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特集テーマ｢産業競争力の強化による関西経済の再生」
関西経済の現状は依然として厳しく、当面の見通しもあまり明るくありません。今回は、こう
いった状況を打破するために、高いポテンシャルを持ちながらもまだ充分に生かされていないと
思われる関西経済の再生・地域の活性化を実現しようという様々な取り組みをご紹介します。
まず、本年1月に開催された地域フォーラム「構造改革と地域活性化」（主催：内閣府など）で
挙げられた、関西の潜在力を生かすための具体策の中から、組織から個人へ、企業から地域へと
意識を切り替えることによって実現する地域活性化に期待を寄せる竹中金融・経済財政担当大臣
の基調講演、及び「産業競争力の強化による経済の再生・地域の活性化」をテーマにしたパネル
ディスカッションをご紹介します。
次に、関西の再生を目指して実際に様々な活動をされていて、関西で中心的な役割を果たして
いる（社）関西経済連合会の高橋常務にお会いして、KIISと関連の深い情報関連事業への最近の
取り組みについて、お話をうかがってまいりましたので、その骨子についてご紹介します。
最後に、KIISが昨年から取り組んでいる情報系クラスタープロジェクトをご紹介します。これ
は、経済産業省が進める国家プロジェクトである「産業クラスター計画」として、関西に４つあ
るクラスターの一つである「IT(情報)」の分野のプロジェクトです。

地球にやさしい

をテーマに、本誌「KIIS」は再生紙を使用しています。

2003年１月10日、大阪市内において、内閣府、総合研究開発機構（ＮＩＲＡ）
、地方シンクタンク協議会主催による
「地域フォーラム（大阪）〜構造改革と地域活性化」が開催されました。その基調講演ならびにパネルディスカッショ
ンの記録をご紹介いたします。なお、この記録は本フォーラム事務局（財団法人関西情報・産業活性化センター）文責
でとりまとめたものです。

地域フォーラム（大阪）「構造改革と地域活性化」

基調講演「構造改革と地域活性化について」

経済財政政策・金融担当大臣

経済の不確実性
ご紹介をいただきました竹中平蔵です。10分

竹中

平蔵

ろ成長率は高まるという予測です。つまり、経
済はむしろよくなる可能性を秘めているのです。

という短いお時間ですが、是非、次の議論の取

しかし、同時にやはり、世界の経済も日本の経

っ掛かりとなるような問題提起だけはさせてい

済も、非常に大きな不確実性に直面していると

ただきたいと思います。

いうことにも注目しなければいけません。

まず、経済の全体のことについてですが、皆

経済において、リスクと不確実は違います。

さんおそらく、経済がもっとよくならないもの

リスクというのは、ある分散のいわば確率の問

かと、非常に切歯扼腕の思いで十何年を過ごし

題であり、ある程度コントロールする術を国も

てきておられたのではないでしょうか。さらに

企業も家計も持っています。しかし、不確実と

メディアでは、今年の経済は修羅場を迎えると

いうのは、一体何が起こるかわからないので非

いった、非常に厳しい予測がなされています。

常に萎縮してしまう。それが今の経済の大きな

私たちも、今年の経済は、本当に厳しい局面を

問題です。不確実であるから、投資と消費を手

念頭に運営をしなければいけないというふうに

控え、商いが薄くなり、薄商いの中で株価も乱

思っております。

高下する。この不確実性の最大のものはアメリ

しかし、同時に過度の悲観論に陥ることは厳

カのイラク等々に関する軍事行動の問題です。

に慎まなければいけません。まず、日本の経済

さらに、北朝鮮の問題は非常に大きな不確実要

は、アメリカの経済に非常に大きな影響を受け

因です。また、日本独自の不確実要因、不良債

ていますが、アメリカのブルーチップ・コンセ

権処理の問題があります。不良債権処理を加速

ンサスによると、アメリカ経済の成長見込みは、

する中で、一体どのような問題が起きてくるの

2002年が2.4％でしたが、2003年は3％になると予

かということが、大きな不確実性として目の前

測されています。またヨーロッパですが、IMF

にあるのです。

の数値によると、ユーロランドの平均成長率は、
2002年の見込みは0.9％であったのが、2003年は
2.4％になると予測されています。どちらもむし

構造改革は忍耐強く
しかし、私たちはもう不確実であるからとい
１
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って、立ち止まっていることはできません。一

