①「関西情報化実態調査に見るＩＴ利活用とCIO
の役割」

・第４回（2008.12.19）
「ＩＴ投資マネジメントの演
習 その３ IT投資の評価」

② 2008年度「関西CIOコンファレンス」の概要
基調講演「IT投資と経営への効果」

・第５回（2009.1.23）
「ＩＴ投資の盲点」
講 師：大阪市立大学大学院 創造都市研究科

武蔵大学 教授 松島 桂樹氏
第１部講演「EAに基づくIT投資と評価ツール」
①「EAに基づくIT投資マネジメントとCIOの役割」

准教授 湯浅 忠氏
㈱オージス総研 執行役員技術部長 宗平順己氏
けいしんシステムリサーチ㈱営業企画本部

㈱フューリッジ 代表取締役 平本 健二氏
②「戦略マップによるIT投資マネジメント」
㈱オージス総研

部長 藤原正樹氏
小島総合研究所 代表 小島康男氏
若松経営情報研究所 代表 若松敏幸氏

執行役員技術部長 宗平 順己氏
第２部講演「企業におけるIT投資マネジメント事例」

（詳しくは、下記ホームページをご覧下さい）
http://www.kiis.or.jp/research/cio2008/workshop.htm

①「IT投資の可視化と経営目的達成評価」
㈱堀場製作所 業務改革推進センター
室長 新井 修氏
②「中小企業経営における業務改革とIT投資」
マロニー㈱ 代表取締社長 河内 幸枝氏
同

営業部長 上野 昌樹氏

第３部パネルディスカッション

(3)KIIS Quarterlyの発行
KIISの事業活動を通じて得た知見を、よりタイム
リーに話題提供するために、ホームページを通じて
情報発信するものです。また、本ページは読者の皆
様からご意見やご寄稿を広く幕り、各テーマを多角
的な視点から捉えたいと考えています。
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●第１号（初刊号）2008.7

○電子書籍の流通・利用・保存に関する調査研究
（国立国会図書館）

「IT投資の関西経済への影響」
・関西経済とITの進展

日本の電子書籍の流通・利用・保存の現状を文献

・CIOがIT活用に果たす役割（自治体・上場企業）

調査、アンケート調査、ヒアリング調査等により把

・関西中堅・中小企業の情報化―CIO・公的支援

握し、近い将来の電子書籍と図書館の関わり方を探

の視点から

るために実施しています。

●今後の発刊予定
第２号（2008.9）関西自治体の情報化の動向
第３号（2008.12）社会システム基盤のアウトソ

４．地方シンクタンク協議会事務局受託業務
当財団は、同協議会設立以来、事務局として円滑な

ーシング

運営、並びに会員相互や関係機関との調整に努めてい

第４号（2009.3）環境問題とIT

ます。また、全国のシンクタンクのネットワークを活

テーマに関する皆様からのご寄稿を募集していま

用した各種調査（地域再生、行政評価、男女共同参画

す。詳しくはホームページをご覧下さい。
http://www.kiis.or.jp/content/info/quarterly.html

２．行政・地域情報化推進事業
自治体情報化および地域情報化関連調査
自治体の情報化に関する施策策定、評価等に関わ
る支援事業や住民サービスの向上、地域経済の活性
化に向けた地域情報化に関する各種計画策定等の調

等）も実施しています。詳しくはホームページをご参
照下さい。

http://www.think-t.gr.jp/

（※）地方シンクタンク協議会は、地域に根ざした課題
の調査研究や提言活動に携わる全国のシンクタンクで構
成され、総合研究開発機構（NIRA）との密接な連携の
もと、地域における政策研究の質的向上をはかり、地域
の自立的発展に寄与することを目的として活動していま
す。（現在、会員機関94機関）

査を実施しています。
(1)計画策定調査事業（今年度実施中）
・猪名川町情報化計画策定事業
(2)行政における電子契約導入研究会
民間（企業）ベースでは電子契約の導入・実施が

