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新 年 の ご あ い さ つ
財団法人

関西情報・産業活性化センター
会長

川上

哲郎

新年あけましておめでとうございます。

投資が増加する一方、ゲーム産業、ブロー

本年もかわらぬご支援のほどお願い申し上

ドバンドサービスや産学の共同研究、大学

げます。

発ベンチャー企業の活躍が顕著になって参

昨年のわが国経済は、ウオール街発の金

りました。こうした関西の優位性を活かし

融危機から世界的な信用収縮、株式市場の

た未来への新しいチャレンジが、いま求め

急落、外国為替の変動と景気に対する金融

られております。

からの下押し圧力が、次第に実体経済を悪

当財団は、関西地域の情報化推進と産業

化させました。このため昨年の経済成長率

振興・地域活性化の中核機関として、国の

は実質、名目ともマイナス成長となり、先

情報産業関連施策やITインフラの普及のた

行きについても雇用情勢などを含め警戒感

め、企業や自治体における情報化推進、IT

が強まっており、こうした変化の激しい時

関連の新技術、産業競争力の強化に向けた

代に前進していくためには、世界の中での

事業に取り組んでおります。

わが国の立場をよく理解してその強みを再

昨年は「KIIS2010ビジョン」を策定し、

発見し、グローバル経済の枠組みの中でい

ビジョン実現に向けた取組みをスタートい

かに真価を発揮するかでありましょう。

たしましたが、12月より新たな公益法人制

昨年度末、2006年度に策定された「新経

度がスタートしましたので、この機会に全

済成長戦略」の改訂版が発表されました。

事業の再点検を実施しつつ、財団の「価値

当時想定しなかった課題として、エネルギ

向上」と「収支構造の改善」の両立を希求

ー価格の乱高下や消費大国と資源国の台頭

していく所存であります。

による世界経済の流動化に加えて、わが国

新たな成長への道を切り拓く「新経済成

固有の問題として社会保障や医療制度への

長戦略」に沿って、私どもは関西地域の情

不安感の高まりなどがありました。今回の

報化推進と地域･産業活性化の取り組みを喫

改訂はわが国の強みを活かし、世界市場を

緊の課題と捉え、なお一層邁進していく所

見据えたグローバル戦略のもと、産業構造

存でありますので、ご理解ご協力のほどお

を高度化するとともに、地域・中小企業の

願い申し上げます。

活性化への取り組みを実行に移すアクショ
ンプランであります。
関西では、薄型パネル生産拠点の集積を

皆さまにとりまして、今年がすばらしい
年になりますようお祈り申し上げ、新年の
ごあいさつとさせていただきます。

はじめ、家電、環境、エネルギー分野への

１
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「これからのグリーンＩＴ」

2008年度から地球温暖化防止のための京都議定書の第１

が国の強みである「ものづくり」と「環境・省エネ」の

約束期間に入り、色々な部門・業界でCO2排出量削減の努

技術を梃子に、生産・社会・国民生活のあらゆる局面を

力にドライブがかかっています。従来、IT関連業界は環境

変革していくためにグリーンITイニシアティブを展開し

問題にそれほど関係はないと思われていましたが、2006年

ています。

頃から「グリーンIT」
（ITの省エネ、ITによる省エネ）とい

(2)民間団体のグリーンITの取り組み

う言葉が使われ始め、IT関連業界の大きな課題の一つにな

2008年２月にIT、エレクトロニクスに関連した７団体

りつつあります。今やITは全分野、全産業にとって生産性

の代表が発起人となり、100数十の企業・団体が参画して

向上に不可欠な手段であり、国、産業界が一体となってこ

「グリーンIT推進協議会」が設立されました。上記の経済

の課題解決に本格的に着手し始めたという状況から、今号

産業省の提唱する「グリーンITイニシアティブ」
（環境保

の特集テーマとして「グリーンIT」を取りあげました。

護と経済成長の両立）の具体的な取り組みを推進するた
め、ITの省エネとITによる省エネの実現に向けた活動

１．グリーンITの必要性

（啓蒙活動、国際連携、表彰等）を行っています。今後の

下図は我が国の近年の部門別CO2排出量の推移を示して

具体的な活動等について、同協議会の事務局次長の長谷

います。産業部門（工場等）や運輸部門ではCO2排出量が

川 英一氏から「グリーンIT推進協議会としての今後の取

抑制傾向にあるのに対して、業務その他部門（事務所、店

り組み」と題してご執筆をいただきました。

舗等）や家庭部門では増加傾向にあります。産業部門や運

(3)海外のグリーンITの先進的取り組み

輸部門ではITの活用（自動化や制御）により省エネが進ん

海外におけるグリーンITの先進的取り組みとして、ア

だものと考えられます。一方、業務部門では近年のＩＴ機

メリカの社会事情を悉知されておられる関西学院大学客

器の急増やデータセンタでの冷却に関わるエネルギー使用

員教授の山藤 泰氏に「米国におけるグリーンITが企業経

量増大がCO2排出量増加の大きな要因となっています。今

営に及ぼす影響」と題してご執筆をいただきました。過

後、これまで対策が余り進んでいななかった事務部門のグ

去幾度となく広域大規模停電を経験しているアメリカで

リーンITの推進が期待されています。

は、今後の急速な情報化の進展に伴うデータセンタやIT
機器の電力使用量の急増対策が、アメリカ社会の電力供
給の確保の障害になる恐れがあるとしてＩＴの省エネを
グリーンITの中心課題として位置づけ、各種の先進的省
エネルギー対策を進めています。

３．当財団のグリーンITの取り組み
当財団でも、
「グリーンIT」の取り組みを価値創造型事業
の一つのテーマとして位置付け、事業をスタートさせてい
ます。2008年度は、セミナーや機関誌の特集で普及啓発を図る
出典）温室効果ガスインベントリオフィスの「日本の1990〜2005年度の温
室効果ガス排出量データ」（2007.5.29）

日本の部門別CO2排出量の推移（1990年〜2005年）

と共に、全般的な動向を当財団のホームページ（KIISQuarterly）
で紹介する予定です。また、2009年度は普及啓発事業を本
格化すると共にアンケート調査やヒアリング調査により企
業のグリーンIT化の具体的な取り組み実態を調査します。

２．グリーンITの国内外の取り組み
本号ではグリーンITの取り組み状況を国、民間団体、海
外の先進事例の３つの観点から紹介することとしました。
(1)国のグリーンITの取り組み

おけるグリーンITのネットワーク組織や研究会を立ち上げ
ることを計画しています。IT機器・データセンタのCO2排出
量（電力使用量）よりもITの活用によるCO2削減の方が効果

国によるグリーンITに関する取り組みとして、経済産

大きいと試算され、ITによるグリーン化により関心が移っ

業省 商務情報政策局より「グリーンITイニシアティブの

てきています。当財団は、グリーンITを通じた低炭素社会

推進」と題してご執筆いただきました。21世紀型の「環

（CO2排出の少ない社会）の実現化など社会の持続的発展に

境保護と経済成長が両立する社会」の構築に向けて、我
2

更に2010年度以降には，産官学との連携をする関西地域に

寄与できる事業を進めてまいりたいと考えています。

グリーンＩＴイニシアティブの推進
経済産業省

社会の省エネを実現技術基盤を担うＩＴ

商務情報政策局

情報通信機器課

億トンは、IT・エレクトロニクス技術によって実現さ

地球温暖化問題は世界全体で取組むべき重要課題で

れるという想定です。IT・エレクトロニクス技術はこ

す。日本はポスト京都議定書の枠組みづくりに向け、

れまでにも、家電などの省エネ化に大きな成果を上げ

７月の洞爺湖サミットにおいて「2050年までに全世界

てきました。加えて今後は、ITの高度活用によって産

の温暖化ガス排出を半減する」という長期目標を提案

業活動や家庭のエネルギー効率を向上させ、社会全体

したところ、これを世界の目標とすべきだという共通

の低炭素化を実現させていく役割が期待されます。

認識が得られました。地球温暖化問題の基本は、経済

一方でIT利用の世界的拡大に伴い、IT機器による消

成長と低炭素社会をいかに両立できるかにあります。

費電力増大の問題も深刻化してきました。インターネ

そこで高度な技術力と省エネのノウハウを豊富に持つ

ット上に流れる情報量は、日本だけでも2025年に現在

日本が、地球温暖化問題に国際的リーダーシップを発

の200倍に膨らみ、IT機器の消費電力の総量は5倍に増

揮していくことが期待されています。

大するという推定もあります。

それに向けて経済産業省は、
「CoolEarth―革新技術
計画」を策定しました。同計画では、革新的材料・製
造技術をはじめとする産業分野、太陽電池技術などの
発電・送電分野、高度道路交通システム（ITS）など
運輸分野、そしてパワーエレクトロニクスなど多部門
横断的な分野にわたる体系的な技術開発ロードマップ
を作成しています。これら各分野の重要技術の基盤を
支えるのが、IT・エレクトロニクス技術です。

このような将来予測を踏まえて今後の情報化社会の
姿を考えてみると、このような情報爆発に対応しIT機
器の管理・運用コストも増大していくことから、ユー
ザー自身はハードやソフトなどのIT資源を所有せず、
使いたい時に必要な分だけネットワークを介して利用
する形態へとシフトすることが、省エネの観点から、
中長期的方向性として考えられます。IT資源が、いわ
ば電気や水道のような社会的ユーティリティーとなる
わけです。このような状況を、インターネットを雲と
経済産業省資源エネルギー庁の長期エネルギー需給

とらえ、「クラウドコンピューティング」と表現しま

見通しでは、最先端の省エネ技術を幅広く導入した場

す。もちろんそのクラウドの中には、実際には何千、

合、2030年の二酸化炭素（CO2）排出量を4.5億トン

何万台ものサーバーやネットワーク機器が集約されて

削減できると試算しています。その3割強に当たる1.3

稼働し続けます。IT資源が大規模に集積し、エネルギ
3
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ー需要が増大し続ける状況での温暖化対策をどうする
かは世界に差し迫った課題です。

これらのプロジェクトの成果が地球温暖化問題の解
決に貢献すると同時に、我が国IT産業の 省エネ を

これに対応するため、経済産業省では今年から「グ

核とした競争力の復権に結び付くことを期待していま

リーンITプロジェクト」をスタートさせています。同

す。そしてユーザー企業がより戦略的に活用できるIT

プロジェクトでは、サーバーやネットワーク機器の抜

基盤の構築を実現することにより、我が国産業全体の

本的省エネを図るため、省エネにつながる効率的な冷

競争力強化に貢献することになります。さらにコンテ

却方法や革新的な省エネ・ネットワーク機器の開発等

ンツ流通など多様な新産業が創出されることも、同プ

を行っています。また、平成21年度からはIT機器の省

ロジェクトは見据えています。

エネ化をさらに加速させるとともに、ネットワーク内

経済社会活動の全体にわたる省エネは、政府だけの

のデータ流通や保存を最適化する技術なども統合し、

取組みでは実現し得ません。今年2月、
「グリーンIT推

新しい情報化社会における、抜本的な省エネ技術の開

進協議会」が電子情報技術産業協会（JEITA）を中心

発を進める「グリーン・クラウド・コンピューティン

に設立されました。同協議会にはIT・エレクトロニク

グ技術開発」を拡充する予定です。拡充するプロジェ

ス関連企業・団体に加え、自動車や建設、物流、さら

クトの中では、1つのLSIに64個の中枢回路を搭載し、

にはそのユーザー企業など、現在200以上の企業・団

消費電力を1/10に抑える次世代半導体開発にも取組み

体が参加しています。経済産業省では、グリーンＩＴ

ます。これは、サーバーや情報家電の革新的な省エネ

を推進していくためにはこのような民間の方々の取組

が期待されます。また、従来のシリコンに代わり、シ

みを重要と考えており、民間におけるグリーンＩＴへ

リコンカーバイドを使ったパワーデバイスの実用化に

の取組みを促進すべく、グリーンＩＴアワードを本年

も取組みます。大電流を効率制御する新技術を電源等

創設しました。先月９月30日には、ＣＥＡＴＥＣの場

に活用することにより、省エネ効果がさまざまな製造

において、第１回グリーンＩＴアワードの受賞式が開

分野に波及していくことが期待されます。

催され、「ＩＴの省エネ」及び「ＩＴによる社会の省

また、これまで省エネの効果が見えにくかった住宅

エネ」において優秀な成果をあげた機器やサービスに

についても、ＩＴを活用することによって省エネ化を

対して、経済産業大臣賞、商務情報政策局長等が授与

図る「次世代高効率エネルギー利用型住宅システム技

されました。海外企業が受賞されたように、グリーン

術開発・実証事業」を開始する予定です。このプロジ

ＩＴは、今や世界で進められている取組みとなってい

ェクトでは、太陽電池や燃料電池等の新エネルギー源

ます。このアワードが世界のアワードとなるよう我々

の効率的な制御技術の開発や、家電製品等をネットワ

は国際的にもその価値を高めていきますが、皆様方に

ーク接続して住宅全体を省エネ化するための技術開発

おかれましても、その世界の賞となったグリーンITア

の他、家庭内直流給電による省エネ化についても技術

ワードの中で、省エネ先進国である我が国代表として、

開発・実証を行う予定です。

堂々と受賞されることを期待しています。
また、財団法人関西情報・産業活性化センターにお
いても、グリーンITをテーマとしたセミナーを開催す
る等、グリーンITを推進する積極的な取組みを行って
いただいており、大変力強く感じております。
学界との主な協力としては、「グリーン東京大学プ
ロジェクト」との連携が挙げられます。これは同大学
内の建物の消費電力を自動管理して抜本的な省エネに
取り組むもので、開発された技術を社会に幅広く共
有・展開していくことが期待できます。

4
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またグリーンITは全世界にわたるテーマであり、国
際連携も重要です。例えば、グリーンIT推進協議会は、
本年5月に新エネルギー・産業技術総合開発機構
（NEDO）と共同で「グリーンIT国際シンポジウム」

組みの普及に力を入れていきます。
今後とも、財団法人関西情報・産業活性化センター
の皆さんをはじめ、各界の方々とも協力し、日本初の
グリーンITを推進して参りたいと考えています。

を開催しました。そこには米国・アジアのIT企業・団
体のキーパーソンが参加して同協議会と海外団体との
関係強化の調印が交わされ、データセンター運営効率
の評価手法などに協力して取組んでいきます。
さらに政府ベースでは、8月に開催された日本・
ASEAN経済大臣会合において「アジア知識経済化イ
ニシアティブ」の推進を二階 俊博経産大臣から提案
しました。これはITの高度活用によって、日本と東南
アジア諸国連合（ASEAN）を結ぶシームレスな経済
圏を目指す未来志向の協力プロジェクトです。今後ア
ジア地域のIT化が加速する一方、低炭素社会に向けた
世界の要請はますます強まっていきます。そこで日本
の省エネ・環境技術を生かし、グリーンITを軸にした
共生・発展を目指していくことを掲げています。この
提案はアジア各国から高い関心と評価が寄せられてい
ます。

グリーンITの積極的な取組みは、環境貢献の見える
化を通じた新たな価値観の醸成や、社会的信頼向上さ
らにはビジネスの成果にも結び付くはずです。その好
循環を生むことが、ITユーザー企業と一体となってグ
リーンITを推進していく最大の意義といえます。経済
産業省では国内有力企業の最高情報責任者（CIO）を
集めた「CIO戦略フォーラム」、経営トップが参画す
る「IT経営協議会」を開催していますが、ITによる環
境経営を今後の重要テーマに位置付け、その研究と取
5

グリーンIT推進協議会としての取組み
グリーンIT推進協議会

１．情報化の進展が及ぼす地球温暖化

事務局次長

長谷川

英一

さらに、この課題は我が国にとどまるものではあり

本格的なIT化に伴い、社会で扱う我が国の情報量は

ません。世界全体では、先進国に加えてBRICs等の発

2025年には約200倍になると見込まれます。この情報

展から、我が国のスピードを上回ってIT機器が急増す

爆発に対応し、IT機器の台数と機器毎の情報処理量は

るため、2025年には約4.6兆kWhになります。2006年

大幅に増加いたします。そのため、IT機器・システム

と比べると9.4倍の電力消費量となり、日本の5.2倍を

の消費電力は、2025年には2006年に比べての5.2倍程

上回る伸び率です。

度の電力消費になると試算しました。

２．温暖化に貢献するグリーンIT
グリーンITには「IT機器の省エネ」と「ITによる社
会の省エネ」があります。ITの消費電力量の急増に対
応して、「IT機器の省エネ」では革新的技術開発によ
ってIT機器・システムの消費電力を抑制します。「IT
による社会の省エネ」では、センサーや計測機器等を
用いた情報に基づくきめ細かなエネルギー管理を、IT
によって行うことで、オフィスビル、住宅や流通をは
じめ各分野での消費エネルギーを抑制します。
国内の2025年時点のグリーンITによる削減効果は、
「IT機器の省エネ」効果が1000億kWh、
「ITによる社会
の省エネ」効果が4900億kWhとなり、合計で5900億
kWhの省エネ効果になると予測しました。これは、
日本の全エネルギー消費量の約10%に相当する見込み
です。
また、世界全体においては2025年時点で「ITの省エ
ネ」効果が1.9兆kWh、
「ITによる社会の省エネ」効果
が11兆kWhとなり、合計で約13兆kWhの省エネ効果
になると予測しました。電力換算で、世界の全エネル
ギー消費量の約15％に相当する見込みです。
国内でも世界全体でも「ITによる社会の省エネ」の
効果は、「IT機器の省エネ」効果や、IT機器の消費電
力量を上回り、社会全体のエネルギー消費量削減に大
きく貢献する見込みです。
（出所）経済産業省/グリーンIT推進協議会試算（2008）

日本・世界におけるITの電力消費予測
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（出所）経済産業省/グリーンIT推進協議会試算（2008）