生み出す所得、企業一つ一つが生み出す所得の

つ一つ、目の前のことに冷静に対応しながら、

合計値あります。ですから結局、個人と企業の

国も、企業も地方自治体も、また、個人、家計

稼ぐ力をどんどん高めていく、そのことが、経

もこの不確実性をとにかくコントロールしてい

済を良くしていく、景気を良くしていくことに

って、あくまでも基本シナリオは、経済は少し

他ならないわけです。新たな仕組みの下で、新

ではあるけれども、良くなる可能性があるんだ

たなビジネスチャンスを求めていくという国民

ということを信じて努力をしなければいけない、

運動こそが、構造改革の本道であると思ってい

そういう年なのだと思っております。

ます。

さて、それを実現していく最善の道というの

第二の点は、地域の問題です。日本ではよく、

は、やはり、構造改革をさらに加速して、軌道

個人は企業に、企業はどこかの業界に、その業

に乗せていくということでしょう。しかしたと

界はそれを監督するどこかの省庁に帰属してい

えば、イギリスがサッチャーの下で改革をした

るといわれました。そのような過程の中で、一

際、国有企業を民営化するのに6年、金融のビッ

時は高度成長が実現した。しかし、より成熟し

グバンまで8年の歳月がかかっています。また、

た市民社会の中で、私たち個人はやはり家族に、

日本の中曽根内閣における国鉄民営化ですが、

その家族は地域に帰属しているのではないでし

これも就任してから民営化まで、6〜7年を要し

ょうか。業界という枠組から、地域という枠組

ました。今日の構造改革の速度においても、で

に、私たちのマインドセットも変えなければい

きる限り速くする必要はありますが、重要な点

けないし、政策の単位も変えていかなければい

は、その間われわれ国民一人一人が投げ出さず、

けないのです。関西こそが日本のイノベーショ

忍耐強く改革を進めていくということができるかど

ンの原動力であったというお話がありました。

うかということです。このことが、もう一つの今

私もまったくそのような認識を持っており、こ

年の大変重要な私たちの課題であるというふう

の地域の持つ潜在力と、東京にはない豊かさに

にも考えています。

魅せられております。しかし残念ながら、この

さて、構造改革というと、どうしても国と地方の

大阪が持っているイノベーションを生み出す力

対立というような議論をしがちですが、民間で

に陰りが見えているのではないのかという指摘

できることは民間で、地方でできることは地方

にも、やはり謙虚に耳を傾けなければいけませ

に、そういうことを着実に進めること以外に、

ん。日本が新たな元気を出す、その元気の源は、

もう道はないということは明らかです。重要な

私はやはり、この大阪の地域であろうと思って

のは、その中で、各企業、地域が、着実に構造

います。是非ともこの大阪から、またそういっ

改革を果たしていくことではないでしょうか。

た新しい活力が生まれてくるということを期待
しています。ありがとうございました。

構造改革は国民運動
最後に、今日の地域フォーラムは大阪で開か
れていますので、次の三つの点を期待して申し
上げたいと思います。
第一の点は、構造改革は決して政府が行うも
のではなくて、国民運動であるということです。
景気を良くするということは、GDPを増やすと
いうことであり、GDPとは、個人一人一人が
２