５．ご案内
調査グループでは、行政・地域の情報化をはじめ、
経済社会システム関連の幅広い調査研究を行っていま
す。調査等については、お気軽にお問い合わせ下さい。

進んでいるところですが、行政、特に地方自治体レ

また、今まで実施しました調査のうち、以下につい

ベルでは、未だ国の動向の見極め程度で進んでいな

ては、報告書を配布（有料）しておりますので、ご関

いのが実情です。そこで利用者の利便性と効率化を

心のおありの方はお問い合わせ下さい。

図るとともに、電子自治体での電子契約の早期導入

＜報告書のご案内＞

に向け、特に民間事業者によるサービス提供（ASP）
の可能性について検討しています。

■「e-Kansaiレポート2008」
2005年度から３ヵ年に亘って関西地域の各分野
（企業、自治体、教育、医療、IT産業等）における

３．経済社会システム関連調査事業

IT利活用状況を中心に関西の情報化の実態を把握す

少子高齢化、人口減少が進む中で、地域活性化の視

るため「関西情報化実態調査」を実施しました。本

点から、過去の実績（公共料金、企業誘致、観光戦略、

レポートは３ヵ年の調査の成果をとりまとめたもの

男女共同参画等）を活かし、地域における経済社会シ

です。

ステムに関する調査研究を実施しています。以下に現

構成は、次のとおりです。

在行っています調査を記します。

第１章 関西の社会経済とITの進展
第２章 企業の情報化

34

各グループからのお知らせ

第３章 自治体の情報化
第４章 暮らしの中の情報化
（教育・医療・安全安心）
第５章 関西のIT産業の動向

■ニュータウン再生を支える地域コミュニティ創生
に関する調査研究（（財）堺都市政策研究所との
共同研究、総合研究開発機構助成研究）
堺市の泉北ニュータウンをフィールドにソー

第６章 関西の情報セキュリティ対策の状況

シャル・キャピタルの観点から、地域コミュニ

第７章 情報化社会と法制度

ティの創生によるニュータウン再生を考察して

Ａ４版 177頁 2500円（消費税、送料込み）

います。

ホームページでもご覧いただけます。

Ｂ５版

285頁 2000円（消費税込み）

http://www.kiis.or.jp/research/e-Kansai/
【お問合せ先：調査グループ】
TEL：06-6346-2641／e-mail : rstaff@kiis.or.jp

情報化推進グループは、平成20年５月に旧普及・啓

(3)いくくるウェブ

発グループと一緒になり、新情報化推進グループとし

自治体のホームページは、市民への情報発信ツー

てスタートいたしました。これまで、それぞれが担当

ルとして、分かりやすく、かつ迅速で、さらにアク

していた事業を継続するとともに、さらにシナジー効

セシビリティ（だれでもがアクセス可能）に配慮さ

果を生み出すべく、地域、企業、行政の情報化振興に

れたものが望まれます。そのためには、発生源入力

向けて幅広く活動を実施してまいります。

と掲載の決裁機能（ワークフロー）の両機能を持っ
たCMS（コンテンツマネジメントシステム）が必

１．サービスソリューション事業
(1)ESPAL（ASP型公共施設予約システム）

要です。いくくるウェブは、KIISが提供するCMS
で、現在3団体の利用をいただいてます。

平成19年４月から公共施設の案内予約システムの
サービスをASPにより提供しております。現在、大

(4)OPAS・スポーツ施設情報システムの運用調整事業

阪府豊中市、箕面市、兵庫県三木市にご利用いただ

府と府内自治体の共同開発によるOPAS（公共ス

いているほか、兵庫県伊丹市、川西市、尼崎市にも

ポーツ施設予約システム）の運用調整業務を行って

ご利用に向けて準備中です。本システムは、平成17

います．システムは電子自治体の受け皿機能を持つ

年度に９自治体のご参加を得て行った研究会の成果

ｅおおさかｉＤＣ内に構築されています。

を基に開発したものです。
(5)共同利用電子申請受付システム運用調整事業
(2)いくくるメール

府内市町村の共同開発による「共同利用電子申請

携帯を活用したコミュニティ構築ツールである

受付システム」をＡＳＰ的に運用しています。シス

「いくくるメール（連絡メール配信サービス）
」を自

テムは電子自治体の受け皿機能を持つｅおおさかｉ

治体向けに提供しています。安心、安全情報の提供

ＤＣ内に構築されています。

や、地域でのイベント情報提供、小学校単位での情
報提供など、きめ細やかな対応が可能になります。
現在のご利用は、８団体です。

(6)ホスティングサービス
自治体向けＩＳＰサービスを中心に、ＷＥＢホス
ティング、インターネット接続などのサービスを提
35
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供しています。また、CMS（コンテンツマネジメ
ントシステム）のサービスも提供しています。現在
5団体の利用があります。