グリーンITの省エネ効果

３．グリーンIT推進協議会について
このような状況において、IT・エレクトロニクス技
術による経済・社会活動の変革と、これを通した地球
温暖化対策をより具体化することを目的として、産官学

整を行い、普及啓発委員会、技術検討委員会、調査分
析委員会が、協議会の具体的活動を行う組織となって
おります。
具体的な取り組み内容として、①新技術IT技術によ

のパートナーシップによる「グリーンIT推進協議会」

る環境貢献の啓発普及、②海外のフォーラム等との国

が、2008年２月１日に電機・情報通信機器メーカや各

際連携、国際シンポジウム開催、③IT省エネ技術の抽

種業界団体など133社・団体の参加で発足いたしまし

出・ロードマップ作成、④環境負荷低減（CO2排出量

た（現在は約250社・団体）
。

削減可能性等）の定量的調査・分析があります。

推進体制は、政策委員会が、協議会全体の企画・調
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４．国際連携

５．普及啓発活動について

グリーンIT推進協議会は発足して４カ月たたずに、

(1)北海道洞爺湖サミット

The Green Grid（ TGG） お よ び Climate Savers

平成20年７月７日〜７月９日に、我が国が議長と

Computing Initiative（CSCI）と、地球温暖化対策にお

なって北海道洞爺湖サミットが開催されました。環

いて相互の連携を図るMOUを締結しました。TGGは、

境問題を最も重要なテーマとして取り上げたサミッ

データセンタのエネルギー効率向上のために活動して

トでしたが、主要国の首脳が一堂に集まると同時に、

いる団体。CSCIは、サーバ、ＰＣ等電源管理を中心

マスコミも世界各国から集まるので、情報発信とし

に活動している団体です。 MOUの締結を持ちかけた

ては絶好の機会になります。

時、両団体ともすぐに前向きに対応して頂いたので、

洞爺湖サミットに関連した展示は、普及啓発委員

短い準備期間で締結まで行うことができました。地球

会が中心となって対応し、ゼロエミッションハウス、

温暖化は、世界共通の問題です。国境を超えて共に活

グリーンITパビリオン（ルスツリゾートホテル館内

動することでより多くの成果が得られます。

展示）、環境ショーケースでのグリーンIT関連の展

TGG とCSCIとのMOU締結以外にも、海外での様々

示を、実施・協力しました。これらはいずれも、洞

な活動があります。アジア・エレクトロニクス・フォ

爺湖サミットの主会場から約27キロメートルに位置

ーラム（2008年７月）やワールド・エレクトロニク

するルスツの国際メディアセンターでの展示です。

ス・フォーラム（2008年12月）で各国のIT業界団体が

ゼロエミッションハウスは、経済産業省が、日本

集まる会議や、アジア経営開発協力財団（FAMD）が

の省エネ・環境技術をアピールするために建設・公

マレーシア、シンガポールでシンポジウムを開催

開したモデルハウスです。当協議会は、グリーンIT

（2009年２月）しますが、そこでもグリーンITに関す

の切り口から、「IT機器の省エネ」と「ITによる社

る講演を行います。

会の省エネ」を、家庭での生活シーンの中で紹介す

また、International SINOCES（2008年７月、中国・

ることに協力しました。

青島）
、 IFA（2008年８月〜９月、ドイツ・ベルリン）
、

「IT機器の省エネ」として、テレビ、PC、冷凍冷

International CES（2009年1月、米国・ラスベガス）な

蔵庫、エアコン、洗濯機など最新の環境配慮型の機

ど、欧米やアジアでの主要展示会においても、協議会

器を展示しました。一方、
「ITによる社会の省エネ」

の活動を広くPRします。

では、ネットワークを通じた「エネルギー使用の見

これらの影響もあり、韓国では2009年１月に韓国グ

える化」と制御により家庭の省エネをサポートする

リーンビジネス・IT協議会が発足することになりまし

HEMS ( Home Energy Management System )を展示

た。

しました。
ゼロエミッションハウスには、福田首相夫妻（当時）
や各国のファーストレディが訪れ、これら環境性能の
高い家庭向けの製品・システムを体感されています。
ゼロエミッションハウスが、家庭での機器を展示
ＭＯＵ

The Green Grid（TGG）
2007年２月、AMD、HP、サン、
IBMを中心に、
インテル、
シスコ、TI、
デルなどが参加。現在では200以上
の企業、団体が参加。データセンタ
の省電力化のために、電力効率の
評価手法、技術ロードマップの策定
などを実施予定。
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ＭＯＵ
Climate Savers Computing Initiative（CSCI）
2007年６月、
インテル、
グーグル、
デル、HP、IBM、
レノボ、
マイクロソフ
トなどを中心に発足。現在では240
以上の企業、団体が参加。2010年
までに、
コンピューターの電力消費量
を50%削減することを目指す。

したのに対し、グリーンITパビリオンでは、産業・
社会分野での「ITによる社会の省エネ」を中心コン
セプトした展示を行いました。環境配慮型データセ
ンタサービス、流通店舗向け自律的省エネ制御シス
テム、送水ポンプ省エネ制御システムなど、業務部
門や産業部門における省エネの技術・システムを中
心に紹介しました。

グリーンIT推進企業議会としての取り組み

環境ショーケースでは、関係省庁や民間企業等が

約500名の聴講者を集めて、世界トップレベルの

協力して、展示とデモンストレーションが行われま

スピーカー約20名に講演していただきました。海外

した。燃料電池、炭素繊維、水処理など最先端の環

からもIntel、AMD、Sun Microsystems、IBM、

境技術や、バイオマスや森林保護など紹介されまし

DELL、 Cisco 、 Systems、 The Green Grid、

たが、グリーンITは「環境と豊かさが両立する社会

Climate Savers Computing Initiative 、 WSC 代表者に

に転換する産業技術」のゾーンに出展し、紹介を行

ご登壇頂きました。

いました。
これらの活動により、我が国発の「グリーンIT」
が、各国政府関係者や国内外プレスを通じて世界に
発信されました。

(3)グリーンITアワード
優れた省エネ効果を持つIT機器、ソフトウェア、
サービス、ソリューション等、並びにそれらを活用
して優れた省エネ効果を実現した提案等を表彰する

グリーンITパビリオン（ルスツリゾートホテル館内）の主な展示
（家庭向けの製品・システムの展示）

高効率空調、高効率ラック、省電力制
御ソフトウェアなどを利用して、デー
タセンタの省エネ化を図る。
②流通店舗省エネ 無線センサーネットワーク、統合コン
トローラによる空調・冷凍機の連携運
制御システム
転などにより、
流通店舗の省エネを図る。
③オフィス等省エネ 既存の空調設備に取り付け、ポンプや
コンプレッサの運転を、流量と圧力か
制御システム
ら最適制御することで電力使用量削減
を図る。
省エネIT 電力モニター、知的照明シ
その他
ステム、地球シミュレータなど
①データセンタ

ゼロエミッションハウスでの主な展示・システム機器
（家庭向けの製品・システムの展示）

①太陽電池パネル

②家庭用HEMS

③液晶テレビ、有機EL テレビ

④冷凍冷蔵庫

⑤エアコン

⑥洗濯機

⑦電子オーブンレンジ

⑧掃除機

⑨ＰＣ

⑩充電式電池

⑪インクジェット複合機

⑫マッサージ器

⑬乗馬フィットネス

⑭寝室自動制御システム

⑮発電窓ガラス（透明薄膜太陽電池）

「グリーンITアワード」を創設いたしました。表彰
することで、企業などの「グリーンIT」の取組みが
より一層加速されます。
グリーンITアワードには、「ITの省エネ」と「IT
による社会の省エネ」の２つの区分があります。
「ITの省エネ」は、サーバ、ストレージ、ソフトウ
ェア、データセンタ、ネットワーク、ディスプレィ
等の機器・システム、及びそれらを構成するデバイ
ス、技術等を対象としました。「ITによる社会の省
エネ」では、家庭・企業向けＩＴソリューション、
及びITを活用した新サービス、企業内・企業間の取
組み等を対象としました。
多くの応募の中から審査委員会による厳正な審査
の結果、経済産業大臣賞他各賞の受賞機器・ソリュ
ーション等が決定しました。９月30日にCEATAC
JAPAN 2008の会場内で表彰式を行いましたが、多
グリーンＩ
Ｔアワード２００８の受賞企業、機器・ソリューション等
【ITの省エネ】
賞の種類

(2)グリーンIT国際シンポジウム
平成20年５月29日に、新エネルギー・産業技術総

受賞企業

経済産業大臣賞 日本電気
商務情報政策局 インテル
長賞

合開発機構（NEDO）との共催で、グリーンIT国際
シンポジウムを開催いたしました。政府、研究機関、
国内IT・エレクトロニクス関連企業、海外企業・コ
ンソーシアム等の主要プレーヤが一堂に会して、
IT・エレクトロニクスの利活用や、環境調和型の社
会実現のための取組み、国際協力の在り方などにつ
いて、情報発信を行う場となりました。

グリーンI T 推 進 三菱電機
協議会会長賞
審査員特別賞
ソニー

受賞機器・ソリューション等

省電力サーバ ECO CENTER
インテル45nmHi-k+メテルゲ
ート・
トランジスターに基づくイン
テルXeon プロセッサー
SiCパワーデバイス技術

液晶テレビ＜ブラビア＞／
KDL-32JE1
日本アイ・ビー・ 冷媒式Rear Door Heat eXchanger
エム/三洋電機 （RDHX）導入サービス
データセンタ省電力化プロジ
日立製作所
ェクトCoolCenter50
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【ITによる社会の省エネ】
賞の種類

受賞企業

トロニクス技術を抽出し、今度の動向を明らかにする
受賞機器・ソリューション等

経済産業大臣賞 ソニー／ソニー
生命保険
商務情報政策局 松下電工
長賞

ソニーシティの空調システムの
構築と運用
ホームエネルギーマネジメント
システム ライフィニティECO
マネシステム
グリーンI T 推 進 日立ソフトウェア 農業情報管理システムGeoMation
協議会会長賞
エンジニアリン Farm：生育予測情報の活用による
小麦乾燥時のCO2排出量の削減
グ
商用車向け運行支援ソリュー
審査員特別賞
富士通
ション
流通店舗網向け省エネシステム
沖電気工業
スプライン・ネットワーク Toner Saver（トナーセーバー）

くの方々に出席いただき、盛会のうちに終了するこ
とができました。
グリーンITアワードの受賞を販売促進に活用して
いる企業もあります。そのようなことが、省エネ製

ため、成果をグリーンITに関する普及啓発活動や将来
予測等への活用に繋げるため、ロードマップを作成し
ております。サーバ、ストレージ、ディスプレィなど
のIT機器と、テレビ、冷蔵庫などのエレクトロニクス
機器を対象に2025年まで整理を進めています。
また、2008年度はバーチャルモビリティを事例とし
て、省エネ効果が期待できる将来システムの実現に向
けた課題抽出を行っております。

７．調査分析活動について
調査分析委員会では、IT機器そのものとITによる社
会の省エネそれぞれの分野で、評価方法を確立し、グ
リーンITの環境負荷低減効果（CO2排出量削減可能性
等）の中長期の予測を検討しています。

品の普及を促進させ、地球温暖化の防止につながり

中長期予測において、IT機器自身の省エネでは、技

ます。次回はより多くの企業から応募があり、その

術検討委員会で検討している機器に加えて、使用電力

成果を活用いただくことを期待しております。

が増加により重要性が年々増しているデータセンタも
対象となっております。ITによる社会の省エネでは、

(4)CEATEC
９月30日〜10月４日に幕張メッセで開催された
CEATECは、約20万人が来場するアジア最大のIT・

TV会議、ITS、電子商取引、BEMS, 電子自治体、生
産活動の効率化などが対象となっております。
また、企業の環境貢献度をいかに評価するかという

エレクトロニクス機器

課題や、米国環境保護庁、米国エネルギー省、EUで

の展示会です。前述の

のCode of Conductの状況把握などグローバルな調査

グリーンITアワード表

にも取り組んでいます。

彰式以外に、ここでも
グリーンITパビリオン

技術検討委員会と調査分析委員会は、年度末を目標
にとりまとめを行っております。

として展示ブースを設
け、さらにグリーンIT

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

シンポジウムとして講

内外において、グリーンITへの注目が高まっており

演会を実施しました。

ますが、IT・エレクトロニクス分野の成長は、環境問

協議会や会員企業の省エネ活動、最新グリーンIT

題対策とトレードオフの関係ではありません。グリー

技術・商品等を紹介する冊子、グリーンITハンドブ

ンIT製品やグリーンITを活用した社会の省エネを開

ック2008もCEATECで配布しました。グリーンITハ

発・普及することは、経済成長と環境問題対策を両立

ンドブック2008は日英併記で作成され、海外の展示

の推進を促します。

会でも配布しました。

グリーンIT推進協議会は、省エネ技術を含め環境面
で世界をリードする日本のIT・エレクトロニクス産業

６．技術検討活動について
技術検討委員会では、省エネ効果の高いIT・エレク
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の発展と、地球環境問題の解決により多く貢献するた
め、国内外の団体とも連携しながら活動していきます。

米国におけるグリーンITの動向
関西学院大学大学院

１．グリーンITをどのように考えるか
(1) ITの定義
米国におけるグリーンITの動向を述べる前に、IT
とは何かを考えてみることにします。Information
Technologies（情報技術）というと、1970年代に言

総合政策研究科

客員教授

山藤

泰

でなく、自宅の部屋の映像を外から見るなど、さま
ざまな生活サービスが提供され、ITは専門技術の世
界とはかけはなれたコンビニと同じ程度のサービス
商品になっていると言えます。
しかし、このように多面的かつ日常的に、また、

われ始めた頃であれば、特別の技術で専門家だけが

四六時中デジタル情報が通信網を経由して交換され

対応できるものと考えられていたはずです。しかし、

ることで日常生活が維持され、広範な業務を効率化、

ITは、アナログの形で存在する情報やデータを、コ

多様化することができるという社会にあっては、そ

ンピュータなどを媒介させてデジタル化し、それを

の背後に膨大なデジタル情報網が一時も休むことな

高速で計算、処理、保存することによって、社会に

く動いていることは次第に人々の意識の外になって

存在する様々な業務を迅速に、かつ、従来のアナロ

います。そのため、このようなデジタル情報ネット

グベースでは不可能な取りまとめや情報の組み合わ

ワークが複雑化するにつれ、そのインフラが消費す

せ、大量保存ができるものとして社会の基盤となり、

るエネルギーが幾何級数的に増えつつあるというこ

いまや日常生活そのものがITなしには円滑に営めな

とを殆ど誰も意識してこなかったのです。ところが、

いほどになっているのです。

資源が有限であることや地球温暖化問題を始めとす

このようなIT急拡大の端緒は、インターネット技

る環境問題が明らかになり、これが社会経済に与え

術の普遍化によって、デジタル情報が世界に張り巡

る影響が深刻なものとなることに誰もが気づくよう

らされたデジタル通信網を経由して、企業や専門家

になって、データセンターに代表される情報インフ

集団だけでなく、普通の人が生活の一部として利用

ラや、それに繋がっている多様かつ膨大な数の情報

できるようになったことにあります。情報処理技術

端末が消費するエネルギー消費の削減が言われるよ

も多様化しましたが、処理された結果が時空を超え

うになったのです。また、その裏返しとして、エネ

て交換されるようになったのは、半導体技術の進歩

ルギーを効率的に使うためにいろいろなデジタル情

によるデータ処理の高速化、および情報データを一

報機器を利用することにも意識が向き、アクション

時的、あるいは長期にわたって保存し出し入れする

がとられるようになっています。化石燃料の有限性

メモリーの高密度化と高速化を基盤にしたデジタル

や環境問題がなければおそらく情報設備コストや情

情報通信網の普遍化によるものであり、それを個人

報処理コストだけが問題視されるに留まっていたこ

ベースでも簡単に利用できるようにしたヒューマ

とでしょう。企業・行政・団体・個人がデータ情報

ン・インタフェースが開発されたお陰なのです。

を利用してエネルギー消費を削減するのは、あくま

いま自宅でパソコンを使って、あるいは勤務先や

でもコスト削減や合理化の側面からある程度は行わ

外出先でインターネットやEメールを利用している

れてはいたのですが、ことさらグリーンITというよ

人は、特別に高度なIT技術を利用しているという意

うな位置づけはなされなかったと考えられます。

識はないでしょう。また、帰宅前に空調機器のスイ
ッチを入れておいて快適にしておくように情報端末
を操作するのも格別なことではなくなっているだけ

(2)グリーンIT
いま述べたように、デジタル情報ネットワークの
11
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インフラが消費する電力を中心にしたエネルギーを

がデータセンターだという報告がリサーチ会社など

削減する、あるいはそのインフラの利用者が使用す

から出るようになりました。

る情報機器のエネルギー消費を効率化することによ

米国政府も、データセンターに起因する電力需要

って、発電に使われる化石燃料の消費を削減し、発

の異常な伸びは、電力安定供給に支障を来し、エネ

電所から排出される二酸化炭素の量を減らそうとす

ルギー安全保障に大きな影響を与える可能性がある

る動きをグリーンITと言うようになったのは最近の

として、2007年始め、EPA（環境保護庁）に対して、

ことです。世界的に見ると、その端緒は2007年に米

連邦政府機関と民間組織におけるコンピュータ・デ

国の連邦政府がEPA（環境保護庁）に対してデータ

ータセンターのエネルギー消費実態調査を命じたの

センターの電力消費の実態を調査し報告するように

です。そしてその報告書「サーバーとデータセンタ

求めたところにあるようです。米国の場合、必ずし

ーのエネルギー効率に関する報告」が2007年８月２

も環境問題を契機としてこのような政治的行動が生

日に米国連邦議会に提出されましたが、その内容は

まれたのではなく、エネルギー安全保障の側面が強

予想以上に深刻なものでした。

いことに留意する必要はありますが、結果としてこ
の両側面でデータセンターのエネルギー消費が米国
にとって重大な問題であることが指摘され、国レベ
ルで具体的方策がとられているのです。