地域フォーラム（大阪）「構造改革と地域活性化」

パネルディスカッション

「産業競争力の強化による経済の再生･地域の活性化」
コーディネーター：吉田

和男（京都大学大学院経済学研究科

教授）

パネリスト

：本間

正明（大阪大学大学院経済学研究科

教授）

：青木

初夫（藤沢薬品工業株式会社

：白川
：青木

社長）

功（大阪大学大学院情報科学研究科
豊彦（株式会社アオキ

教授）

代表取締役）

構造改革です。企業も、われわれの生活も構造改革を

関西再生の柱

し、良い方向にイノベーションをしていこうと。その
中で、構造を変える際のやむを得ない摩擦をどう調整

吉田：パネルディスカッションでは、関西を一つの視

していくかというのが今後の問題だと思います。需要

点として、構造改革と地域の問題を考えて参りたいと

が不足しているからだめだという議論よりも、現在の

思います。経済学というのは、悲観の学問とよく言わ

環境にどうやって対応していくか、そのイノベーション

れてきました。マルクスは、資本主義は自己矛盾を抱

をどうするかという議論になるわけです。これは、経

えており、必ず崩壊すると。それからケインズは、投資

済、産業の立場からいうと、競争力という概念になり

をする力がなくなってきた時に、経済の需要は小さく

ます。現在、この競争力をいかに強化するかというこ

なり、経済はだめになると言ったわけです。資本主義

とが問題となってきており、この間、関西産業競争力

経済は矛盾だらけ、これはもう間違いのないことです。

会議というものを作りました。その中で大きな柱にな

この矛盾だらけの仕組みが300年くらい続いてきたの

っているのは、人材です。それから、集積のメカニズ

は、そこにイノベーションがあったからだと思います。

ムをいかに作るか。関西は、東京に頭を、中国に工場

すなわち、前の経済と違う仕組みに変わってきたわけ

を取られ、中抜きになって何もなくなったという話が

です。技術が変わり、環境が変わり、そういうものに

市長からもありましたが、このメカニズムを逆転させ、

対応してスタイルを変えていく、そういうことができ

関西に何を集積させていったらいいかという議論を、

たから、資本主義経済というのは生き残ってきたと思

この関西競争力会議ではやっております。

うわけです。バブル崩壊後の日本経済では、いわゆる

そうした競争力改善をしていく中で、今もっとも重

このケインズ的悲観論の形で運営されてきました。民

要なのが金融の問題です。日本経済がくびきをかけら

間の方が投資をしないわけですから、公共部門が投資

れたような状態になっているわけですから、まずは、

をすればうまくいくだろうということで、公共投資を

不良債権処理をして、金融の機能を回復させるという

やってきたその結果、全然だめだったわけです。

ことがきわめて大事です。また、テクノロジーとビジ

さて、構造改革というと、政府の構造改革というの

ネスのイノベーション、これを繋ぐ一つは金融なわけ

が多くの人の頭にありますが、実は国民運動としての

です。産業の血液としての資金が効率的なところに流
３
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れるような仕組みであることが、イノベーションを現