(3)行政情報化交流会
行政の情報化に向けた課題について、自治体職員
の方を中心とした情報交流を行う会を平成19年度か
ら実施しております。平成20年8月末現在で26団体

(7)大阪府ネットワーク運営事業
大阪府のDMZの構築と運営管理、およびサーバ
監視業務を行っています。

にご参加いただいております。今年度は、地域コミ
ュニティと基幹システムをテーマにし、KIISの会員
企業からの情報提供を中心に議論を行っておりま
す。

２．普及啓発活動

５/27 施設予約システム・CMS

(1)関西IT経営応援隊事業の推進
IT経営応援隊は、IT経営の導入活用によって中
堅・中小企業の経営活性化を図ることを目的として

７/17 公会計システム
引き続き、下期も開催を予定しております。詳細
は、下記のページをご覧ください。

いる経済産業省の事業です。関西IT経営応援隊は、

http://www.kiis.or.jp/ictg/kouryu/

本事業の関西地域での推進組織ですが、当グループ
で事務局をつとめております。
中堅・中小企業の経営者の方にIT経営の重要性を

(4)ITシンポジウム Info-Tech 2008
本年度もInfo-Techを開催いたします。本年度は、

ご理解いただくために、
「気づき」
、
「学び」
、
「実践」

「グローバル時代のITガバナンス」をテーマに、会

の３フェーズでのセミナー等の事業を近畿各地域で

社法と金融商品取引法にもとづく内部統制制度の導

実施しています。また、金融機関やITベンダーなど

入、非常時において企業経営の指針となるBCP（事

応援隊メンバーを対象としたセミナーも多数開催し

業継続計画）への対応などについて議論を深めます。

ております。詳細は、下記のページをご覧ください。

開催概要は次のとおりです。

http://www.kiis.or.jp/pps/kito/

開催日時 2008年10月８日 10:00〜19:00
開催場所 京都グランヴィアホテル ５F 古今の間

(2)都市情報化セミナー
都市情報化セミナーは、最新の情報通信技術の利

詳細は下記のページをご覧ください。
http://www.kiis.or.jp/infotech2008/

活用に向けた社会のニーズに応えるとともに、次世
代型情報化社会にふさわしい行政システムや地域社

(5)PALne/PS（セキュアな通信インフラと印刷アウ

会システム等の実現を図ることを目的に開催してお

トソーシング環境の提供）

ります。また、こうした目的達成に向けて一層重要

個人情報などが含まれる帳票印刷等の業務を、安

性が高まってきている大阪府立インターネットデー

全にアウトソーシングできる仕組みを作るため、そ

タセンターの活用についても、ご理解頂ければと考

の基盤となるセキュアな通信インフラを提供してい

えております。

ます。また、新バージョンでは、プリンタまでの暗

８/27 グリーンITの加速化とビジネスイノベーション

号化を実現し、電子的な状態では暗号化されたもの

９/18 ICTプラットフォームとしてのiDCの挑戦

しかないという仕組みを実現しています。さらに、

引き続き下期も開催を予定しております。詳細は、

権限認証を実現することで、目的外利用を防ぐ仕組

下記のページをご覧ください。

みとしています。

http://www.kiis.or.jp/content/seminor/

３．関西手続きワンストップ協議会事務局運営
引越し手続きワンストップサービスを提供する関西
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手続きワンストップ協議会の事務局運営を行っていま

政団体の手続きも行うことが可能になっております。

す。現在、引越し手続きワンストップサービスは、関
西電力、大阪ガス、NTT西日本、NHKといったライ
フラインを支える企業や、ショッピングのニッセン、
ベルメゾンなどのサイトとの間で引越し手続きが可能
となっているほか、行政手続きとして、神戸市水道局、
大阪府と和歌山県の自動車税関連の住所変更届けとも