(2)米国におけるデータセンターの電力消費動向
この報告書はローレンス・バークレイ国立研究所
の調査に基づいたものですが、まず米国でデジタル

日本においても、2008年２月１日に「グリーンIT

情報の流れを扱うサーバーとそれに関連する装置や

推進協議会」が設立され、参加企業もIT関連企業・

機器が消費する電力は2000年から2006年の間に２倍

団体も約250社になって、IT関連分野で急増するエ

以上に増えたことが分かりました。もしこのトレン

ネルギー消費の削減に向けた活動を産官学一体とな

ドがそのまま続くとすると20年で16倍以上にもなる

って推進しようとしています。

計算になります。また、単にエネルギー消費量が増
大するだけでなく、データセンターの床面積あたり

２．米国におけるグリーンIT
(1)日本より早く大きい危機意識

です。

米国でデータセンターが消費する電力量の伸びが

この急激なエネルギー消費の増大が、大企業レベ

大きいことが指摘されたのは2000年に入った頃であ

ルのデータセンターで専用の建物を持つところより

るようです。オイルショックの後、再生可能エネル

も、オフィスビルの一部に専用スペースをもつもの

ギーの拡充と、エネルギー利用の効率化が推進され

や、中小企業の事務スペースの収納ボックスや棚に

ました。その後、効率的な電力の利用を推進して消

置かれたサーバーでの消費が増大する速度の方が大

費量を減らすコストと、発電所を需要に応じて建設

きいことも具体的な数字として示されました。

するのとどちらが安くつくかということが論議さ

図にも示されているように、2000年にはサーバー

れ、発電所だけでなく電力需要を抑制する手法にも

関連で消費された電力が282億kWhであったものが、

資金が投入されるようになりました。それがデマン

2006年には614億kWhと2.17倍になり、全米の電力

ドサイド・マネジメント（DSM）といわれるもの

消費量の1.5％を占め、住宅で消費される電力とほ

です。電力市場の自由化の進展と共にDSMは下火

ぼ同じになっています。そして、2000年には、大規

になりましたが、自由化の過程で発電所の建設が遅

模・中規模のものが58％、ローカルから収納箱まで

れ、需要の伸びに対応できない地域が出始めたので

の小規模が42％という比率であったものが、それぞ

す。そして、さらなる電力需要の伸びを抑える必要

れ26％、64％と逆転しているのです。

性が出たときに、電力消費増大の大きな要因の一つ
12

のエネルギー密度が上がっていることも分かったの
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ンターにとって致命的なトラブルになる可能性があ
るからです。したがって、データセンターのエネル
ギー効率を上げるためには、サーバーなどのIT機器
の効率だけでなく、空調機器の効率そのものを上げ
ると共に、冷却効果を上げるような設備の配置、建
物や部屋の設計、空調効果を上げる冷却技術の開発
などが必要なのです。これは既設のものについても
同じアプローチが必要です。
連邦政府は、データセンターのエネルギー効率を
サーバー・スペースタイプ別電力消費推移（2000〜2006年）

(3)データセンター関連機器のエネルギー効率向上策

上げるためのインセンティブをいろいろ打ち出しま
した。その判断基準となったのは、データセンター

従来データ処理の性能向上にばかり注目が集ま

関連のエネルギー消費抑制のやり方次第で、2011年

り、データ処理に必要なエネルギー消費が社会に与

に向けて予測される増加が大きく異なる可能性のあ

える影響には関心が低かったのですが、この報告書

ることが報告されたからです。その将来予測の図を

を契機にして、サーバーやそれに連なるIT関連機器、

下に示します。

建物が消費するエネルギー増大がいまのままで進め
ば、政府機関や企業の運営に大きな影響を与えるこ
とが憂慮されたのです。具体的には、データ処理の
エネルギーコストが上昇する、発電所からの温暖化
ガスを含めた汚染物質の排出が増大する、既存の送
配電系統への負荷が増大するために対応コストが上
がる、データセンターの拡張に必要な設備コストも
増大する、などが指摘され、早急な対応を国レベル
で行うことが要請されました。連邦レベルで税制優
遇策などが実施に移され、これに応じて各州レベル
でも低利融資などが次第に拡がりつつあります。ま
た、サーバーなど機器の効率基準の設定、ラベル表
示などがエネルギースター・プログラムで行われて
います。
詳細な調査から明らかにされたのは、大から小ま
でのデータセンターで消費されるエネルギーのう

全てのシナリオによる将来エネルギー消費予測（2007〜2011年）

(4)データセンターのエネルギー効率向上の方策
EPAの報告書で指摘された方向に向けた具体的な
効率向上策が開発応用されつつあります。現在日本
でも同じような展開がなされようとしています。
①サーバー本体

ち、平均的に見るとサーバーを始めとしたIT機器に

高性能なサーバーほど発熱が大きく、その冷却

消費されるものは半分程度であり、残りはIT機器を

が不十分であれば作動が不安定になったり停止

収納している建物やスペースの空調や照明、電力供

したりします。それを防ぐために冷却した空気

給に使われる機器が消費するものだということでし

を通して回路基板の熱を除去するのですが、従

た。データセンターの管理者を対象に行われた調査

来サーバーシステムが設置されている部屋の冷

でも、IT機器自体もさることながら、設備や建物の

房で行っていたものから、冷風を基板に集中し

冷却・冷房がもっとも大きな課題だったのです。サ

て当てる別回路にしたり、空気に代えて導電性

ーバーの過熱によって起こるトラブルは、データセ

のない液体を基板に直接散布する新しい技術も
13
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開発されています。液体で除去される熱は高温

陽光発電などの自然エネルギーについては、補

ですから、冷暖房用の熱源として使えるために、

助的な役割しか認めていません。コージェネレ

さらに効率が上がります。サーバーの性能を維

ーションからの熱と同時に、サーバーを冷却し

持・向上させながら、電力消費を抑え、発熱を

た後温度が高くなった流体の熱回収とも併せて、

防ぐ技術開発がメーカーによって行われている

エネルギー効率を上げることができるのは確か

ことは言うまでもありません。

なことです。コージェネレーションは自家発電

②データ保存システムの有効利用

です。この拡充については米国の電力供給系統

大規模なデータセンターでは、大量のデータを

が持つ需要対応の余裕度と信頼性が日本に比べ

保存するために大型のディスクを多く設置して

て低いということも考慮に入れておく必要はあ

います。データの保存、取り出しがいつでもで

ります。蓄電池と組み合わせた無停電電源で確

きるように常時作動しているのですが、データ

保できる電力供給の継続時間を超えた停電の可

の中にはほとんど使われないものもあります。

能性が米国では高いために、コージェネレーシ

アクセス頻度を分析して、優先度の高いものを

ョンの一種である燃料電池のコストについても、

集めるなどの工夫をすることにより、常時作動

リスク計算をし、公的補助を算入すれば、投資

をする機器の数を減らしたり、設置数自体を減

を十分回収できるとされています。

らしたりすることによって、電力消費を大きく
減らすことができます。
③電力供給設備の高効率化

グリーンITについて対象になるのはデータセンタ

サーバーを含めたIT機器には停電が絶対にない

ーだけではありません。センターにデータを送るた

電力の供給がなされるような電力設備が使われ

めに使われるIT機器も重要なものです。それはいわ

ます。電力はまず系統から交流で供給されます

ゆるパソコンに留まらず、自動改札機、ATM、電

が、これを直流に変換して蓄電池に一時蓄えて、

子レジ、航空・列車予約端末など、デジタル情報ネ

系統が停電することがあっても蓄電池からの供

ットワークと結ばれているものは全て対象になりま

給が行われて、電力供給が中断しないようにな

す。ただ、事業用に使われる専用端末については、

っています。従来のIT機器は交流で作動するよ

最初の設計からエネルギーコストの削減は考慮に入

うになっていますので、この直流を交流に変換

っているために、更新毎に単位あたりエネルギー消

してやらなければなりません。この交直、直交

費量は下がる方向にあると考えられます。しかし、

変換の変換ロスが非常に大きいことが分かりま

その設置数が増えるテンポが加速されれば、その絶

した。そこで、まず変換効率の高い方式のもの

対数の増加を上回る効率化が実現できなければ、今

に切り替える他に、サーバーなどが直流で動く

後電力需要を大きく押し上げることになるでしょ

ように設計変更し、変換ステップを一つオミッ

う。

トすることで大きな効率向上が実現されていま

ところが、業務上であっても個人ベースで使われ

す。今後はこの交直変換だけの方式が主流にな

るパソコン（PC）は、利用される数が膨大である

るでしょう。

が故に、また、いまではデジタル情報ネットワーク

④分散発電とコージェネレーションの利用拡充

に繋がらないものはないといっても過言ではないだ

データセンターの信頼性を上げながら効率向上
を実現できるものとして、エンジンやタービン、
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(5)パソコンなどデータ投入端末の高効率化

けに、PCの電力消費を抑制することは重要な課題
となります。

燃料電池を使ったコージェネレーション（熱電

このPCの消費する電力について、近年米国で取

併給）の利用を報告書では指摘しています。太

り組まれているのが、PC本体に直流を供給する変

米国におけるグリーンITの動向

換アダプターの効率向上です。ノートパソコンには

力事業でしょう。総発電能力が需要に対してぎりぎ

パワーアダプターというものが付属します。これと

りのところが多く、また、不足する電力を他の発電

同じものがデスクトップパソコンにも組み込まれて

事業者から高い価格で購入せざるを得ないところも

います。PC本体は直流で作動するために、一般の

あるために、啓蒙活動だけでなくインセンティブも

交流電力を低電圧の直流に変換しているのですが、

準備してデータセンターなどに電力消費抑制を働き

この変換効率が60〜70％程度と極めて低いことが認

かけています。また、各州には電力事業に対して総

識されるようになりました。これまでPCに消費さ

電力需要の抑制比率目標を示して義務づけていると

れる電力の大きな部分がここで熱となって失われて

ころもあります。代表的な例は、供給圏内にIT企業

いるのに誰も注目しなかったのです。この無駄を阻

が多くデータセンターも集中しているシリコンバレ

止しようと、米国の電力事業が中心になって「80プ

ーを持つ電力・ガス事業PG & E社です。中小企業

ラス」というプログラムが推進されています。パワ

が持つ小規模なデータセンターにも積極的に働きか

ーアダプターの変換効率を80％以上、0.5〜0.6にす

けて、建物設計の指導やサーバーの効率向上へのア

ぎない力率を0.9にするようPCメーカーに働きかけ

ドバイスを推進し、それに投入する資金も大きくな

ると同時に、いま使われているものについても高い

っています。ある会合での説明では、2006年から

効率の変換器への取り替えが推進されています。

2008年の３年間に９億７千万ドルをこのプログラム

さらに、業務用に使われていて使用時間が長い

に投入したそうです。また、サーバーの冷却新技術

PCについて、実際に使用していないときにどの程

の導入を支援するプログラムを準備している電力事

度節電モードになる設定がなされているかの実態調

業もあります。マイクロソフト社を初めとするIT企

査が行われました。ローレンスバークレー国立研究

業も、IT機器のエネルギー管理プログラムを開発し

所が、事務所ビル、病院、教育施設16カ所で、パソ

てユーザーに提供していますが、カリフォルニア州

コンが夜間にどのように作動しているかを調べたと

などでは、そのようなプログラムを独自に準備して

ころによると、普通のパソコン1,500台の60％、サ

一般企業や個人が無償で使えるような支援もしてい

ーバー89台の98％が、深夜にもフル稼働状態にあっ

ます。

たということです。現在州自治体や電力事業が中心

電力会社の事業報告書などには、必ずしもIT関連

になって、企業への啓蒙活動が行われているほか、

だけではありませんが、電力消費削減目標に対して

PCに組み込んで自動的に節電ができるソフトの開

どれほどの実績を上げたかを数字を示しているとこ

発も行われ、その利用が強力に推進されています。

ろがあります。オバマ新政権が温暖化対応に積極的

企業単位で全てのPCにこのソフトを入れ、制御プ

となることは確かでしょうから、IT関連機器やシス

ログラムからの指令で一斉に節電モード、あるいは

テムのエネルギー消費削減に向けた活動はさらに積

電源オフができるようにしているのです。

極的になるでしょう。

３．米国企業のグリーンIT取り組みとCSR
グリーンITは、IT機器のエネルギー効率を上げるこ

(2)IT機器システムを使ってエネルギー効率を上げる
米国企業

とによって電力消費を抑制する側面と、IT技術を駆使

インターネットを誕生させた米国は、IT産業発祥

することによって業務効率を上げることによって全体

の地であると言えるでしょう。また、広大な国土に

のエネルギー消費を抑制するという側面があります。

事業を展開する企業は、積極的にIT技術を業務の効

(1)IT機器のエネルギー効率を上げる米国企業

率化に応用してきました。ウォルマートのように営

現在米国においてデータセンターからPCまで全

業拠点を全米に持つ企業は、衛星通信を使った位置

てに渡っての電力消費を抑制しようと懸命なのは電

情報を配送に利用しています。経営陣の中核にIT担
15

米国におけるグリーンITの動向

当役員CIOを置いたのも米国企業が最初です。IT技

ります。しかし、そのIT利用を裏で支えるのがサー

術を使った業務の効率化は、必ずしもエネルギー消

バーであり、データセンターですから、そこの負荷

費の削減を第一目標としていたわけではありません

が大きくなり、トータルとしてのエネルギー消費量

が、エネルギー価格が高騰する中で、業務の効率化

が増大する可能性も否定できません。日本の動きは

がエネルギーコストを引き下げるのに大きく貢献す

世界のIT世界に影響を与えることにもなりますか

るという認識が一般化し、これから温暖化対応を具

ら、グリーンITを全体システムとして把握してエネ

体的に行う必要が高まる米国企業は、さらにITシス

ルギー効率の良いものにしなければならないでしょ

テムの導入によってエネルギー効率の向上に取り組

う。世界が協力しなければなりませんが、日本の先

むことでしょう。

進的効率化技術をそれに応用できるようになればと

関西情報・産業活性化センターの調査に示されて
いるように、部門や企業の枠組みを超えたITの戦略
的導入のレベルを日米比較すると、米国企業がかな
り先を走っているようです。最近IT技術を応用して
地域のエネルギー効率を上げようとする動きが米国
で始まっています。米国の電力事業では、双方向通
信機能を持ったスマートメーター（あるいはインテ
リジェントメーター）と呼ばれるものに電力の計量
メーターが取り替えられつつあります。この通信機
能を利用して、住宅室内の温度やオフィスの空調な
どの稼働状態、あるいは太陽光発電や風力発電の発
電状態も把握して、各種のエネルギー関連情報を統
合し、地域全体のエネルギー消費が温暖化ガスの排
出ができるだけ少なくなるように制御しようとする
試みが、米国コロラド州ボールダー市で2008年８月
から開始されました。住民や企業は、あくまでも自
主的に参画するのですが、地球温暖化防止への意識
が高いこの市では、成果が上がるのではないかと期
待されています。このボールダー市は米国最初のス
マートグリッド・シティーといわれているそうで、
個別のエネルギーユーザーの枠組みを超えた取り組
みの好例かもしれません。このプログラム推進の中
核はエクセル・エナジーという電力会社ですが、事
業目的の推進と地域社会への貢献をともに満足でき
るものとなっているのだと感じられます。

2009年は京都議定書の第一約束期間の２年目とな
ります。温暖化ガス排出量削減に向けて厳しい対応
が迫られる日本としても、業務の効率化にIT技術を
フルに利用してエネルギー消費を削減する必要があ
16

期待されるところです。また、関西がその動きを先
導してほしいものです。

平成20年度情報化月間行事

ＩＴシンポジウム「Info−Tech2008」の概要報告
―グローバル時代のITガバナンスー
〈JKA補助事業〉

当財団は、平成20年度情報化月間行事として、10月８日(水)京都（ホテルグランヴィア京都）にてITシンポ
ジウム（インフォテック2008）及び関西情報化功労者表彰式を開催致しました。
グローバル経済の進展、会社法と金融商品取引法にもとづく内部統制制度の導入、地震・火災・風水害・停
電等の非常時における企業経営の指針（BCP：Business

Continuity

Plan、事業継続計画）への対応など、

今日の企業は多くの課題に直面しております。今回のシンポジウムはこれらの諸課題に対して、事業革新・IT
投資・人材育成・事業継続等をいかに進めるべきかといった観点から、「グローバル時代のITガバナンス」に
ついて、講演やパネルディスカッション等を実施致しました。
参加者は252名で、関西情報化功労者表彰式（P37）
、基調講演、招待講演Ⅰ・Ⅱ、パネルディスカッション、
交流会といずれも盛会となり、活発な意見交換が行われました。
以下では、今回のシンポジウムの概要を報告します。

【基調講演】

「内部統制を基盤とした企業価値経営」
田尾 啓一 氏
（立命館大学 テクノロジー・マネジメント研究科 教授）

致しまして、申込者にアンケートをとった結果（有効
回答数＝2,190名＜総数＝2,235名＞）がございます。
ここでのJ-SOX対応後、何が次の一手として重要と
思っているかというテーマで、「業務の標準化、効率
化を進めていくのが大事だと思っている」方が54％、
「リスク管理の強化、統合リスクマネジメント・ERM
導入を進める」のが次の課題として大事だと思ってい
る方が40パーセントございました。
昨今、毎日のように企業不祥事が明るみに出て、不
祥事を起こした企業は、存続が難しいぐらいのダメー
ジを受けて企業価値が著しく棄損しております。こう
いうような守りを固めずして攻めていくと持続的な成
長は難しいでしょう。どこかで大失敗する可能性が高