家の育成。工業所有権協力センターの関西拠点誘致と

実の経済において実現していくための必要条件です。

いう話もあり、知的財産ということに対しても取り組

ですから、現在のように非効率なところに資金が流れ

んでいきたい。

る仕組みでは、よくなりようがないわけです。思い切

次は、集客・観光による活性化においては、観光プ

って、この非効率なところの資金を効率的な資金のと

ロモーション組織の司令塔を作ります。それぞれの地

ころに転換していくということがまず重要です。

域が個々に観光の政策を取るのではなくて、統合的に

さて先ほど、人材と集積という話をしましたが、欧

やっていく。その中で、個々の顧客の重視による、新

米の中心的なところは今や、知識を軸とした経済に移

しい観光ビジネスモデルを構築したらどうかという話

行しているのに、日本はそれに乗り遅れている面が非

です。そして、そういうことを支える人材ですが、一

常に強い。そこで、産学連携という話も出てきている

つは、アジア・ビジネススクールということで、関西

わけです。では、この関西をどう再建していくのか、

を中心としていろんなビジネスを支える人材の育成、

そして、その再建をしていく柱になるようなことをこ

集積を図るというものです。

れからご議論していただきたいと思います。

それから、関西州の創設。課税権をもち、抜本的な
権限、財源の委譲ということを、関西の総意として働

青木（初）：今日は、昨年半年ほどかけて行われた関

きかける。夢みたいなところもありますが、これが最

西産業競争力会議で得られた結論について、ご報告さ

終目標です。

せていただきます。関西産業競争力会議では、昨年12

また、この中には触れていませんが、医療面では関

月に「関西の産業競争力強化のために」というレポー

西は非常に強い。神戸では医療産業都市がスタートし、

トを作成しました。一番必要なことは、今行動を起こ

再生医療、先端の医療開発など、活発に活動が始まっ

すことだろうということで、行動計画の形を目指しま

ています。大阪の千里地域「彩都」では、大阪大学が

した。一番中心となったのは、やはりものづくりの関

中心となり、新しいゲノムタンパク質解析を伴う創薬

西を強くしていこうということです。ものづくりを知

システムが動きだしかけています。また京都大学では、

的産業化し、インテレクチュアルプロパティという形

ケミストリーを中心とし、京都バイオシティ構想が動

で価値付け、それを中心に関西を活性化するというこ

いています。他にも、播磨、長浜など、非常に進んだ

とです。二番目に、関西は非常に集客力の強い観光地

先端技術があります。さらにそれらを結びつけるバイ

を持っているので、観光による活性化を図る。三番目

オ情報ハイウェイ構想も実施に向けて動いています。

に、この二つを支えるために、いかにして人材を育成、

バイオ、ナノテックバイオはこれからの一番中心にな

活用、集積していくかという戦略。それから最後に、

るだろうというふうに考えられています。この辺も、

関西としての総合力を発揮するためにはどうしたらい

関西の強みとして考えていいのではないかと考えてい

いかということで、関西州という大きな話題にも取り

ます。

組んで行動計画を作りました。
まず、ものづくりの知的産業化のための戦略として、

白川：私の専門の半導体設計の分野でどういうことが

以下の三項目があげられました。第一に、先端技術の

起こっているかということを中心に、お話しさせてい

育成、集積をより総合化するためのエグゼクティブ・

ただきたいと思います。まず、強調したいことは、関

プロモーターについて。二番目は、ロボット産業の拠

西は情報家電が極めて強い地域であるということであ

点形成について。生産手段としてのロボットではなく、

ります。最近は、デジタルテレビ、ビデオカメラ、デ

最終消費資源としての、人間と共生型のロボットをつ

ジカメ、カーナビ、DVDなどの情報家電のビジネス

くる産業の拠点をつくる。また三番目に、そうした技

が大きく伸びております。半導体技術の急速な進展の

術を支えるための知的財産に強い、技術の分かる法律

お陰でこれらの情報家電が伸びてきたわけですが、実

４
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は97年を境に、それまで半導体産業の最大ドライバー