４．外部活動
当グループ部長 木村 修二が自治体職員研修を中
心に外部での講演等を行いました。
横須賀市、三浦市、米原市、広陵町、大和郡山市、
別府市、相模原市 等

連携しております。
また、東京電力が提供する「引越しコンシェルゼ」
との連携も実施しており、東京地域の公益事業者や行

【お問合せ先：情報化推進グループ】
TEL：06-6346-2543／E-mail：ict-staff@kiis.or.jp

地域・産業活性化グループでは、近畿地域産業クラ
スター計画「ネオクラスター推進共同体」事業を中心
に、関西地域の経済活性化に向けた取り組みを積極的
に推進しています。また、風力や太陽光発電など新エ
ネルギーの普及促進を図るため「関西グリーン電力基
金」の運営を行っています。
ネオクラスター推進共同体では、本誌25頁にてご紹
介した「技術評価事業」の他にもさまざまな事業を行
っています。最近の実施事業についてご報告いたしま
す。

１．レーザプラットフォーム協議会の設立
ネオクラスター推進共同体では、次世代産業を担う
ものづくり中小企業に必要となる「レーザ加工」技術
の普及を通じ、これら企業による「イノベーション」
を創出するための基盤「レーザプラットフォーム協議
会」の設立について検討を重ねてまいりました。

レーザプラットフォーム協議会ウェブサイト（http://www.neocluster.jp/LPF/）

議会が正式に発足いたしました。
その後、８月21日（木）のミニフォーラムin兵庫
（尼崎）
、９月24日のミニフォーラムin京都と、精力的

同協議会は、レーザ加工技術に関連する各機関が連

にイベントを開催しています。さらに、フォーラムの

携し、設備・機器、人材、情報などの研究開発リソー

際に実施したアンケート調査や「レーザ質問箱」から

スやツールをより広域的・開放的に共有するととも

の問い合わせに対し、専門コーディネータを派遣する

に、ものづくり中堅・中小企業におけるレーザ技術普

など、個別具体的な技術課題の解決に向けた活動を積

及を促進することで、関西地域においてイノベーショ

極的に行っています。

ンを生み出すことを目的としています。

同協議会では今後も定期的なフォーラム・セミナー

さる平成20年６月30日（月）、大阪市の大阪リバー

を近畿圏各地で開催するとともに、新事業・新製品開

サイドホテルにおいて「レーザプラットフォーム協議

発に向けたものづくり企業の活動をサポートいたしま

会設立総会」が開催され、レーザプラットフォーム協

す。
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あるといえます。アイデア、技術力、研究開発シーズ、
商品化力を合わせることで、関西地域から多数のイノ
ベーティブな製品が生み出されることが期待できま
す。
現在16社のメーカにメンバー企業として登録いただ
いており、中小・ベンチャー企業からの積極的な提案
を受け入れる体制を整えています。またこのほど、全
国のクラスター参画企業からの関西の家電・電子機器
メーカへの提案を受け入れられるよう、体制やシステ
ムを拡充いたしました。海外ベンチャー企業からの問
レーザプラットフォーム協議会

い合わせ・提案も多く寄せられており、今後本事業か

ミニフォーラムの様子（2008/08/21兵庫）

ら世界的ヒット商品が生まれることを期待していま

協議会の概要、入会方法、詳しいイベント情報等は、
レーザプラットフォーム協議会ウェブサイトをご参照
ください。
（http://www.neocluster.jp/LPF/）

す。
また同事業の一環として、来る10月28日（火）〜29
日（水）の２日間、マイドームおおさかにて「未来型
情報家電技術展示商談会（DEATEC）」を開催いたし