１．内部統制対応後の経営課題

いと思われます。

日本においてはグループ経営に移行し分社化が進ん

では、逆に守りを固めましょうということで、それ

でいるわけですが、同時にこういう企業グループ全体

に集中しますと管理がヘビーとなりまして、価値が低

で業務の共通化・集中化、シェアードサービス化が進

下するかもしれない。つまり両方のバランスというこ

行しております。この結果、企業経営のスタイルが企

とが大事になってきます。そういう守りと攻めのバラ

業集団を1つの組織と考えた連結経営にシフトしつつ

ンスをとって、持続価値創造能力を高めていく必要が

あります。こうした今日の企業グループの動向は、コ

あるわけです。それをどう実現するにしてもいっぺん

スト削減、内部統制レベルの向上を実現する決め手に

に出来るわけなかろうということで１つの段階的シナ

なるのではないかと思っております。

リオを書いたわけでございます。

日本においては、このJ-SOX対応後、どんなことが

今がここのレベル２であると、つまりJ-SOX対応と

課題になるかということについて、今年の１月に、日

して業務の見える化と財務報告の信頼性の確保を実現

本経済新聞社が日経マネージメントフォーラムを開催

した段階です。
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本来の構想のフレームワークにおいては３つの目的

ジメントに移行していく必要性があるというところが

がありました。「業務の有効性・効率性」があり、そ

レベル３以降の課題になってくると思っております。

して、
「財務報告の信頼性」があり、
「コンプライアン

こうしたことも含め、業務の標準化、効率化を行い、

ス」があり、この3つです。それに日本では「資産の

統合リスクマネジメントを実現しようと思いますと、

保全」がある。

当然戦略、ガバナンス、統合セキュリティシステムの

「財務報告の信頼性」はレベル２で出来たとして、
その次は「業務の有効性、効率性」を高めることによ

監査等を支えるものとして、ICTの有効活用なくして
は難しいということになろうかと思います。

って、そのコストを削減し、効率化しキャッシュフロ
ーの創出も高めていく。これがレベル３です。その次

３．月次連結決算と事業の拡大

に財務報告のリスクだけではなく統合的なリスクマネ

グローバルで共通化・シェアード化を進めていく連

ジメントを実現しましょうという段階です。これがレ

結決算については、四半期決算開示、これが金融商品

ベル４、５でのERMの導入でございます。業務的に

取引法で45日以内、東証などは30日以内を要望してい

は、シームレスな業務の連携とシェアード化を進めつ

るということで迅速にそれをやらなければならない。

つ、統合リスクマネジメントに進めて、さらに国、地

多分社内におかれては連結決算を月次でやるというこ

域、更にはグローバルに展開するというイメージを持

とが課題になってくると思います。そうすると連結を

っています。

月次でやるのは大変なのですが、月次で実績が出るの
であれば、連結月次予算をやっていく方向になります。
そうすると、なかなかICTの活用無しには難しくなっ
てくる。業績の把握、決算の正確化、更にそれを、グ
ローバルな展開や、経営情報管理につなげていくとい
うように、レベル３以降は事業を拡大していくことに
なります。それをふまえて、バリューチェーンを強化
し、グループ戦略を強化していく施策が行われること
になると思います。

４．内部統制の運用コストの削減
内部統制の運用コストを大幅に削減する方法として
出典：After J-SOX研究会

内部統制成熟度モデル（企業価値向上モデル）

は３つあると思います。一つは統制単位数を減らすと
いうことです。例えば、経理、財務、営業管理に関わ
る請求、回収・支払い、あるいは経費の精算、経費管

２．統合リスクマネジメントとＩＴの有効活用

理、情報システム、ICTそれから総務業務、審査、リ

リスク管理については、従来個別にビジネスリスク

スクマネジメント業務、こういう業務を社内で共通化

の管理をされている会社が多いのではないかと思いま

し、担当部署を１ヶ所にすることによって、統制単位

す。例えば、取引先の倒産の可能性について、信用リ

を削減し標準化と質の向上を実現するということです。

スクは審査部、個人情報保護法は法務、地震対策は総

２番目はプロセス数を減らすというのがテーマであ

務、情報セキュリティーは情報システム部、今株価が

ります。グループ内で会社部門ごとに異なる業務の標

下落し為替取引が激減しておりますが、市場リスクは

準化・共通化を進める、グループ共通システム導入な

市場部門が管理する。こんなふうに個別にビジネスリ

どで、1業務1プロセス化をするということです。例え

スクを管理している。今後はそれを、統合リスクマネ

ば、有価証券の評価業務、これは要するにグループで
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１つのプロセスがあって、それをみんなが使う。固定
資産の評価、減損処理、これも1つのプロセスがあっ

【招待講演１】

「戦略的IT投資とIT人材の育成」
櫻井 通晴 氏
（城西国際大学 客員教授）

てそれをグループ内で全部共有するわけです。
３番目はシステムで自動化するために徹底的にICT
を使うということになります。転記・計算・照合・検
算・単純判断・決済記録などをシステムで自動化す
る。システムのコード化、統合化、インターフェース
の自動化、ワークフロー化、こういったものをITの有
効活用によって、人間の手を煩わせることによる事務
のミスをなくして、自動化システムに置き換えていく。
この3つが運用コストの削減につながると思います。

５．ＥＲＭによる企業価値経営
設備投資や株式の投資、研究開発をして、それが成

１．現行システムの問題点

功すると、企業価値が高まりますけれど、失敗すると

東証のシステムダウンがおきていた時期に、一番の

財務状態が悪化する。あるいはコストの固定費が増加

大きな原因は何かという議論がありましたが、それは

する。この場合アップサイドに行くかダウンサイドに

集中管理か分散管理かという問題でした。

行くか、どっちかである。これがプロフィットｏｒロ
ス型のリスクです。

結局日本の多くの企業は早いところで1993年、一般
的には1995年ぐらいからクライアントサーバーシステ

そして、もうひとつはゼロｏｒロス型のリスクです

ムでシステムをつぎはぎしてきたところが多かった。

が、正しい財務諸表を作るのは当たり前で間違ってい

そうすると、結局それが、担当者が変わったりする

るのはおかしい。システムもちゃんと動いて当たり前

とわからなくなってしまう。むしろ分散管理は、シス

です。それが障害を起こすのはおかしい。ゼロｏｒロ

テムがダウンするという意味で非常に大きな問題があ

ス型のリスクは、どれだけコストを掛けてリスクを軽

るということが一つの結論であります。

減するかという、コストと効果の見合いを見るもので
す。一方、プロフィットｏｒロス型リスクは、どれだ
けリスクを取って、どれだけのリターンを上げていく
のかということになります。

２．ＣＩＯの役割
CIOを設けている企業はまだ多くは無いわけであり
まして、CIOなしというのがまだ半数近くになってい

内部統制の整備というのは、主としてゼロｏｒロス

る。しかも上場企業でそうであるということが明らか

型ですけど、ERMはプロフィットｏｒロス型も統合

にされました。CIOはどういう役割をするのか。企業

していくマネジメントです。そういうふうに両方包含

によって相当違ってきます。例えば新日鉄では、「業

することによって最終的に企業価値の創造を目指しま

務の効率化」
、ローソンでは「新事業の創造」
、セコム

す。今日の経営環境は不確実性が高まっていますが、

では「情報セキュリティー」、それからパナソニック

その中でダウンサイドのリスクをコントロールしなが

では「経営革新」など、CIOは経営者とＩＴ部門のつ

らアップサイドのリスク（ビジネス機会）を取ってい

なぎの役割を担っております。パナソニックは以前に

く。今どんなリスクを抱えて、それは会社として許容

相当業績が悪くなって、5,000億円程度の赤字を出し

範囲内のリスクをとっているのかと、こういうふうな

たことがありました。そこでトップが交替し、中村邦

ことをやっていくのがERMによる企業価値経営にな

夫氏が社長になり、CIOとIT部門に「破壊と創造」と

ります。

いう役割を付与し、「IT革新なくして経営革新なし」
19

ＩＴシンポジウム「Info−Tech2008」の概要報告

ということを述べておられます。つまり「人間を育て

あるいは環境改善効果、情報共有効果、というものが

る」ということが非常に重要であると指摘されていま

あります。

す。私が思うに、トップはやはり社長になったらちゃ

現実の世界はどうなっているかといいますと、保守

んと自分の方針を明確にして、しかもそれを全社にし

投資が全体の85％占めております。ある一つのプロジ

っかり伝達するという社会的責任をもっていると思い

ェクトへの投資があって、ある程度定着すると、これ

ます。その点では中村社長は大変すぐれた経営者であ

がずっと継続されます。保守投資については総合枠で

ったと思います。更にIT組織では横串を通した本社の

管理するしかない。戦略的投資は、多い企業でも15％

経営企画・ドメイン情報企画・コーポレート情報シス

ぐらいです。だから、費用と効果をしっかり計算する

テム部門を新設しました。

といっても、その全体の投資額の15％ぐらいをしっか

CIOの役割の一つに、ベンダーとの関係があります。

りと評価すればいいということになるわけです。

ベンダーとの関係で、特にアウトソーシングはなかな
かうまくいかない。アウトソーシングをどうしたらい

４．バランス・スコアカード

いか。私が見る限りでは、東京海上日動火災が非常に

評価方法では、しばしば使われるのがバランス・ス

うまくいっていると思うのですが、それは常にベンダ

コアカードです。私はバランス・スコアカードの研究

ー、アウトソーシングのベンダーと打ち合わせをしな

を進めて随分久しいですが、キリンホールディングス

がら問題点を明確にして、その解決にあたっている。

（株）なども使うようになりまして、特にその経済的

CIOは決して自分に課された任務を丸投げするわけで

効果だけでは評価できないものを戦略的立場から評価

はなくて、常にベンダーと話し合って「見える化」を

ができるという点が長所のように思います。それから

図る。あるいはプロセスを明らかにする。見える効果

非財務効果を評価できる。財務の立場だけではなく顧

を明らかにするということが大切です。

客、内部プロセス、学習と成長という視点から評価を
することができます。

３．ＩＴ投資の効果
IT投資を評価するときに２つのアプローチがありま
す。１つは費用便益アプローチです。効果と費用を結
びつける考え方であります。
これを私は費用便益アプローチと呼んでおります。
そうではなくて総合評価によるという考え方もござい
ます。できれば費用便益アプローチが一番望ましいの
ですが、しかし現実にはそうはいきません。最近のIT
は特に省力化だけが効果ではなく、基盤整備の効果、
つまりインフラ整備の効果、それから戦略的効果、そ
れから経済的効果等があります。経済的効果だけであ
れば、しかも経済的効果という時に利益に現れるもの

戦略マップ

が多ければ費用便益アプローチをとっていいのです。

戦略マップを描きますと、非常に流れが良くわかり

戦略的効果として、IT投資をやって非常に顧客満足

ます。一番下が情報資本になります。この戦略マップ

があがったとする。では顧客満足をどうやって計量化

は情報資本と人的資本を使って、いろいろなイノベー

するのか。これは非常に難しい。戦略的効果というの

ションを生み出し、顧客、お客にどうやって満足して

は競争優位の達成度、それから顧客満足、業務改善効

もらい、最終的には財務がどのように改善されるかを

果、意思決定の支援・サービス向上、意識革命の効果、

描いたものであります。ITマネジメントで非常に重要
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なのがKPIでございます。日本の企業でも多くなった

ですが、是非ともこれによって業務の水準はここまで

のですが、私はKPIというのは非常に重要だと思いま

だと、言うことをハッキリ決めることが重要であろう

す。単に財務の指標だけではなく、業務関連のKPI、

かと思います。

コスト関連のKPI、マクロ関連のKPIが非常に重要で
あると考えることができます。

７．ＩＴスキル・スタンダード
人材の育成で今IPA（情報処理推進機構）が大きく

５．ＥＲＰ

進めているのがITスキル・スタンダートであります。

住友商事（株）にしても三菱商事（株）にしても三

もちろんアプリケーションオーナーというのを設け

井物産（株）にしてもグローバルに事業展開していま

て、このオーナーに責任を持たせるということもある

すが、同じようなシステム（R／3：ＳＡＰ社のＥＲ

のですが、ITスキル・スタンダートは日本での導入、

Ｐ）を導入している。そうしますと、非常に対応しや

ベンダーだけではなくユーザー、現在は東南アジアに

すい。一方トヨタ自動車（株）は経済産業省が進めて

も導入を相当進めてまして、急速にITスキル・スタン

いるCIOオブザイヤー2004年にその賞をとっているの

ダートが発展したということが言えます。現在では情

ですが、決してERPを導入しているわけではない。ど

報処理試験でも十分取り入れられている。

ちらがいいのかというのは軽々には言えないとだけ申
し上げておきたいと思います。効率性を考えれば、そ

先ほど申し上げたようにベンダーの人材育成にも貢
献することが必要であります。

れはERPです。でも本当にそれだけでいいのかってい
う問題もあろうかと思います。

８．コーポレート・レピュテーション
最後に人材育成にはコーポレート・レピュテーショ

６．アウトソーシング

ン、企業の評判を高めるという重要性があるというこ

私は総務省の評価委員を去年からやっています。評

とを申し上げたいと思います。コーポレート・レピュ

価は独立行政法人の評価をやっています。ですから、

テーション、企業の評判というのは、経営者とか従業

いろんな独立行政法人を見に行きます。

員の過去の行為の結果、及び現在と将来の予測情報を

そうするとですね、独立行政法人によってすごくう

元に企業を取り巻くいろんなステークホールダーから

まくいっているところとぜんぜんダメなところがある

導かれる競争優位のことをいいます。特に重要なのは

のです。それが何によって生ずるのか、というとこれ

ステークホールダーです。株主だけではなくて、銀

は私が見たところなんですが、トップに立つ人間、つ

行・取引先・従業員・顧客等々の評判を考える。特に、

まり理事長によって全く違います。理事長が非常に細

今年４月から導入が始まっている内部統制に関する監

かいところまで目を配ってアウトソーシングしたら、

査は、コンプライアンスにとって非常に有効であると

業務委託をすごくやりますから、その相手がどのよう

いうことが言えます。当然、最終目的は企業価値の創

にやっているか、あるいはその効果把握はどうである

造であります。

か、しっかり把握している理事長とそうでない理事長
は大きな差があるということです。理事長ができない
のであればCIOあるいは、それを支える人々がしっか
り検討することが非常に重要であろうかと思います。

９．コーポレートガバナンスとＩＴガバナンス
コーポレートガバナンスとITガバナンスの関係を最
後に述べます。

アウトソースする外部の人材育成が、非常に重要だと

アメリカのコーポレートガバナンスの仕組みである

強く感じています。アウトソーシングする為には、是

ＣＯＳＯは92年にできました。Ｕ―SOX法は2002年で

非ともやってほしいのはサービスレベル・アグリーメ

議員立法で成立しました。一方日本はＪ−SOX法を受

ントであります。今多くの企業では相当進んできたの

けて基準案がこの2005年出来て、2007年から実行性を
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ＩＴシンポジウム「Info−Tech2008」の概要報告

持ち、今年から制度化されているわけであります。
一方ITとの関係を見ますと、システム管理基準とい
うのがあります。
システム管理基準については、日本情報処理開発協
会がシステム管理基準解説書を出しております。是非
とも活用していただきたいと思います。

【招待講演２】

「京セラグループの企業改革法（SOX法）への
取り組みについて（IT統制を中心に）
」
上原
始 氏
（京セラコミュニケーションシステム株式会社
内部監査室 副室長 システム監査技術者）

１．京セラグループのＵＳ−ＳＯＸ対応
コーポレート・ガバナンスとITガバナンス

京セラグループの会社数は、今年の3月末で、187社、

更にアメリカではこのCobiTというのがベースにな

SOX法による連結対象の会社は173社ということにな

っているのですが、CobiTの2000年版が CobiT第3版

っております。京セラは来年、創立満50周年を迎える

として、ITガバナンス協会で翻訳しております。ＣＯ

のですが、50年でここまで大きくなったということで

ＳＯは2005年にERM、全社的リスクマネジメントを

あります。SOX法適用の初年度（2006年度）の時は、

出しております。だからＣＯＳＯからERMに変わっ

連結の対象は168社ございました。

てきております。更にCobiTは2004年に新たな基準を

グループ全体で対応しましたが、私どものような子

出しており、これが、ＩＴ内部統制にたいへん役立ち

会社がどのように動いたかですが、基本的に京セラが

ます。

標準のベースを作りまして、それを元に各グループ会
社は自社に合わせて変更するという方法で進めまし
た。
それから、設計の評価、運用テストということを行
うのですが、京セラの方が先行し、各グループ会社は
その後に続いたという形であります。2004年の1月か
ら、準備を始めております。実際のプロジェクトの運
営は、事業所単位のプロジェクトと事業本部単位のプ
ロジェクトを編成しマトリックス体制で進めました。
京セラの404プロジェクト（現在のグローバル監査部）
が中心となって進めました。

２．統制の区分け
内部統制は３階層に分けることができます。一番下
が全社統制で、会社とかグループ会社全体で、共通す
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る統制です。これが一番基礎にありまして、真中の２