情報家電などのデジタルシステムに対する設計環境

であったパソコンを、情報家電がその地位を奪ってし

の技術革新という背景のもとでは、リニアモデルとい

まいました。さらに、今後急伸するものと期待されて

う概念､すなわち、研究開発における、基礎から応用

いるホームネットワークの分野でも、日本は、強い技

を経て実用化へと順次移行するという概念、は多くの

術力と広範な需要基盤を保有しており、ハードディス

分野ではもはや成立しなくなるでしょう。すなわち、

クドライブのいらないシステム、つまり、メディア処

システムの設計環境における技術革新によって、研究

理システムの分野では、最も先進的であり、例えば、

開発の段階で基礎も応用も実用化もコンカレントに進

NTTドコモのFOMAのような第三世代の携帯電話につ

行するというケースが、特に情報家電のシステム設計

いて言えば、世界で日本だけが実施しているという状

分野で急増し、研究内容が質量共に高度化し、複雑化

況にあります。竹中大臣も、先ほど、悲観論は慎めと

し、大規模化しております。このように、大学で行い

言われましたように、わが国の情報家電技術は世界に

得る研究開発と企業のそれとが、少なくともシステム

ひけをとらないということを、まず自信を持って認識

の上流設計に関しては、まったく同質になってしまい

すべきです。

ました。換言すれば、大学というところは、総合的に

専門的な話は省略しますが、今後の情報家電のキー

マンパワーが豊富でありますので、例えば、大学院

テクノロジーは、スケラビリティ技術とデジタル変換

博士後期課程院生の知力と前期課程院生の腕力を活か

技術にあります。ブロードバンド時代が到来しますと、

して綿密に研究を推進することによって、上流設計に

映像や音声などのデジタル情報をさまざまな情報機器

関しては、企業よりも大学の方が短期間でしかも性能

で表示したり、さまざまなネットワークで伝達したり

の高いものが達成できるという状況が生まれておりま

することが必要になります。そのためには、映像情報

す。

を異なるサイズの画面で表示するためのスケラビリティ

私の分野に絞っても、大学ができる研究開発がこの

技術、さらには、あるデジタル圧縮方式で送られてく

ように変貌したということを、皆さんあまりご存じで

る映像情報を他の圧縮方式のものに変換するためのデ

ありませんので、是非ともこの機会に、他のいろんな

ジタル変換技術、が必要になってきます。このような

分野で様々な形の産学連携が可能であり、わが国の産

複合化技術にはメディア処理技術と伝送技術の統合化

業構造の変革に大いに寄与できる、ということにもご

が必須でありますが、これはわが国が最も得意として

理解いただきたいと思います。

いる分野です。したがって、今のうちにこれら個々の

特に、大阪大学ではフロンティア研究機構というも

キーテクノロジーを再強化して、それらの統合化を確

のができ、これまでに国立大学になかった、企業数社

立しておけば、日本が今後も世界を大きくリードでき

と大学との共同研究も実現しております。関西の技術

るのではないでしょうか。

レベルを高め、ひいては産業構造を変革するためにも、

システムの上流設計としてのハードウエア･ソフト
ウエアの統合化設計アルゴリズムの性能がシステム全

私たちも頑張りますので、是非とも従来にもまして、
大学を活用し、ご支援いただきたいと思います。

体の性能に大きな影響を与えますが、近年の「ソフト
ウエア･ハードウエア協調設計」と「トップダウン設

吉田：ご指摘のリニアモデルからの頭の切り替えは、

計」における数々の技術革新によって、腕力と知力を

やはり産業に結びつける基本になるのではないかと思

擁する大学の方がこの統合化設計アルゴリズムでは特

います。次に、人工衛星を打ち上げようということで、

に実力がつき、企業を凌駕しようとしております。し

大阪商工会議所の「大阪活力グランプリ」を受賞され

たがって、今後はシステムの上流設計を、強力な産学

ました、株式会社アオキ代表取締役の青木（豊彦）さ

連携による有機的実践によって、システム設計にかか

んにお願いしたいと思います。

わる産業構造が大きく変革するものと思われます。
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青木（豊）：東大阪ですけど、歯ブラシからロケット