２．情報家電ビジネスパートナーズ（ＤＣＰ）

ます。これは情報家電をはじめとする先進的な電気機

関西の家電・電子機器メーカが大同団結し、中小・

械及びその要素技術・利用技術等の展示と、併せて最

ベンチャー企業や大学等研究機関が持つ飛びぬけたア

先端の技術動向等に関する講演により、多くの交流・

イデアやシーズを製品化するための事業マッチング・

商談が生まれることを目的とするものです。近畿経済

プラットフォームを、大阪商工会議所と連携して推進

産業局他が主催する「クリエイティブ・ビジネス・フ

しています。

ェア2008」との同時開催となります。

関西地域には多くの大手家電・電子機器メーカが立

詳しいご案内は情報家電ビジネスパートナーズウェ

地しており、優秀なＩＴベンチャー企業やものづくり

ブサイト（http://www.neocluster.jp/dcp/）にて随時

企業も集まっています。また理工系大学も44校を数え、

掲載いたします。多くの方のご来場をお待ち申し上げ

いわば「家電シリコンバレー」とも言える一大集積で

ております。

３．その他イベント情報
(1)技術移転マッチングフェア（仮称）
日時：平成20年11月4日（火）午後
場所：メルパルク京都（ＪＲ京都駅前）
概要：（株）豊田中央研究所、
（独）宇宙航空券
旧開発機構、
（独）産業技術総合研究所に
よる特許・地財展示マッチング会
クローズドな提案システム／提案分野は「情報家電」
に限らない／提案費用は基本的に無料／提案先指名
制／公的機関の推薦方式／２段階の提案ステップ／提
案先大企業からのフィードバックシステム
情報家電ビジネスパートナーズ（ＤＣＰ）概要と特徴
38

(2)国際次世代ロボットフェア ICRT Japan 2008
日時：平成20年11月26日（水）〜28日（金）
場所：インテックス大阪（大阪市住之江区）
概要：ロボット・次世代情報家電その他関連技