３．統一フォーマットによる文書化・設計評

階に、コンピューターの全般統制があります。その上

価・運用テスト

の3階の所に、私たちが日々仕事を行っている各プロ

内部統制の構築につきましては、統一されたフォー

セスに関する業務処理統制があります。１階がしっか

ムを決めまして、監査法人の外部監査に耐えられるよ

りしていないと２階、３階は安定しません。２階がし

うに文書化という作業を行い、第三者にも解りやすく

っかりしていないと３階が安定しないという訳です。

します。その文書化が終わりましたら、その中身が適

この３階層の２階と３階はプロセスレベルのコントロ

切かどうか、設計の評価が必要になります。リスクデ

ール（PLC；Process Level Control）と呼び、１階は

ザインが適切か、コントロールデザインが適切か、と

エンティティーレベルのコントロール

いう大きな２つのポイントがあります。次に、実際に

（ELC；Entity Level Control）と呼んでいます。

決めたコントロールが適切に運用されているかどうか
これをチェックする、運用テストを行います。

IT統制のプロセス分類

構築のステップ（準備期間）

京セラグループでは、会社の仕事を大きく10種類の
大分類に分けました。更にその中を細かな業務処理単

４．構築時の問題事項と留意事項

位に分けて、これをプロセスと呼んでおります。その

構築時に監査法人から指摘を受けましたが、その通

プロセスごとに、財務諸表の正確さについて、どんな

りに行うことは困難なことがあり、話し合いを行い、

リスクが潜んでいるかということを決めまして、その

妥協点を見出した事項があります。そのような例（監

リスクを軽減するためのコントロールを設定致しまし

査法人の主張）は、次のようなものです。

た。情報システム（IT）に関しましてもこの大分類の

・開発環境と本番環境を分けること

10番目に位置づけ、PLCとしましたが、情報システム

・開発担当と本番環境へ移行する担当者は分けること

の管理方針、職務分掌、計画、監視についてはELCに

・バックアップテープはオフサイトに保管すること

含めました。

・パスワードは半年に１度は変更すること

ITの全般統制というのは、アプリケーションソフト
を安定的に信頼を持って動かす為の基盤の部分です。
例えばプログラムの変更管理ですとかセキュリティー
の管理ですとか、様々な障害管理ですとかオペレーシ
ョンの管理の部分です。ここの統制の部分をしっかり
することによって、私共が日々使っているアプリケー
ションの信頼性が保障されます。

また、私が構築時に考慮すべきと考えたことには次
のような事項があります。
・監査費用を考慮する（納得できない場合は納得で
きるまで交渉する）
・監査法人のレビューを受ける（リスク、キｰコン
トロール）
・統制の構築順番は、ＥＬＣ、ＩＴ全般統制、ＰＬ
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ＩＴシンポジウム「Info−Tech2008」の概要報告

Ｃ（１階から構築する）
・観点を変える（性善説ではだめで、悪意を持った
人が現れることを想定しないとだめ）
・どこまでのコントロールが必要かを吟味する（管
理精度とコストはトレードオフの関係）

送られてきて、すり合わせを行う形で進められます。
本番年度の内部監査では、準備年度で改善したと思っ
たにも関わらず未承認でプログラム変更が行なわれて
いたり、本番環境への移行が未承認で行われていると
ころがありました。それからセキュリティ管理に関し
ては、データベースへのダイレクトアクセスで、「モ

５．本番初年度の監査結果
連結の対象となった168社について、売り上げと総

ニタリングがされていない」という指摘を受けたもの
がありました。それへの対応はちょっと大変でした。

資産の多い順に並べ、上位80％についてはPLCとELC

バックアップ管理ですとか、オペレーション・障害管

の両方について整備をしました。京セラグループ全体

理、外部委託管理でも新たに問題が発見されたりする

では、プロセス数が2000、キーコントロールの数が

ケースもありました。

9000ありました。その中でIT関係のコントロールは
１／６〜１／７ぐらいございました。
最後に問題点の集約分類という段階があるのですけ
ど、期末に未改善で残るケースがあります。私達は当
初「そんなものは無い」と思っていたわけです。

６．最後に
私達は今年、３年目を迎えているのですが、私は今、
「二つの意識改革とその徹底」ということを強く感じ
ています。どのようなことかと言いますと、一つ目の

ところが、ふたを開けますと未改善で残ったものが

意識改革は、「コントロールに書いたことは、自分達

あったのです。更に外部監査法人の方から指摘された

が日々行っている業務そのものである」ということを

もので未改善で残ってしまったものが、何社かあった

しっかりと認識することです。コントロールの内容は

わけです。未改善・未解決で残ったものについてはど

内部監査人から言われたからやっていることではあり

のような手順でやるか、決められた手順がございまし

ません。自分達が自分達の仕事に潜むリスクを軽減す

て、それに従ってやりました。実はここが非常に苦労

るために日々行っていることなのです。ですから、業

致しました。期末に未改善で残ったわけですが、それ

務が変更になって想定されるリスクが増えたり、減っ

が単なる問題なのか、重要な問題なのか、非常に重要

たりしたら、コントロールも変えないといけないこと

な問題なのかという分類をしなければいけないわけで

があります。また、コントロールについては、日々行

す。

っていることですから、内部監査でも外部監査でもい

もちろん私達は大した問題ではないというところに
持っていきたいわけです。その為には補完的なコント

つでも実施されても構わないと思えるようでなければ
ならないと思います。

ロールには何があるのかを全部洗い出す必要がありま

二つ目の意識改革は、「適切なコントロールは会社

した。こういったことをやっているから、リスクがこ

の発展に貢献する」ということを認識することです。

こまで低減できるということを示すわけです。これが

内部統制というものは、法律があるから行うものでは

非常に大変でした。しかし勉強にはなりました。

なく、会社の規模にあった内部統制は必ず必要な機能

皆さんも来年の3月に終わりまして4月以降まとめら

です。適切な内部統制システムを構築した会社は会社

れるわけですけど、未改善・未解決の事項が無いこと

としての業務効率も良くなるはずですし、最終的には

を願っております。でも、この未改善が残った場合は

会社のコーポレートガバナンスを強化することにつな

ちょっとご苦労されると思います。

がります。

監査法人が監査をすると「私達は外部監査で次のよ
うな問題を見つけました。それに対して、会社の見解
と内部監査人の見解を聞かせて下さい」という書面が
24
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【パネルディスカッション】

「グローバル時代のITガバナンス −BCPを中
心として」
パネル１「大阪ガスにおけるBCPへの取り組み」
住友
宏 氏
（大阪ガス株式会社 理事・情報通信部長）

阪神大震災のIT関連の被害と対応

85日目の４月11日にすべての復旧が完了至しました。
ＩT関係の被害ですが、大阪の大正の方に大阪ドーム
（京セラドーム）の横にありますコンピューターセン
ターは被害がございませんでした。ネットーワークは
幹線系が１回線不通、支線系が４回線不通になりまし

１．事業概要
大阪ガスの事業分野でございますけれども、皆様ご

た。NTTさん等のご協力をいただきまして７日目には
全面復旧いたしました。それからOA機器は約５％が

存知の通り都市ガス供給でございます。その他に機器

故障し、使えなくなりました。電話回線は、震災直後、

の販売、コジェネレーション、LPG、それから電力の

当日の昼前ぐらいから、なかなか繋がらないような状

販売も多少やらせていただいております。それから非

況になってきました。それで社内の自営無線を利用し

エネルギー分野のほうでは情報サービス、不動産、住

て連絡網を確保しました。当日の社員の出社状況です

まい、ホームセキュリティー、炭素材等のファイン材

が、午前９時の始業時までに出社できました社員は全

料等を事業として行っております。

体の39%で、お昼までに2/3程度、当日中に出社出来た
のは82%というような状況でした。

２．阪神大震災での被災状況
阪神大震災の際には阪神間、西宮から神戸に至りま

３．予防対策

す地域で被害が発生しました為に、神戸ブロックと大

地震にあっても壊れないあるいはバックアップ系に

阪北ブロックの一部でガスの供給をとめました。その

すぐ切り替えられるようにしようと、設備を構築して

結果といたしまして856,000戸への供給を停止したわ

まいりました。まず地震に強いガス設備をということ

けでございます。平成7年当時ですけど、大阪ガスの

で、中圧の導管の継手部分の補強をおこない、古いも

お客様が約580万戸でございましたので、約15％のお

のについては入れ替えました。低圧の方はポリエチレ

客様に対してガスを供給するという事業ができなくな

ン管を導入しております。

ったというわけでございます。それだけ供給を停止し

それからお客様のところも地震が来ますと自動的に

ますと、大阪ガス単独では復旧できないという規模に

ガスを遮断しますマイコンメーターを設置しました。

なりましたので、全国のガス会社から応援を受けてお

予防対策の２番目は中央指令室の機能強化を図って

ります。大阪ガスで6000名、それから日本全国の他ガ

おります。その中央指令室は24時間あらゆるガスの情

ス会社等から応援3700名いただきまして、全体で9700

報を把握し、集中管理をしております。例えば製造所

名の体制でガスの復旧に当たったわけでございます。

に対しましてガスをいくら作って送り出せとか、そう

それで随分とお客様にご迷惑をおかけしましたが、

いう指示を24時間365日やっております。それで従来
25
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はガスを作るとか送るとかの指示を出したり、ガス漏

ります。

れ等の対応が中心であったのですけど、地震以降は機
能を強化して、具体的には地震の被害を予測するシス

４．緊急時の対策

テムとか、どの地域はガス供給を止めたらよいか判断

緊急時の対策といたしまして、重要だと考えており

しやすくするようなシステムを導入いたしておりま

ますのは、マニュアルと防災体制の整備です。私ども

す。それでその判断を的確に下す為には現地の情報が

は毎年９月を地震対策強化月間といたしましてマニュ

すぐ判らないと駄目ですので、地震計も震災時は大阪

アル類の見直しを実施いたしております。

ガスの所有する地震計が34箇所しかございませんでし

災害対策基本法に基づく指定公共機関に当社大阪ガ

たけど、現在は239箇所設置しているところでござい

スは指定されておりますので、毎年防災業務計画とい

ます。こういう地震が発生して、被害が大きい地域に

うのを見直しております。

つきましてはブロック単位でガスを遮断する、あるい

震度５強地震が起こりますと全社員が自動出社する

は復旧活動を速やかに行えるというシステムを構築し

というルールになっております。対策本部設置基準、

ております。

設置場所も定めております。対策本部長は社長がなる

予防対策の３番目といたしまして、各種情報ネット
ワークの冗長化をおこなっております。我々の方では

のですけど、社長がいないときは代行社員が代替しま
す。

まず自営無線というのをもっているのですけど、地震

情報システムの障害訓練は、関係会社のオージス総

時弱かった弱点を改善しております。一つは非常用の

研と連携いたしまして年４日程度訓練を実施しており

無線網をループ化してどこか１回線、１箇所で遮断さ

ます。そのうちの２回につきましては京都にあります

れましても別のルートから回って通信をできるように

バックアップセンターを実際に稼動させて訓練を行い

しようというわけでございます。

ます。バックアップセンターにはマニュアル類が整備

それから衛星通信につきましても増強いたしており

されております。

ます。これは自営無線系でございますけど、あとIT関

私どもエネルギー事業者といたしまして災害等を受

係等の情報ネットワーク系についても、すべての拠点

けたときに一番大事なのは２次被害を起こさないこと

に２つ以上の通信経路を確保するという方針で整備を

です。この目標を達成する為に予防対策でありますと

進めました。

か、緊急時の対応策を実施する。特に緊急時につきま

大規模拠点につきましてダークファイバー、広域イ

しては対策本部がきっちり立ち上がりますと、そこで

ーサネット、マイクロ無線、この３つの手法で通信を

いろんなことを決めていけますので、対策本部をいか

確保するようにしております。それからそれより小さ

に早く立ち上げるかということが勝負ではないかと思

な中規模拠点につきましても３つの方法で、小規模拠

っております。その辺を日ごろから準備しているとい

点につきましても２つの方法で通信を確保している状

うところでございます。

況でございます。
予防対策の４番目といたしまして、サブセンターを
設置いたしております。中央指令室とコンピューター
センター両方とも大阪市内にございます。それでもし
大阪で大きな地震がございますと私どもの中枢神経そ
のものがやられてしまうということで、やはり離れた
場所にサブセンターを設置するべきだということで、
京都リサーチパーク内に指令センターのサブセンター
とコンピューターのバックアップセンターを設けてお
26
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パネル２−【BCPを踏まえた情報通信インフラ構築方策】
IT企画部長 谷岡

匠 氏

で、順次送電をすることができたからだということで
す。

（関西電力株式会社 経営改革・IT本部）

１．電気事業と情報通信
電力会社は低価格、高品質な電気を安定供給するこ

情報通信ネットワークの貢献

〜阪神・淡路大震災〜

とが使命です。発電した電気を供給する送電線、配電

私たちが保有する情報通信ネットワークですが、電

線が血液系統だとすると、情報通信ネットワークは神

力保安用の重要な回線については多重無線やＯＰＧＷ

経系統だといえます。私たち情報通信部門は、自営の

で構成し、一般業務用等には光ファイバケーブルやメ

情報通信ネットワークを活用して、電力の安定供給や

タルケーブルで構成しております。ＯＰＧＷは送電線

電気の品質確保、お客さまへのサービスを支えること

の一番上のアース線の中に光ファイバを収容している

が責務であるとともに、ケイ・オプティコム等の情報

もので、多重無線とともに対災害性に優れています。

通信事業を通じて、地域に貢献してゆくことも大きな

神戸支店ビルは被災し立ち入り禁止になったのです

役割だと考えています。

が、多重無線はまったく問題なく機能していました。

私たちの情報通信システムは、電力保安用のシステ

電柱に添架している光ファイバケーブルやメタルケー

ムと一般業務用のシステムに分類されます。電力保安

ブルは、焼損したり、建物の倒壊により断線の被害を

用としては、発電所の出力を時々刻々調整する「需給

受けましたが、回線を２ルートで構成していますので、

調整」や無人変電所の「遠隔監視制御」等電力の安定

情報通信ネットワークとしては健全に機能したという

供給と電気の品質確保のために活用しており、一般業

ことです。

務用としては発電からお客さまに電気をお届けするま

ただ、健全に機能したのですが、通信ネットワーク

での様々な部門の業務運営のために活用しています。

の重要拠点である支店の設備が被災すると通信が途絶
するという可能性がありましたので、大震災の教訓と

２．阪神・淡路大震災での被災
阪神・淡路大震災では、発生後1週間で電気の応急
送電を完了しました。これは応急送電を完了するまで

して支店の代替となる拠点を選定し、支店が機能しな
くなっても通信ネットワークが健全に機能する構成と
し、対災害性の強化を図っています。

の状況を示した図です。地震が発生した５時46分には
260万軒が停電をしたのですが、約２時間後の７時30

３．災害対策の基本方針

分には、100万軒に減っています。社員が出社するま

弊社の計算センターは、新北センターと鳴尾センタ

でに160万軒の停電が解消していますが、これは自営

ーの２箇所です。両センターの被害想定をすると、そ

の通信ネットワークが健全に機能していたため、遠隔

れぞれ震度６弱までなら建物は大丈夫という結果が出

監視制御により送電線や変電所の状況を的確につかん

ています。両センター同時被災の可能性は低いと考え
27
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ていますが、片方のセンターが被災し機能停止するこ

み」として電力供給システムの多重化やハザードマッ

とを想定して、もう片方のセンターで対応できるよう

プに基づく設備対応を、「従業員等の安全確保等への

な災害対策を進めています。

取組み」としてＩＴを活用した迅速な情報提供や安否

対策の基本方針として、ＲＰＯ（リカバリー・ポイ

確認や帰宅者支援の充実を、「早期復旧への取組み」

ント・オブジェクティブ：被災した場合どの時点のデ

として防災体制面の見直しや自治体等との連携強化を

ータおよびシステム機能までを復旧するのか）とＲＴ

検討しました。

Ｏ（リカバリー・タイム・オブジェクティブ：どれだ

行動計画の策定にあたり、まず地震、津波によるハ

けの時間内に復旧するのか）をホスト系システム、サ

ザード状況を自治体等から情報収集し、その情報に基

ーバ系システム等に対して、業務の重要性に応じた目

づき各部門が設備被害の想定を行いました。被害想定

標を定めて取組んでいます。

から災害の影響を減らせるものは減災対策の検討、復
旧すべきところは早期復旧対策の検討、それから後方

４．ホスト・サーバの災害対策
ホスト計算機は計算センター2箇所に設置しており、

支援対応の検証を行い、行動計画を策定しています。
被害想定ですが、前提条件として東南海地震、南海

相互バックアップできるようなシステム構成にしてい

地震の同時発生、停電量は８月のピーク相当という最

ます。平常時は管内８支店エリアを２つに分けて処理

悪条件で、停電地域、停電量の想定や設備損壊状況の

をしていますが、被災時には片方のセンターで処理が

想定をしました。

できるようにしています。そのためストレージデータ

減災対策としては、震度６以上の地震動や津波に対

は、相手センターにリアルタイムコピーをしており、

応するために、人命に重大な影響を与えないようダム、

テープデータについても相手センターに疎開をしてい

水路、ＬＮＧや油タンク、建物に対する減災対策を検

ます。また、システム監視につきましても、現在新北

討しました。また、長期的に広範囲の電力供給支障、

センターで行っていますが、被災時には鳴尾センター

発電支障が生じないよう、重要設備については減災対

で監視できるようにしています。

策を、その他設備については代替、多重化等も考慮し

サーバについても、ホストと同様に計算センター２
箇所に設置しており、災害対策を進めています。セン

総合的機能確保する対策を検討しました。
復旧対応について、地震発生の条件は多くの社員が

ター間ミラーリングによるバックアップを行うため、

出勤していない冬の休日の朝で、鉄道は不通、国道・

データの統合化を一昨年から今年度完了で進めていま

県道は中型車両全域通行可能、山間部の大型車両は通

す。また、来年度完了に向けて、サーバの統合化を進

行不可で、現地到着は発災24時間〜48時間後という復

めています。両センターのサーバをすべて相互にバッ

旧が厳しい条件で検討をしています。１日目に非常災

クアップすることはコスト的に厳しいため、優先すべ

害対策本部の設置、安否確認、情報収集、人員の配置

きシステムだけを救済する災害対策用サーバの相手セ

等の検討をして、２日目以降体制がとれ次第復旧して

ンターへの設置について、現在検討中です。

ゆくという対応で検討しています。
最後になりますが、広域災害発生時に、電力供給の

５．東南海・南海地震対策行動計画の策定
東南海・南海地震対策行動計画を今年９月に策定し
ましたので、概要についてご説明します。

迅速な応急復旧だけでなく、お客さまや国・官公庁等
へより的確な情報提供等が求められてきています。そ
の意味で、私たち情報通信部門の役割がますます重要

総務室が主査となり、関係部門、関係支店がメンバ

になってきています。災害の都度自社設備の評価や新

ーとなった「東南海・南海地震対策連絡会議」という

技術の導入など情報通信設備の信頼度対策を着実に行

体制で平成15年から検討してきました。
「人命の尊重」

ってきていますが、引き続き万全な備えをしてゆきた

「電力の安定供給」という理念のもと、
「減災への取組
28
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パネル３−【運用起点の事業継続マネジメント】
BCM事業部長 伊藤