トで上げてもらう。作るのは東大阪の技術力で。そし

の部品まで作れると、昔から先輩から言われてきてま

て、使うということで、大阪、関西にビジネスチャン

す。不況や空洞化とかで大変なんですけれど、ものづ

スができると。これが、笑い話じゃなしに、本気です

くりの活性化ということで、それを実際やってみよう

るんやということが、われわれ必要なんじゃないかな

やないかと、ロケット作ろうかと言っていたんですよ。

と思っています。

それを、府大の先生にアドバイスをもらって、ロケッ
トはちょっと無理やけど、小型衛星やったら東大阪で

吉田：それぞれもつ技術を、ああいった一つのビジョ

できるんちゃうかということなったんです。東大阪と

ンにまとめるというのは、非常に面白い発想だと思い

いうところは、今ものづくりで8000社あって、その中

ます。要素技術を集積させて、一つのコンセプトにま

にオンリーワンという会社が120社ある。こういう地域

とめる、そのことによって、要素技術を発展させよう

というのは滅多にないと思うんです。それでいっぺん

ということだと思うわけです。それでは次に本間先生、

やってみようやないかということで、声をかけると、

よろしくお願いします。

宇宙に関心のある人とか、夢とかチャレンジあるでと
いうことで、かなりエールを送ってもらいます。一方

本間：内閣府の要請にしたがい、政策、制度改革の面

では、一極集中が地方分散という時代の流れもありま

において、今国全体が何をやろうとしているかをお話

すし、産業と連結せなあかんということで、これもち

させていただきます。

ょうど時を得たなと思っています。
去年の7月に東大阪の商工会議所で研究会が発足さ

小泉構造改革というのは、一口で言えば、われわれ
が持っている潜在力をきちんと発揮できるように、

れました。人工衛星の構造はミッションとバス機器か

人・モノ・金を生産性の低い分野から生産性の高い分

ら成り立っていて、そのバス部分を東大阪でつくろか、

野に移し替え、それによって、日本の経済の活力を取

いうことになり、2002年12月には、協同組合もつくり

り戻そうというのが狙いです。ここで、非常に難しい

ました。東大阪の人材とか企業の設備とか最大限に活

問題は、一つは初期値の問題です。たとえば不良債権

かした形で衛星を作ろうやないかということでやって

の問題をどのように解決するのか。ダイナミックな発

います。NASDAとか、東大、府大とかの専門家に、

展の中で、変化を妨げている状況を解放していく。過

いろんなことで応援してもらっています。この情報を

去の悪いものは切り落とし、正常な状態に引き上げて

東大阪に根付かすことが、われわれの協同組合の役目

いく。これをまずやらなければならないというのが一

だと思っています。衛星を作ることによって、その人

点。

力をもって、ものづくりの町、地場産業として、もう

それから人的な要素でいえば、われわれには高度成

いっぺん活力を起こすんやと。そのために大切になっ

長期からの自信というものがありますが、今の状況下

てくる人作りもきっちりとやって、東大阪に根付かせ

では、われわれの持っている人間力、意識の問題は、

たい。

初期値としては時代に合っていない危険性がある。こ

波及効果についてですが、「おっちゃん衛星」とし

の部分をどのように、再構成をしていくかという問題

て、日本だけでなく世界のメディアにも発信されるこ

があるわけです。たとえば失業率の高さの原因を調べ

とによって、海外からも東大阪に技術交流や制作など

てみますと、4分の3以上はわれわれの持っている人間

の引き合いがくるようになりました。人工衛星をつく

としての初期値が時代の流れに実はマッチできない状

ることによって、既存の技術を応用したり、研究開発

況を生み出し、4分の1弱が需要不足に伴う問題である

をして新たな技術を得たりして、企業が育っていくだ

というな状況が現実化しているわけです。技術、人間

ろうと元々考えています。

力、意識が時代にマッチしていないという危機意識を

また、人工衛星ということで、従来のH2Aのロケッ
６

共有し、どう解決していくかということに取り組まな
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ければいけない。これが本質的な問題だと私は思いま