各グループからのお知らせ

術・新製品の大規模展示会

(4)関西フロントランナー大賞2009受賞記念フォーラム
日時：平成21年２月20日（金）

(3)クラスタージャパン2008テクノフェア

概要：将来有望と見込まれる製品・サービスを顕

日時：平成20年12月２日（火）〜３日（水）

彰。受賞された製品・サービスの企業に対

場所：パシフィコ横浜（横浜市西区みなとみらい）

しては広報サポート等支援を予定

概要：クラスター活動の取組・成果を国内外に発
信することにより新たなビジネス創出の契
機となること等を目的に開催するイベント

システムソリューショングループでは、保健・福祉
分野におけるシステム開発・運用事業及びインターネ

【お問合せ先：地域・産業活性化グループ】
TEL：06-6346-2981／E-mail:info@neocluster.jp

つ、安定運用のためのサポートメニューを用意し、対
応に尽力しております。

ットサービス事業を行っており、特に近年は健康管理
ソリューションの強化に力を入れています。

２．総合健康管理ソリューションの今後の展開

健康管理ソリューションにつきましては、既にこの

当グループでは健保組合及び企業における健康管理

コーナーで何度かご紹介させていただいております

事業のトータルサポートに向けたシステム開発・導入

が、現在までの状況及び今後の展開を含めた内容を改

を行っており、それらを総称して「総合健康管理ソリ

めてご案内させていただきます。

ューション」と位置づけています。
導入型システムの構築・運用を中心に事業展開を行

１．特定健診・特定保健指導開始後の現在まで

ってきましたが、今後は「ＷＥＢソリューション」と

の状況

の融合により、事業所間の連携やアウトソーシングの

平成20年４月より、健康保険組合を含む全ての医療

活用、加入者本人向けサービスの実施等、様々な需要

保険者に「特定健診・特定保健指導」の実施が義務付

に対応できる多角的なサービス形態の整備を予定して

けられ、既に各健保組合で メタボ健診 の実施がは

います。

じまっています。
これに先立ち、関西地域を中心とする全国の健保組

(1)「健多朗」システム−ＷＥＢソリューションと
の融合に向けて−

合及び企業において当グループの開発した健診・保健

「健多朗」システム（＊注１）は、健診後に実施され

指導データ管理のための「健康管理指導支援システム」

る情報提供・保健指導の支援を目的としたシステム

及び「生活習慣病リスクマーカー」を既に約７０シス

です。
「健康管理指導支援システム」
「生活習慣病リ

テムご利用いただいております。

スクマーカー」と連携したデータ管理機能をはじめ、

特定健診・特定保健指導は、健保組合だけでなく健

ＷＥＢによる個人向けの情報提供機能や保健師向け

診・医療機関等、同事業に関わる全ての機関が厚生労

のデータ登録・管理・分析支援・保健指導メール機

働省の定めた標準的な電子フォーマットへの対応を求

能等を備えています。

められることから、なかなか足並みが揃わず、どの機
関においても運用が難航しているのが現状です。
こうした中、当グループでは協力会社等と連携しつ

ＷＥＢの利点を活かし、遠隔地において情報提
供・保健指導が可能であることから、特に全国に事
業所を持つ企業や健保組合にとっては、保健事業の

＊注１：「健多朗」システムは、総合健康管理ソリューション事業提携先である東北インフォメーション・システムズ(株)の開発したシステ
ムです。
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「健多朗」システムの概要

効率化に役立つことが期待されます。
(2)総合健康マネジメントシステム−総合健康管理
ソリューションの確立に向けて−

システム」の開発を検討していく予定です。
【お問合せ先：システムソリューショングループ】
健康管理ソリューションに関するお問合せは、下記

さらに今後は、平成23年度までに電子化が義務付

までお願い致します。

けられているレセプトデータと特定健診・特定保健

TEL：06-6346-2841

指導により電子データ管理が義務付けられた健診・

E-Mail：web-master@kenpo.gr.jp

保健指導データを活用し、保健指導・健康増進活動

URL：http:// www.kenpo.gr.jp/

の効果分析等を行うための「総合健康マネジメント

総合健康管理ソリューション計画の概要
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＜プライバシーマークの認定状況＞

情報保護の体制を強化し、事故撲滅を図って頂きま

・プライバシーマーク認定制度が平成10年４月に発足

すようお願い致します。また、万一発生した場合に

して以来、現在まで（平成20年８月時点）、認定事

は速やかに担当指定機関まで報告頂きますようお願

業者は10,400社（全国ベース）を超えております。

いいたします。

・関西地区においても既に約1,600事業者が認定され
ています。
・現在、審査および認定の業務はＪＩＰＤＥＣ（
（財）
日本情報処理開発協会）と16の指定機関（中・四国
を除く地域をカバーする５つの指定機関と11の業
界・団体の指定機関）が実施しております。

・［旧ＪＩＳ］の適用廃止にともなう［新ＪＩＳ］へ
の更新申請について
従来よりご連絡させて頂いておりますが、今年
（平成20年）11月19日を以って［旧ＪＩＳ］
（ＪＩＳ
Ｑ15001：1999年版）が廃止になり、［新ＪＩＳ］
（ＪＩＳＱ15001：2006年版）に切り替わります。こ
の更新手続き期限（平成20年11月19日）が迫ってお

＜ＫＩＩＳの活動状況＞

ります。［旧ＪＩＳ］にてプライバシーマーク取得

・当財団では、平成18年８月の最初の認定以来、現在

の事業者は、更新の準備および申請手続など漏れの

（平成20年８月）まで約680件の認定を済ませており、
現在は、月に約60件の現地審査を実施しております。
・その間、当財団も、平成20年４月に付与認定の指定
機関としての更新認定を受け、審査機関として更な
る体制の充実を図っております。

無きよう準備実施頂きますようようお願い致しま
す。
・最近の付与認定審査業務の状況について
最近、申請から認定まで長期間におよぶものが散
見されます。当財団も体制の強化など審査の短縮化

・尚、当財団が担当しますのは、近畿地区（大阪府、

に努めておりますが、新規申請の拡大、新ＪＩＳへ

京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、福井

の切替等も含め、申請が混み合うことも予想されま

県）に本社がある事業者となります。（但し、業界

す。申請事業者におかれましては、運用をしっかり

団体の関連など他の指定機関が実施される場合もあ

と確認され、土台を固めて申請されますようお願い

ります）

いたします。真の原因が分からぬと指摘事項への改
善対応が進まず、結果として認定まで時間がかかる

＜最近の主だった動き・留意点およびお願い事項 他＞
・最近の個人情報に係わる事故報告状況について
ＪＩＰＤＥＣのデータによると平成19年度中の
ＪＩＰＤＥＣ及び各指定機関で受け付けたプライバ