毅 氏

（株式会社富士通総研 第三コンサルティング本部）

ことを時間ごとに測っていき、その結果としていつま
でに何を復旧しなければいけないのかという対策の優
先順位を決めるというのがビジネス影響度分析です。
それに対してリスク分析は、現在自分たちがどんなリ
スクを抱えているのか、地震が起きたときに自分たち
のデータセンターはどれくらいの被害を受けるのか、
あるいはローカルにおいているサーバーがどれくらい
の影響を受けるのか、データはどれくらいロスしてし
まうのか、その結果として何がどれくらい停止してし
まうのかということを見ていく。そうすると目標との
間に必ずギャップが出ますから、そのギャップをどう
やって埋めるのかというのが対策に繋がるという考え

１．ＢＣＭの運用体制

方でございます。

富士通のＢＣＭの運用体制でございますが、最上位
機関はリスク管理委員会です。コンプライアンス等々

３．プロセスリソース分析

を含めて全部管理するリスク管理委員会があり、その

重要な製品サービスが何を使って動いていて、誰が

下に各事業部という単位が富士通の中にだいたい60か

それに関わっていて、どこでやっていて、どんな情報

ら70ぐらいあります。この事業部という単位で責任を

システムを使っているのか、情報システムの構成管理

負ってBCPを作るというのが基本的な構造であり、そ

ともう一つ上のビジネスの構成管理を見なければなら

の下に現場各部署で個別にそれぞれの行動計画を作っ

ない。これをプロセスリソース分析と言っている。

ていくということです。部門方針管理者だとか、その

そこにどんなリスクがあるのか、二重化されていな

部門方針管理者につく事務局だとかが仕事をしすぎて

いモノがあるのか、耐震化が行われていないモノがあ

しまうと、現場での対策が全然進まないというこうい

るのか、そういうことを明確にして、それに対して対

う側面があります。

策を実行していくという流れを考えていかないといけ
ない。ただその基本は先程申し上げましたようにビジ

２．ビジネス影響度分析とリスク分析

ネスとしての構成管理、プロセスリソースがちゃんと
わかっているというのが重要なポイントです。

４．リスク対策の適正水準
リスク対策を進めていくと、それをどこまでやるの
という話に行き着くわけです。お金を掛ければ何だっ
て出来るわけですから、お金を掛ければ工場も２つ持
つ、半導体の工場も３つ４つ持つ、それだけで実は会
社は潰れるのですけれども、データセンターだっても
う10個も20個も持つと、それで事業継続出来るのは当
たり前なのですが、何をどこまでやるのかということ
事業継続マネジメント（BCM）の全体像

が最終的には問題になるわけです。

ビジネス影響度分析は、製品だとかサービスが停止

この対策を打ったらどれくらい自分達のビジネスが

したときに、どこにどんな影響が出てしまうかという

復旧する時間が短くなるのか、こういうことを解って
29
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いなくてはいけないのです。ですから私どもはいろん

７．非常時のＳＬＡ

な対策の考え方を出して、それを費用対効果で整理し

ＢＣＭとＩＴサービスは関係がありますが、端的に

ていきます。その中でお金が掛からずに効果が高いモ

申し上げますと、非常時のＳＬＡです。平常時に関し

ノから取り組んでいくというのが、基本的な考えです。

ては、ＳＬＡ（サービスレベルアグリーメント）とい
う考え方はだいぶ定着してきたと思います。ただ災害

５．ビジネスの事業継続能力

が起きたときにどういうサービスレベルで情報システ

新たにビジネスを展開する時に、ビジネスの構造を

ムが維持して貰えるのかということの考え方が常々出

変える。それをやることによって事業継続能力はどう

来ていません。ＢＣＰというのは災害が起きた時にこ

変わるか、これを常にモニター出来るかという通常の

ういうことをやるというコミットメントですから、そ

運用が重要なわけです。これが新商品サービスへのＢ

れを考えると情報システムを非常事態においては、こ

Ｃの作り込みの部分です。インフラ設計、アーキテキ

ういうことが出来るというコミットメントを最終的に

チュアル設計の時にシステムの品質を作り込むのと同

ＳＬＡとして考えていかないといけないわけです。で

じ考え方です。新しい商品だとかサービスを設計する

すから「非常時ＳＬＡ」を作るということをベースに

時にＢＣの考え方を作り込む。こういうふうに変えて

情報システムを考えていかなくてはならないというこ

いかないと恐らく最終的に事業継続能力は上がってい

とです。

かないと考えております。

８．情報システムを守る・情報システムがリス
６．シンプルなＢＣＰと教育訓練

ク・情報システムで守る

BCPを作ることがもちろんゴールでは無いわけです

一つは情報システムは大事です。ですから情報シス

から、BCPを作って、訓練をやって、見直しを改善し

テムをしっかり守らなければならない。情報システム

て、現場に定着させて、全体的にこれをＥＲＭのフレ

が止まると業務が何も出来なくなるから、情報システ

ームワークに入れようと考えたら、通常で５年ぐらい

ムはしっかり守ろうという考え方です。もう一つ重要

掛かるわけです。そういう長い取り組みだということ

なのは、情報システムそのものがリスクであるという

をまず理解しなければなりません。

考え方です。

私共は、それぞれの部門の担当者が使うモノだけが

情報システムが止まってしまうということをリスク

抜き出せるような構造のBCPを作っています。その人

として捉えて、その時に業務は何が出来るのか、ぎり

達が５W１Hで誰がいつ何を対象にどんなことをする

ぎり何処までどういう方法で計測できるのかというこ

のかとシンプルに作る。こういう構造をしっかりとっ

とをしっかり考えておく。

ておかないと、メンテナンスが出来なくなる。

もう一つ情報システムで守るという考え方は、最近

これを階層でしっかり分けておいて、メンテナンス

いろんな企業で導入が進んでいるような安否確認の仕

した時に全体の文章に与える影響を出来るだけ少なく

組みですとか、情報システムを使って災害対応を早く

する、こういうＢＣＰとしてのドキュメントの設計を

すると、この３つのポイントを考えながら情報システ

きちんとやるだけでも、ずいぶんＢＣＰの運用負荷が

ムの災害対策に取り組んでいくべきだと考えていま

減ってきます。

す。

それからもう一つは教育訓練です。非常に今力を入
れています。手順書をいくら細かくしても、人が変わ
ったらそれを覚えるだけでも大変です。それよりは手
順書は荒くしておいて、人間を徹底的に訓練させる。
この方が遙かに効果があると思っております。
30
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パネル４【NECグループにおけるBCP策定の取り組み】
統括マネージャー 坂本 憲幸 氏
（日本電気株式会社 リスク・コンプライアンス統括部）

２．ＢＣＰ策定の背景
昨年の５月の経営会議で、ＢＣＰ策定を決定しまし
たが、そのきっかけになったのは、米国の通信機メー
カからの取引用件についての質問です。これをちゃん
とやっておかないと取引に応じてもらえなくなりつつ
あるのです。

１．ＢＣＰ策定の経緯
2005年に内閣府でＢＣＰ策定のガイドラインが発表
されてから、ＮＥＣのコーポレートスタッフでプロジ
ェクトを組みまして、何をどのような順番で検討すれ
ばいいか、関係者で議論しました。
最終的には
①想定される社会インフラの被災想定

３．策定にあたって工夫したこと
ＮＥＣグループのＢＣＰを策定する際には、２つの

②全社共通経営基盤維持計画

課題がありました。ひとつは、被害が広範囲に及び、

③事業場別災害対策計画

変数がとても多くなるということ、もうひとつは、Ｎ

④各事業の事業継続計画

ＥＣの事業は多種多様でかつ組織も非常に複雑だとい

という順番で考えていったわけです。この④番の事業

うことです。

継続の計画を策定するというところを、いきなり事業

前者については、スタッフ部門で共通の被災想定シ

部門に「さあ作ってください」と言うと、たぶん大混

ナリオを決定したこと、後者については、システマチ

乱するだろうなと思いました。「誰が推進役で進める

ックな策定の体制／展開方式を工夫したこと、

のか」という問題、「電気・ガス・水道はどういうふ

で対応しました。

うに前提条件で捉えたらよいのか」といったことをあ

また、先行してモデル事業を決めて実際に作成しな

る程度固めてからでないと、全社展開できないという

がら方法論を確立していき「ＮＥＣ版ＢＣＰ策定ガイ

ことで、その辺の検討に約２年かかってしまいました。

ドライン」も作成しました。

2007年上期から各事業のBCP策定を開始し、現在

それからは、４ヶ月間で一つのＢＣＰ策定を経験し

180の事業についてのBCPが出来ております。この下

たメンバーが次のＢＣＰ策定の指導にあたる、という

期にあと120作る計画になってまして、トータルで300

方式で展開を加速化させていきました。

のBCPを作っていくという計画です。これが実現しま
すと日本のどこかで地震があっても、それによる影響

４．基本方針

がどの事業のどの部分に影響が出るのか、誰がどうい

ＮＥＣグループ全体の基本方針として、優先順位の

ういうふうに復旧に取りかかったら良いのか、まあそ

一番目に従業員の生命・安全の確保、二番目には、通

ういった計画が一応完成するということになります。

信・情報システム・金融・交通・警察・消防など社会
的責任の大きい仕事、三番目には事業停止によって生
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じる経営ダメージの最小化を上げています。

この原因が分かりますと、対策が自ずと見えてきま
す。人・製造設備・重要供給先・IT、一つ一つについ

５．ビジネス影響度分析

て対策をリストアップします。この対策を大きく２つ

ビジネス影響度分析のやり方は、一つ一つの事業バ

に分類します。業務復旧計画で出来ることと、リスク

リューチェーンごとに業務フロー図で事業のリソース

対策で出来ること、の２つです。業務復旧計画という

を明確にします。それがどの地域で行われているかを

のは何時間以内に誰がどういうふうに動くかという部

明らかにして、拠点別のリスクアセスメントを行い、

分です。リスク対策の部分は一つ一つについて事前に

業務別の分析に入ります。業務別分析にあたっては、

耐震対策などお金をかけてやっていく部分です。さら

その業務に一番精通した人にアンケートを取り、影響

にリスク対策は、直ぐ出来ることと、次の予算・中期

度分析をやりますけども、その共通した基本的な考え

計画等で残課題として、一つ一つ費用対効果を見なが

方は次のような内容になっております。

ら一歩ずつ進めていくこととに分けていきます。そう
しますとBCPをまず作りますけれども、それは最低限
業務復旧計画で出来るところまでを作ることと、リス
ク対策の部分は中期計画等の中で費用対効果を見なが
ら一歩一歩毎年ちょっとずつ改善していくということ
です。「BCPが出来ました」というのは第一版が出来
ましたということです。この左記表の点線の所までと
いうことになります。

６．リスクの「見える化」
事業責任者の中には「BCPが出来ました、第一版が
一つ目は最大許容停止期間です。MTPDと言います

出来ました」というと、「じゃあ明日地震があっても

けれども、ステイクホルダーからみてどの程度までな

大丈夫だな」ということになるんですけれども、これ

ら、許されるのか、その期間をまず調べます。

は地震があっても事業が中断しなくなるというもので

RTOというのはMTPDよりも前に設定しなければな

はなくて、今までリスクが見えなかったものが、「見

らない。BCPは目標となるRTOとBCPを策定する前の

える化」して、どの地域でどういう災害地震等があっ

状態での予想の復旧時間（ＲＴ）との間にギャップが

た場合に、「誰がどのように動かなければいけないの

生じているわけですが、そのギャップを埋めるための

か」というその辺の対策が出来たということでありま

計画であるということです。このギャップを埋めるた

す。このような考え方で行っております。

めに原因を分析します。事業リソース一つ一つ、人・

事業遂行には一定のリスクがつきまといます。午前

生産設備・重要供給先そういったものがどういうふう

中の講義でも、リスクが利潤を生み出すという考え方

になるのかを分析して、そのギャップを埋める対策を

を言われておりましたが、RTOとRTのギャップが、

立てることがBCPと考えております。

リスクですけれども、このリスクを「見える化」して

このギャップを埋める為の対策の検討方法として

優先度の高いものから対策を実施して、管理していく、

は、ボトルネック資源に被害があるのか無いのか。被

これがリスクマネジメントの考え方です、と社内で言

害があるとしたら対応策や代替策があるのか無いの

っております。

か、代替策が無いとしたら修理・再調達にかかる時間
と費用はどれくらいか、ということを整理していきま
す。
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【パネルディスカッションー意見交換―】
コーディネーター：長谷川 和義 氏
（住友電気工業株式会社 常務執行役員 情報システム部長）

います。最低限の活動をやる人間だけを確保するとい
うことでございます。
【谷岡氏】関西電力でも、総務や労務部門が中心とな
って、「新型インフルエンザ対策規定」を定めていま
すが、具体的な内容は検討中です。
【長谷川氏】坂本さん、何かございましたら。
【坂本氏】ＮＥＣでも、事業の縮小、あるいは事業場
閉鎖などの基本的な計画は策定しており、現在、パン
デミック期の事業継続計画を検討中です。
一方、政府でも、事業者ガイドラインの改定案やワ
クチン接種の進め方＜一次案＞を発表するなど、大き
な見直しを検討しています。

１．新型インフルエンザ

コンピュータ業界でもＪＥＩＴＡで提言を発表しま

【長谷川氏】それでは、私の手元にお寄せいただいた

した。そこで述べている業界の基本的な考え方は、１

質問の中から、整理しながらそれぞれパネラーの方に

つ目は、まずは「感染拡大防止」を優先し、基本的に

ご質問させていただきたいと思いますのでよろしくお

事業の縮小または停止を検討する、ということです。

願いいたします。まず最初は、一番多い質問が、パン

ただし可能なものは在宅勤務で対応します。

デミック、いわゆる新型インフルエンザの問題でござ

２つ目は、コンピュータ業界の社会的責任として、

いますが、この取り組みをそれぞれどのようにされる

医療や社会機能維持のための情報システムの維持・運

か、まずは富士通の伊藤さんからお話をして頂けませ

用の事業は、継続する、というものです。

んでしょうか。

【長谷川氏】パンデミックの問題は、最近急激に話題

【伊藤氏】地震のように大規模に幅広くリソースがや

になるようになってきました。例えば、わたくしの会

られるということではなくて、特定の人というリソー

社でも今まさにそういった対策を進めつつあるのです

スだけが、たとえば一年間に渡って50％ぐらいの従業

が、一企業ができる範囲が限られていることもござい

員が欠勤する状態が続くというような想定をとらない

まして、例えばわたくしの会社では、タミフルの事業

といけない。ちなみに富士通の場合40％で今みていま

所別の確保ですとか、マスクの確保ですとか、それか

すが、もしかすると、もう少し上げるかもしれない。

ら海外の駐在員についてはオープンチケットを渡して

【長谷川氏】はい、ありがとうございました。
これに関しまして、特にライフラインを担っておら

何かの時にはすぐに帰国できるような対策を打ってお
ります。

ます大阪ガスさんと関西電力さんにこういったパンデ
ミックが起こった時、いわゆる変電所とか中継所とか
に駆けつける要員の確保、こういった問題が常につい

２．ＩＴ投資の採算性
次の質問ですが、いわゆるBCPの対策ということで、

てまわることが考えられますが、その辺でそれぞれ、

投資の採算性の検討、あるいは定量的評価をお聞きし

お考えがあればお聞かせ願いたいと思います。

たいという質問が次に多くきております。これにつき

【住友氏】大阪ガスの場合ですけど、新型インフルエ

まして、住友さまからお聞かせ願いたいと思います。

ンザの話が２，３年前に、近畿経済産業局等を通じて、

【住友氏】10年以上昔の話になりますが、当時の判断

対応するようにと話しがあった時に、社内のどこが核

からしますと、当然、公益事業者として、持つべき必

となって進めるのかと、いうような所を調整しまして、

要があるという判断に基づきまして、作らさせて頂い

我々の場合は人事部を中心にやっていくことになって

たと考えております。
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【谷岡氏】災害対策に対する投資の採算性評価は非常