をして、ここでやって後で困るんじゃないかというよ

す。

うなことを気にしてやっているのであれば、私は自主

持っている技術体系の問題について。大学では、現

的な活性化等というものはできないと思っております。

実とかかわりをもつことは罪だといった、ペーパー至

関西は、個性、人柄、感性という観点でいえばこん

上主義的な非常に狭い発想の中でやってきました。こ

なに面白い地域は私はないであろうと思います。是非、

れをどう変えていくか。企業では、今までは自前の研

モチベーションの高さを青木さんのような形で、打ち

究所の中で、学問とは縁遠いところでの製品化や大量

上げていただいて、関西が元気に頑張っていこうでは

生産で十分にでしたが、今の立ち後れの中では、日本

ありませんか。

の生産性はものすごく落ちているわけですよね。こう
いうわれわれが持っている意識を含めての初期値をど
ういう具合に変えていくかということが非常に重要な

関西再生の鍵は地域資源の結集

要素であり、われわれは、教育の問題、大学活性化の
問題も含めて、やろうとしているわけです。

吉田：関西はたくさんの資源があるのにそれを使えて

そして、お金の使い方です。予算の使い方はこの2

いない。例えば技術に関しましても、大学の数が非常

年間、知的フロンティア、技術フロンティアを拡大し

に多く、そこで研究されている技術もたくさんありま

ていく方向に、ドラスティックに変わっています。実

す。学生に関しても進学率はトップクラスで関東圏に

は今、大学はこういう不況下にあるにもかかわらず、

引けをとらないのに、就職のときには東京へ行ってし

建設ラッシュです。また、先ほどのフロンティア研究

まう。これも資源を使えていないということです。観

機構が、マッチングファンドで民間と一緒になってや

光の話でも、観光資源が多いのはもうダントツである。

るなんていうのは、革命的な状況なわけです。こうい

それから、忘れてはいけないのは、ビジネスノウハウ

う部分をまず動かし、IT、BT、NTを戦略的な発展の

の蓄積が過去はたくさんあったわけでして、大阪商人、

土壌に見据えながら、日本の経済の活性化というもの

それから京都の町衆の知恵、あるいは、神戸の国際都

をそれぞれの地域の中でやっていく。そのために政府

市としての知恵、そういったものがたくさんある。そ

では、具体的プロジェクトを二つやっています。一つ

ういったものが十分使い切られていないというところ

は、小宮山先生にご担当いただいている「動け！日本」

に問題があるというのは、共通した認識だと思うんで

プロジェクトです。もう一つは、島田晴雄慶応大学教

す。それを活かすためにどうしたらいいかということ

授が、サービス化の立ち後れを生産性の高い形で引き

で、最後に一言ずつ、これやったら関西よくなるとい

上げるために、雇用創出計画も含めて、人間力構想、

うことを、お願いしたいと思います。

あるいは、文化、観光プログラムなどに新年度行う予
定になっておいります。

青木（初）：私は、今のパラダイムの中で東京と張り

われわれが今考えていますのは、基本的に民の部分

合うということを考えなくても、関西の強みを活かし

の邪魔をしないということです。国と地方との関係で

て、私たちにはこういうものがありますから、こうい

いえば、地方にできるものは地方にやっていただくと。

うことでやりますから、というように、違うパラダイ

そして、主体的な形で、青木さんのような、勇気が湧

ムで勝負した方がいいような気がします。

くようなプロジェクトをどんどん立ち上げていただ
き、これを具体化するときに障害となる規制を、一般

白川：産官学によって、何をどのようにして実現する

的に改革するのか、特区という形でやるのかと、こう

か、新たな具体的な道をどのように切り拓くか、とい

いう具合に問題を構想しております。われわれは民間

うような、具体的にマッチングを構築する機会を模索

の立場から積極的に仕掛けたいと思います。自己規制

すべきであると思います。
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青木（豊）：青い鳥は僕は足下にいてると思うんです

民間での結集を作っていくことが、関西の再生になる

よ。ここにおられる皆さんが一つの力になれば、必ず

という、皆さんそういうご発言だったと私は理解させ

良くなりますよ。ただ、信じあうということが、今一

ていただいています。そういう結論でこのシンポジウ

番欠如していると思います。僕が教えてもらったのは、

ムを終わりたいと思います。

儲けという文字書けと。儲けという字は信じあう者同
士やでと。これが、今大阪で一番足らないようになっ
ているんではないかなという具合に私は思います。

本間：この2〜3年、関西では経済界を中心に、いろい
ろ提案がなされました。関西は個性的であるがゆえに、
協力体制がなかなか組み立てられないということがあ
りますが、是非今年は実現の年、官民あげて、住み良
い関西というコンセプトの中で、世界に通用するよう
なビジネスモデル、地域モデルというものを確立して
いきたいと思っております。

吉田：ありがとうございました。簡単にまとめさせて
いただきたいと思います。関西はたくさんの資源を持
ちながら、本社移転、工場の移転などによって、空洞
化しているといわれます。やはりわれわれが持ってい
るものをどう活かすか、どうひとつの結晶をつくるか。
そういった作業が欠けています。過去のように、官が
何かをして、それに合わせて、力を結集するというよ
りも、今日青木さんの話にもありましたが、ああいう
形で結集すると、そんな結集の仕方が、私はこれから
の時代に適合していると思うわけです。
今ある資源の中に新しい資源をつぎ込んでいって、
そして、いろんな形で集積させて結晶をたくさん作っ
ていく。これがこれからの産業活性化にも、経済活性
化にもつながっていく。そのためには、民間での行動
だと思うわけですね。関西競争力会議でも、提言では
なくて、行動だと明言されていましたけれども、そう
いった行動がいろんな結晶を作って、経済活力の源泉
になっていくということに期待をしたいと思うわけで
す。そのための条件作りは政府がしなければなりませ
ん。不良債権処理というのも一つ、典型的な例であり
ますが、金融システムの安定化というのは、公共財の
ＡＢＣのＡに入るような問題で、政府以外にはできな
いことですから、それに専念していただく。そして、
８
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関西の再生をめざして、産業界の様々な課題に幅広
く取り組み、課題解決のための提言や実施に向けた取
り組みで中心的な役割を果たしている団体が社団法人
関西経済連合会（関経連）です。