ことになります。
ご協力の程よろしくお願いいたします。
・プライバシーマーク制度の概要、申請方法等につい
ては、KIISホームページをご覧ください。

シーマーク認定事業者の個人情報の取扱いにおける
事故報告は約1,500件で平成18年度の約２倍となっ
ています。これは認定事業者そのものが増加してい

【お問合せ先：プライバシーマーク審査グループ】
TEL：06-6346-2545／FAX：06-6346-2662

るのが主要因と思われます。なお、事故の原因の大
半は紛失および漏洩となっています。
個人情報の取扱いにおける事故を無くす為には、
日頃の個人情報保護マネジメントシステム(ＰＭＳ)
の運用の確認、監査が重要になります。認定事業者
および申請中の事業者におかれましては更なる個人
41

賛 助 会 員 新 規 入 会 の ご 紹 介
ご入会いただきました新規会員さま10社をご紹介させていただきます。

日本情報技術取引所 関西本部
広光印刷株式会社
大津コンピュータ株式会社
株式会社アシスト
ＮＥＣネッツエスアイ株式会社
株式会社イトーキ 関西支社
株式会社新日本テック
株式会社パークプランネットワークシステム
日立キャピタル株式会社 関西営業本部
株式会社アットマーク・ソリューション

賛 助 会 員 ご 入 会 の お 願 い
当財団は、1970年に、関西を中心とした西日本地域の情報化の推進及び産業の活性化を目的として、
大阪府、大阪市、関西地域の財界のご支援を頂き設立された団体です。
各種調査研究、情報基盤整備支援、セミナーやシンポジウムの開催、産業振興などの政策支援、シス
テム構築など幅広い活動を展開しております。また、経済産業省の産業クラスター計画に関連した事業
を展開しているほかに、プライバシーマーク審査業務を通じて個人情報保護の普及に取り組んでいます。
関西地域における情報化および産業活性化のプロジェクトのさらなる充実と新しい事業の創出を図る
観点から、当財団における事業活動の主旨をご賢察頂き、地域の法人様におかれましては、是非とも賛
助会員にご加入いただきたく、お願いを申し上げる次第です。
なお、賛助会員にご入会いただきますと、セミナーシンポジウムのご案内、交流会への参加のご案内
などKIISからの各種の情報を提供いたします。是非ともご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げま
す。
賛助会員入会についてのお問合せ 総務企画グループ 田中・信時
TEL 06-6346-2441
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主な行事予定（10〜１月）
日

時

10月８日（水）
10月28日（火）

事

業

名

ITシンポジウム「インフォテック2008」
H21年度関西情報化功労者表彰式
第21回KIISセミナー
「最近の近畿経済動向と日本経済」

10月28日（火）

未来型情報家電技術展示商談会
〜29日（水） （DEATEC）

11月４日（火）
11月14日（金）
11月26日（水）
〜28日（金）
11月２日（火）
〜３日（水）
12月５日（金）

テクノフエアinKYOTO
（技術移転マッチング会）

場

所

ホテルグランヴィア京都
KIIS第一会議室
マイドームおおさか
メルパーク京都

関西CIOコンファレンス・IT投資ワークショップ
第３回「IT投資計画策定の演習」

ヒルトンプラザ
第二吉本ビルディング会議室

国際次世代ロボットフエア
ICRT Japan 2008

インテックス大阪

クラスタージャパン2008テクノフエア

パシフィコ横浜

第22回KIISセミナー
「グリーンIT」

KIIS第一会議室

12月19日（金）

関西CIOコンファレンス・IT投資ワークショップ
第４回「IT投資評価の演習」

ヒルトンプラザ
第二吉本ビルディング会議室

１月13日（火）

新春特別講演会・賀詞交歓会

ウエスティンホテル大阪

１月23日（金）

開催CIOコンファレンス・IT投資ワークショップ
第５回「IT投資の盲点」

ヒルトンプラザ
第二吉本ビルディング会議室
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