切実な質問がきておりますが、いかがでしょうか。

に難しいと思います。阪神・淡路大震災の被災の反省

【住友氏】反映させていただいております。ただ、先

から、各部門とも様々な対策を実施しました。その中

程申しましたように、バックアップの為に作った設備

で、情報通信の重要性から本店、支店の代替拠点設置

でありましても、できるだけ効率的に活用いたしまし

が意思決定され、投資しています。また、情報設備の

て、日頃ほこりをかぶって遊んでいるとか、あるいは

災害対策をご説明しましたが、ＩＴ投資の売上高比率

いざという時にせっかく作ったのに役に立たないと

は非常に小さく、その枠内でシステム開発や設備の設

か、そういうことが絶対に無いようにという心がけで

置、運用費用の優先順位をつけて意思決定を行い投資

運用させていただいております。

しています。そのうち重要な災害対策は優先順位を上
げて実施しています。

【谷岡氏】電気料金に反映しています。といいまして
も、ＩＴ投資の売上高比率は非常に小さく、その枠内

【伊藤氏】今度はITに対しての投資は、この時間がど

でシステム開発や維持運用を行っていますので、その

れくらい短く出来るのかっていう観点で、実はITに対

中から災害対策にかける費用は少なく、電気料金への

しての投資がどの程度、業務を止めてしまう時間を短

反映も非常に小さいとお考えいただいていいと思いま

くできるのかっていうところに置き換えられるわけで

す。

す。これで、定量的に見ることができます。

【長谷川氏】ということで、料金に反映するそうです。

【坂本氏】NECでは、ＩＴ投資を大きく分けて３つの
カテゴリにわけて検討いたしました。
１つは全社のNECグループの基盤となるインフラ

４．苦労された点・重要な点・配慮すべき点
【長谷川氏】ありがとうございました。

の部分、２つ目が、共通の経理システムとか生産管理

それでは、これは全員の方への質問ということでき

とか共通のアプリケーションシステムです。それから

ているんですけども、それぞれ、BCPを策定されたわ

３つ目が、各ビジネスユニットが固有に持っているも

けですけども、一番難しかった点とか、苦労された点

のです。いずれも事業がストップして復旧するまでの

というのはどこだったかということと、それから一番

猶予期間が３日を超えると損害額が大きく増えるとい

重要な観点といいますか、それがなんだったか、これ

う大雑把なグラフを示しまして、投資判断をしたと、

が２番目。それから、３番目としては、さらに配慮す

いう経緯がございます。

べき項目があったら教えてください、という３つの質

【長谷川氏】ありがとうございました。
弊社の事例を少し紹介いたしますと、実は、BCPの

問がきております。この３つにつきまして、坂本さん
から順にお願いいたします。

為のIT投資という事で2006年に社内稟議をしました。

【坂本氏】１つ目は、推進体制の問題、すなわち、ど

そのときに言ったことは、とにかく私どものコンピュ

この部門が中心となってこれをやるのかと、社内でそ

ーターシステムは全部伊丹にあるセンターに集約して

ういう体制をとってもらう為に、経営陣にどういうふ

運用していますので、そのセンターが大震災とか火災

うに理解してもらうかという点です。それから、重要

によって機能しなくなった場合の為に、当社は横浜に

な点というのは、みんなが共通の被災想定シナリオと

コンピューター室を別途もっていましたので、そこを

か前提条件、電気・ガス・水道はこういうふうに考え

第二センターとして再整備をさせてくださいというこ

るというものをみんなで共有するというところです。

とで、予算を確保しました。

後は、策定していくメンバーのモラルをどうやって維
持して、完成まで動機付けしていくか、また、できあ

３．ＢＣＰの対策費用
それでは、次の質問ですが、BCPの対策費用が、ガ
ス料金とか電力料金とかに反映されるんですかという
34
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それから、今後、配慮する点は、業務復旧計画の訓

これも地震の起こった直後とか、情報がほとんど入っ

練によって、マニュアルを見なくても、関係者がすぐ

てきません。その場合、ある程度は割り切って決める

行動できるように定着させていくことです。

ところは決めるというような対応が是非必要なのでは

【伊藤氏】

苦労している点はＢＣＰの必要性を理解

ないかと思っております。それともう１つは、対策本

してもらう点、それから、そのことをずーと発信し続

部をいかにスムーズに立ち上げるかということでござ

ける、これがやっぱり重要なことですね。社内では一

います。対策本部の立ち上げ如何によって、最初の１

生懸命こういうことをやっています。

週間程度の復旧活動等は全然違ったものになると、そ

重要な点というのは、先程も言いましたけど、とに

んな気がしております。

かく運用ですね。日々改善していくわけですから、Ｐ
ＤＣＡがまわるようにＢＣＰをつくらないといけない
わけです。

５．まとめ
【長谷川氏】はい、ありがとうございました。

最後になりますが、結局それにかかる費用は利用者
に負担がかかるの？というお話がありましたけど、

まだ、質問は残っていますが、そろそろ時間となり
ましたのでまとめに入らさせていただきます。

「安心・安全にサービスが提供されている」というこ

今日は４名の方からそれぞれプレゼンテーション、

とを価値としてきちっとお客様にわかっていただくこ

あるいは質疑応答の中でいろんなお話を伺いまして、

と。これも我々の責務だと思っています。

私なりにまとめたことを７点ほどご紹介させていただ

【谷岡氏】東南海・南海地震対策行動計画を策定する

きます。

のにあたり苦労した点は、広範囲にネットワーク設備

一つは、BCPだけではなくてBCMというのも併せて

がある中で被害想定をしなければならなかった点で

やる必要があるという事です。ただし、その構築には

す。ハザードマップは自治体等から入手できますが、

３年から５年ぐらいかかると、いうことを覚悟すべき

そこから更に自分たちの設備にどう落としてゆくかと

です。その為にもしっかりとした推進組織が企業の中

いう点が難しく、非常に時間がかかったということで

にも必要ではないかと、いうことでございます。

す。

それから、２番目は今言いましたようにBCPだけで

これから考えてゆく上で重要な視点ですが、災害復

は片手落ちで、プランがあったら、それをDOしてプ

旧活動に際し、状況に応じて要員をどうマネージメン

ラン・ドゥ・チェック・アクションのサイクルをスパ

トしていくかというところだと思います。阪神・淡路

イラル的にまわすという活動が是非とも必要だろうと

大震災の経験から、刻々と状況が変わっていく中で、

いうことです。

情報を収集分析し、いかに的確に人を動かしてゆくか
が大事なポイントだと思います。

それから３番目は、BCPの策定は各企業のおかれた
状況がそれぞれ異なっておりますので、どういったリ

そして、配慮すべき点としては、行動計画やマニュ

スクを想定するのかということと、それが自社のビジ

アル類を整備するだけにとどまらず、訓練を繰り返し

ネスにどういった影響を与えるのかということを分析

行うことを通じて、様々なノウハウを共有してゆくこ

する必要があるという事です。この中でひとつは自社

とが重要だと思います。

だけではなくてサプライチェーンを含めて、どこまで

【住友氏】

一番苦労したことはやはり、結果として

阪神淡路大震災が契機となりましたが、多分新たに何

こういったことをやるかということも一つのポイント
ではないかということでございます。

も無いところからこういう計画をつくろうとされます

４番目は、BCPの策定におきましてはRPOとRTOと

と、みなさんの意識をどうやって揃えるのか、という

いう新しい言葉が出てきました。最初の方はどの状態

のが最大の課題になってくるのではないかという気が

まで復旧させるかということですし、後者の方はその

しております。それから、一番重要ということですが、

復旧までにどのくらい時間をかけてやるかということ
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でございます。
５番目ですが、減災対策と復旧対策ということです。
減災というのは、災害の影響などを軽減させるという
ことで、これは言ってみれば予防ということになりま
す。一旦災害を受けたらそれを、いかに復旧させるか
という、この２つに分けてそれぞれ考えるべきではな
いかということが、プレゼンの内容でした。
６番目ですが、情報システムに関連して３つの観点
があるというお話しがありました。
情報システムを守るということと、情報システムか
ら守るということ、それから、情報システムで守ると
いうこの３つの視点というのが必要ではないかとい
う、こういった貴重な示唆もございました。
最後は、やはり継続していくことが非常に大切であ
るということは４名の方それぞれがおっしゃっていま
したので、「継続することは力なり」という事で、こ
のパネルディスカッションを締めさせていただきたい
と思います。
（文責：情報化推進グループ ＩＴシンポジウム事務局）
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平成２０年度

当財団は、関西において情報化促進に貢献された個人、企業、団体を表彰する「関西情報化功労者表彰制度」
を平成１７年度に創設し、このたび、第４回表彰式を開催しました。表彰式は、１０月８日(水)、ホテルグランヴ
ィア京都にて当財団主催のITシンポジウム「インフォテック２００８」の中で、行いました。
「関西情報化功労者」の選考につきましては、大阪大学理事・副学長の西尾章治郎先生を委員長として、行
政、ＩＴ関連企業等からなる選考委員会を設け、厳正な選考を実施させていただきました。表彰内容は以下の
とおりで、近畿経済産業局長表彰１件、会長表彰３件です。
１．近畿経済産業局長表彰
吉田
（経

稔

氏（西宮市）（個人表彰）

歴）

１９７１年に西宮市に入庁され、電子計算課に配属。情報システム課長補佐、情報システム課長、情報化推進部長、電子自
治体推進担当理事を経て、２００８年３月にご退職。現在西宮市ＣＩＯ補佐官、西宮市情報センター長に在職。
（表彰内容）
西宮市の情報部門の責任者として、職員を指導し、市庁内の情報化人材の育成に尽力されるとともに、庁内行政情報シ
ステムの構築に指導的役割を発揮されました。また自己開発による独自の情報システムを整備され、市民ニーズにあった
市民本位の行政情報システムを構築されました。
阪神・淡路大震災の際も自己開発により被災者支援システムを構築され，被災自治体ならではの情報化ノウハウを盛り
込んだこのシステムは財団法人地方自治情報センターのプログラムライブラリにも登録され，無償で他の自治体へ提供され、
社会貢献に寄与されています。

２．関西情報・産業活性化センター会長表彰
（１）アークライト・ソフト株式会社（団体表彰）
（設

立）

１９９１年

大阪市北区

社長

平

正行 氏

（事業内容）
ソフトウエアの開発。組込みソフト要員育成塾の運営
（表彰内容）
中小ソフトハウス会社や若手の能力向上目的として、組込みソフト技術者育成塾を開催し、情報化人材の育成に貢献さ
れました。
具体的には、関西電子情報産業協同組合・ビジネスリンク事業や組込み総合技術展関西（ET-WEST）などを通じて、多
くの受講生を受入れ、技術者育成事業を展開されておられます。
これまで公募で２０社以上から４５名の受入教育を実施され、自社分・公募以前からの他社分を含め合計８５名の教育実績を挙
げておられます。組み込みソフトの技術者が大幅に不足している中で、技術者不足に対応し、現場で即戦力として組込み
ソフト技術者の養成を行い、中小ソフトハウスの競争力強化に貢献しておられます。
（２）特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
（設

西日本支部（団体表彰）

立）

２００１年

西日本支部長

井上

陽一 氏

（事業内容）
西日本におけるネットワーク社会のセキュリティレベルの維持・向上。特に中小企業の情報セキュリティレベルの向上。
（表彰内容）
自社の個人情報保護対策状況を把握するため、中小企業にも利用しやすいチェックシートを開発され、これを活用する
ことにより、関西の中小企業を対象に個人情報保護意識の向上・啓発に努めておられます。また、情報資産管理台帳を埋
めていくことにより、容易に自社の情報セキュリティレベルを把握できるモデルシートを開発されました。ものづくり関
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関西情報化功労者表彰の実施報告

西の実態に合わせ、ユーザ側に立って地方からの声を汲み上げる調査を実施し、関西の中小企業のセキュリティレベルの
実態把握とセキュリティ意識の向上に多大の貢献がありました。
（３）有限責任事業組合 ITC-Labo.
川端
（経

代表理事（個人表彰）

一輝 氏
歴）

関西学院大学文学部心理学科卒。神戸大学経営学部第Ⅱ課程経営学科中退。
現在、日本ネサマック株式会社代表取締役社長（ソフトウェア開発業）、有限責任事業組合ITC-Labo.理事長。
（表彰内容）
ＩＴコーディネータ制度設立と同時にＩＴＣインストラクターを務められ，以来３００名以上のＩＴコーディネータ育成に
貢献されています。座学での教育にとどまらず，実践活動を通じてＯＪＴによる成長支援も積極的に展開され，多くの
ＩＴコーディネータを育成されました。
一方，ＩＴコーディネータとしては５０社を超える企業の戦略的情報化を支援し，フジ矢株式会社・株式会社紅屋をはじめ
として多数の成功事例を輩出させておられます。
こうした活動の中にあっても，本年大阪で開催した「ＩＴ経営カンファレンス２００８
ｉ
ｎ関西」では，実行委員長として尽
力され，中小企業におけるIT経営力の向上に多大の貢献をされました。
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○KIISセミナーの開催

１）関西発モデル事業プラットフォーム構想の

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

見直し
２）賛助会員に対するアンケート調査の実施に

げて賛助会員の皆様に有益な情報を提供することがで
きました。

ついて
３）平成20年事業報告（総務事項）について

・第21回（平成20年10月28日）

３．講 話

テーマ：「最近の近畿経済の動向と日本経済」
講

テーマ：「関西経済の活性化について」

師：経済産業省 近畿経済産業局 総務企画部
調査課長 山口

「新経済成長戦略」の改訂について

洋 氏

講 師：経済産業省 近畿経済産業局長

・第22回（平成20年12月５日）

平工 奉文 氏

テーマ：「グリーンIT政策と日立の取組み」
講 師：株式会社日立製作所 情報・通信グループ
経営戦略室 事業戦略本部
伊藤 雅樹 氏

○平成21年新春賀詞交歓会の開催
日時：平成21年１月13日（火）16：30〜
場所：ウェスティンホテル大阪
１．特別講演会

２．賀詞交歓会

○第59回政策委員会の開催（平成20年12月３日）
１．委員の交替について

【お問合せ先：総務企画グループ】

２．審議事項

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

するべく、現在、アンケート調査等を行っています。

地域の活性化に貢献すべく、その基盤となる調査事業
を行っています。
調査グループが、現在取り組んでいます主な事業に
ついてご紹介します。

(2)関西CIOコンファレンスの開催（JKA補助事業）
「関西情報化実態調査」において、CIOの設置率が
全国レベルに比べて低いこととCIOの設置の有無と業
況に正の相関が確認されたことを受け、2006年度から

１．財団の基盤整備事業
(1)e−Kansaiレポート（JKA補助事業）

CIOの必要性を説く「関西CIOコンファレンス」を開
催しています。また、上記「e-Kansaiレポート2008」

「e-Kansaiレポート」は、関西圏の情報化の実態

においても、企業、自治体、教育、医療の各分野の

を把握するとともに、今後の関西の情報化のあるべ

共通課題として浮かび上がったのが「戦略的IT投資」

き姿を提言することを目的に調査を実施していま

です。

す。
今年度は、戦略的なIT投資が求められる中で、特
にITの有効活用が期待される中堅企業、自治体を対
象に、ＩＴ投資の実態を把握し、今後の生産性向上
に向けた効果的・効率的なＩＴ投資のあり方を提言

そこで今年度の「関西CIOコンファレンス」では、
関西地域の中堅･中小企業等の各社での戦略的なIT投
資の推進を普及するための「IT投資シンポジウム」
（７月７日）を開催しました。
現在は、経営戦略と融合した戦略的なIT投資マネジ
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メントを行う手法を学んでいただくために、モデル
企業を取り上げて理論と演習形式の実践的な「IT投資
ワークショップ」を開催しています。

と情報化計画ランキング
・事故前提社会−「次期情報セキュリティ基本計
画に向けた 第１次提言」について−
今後の発刊予定

＜IT投資ワークショップ＞
テーマ：「継続して儲かるＩＴ投資を目指して」

●2008.12 社会システム基盤のアウトソーシング

開催期間：平成20年８月29日〜平成21年1月23日

●2009.03 環境問題とIT

（全５回）
会 場：第二吉本ビルディング貸会議室
研修カリキュラム：（各回、講義と演習で進めます）
・第１回（2008.8.29）「ＩＴ投資マネジメントの基
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」

既刊
●2008.07 IT投資の関西経済への影響
・関西経済とITの進展
・CIOがIT活用に果たす役割（自治体・上場企業）
・関西中堅・中小企業の情報化―CIO・公的支援
の視点から

・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」
・第４回（2008.12.19）
「ＩＴ投資マネジメントの演

テーマに関する皆様からのご寄稿を募集してい
ます。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

習 その３ IT投資の評価」
・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
准教授 湯浅 忠氏

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

㈱オージス総研 執行役員技術部長 宗平順己氏

自治体の情報化に関する施策策定、評価等に関わ

けいしんシステムリサーチ㈱営業企画本部

る支援事業や住民サービスの向上、地域経済の活性

部長 藤原正樹氏

化に向けた地域情報化に関する各種計画策定等の調

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
（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/

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)官公庁における電子契約システム導入研究会
民間（企業）ベースでは電子契約の導入・実施が

(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

ベルでは、未だ国の動向の見極め程度で進んでいな

リーに話題提供するために、ホームページを通じて

いのが実情です。そこで利用者の利便性と効率化を

情報発信するものです。また、本レポートでは読者

図るとともに、電子自治体での電子契約の早期導入

の皆様からご意見やご寄稿を広く受付、各テーマを

に向け、特に民間事業者によるサービス提供（ASP）

多角的な視点から捉えたいと考えています。

の可能性について検討しています。

新刊
●2008.11 関西自治体の情報化の動向
・近畿地域における自治体の情報化計画策定状況
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進んでいるところですが、行政、特に地方自治体レ

３．経済社会システム関連調査事業
少子高齢化、人口減少が進む中で、地域活性化の視
点から、過去の実績（公共料金、企業誘致、観光戦略、

各グループからのお知らせ

男女共同参画等）を活かし、地域における経済社会シ

です。 以下の構成で編集しています。

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。
第１章 関西の社会経済とITの進展

在行っています調査を記します。

第２章 企業の情報化
■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）

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）

日本の電子書籍の流通・利用・保存の現状を文献
調査、アンケート調査、ヒアリング調査等により把

第５章 関西のIT産業の動向

握し、近い将来の電子書籍と図書館の関わり方を探

第６章 関西の情報セキュリティ対策の状況

るために実施しています。

第７章 情報化社会と法制度
Ａ４版 177頁 2500円（消費税、送料込み）

４．地方シンクタンク協議会事務局受託業務

ホームページでもご覧いただけます。

当財団は、同協議会設立以来、事務局として円滑な

http://www.kiis.or.jp/research/e-Kansai/

運営、並びに会員相互や関係機関との調整に努めてい
ます。また、全国のシンクタンクのネットワークを活

■■ニュータウン再生を支える地域コミュニティ創

用した各種調査（地域再生、行政評価、男女共同参画

生に関する調査研究（（財）堺都市政策研究所と

等）も実施しています。詳しくはホームページをご参

の共同研究、総合研究開発機構助成研究）

照下さい。

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

堺市の泉北ニュータウンをフィールドにソー
シャル・キャピタルの観点から、地域コミュニ

（※）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、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）

ティの創生によるニュータウン再生を考察して
います。
Ｂ５版

285頁 2000円（消費税込み）

【お問合せ先：調査グループ】

５．ご案内

TEL：06-6346-2641／e-mail : rstaff@kiis.or.jp

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。
また、今まで実施しました調査のうち、以下につい
ては、調査レポートを配布しておりますので、ご関心
のおありの方はお問い合わせ下さい。
調査レポートのご案内
■「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
IT利活用状況を中心に関西の情報化の実態を把握す
るため「関西情報化実態調査」を実施しました。本
レポートは3ヵ年の調査の成果をとりまとめたもの
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１．サービスソリューション事業
（http://www.kiis.or.jp/ictg/asp/）
(1)ESPAL（ASP型公共施設予約システム）

しかないという仕組みを実現しています。さらに、
権限認証を実現することで、目的外利用を防ぐ仕組
みとしています。

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

(5)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、伊丹市にご利

府と府内自治体の共同開発によるOPAS（公共ス

用いただいているほか、兵庫県川西市、尼崎市のご

ポーツ施設予約システム）の運用調整業務を行って

利用に向けて準備中です。本システムは、平成17年

います。システムは電子自治体の受け皿機能を持つ

度に９自治体のご参加を得て行った研究会の成果を

ｅおおさかiDC内に構築されています。

基に開発したものです。
(6)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」を運用しています。システムは電子

「いくくるメール（連絡メール配信サービス）
」を自

自治体の受け皿機能を持つｅおおさかiDC内に構築

治体向けに提供しています。安心、安全情報の提供

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。

(7)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供し

(3)いくくるウェブ

ています。現在５団体に利用提供しております。

自治体のホームページは、市民への情報発信ツー
ルとして、分かりやすく、かつ迅速で、さらにアク
セシビリティ（だれでもがアクセス可能）に配慮さ
れたものが望まれます。そのためには、発生源入力

(8)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。

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
要です。いくくるウェブはKIISが提供するCMSで、
現在５団体に対してサービスの提供、もしくは準備
を行っております。

２．普及啓発活動
(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
いる経済産業省の事業です。関西IT経営応援隊は、

(4)PALne/PS（セキュアな通信インフラと印刷アウ
トソーシング環境の提供）
個人情報などが含まれる帳票印刷等の業務を、安
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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

全にアウトソーシングできる仕組みを作るため、そ

ご理解いただくために、
「気づき」
、
「学び」
、
「実践」

の基盤となるセキュアな通信インフラを提供してい

の３フェーズでのセミナー等の事業を近畿各地域で

ます。また、新バージョンでは、プリンタまでの暗

実施しています。また、金融機関やITベンダーなど

号化を実現し、電子的な状態では暗号化されたもの

応援隊メンバーを対象としたセミナーも多数開催し

各グループからのお知らせ

ております。詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.kiis.or.jp/pps/kito/

ました。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.kiis.or.jp/trn/kkourou/reco.htm

(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

(5)テクニカルライターの会

活用に向けた社会のニーズに応えるとともに、次世

家電製品等の取り扱い説明書やWebマニュアルな

代型情報化社会にふさわしい行政システムや地域社

ど、「製品とユーザの橋渡し」に関する情報提供や

会システム等の実現を図ることを目的に開催してお

情報処理技術の振興を図るため定例会（６回/年）

ります。また、こうした目的達成に向けて一層重要

とフォーラム（１回/年）を開催しております。

性が高まってきている大阪府立インターネットデー
タセンターの活用についても、ご理解頂ければと考
えております。

(6)ITコーディネータ資格認定用ケース研修
IT技術を経営に生かすためのケース研修業務（年

次回は、１月23日（金）に「中小規模組織の情報
セキュリティ対策」をテーマにしたセミナーの開催

３回、１回分＝15日間）を、ITC協会から受託し、
ITコーディネータの育成を支援しています。

を予定しております。詳細は、下記のページをご覧

３．関西手続きワンストップ協議会事務局運営

ください。
http://www.kiis.or.jp/content/seminor/

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

(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

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

の方を中心とした情報交流を行う会を平成19年度か

フラインを支える企業や、ショッピングのニッセン、

ら実施しております。平成20年８月末現在で26団体

ベルメゾンなどのサイトとの間で引越し手続きが可能

にご参加いただいております。今年度は、地域コミ

となっているほか、行政手続きとして、神戸市水道局、

ュニティと基幹システムをテーマにし、KIISの会員

京都市水道局、大阪府と和歌山県の自動車税関連の住

企業からの情報提供を中心に議論を行っておりま

所変更届けとも連携しております。

す。

また、東京電力㈱が提供する「引越しコンシェルゼ」

５/27 施設予約システム・CMS

との連携も実施しており、東京地域の公益事業者や行

７/17 公会計システム

政団体の手続きも行うことが可能になっております。

11/28

行政オンライン手続き

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。
http://www.kiis.or.jp/ictg/kouryu/

４．外部活動
当グループ 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。
奈良県、南栃市、八幡市、東大阪市、三宅町、和泉

(4)ITシンポジウム Info-Tech 2008

市 等

本年度も「グローバル時代のITガバナンス」をテ
ーマに、Info-Techを10月８日に開催いたしました。
多数のご来場どうもありがとうございました。また、

【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

Info-Techにおきまして本年度の第4回関西情報化功
労者表彰式を行い、4名の方を表彰させていただき
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各グループからのお知らせ

地域・産業活性化グループでは、近畿地域産業クラ

研究会の開催を予定しています。具体的な日時、

スター計画「ネオクラスター推進共同体」事業を中心

会場、テーマ、プログラム等の詳細につきまし

に、関西地域の経済活性化に向けた取り組みを積極的

ては、今後ご案内させていただく予定です。

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

レーザプラットフォーム協議会

金」の運営を行っています。

第３回セミナー

ここでは当グループが関係する各種イベントのうち

日時：平成21年１月23日 13:00〜18:00

今後開催予定のものについてご紹介申し上げます。い

場所：金沢都ホテル

ずれのイベントにつきましても、詳細・最新情報につ

主催：レーザプラットフォーム協議会、ネオクラスタ

きましてはネオクラスター推進共同体ホームページ

ー推進共同体（(財)関西情報・産業活性化セン

http://www.neocluster.jp/をご参照ください。

ター）
、他
概要：レーザプラットフォーム協議会では会員ニーズ

自然順応型ネオマテリアル創成研究会・新エネ

に基づき、レーザ設備・機器を使用して、技

ルギー技術創成研究会 第２回合同研究会

術レベルに応じた実習指導等を行うレーザ加

〜省エネルギー技術を応用したデバイス機器および
材料〜
日時：平成21年１月30日
場所：ウェルシティ大阪（大阪厚生年金会館）

工技術に関する研修会（セミナー）を、随時
開催しています。今回は「異種材料接合技術」
、
「レーザマーキング」等をテーマに、専門家に
よる講演とデモ機器による実習を行います。

主催：ネオクラスター推進共同体
（(財)関西情報・産業活性化センター）

関西フロントランナー大賞2009受賞記念フォーラム

京都環境ナノクラスター

日時：平成21年２月20日（金）

（中核機関：(財)京都高度技術研究所）

場所：ホテル阪神

概要：ネオクラスター推進共同体の「特定コミュニテ

主催：ネオクラスター推進共同体

ィ」である自然順応型ネオマテリアル研究会、

（(財)関西情報・産業活性化センター）

新エネルギー技術創成研究会では、それぞれ

概要：将来有望と見込まれる製品・サービスを顕彰し

平成18年度から企業間連携、もしくは産学官

ます。受賞された製品・サービスの企業に対

連携による具体的な研究テーマの掘り起こし

しては広報サポート等支援を予定しています。

を進めていますが、エネルギー、ものづくり
の両分野においては、共通するシーズ等が多

自然順応型ネオマテリアル創成研究会

く見受けられ、両研究会に同時にご参画いた

研究会（成果発表会）

だいている企業様も多いことから、今年度、

日時：平成21年３月初旬

ふたつの研究会を連携させることによって、

場所：未定

より多くの具体的研究テーマの抽出と具体的

主催：ネオクラスター推進共同体

なプロジェクトへの効率的発展を狙った合同

第６回

（(財)関西情報・産業活性化センター）

研究会を開催しています。７月９日の第１回
合同研究会「新エネルギー分野での枯渇対策
（減量・代替技術）」に続き、１月末に第２回
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【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

各グループからのお知らせ

システムソリューショングループでは、保健・福祉

果を上げる」という別の視点からのアプローチが加わ

分野におけるシステム開発・運用事業及びインターネ

るという点で、既存の分野とは別の展開が考えられま

ットサービス事業を行っており、特に近年は健康管理

す。また、健保組合だけでなく、雇用主である企業や

ソリューションの強化に力を入れています。

保健指導業者、スポーツクラブ等、様々なプレイヤー

今回は、特に同ソリューションの１つとして新たに
開発を予定している「総合健康マネジメントシステム」
の検討状況や今後の展望についてご紹介させていただ
きたいと思います。

が関わりを持つという点でも従来の業務処理システム
とは異なっています。
近年、健康分野ではＥＢＨ（Evidence Based Health）
という考え方が注目され、科学的根拠のあるデータに
基づいた医療や健康づくりを推進しようという動きが

１．総合健康マネジメントシステムの構築に向

活発になっています。データ整備については、厚生労

けた取組み

働省の主導によりレセプトのオンライン化や特定健

「総合健康マネジメントシステム」は、平成23年度

診・特定保健指導に関する電子データ管理の義務付け

までに電子化が義務付けられているレセプトデータと

が行われており、経済産業省も「健康情報活用基盤構

特定健診・特定保健指導により電子データ管理が義務

築の実証事業」等の公募事業を通じて、健康情報の活

付けられた健診・保健指導データを活用し、保健指

用支援に乗り出しています。健康分野は、現在はまだ

導・健康増進活動の効果分析等を行うことを目的とし

定説的な理論が確立されておらず、個人も事業者も手

たシステムです。

探りを続けているのが現状ですが、これらの環境整備

同システムの検討を行うにあたり、当グループが事

が進めば、保健事業の効果をより正確に計測・評価す

務局業務を行っている健保情報システム懇話会の研究

ることが可能になります。そのためにも、今から効果

会活動の一環として「レセプト・健診データ等を活用

測定方法の検討や効果的な保健事業支援ツールの準備

した健康マネジメント研究会」を新設しました。研究

に着手することが非常に重要であると言えます。

会には、当グループの提供システムをご利用いただい

このような観点から、当グループではまず健保組合

ている16の健保組合にご参加いただいており、今後シ

向けのシステムとして「総合健康マネジメントシステ

ステム活用のあり方や具体的な機能について検討を進

ム」の開発に着手しようとしていますが、企業向け、

めていく予定です。

個人向け、そして健康サービス事業者向けの機能が必
要であることは言うまでもありません。

２．社会保健・福祉サービス・ソリューション

一財団の力では、そのような幅広い事業展開を行う

事業の今後の展望

ことは難しいのが現状ですが、私どもだけで悩むので

当グループでは、これまで「社会保健・福祉サービ

はなく、賛助会員企業の方々等にお声がけさせていた

ス・ソリューション事業」という位置づけの中で、主

だきながら、より多くの声を反映し、あるいは共同開

に健保組合を対象として業務処理システムや保健事業

発等も視野に入れた形で今後のシステムやサービス展

関連のシステム開発・運用事業を行ってきました。

開を図っていければと考えております。

システム開発・運用事業の中でも特に業務関連のシ

そのためにも、当グループだけでなく当財団全体と

ステムについては、業種により業務形態も異なり、他

して「健康」をキーワードとした新規事業の検討会や、

業種への展開はたやすいことではありません。しかし

企業と健保組合の連携のあり方に関する検討会等の場

ながら、
「保健事業」という分野に関しては、
「業務を

を設けさせていただくことも検討中です。

効率的に運用する」という目的以外に「保健指導の効

ご興味をお持ちいただいた賛助会員企業様がござい
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各グループからのお知らせ

ましたら、ぜひ一度お問合せいただけましたら幸いで

【お問合せ先：システムソリューショングループ】

す。今後とも当財団へのご指導、ご協力を何卒よろし

TEL：06-6346-2841

くお願い致します。

E-Mail：web-master@kenpo.gr.jp
URL：http:// www.kenpo.gr.jp/

＜プライバシーマークの認定状況＞
プライバシーマーク認定制度が平成10年４月に発足

れますようお願いいたします。指摘を受けた時、真
の原因が分からぬと指摘事項への改善対応が進ま

して以来、現在まで（平成20年11月）、認定事業者は

ず、結果として認定まで時間がかかる事になります。

10,500社（全国ベース）を超えております。

又、この時期、旧ＪＩＳから新ＪＩＳへの移行の更

当財団においても、平成18年８月の最初の認定以来、

新申請などで混み合っておりますが、更なる体制の

現在（平成20年11月）まで約820件の認定を済ませて

強化図って鋭意審査活動を進めてまいりますので、

おります。（関西地区の総数は、過去のＪＩＰＤＥＣ

ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

認定分など合わせ約1,600件）現在は、月に約60〜70
件の現地審査を実施しております。

＜最近のプライバシーマーク制度説明会などの開催状況＞

現在、審査および認定の業務はＪＩＰＤＥＣと16の

プライバシーマーク制度の浸透を目指し、ＪＩＰＤ

指定機関（中・四国を除く地域をカバーする５つの指

ＥＣでは認定個人情報保護団体研修会(テーマ：個人

定機関と11の業界・団体の指定機関）が実施しており

情報の取扱いに関する漏えい等の事故の概要／情報セ

ます。

キュリティに関する状況及び対策と政策の構図につい
て／プライバシーマーク審査上のポイントからみた運

＜最近の主だった動き・留意点およびお願い事項 他＞

用状況の監査)を実施していますが、関西地区におい

・［旧ＪＩＳ］の廃止に伴う、［新ＪＩＳ］への移

ては、Ｈ20年10月と11月の２回が実施され、多くの事

行について

業者様に参加いただいております。

［旧ＪＩＳ］
（ＪＩＳＱ15001：1999年版）の廃止

又、制度のさらなる普及を目的とし、「プライバシ

に伴う［新ＪＩＳ］
（ＪＩＳＱ15001：2006年版）へ

ーマーク制度説明会」及び「個人情報保護マネジメン

の移行が、昨年11月（平成20年11月19日迄）に実施

トシステム(PMS)構築相談会」がＪＩＰＤＥＣ主催で

されました。旧ＪＩＳ認定の申請事業者様には、ご

全国で開催され、大阪では、Ｈ20年12月18日に、大阪

多忙の中、ご対応頂き有難うございました。

商工会議所で開催されました。

尚、更新の準備が間に合わず申請手続が出来なか

当財団においても、今後、プライバシーマークの取

った事業者の方は、現在取得されているＰマークの

得を検討されている事業者様に対して、個人情報保護

使用期限にあわせて改めての新規申請になります

体制の構築とプライバシーマーク取得支援を目的とし

が、再度ご申請頂きますようお願い申し上げます。

た相談会など企画していきたいと考えております。準

・最近の付与認定・審査業務の状況について

備出来次第、当財団のＨＰなどでご案内いたします。

プライバシーマークの申請件数の拡大に備え、当
財団も体制の強化を図っておりますが、ときに申請

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。

から認定まで長期間におよぶものがみられます。申
請事業者におかれましては、申請に当たり、ＰＭＳ
の運用をしっかりと確認され、土台を固めて申請さ
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【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

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活性化を目的として、関
西財界が中心となり、経済産業省、大阪府、大阪市、地元大学等の支援を受けて設立された団体です。
情報通信技術、行政・地域の情報化や地域振興に関する各種調査研究、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と努めています。
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戴き、地域の法人様におかれましては、是非とも賛
助会員として、ご支援賜りたく、お願い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・シンポジウムの案内、交流会への参加のご案内
など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わせ 総務企画グループ 田中・信時
TEL 06-6346-2441

E-Mail spoken@kiis.or.jp
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主な行事予定（１〜３月）
日
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時

事

業

名

場

所

１月13日（火）

新春合同賀詞交歓会

ウェスティンホテル大阪

１月23日（金）

都市情報化セミナー
KIIS第一会議室
―情報セキュリティ／PCのウィルス対策だけで大丈夫？―

１月23日（金）

関西ＣＩＯコンファレンス
第５回（最終回）ＩＴ投資の盲点

第二吉本ビルディング会議室

１月23日（金）

レーザプラットフォーム協議会
第３回セミナー

金沢都ホテル

１月29日（水）

ユビキタス社会における情報技術と新ビジネスの可能性
を探るシンポジウム

大阪科学技術センター

２月10日（火）

レーザプラットフォーム協議会
第４回セミナー

和歌山工業技術センター

２月19日（木）

情報化シンポジウム・イン・大阪
―関西から発信する安全･安心なまちづくりとＩＴ−

大阪大学中ノ島センター
佐治敬三メモリアルホール

２月20日（金）

関西フロントランナー大賞2009
記念フォーラム

ホテル阪神

２月25日（水）

テクニカルライターフォーラム2009

中央電気倶楽部
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