（情報化関連事業）
Ｑ：特に、情報化関連の事業としては、具体的にはど
のようなものがありますか。
Ａ：「情報通信委員会」では、日本の国際競争力強化

先日、関経連さんを訪問し、常務理事 高橋 信雄様に

に向けた情報通信政策や、産業競争力強化に向け

インタビューさせていただいた内容を要約しご紹介さ

たＩＴ活用のあり方を検討課題にしています。関

せていただきます。

経連が関与しているプロジェクトとしては、まず
「関西ＩＴＳ推進協議会」があります。当協議会

（基本理念、ビジョン）
Ｑ：まず、最初に関経連さんの基本理念やビジョンに
ついて簡単にお話いただけますか。
Ａ：基本理念は、関西経済界の総意の表明とその実現

では、特にＩＴＳ実用化に向けた社会実験の検
討・実施に注力しています。
平成14年度は、けいはんな学研都市で低公害自
動車や既存バスでのＩＴＳ利用により高い利便性

を図ることです。

や省エネルギーに効果のある公共交通システムの

また、そのための活動の柱として、

開発、サービスの実施をめざした社会実験を行な

「調査研究・政策提言」、「地域経済の活性化」、
「国際交流の促進」の３つがあります。

いました。
また、関経連自身で運営している「関西Ｅビジ

特に最近は、関西経済の停滞を打破すべく、他の

ネスネットワーク（ＫＥＢＮ）」は、ネット上で

経済団体とも協力して地域競争力の強化を図るた

企業間の受発注をマッチングしています。特に、

めの行動計画を策定し、その実現に全力を挙げて

受注側のデータは各種のデータベースを一本化す

います。（参照：関西経済界が自ら実行する７つ

る形で検索できるようになっています（現在の受

の「行動計画」
）

注会員数は約６万８千社）
。

Ｑ：「調査研究、政策提言」となると、(財)関西社会

Ｑ：ＫＥＢＮは、企業のいわゆるＢtoＢを支援するネ

経済研究所（＊）のと活動内容とが類似している

ットワークとして有名ですが、新事業創出の促進

ように思いますが、どのようにして連携をはかっ

についてはいかがですか。

ておられますか。

Ａ：関経連を母体とする「ＩＩＳ（新事業創出機構）
」

Ａ：調査テーマによっては社会経済研究所に調査を委

では、大学等のシーズの活用や中小企業・ベンチ

託し、関経連はそれを受けて政策提言するという

ャー起業等の協業促進により、関西企業の新事業

ようなかたちで連携しています。

創出を目的として活動しています。当初はネット

＊(財)関西社会経済研究所
(財)関西経済研究センター、(財)関西産業活性化センターの
調査部門および関西社会経済システム研究所という３つの調
査研究機関の事業統合によって、平成14年４月１日に新しく
発足した総合政策シンクタンク。
(財)関西産業活性化センターの事業系の業務については、
ＫＩＩＳが継承している。

上でのシーズとニーズのマッチングを中心に活動
していましたが、それだけでは不十分で、両者を
結びつけるコーディネータの存在や各種フォーラム
開催による人的繋がりが重要であるとわかってき
ました。
９

シリーズ関係団体インタビュー

vol.001

特に人的コーディネートについては、「エキス

スタートしたものなので、本年度(平成14年度)で

パート・ボランティア」といって、各分野の専門

終了しますが、予想以上の成果も挙げることがで

知識や広い人脈を持つ60歳以上の企業退職者の

き、継続の要望も高いため、来年度(Ｈ15年度)か

方々に、ボランティアでコーディネータを委嘱す

ら「関西ＩＴ推進会議（仮称）
」に衣替えをして、

るというユニークな制度があり、現在16名が活躍

再スタートすることとなりました。

中です。
また、昨年は関西経済同友会が提唱して設立さ
れた「ＫＳベンチャーフォーラム」との組織統合

Ｑ：今後のさらなるご活躍を期待しております。本日
はお忙しいなかどうも有り難うございました。

により、事業の幅を広げつつ活動の充実を図りま
した。

インタビューを終えて（KIIS 専務理事 金井）
Ｑ：ベンチャー支援については、ＫＩＩＳでも、経済
産業省の「産業クラスター計画」の１つである
「ＩＴベンチャー支援」を近畿経済産業局さんの
ご指導のもと実施しております。今後、事業を推
進する中で、関経連さんとも連携をはかることに
よって、より強力なベンチャー支援事業が展開で
きるのではないかと考えております。
次に、「関西ＩＴ戦略会議」については、いか
がでしょうか。
Ａ：「関西ＩＴ戦略会議」も関経連が提唱して設立し
たものですが、ＩＴの中堅・中小企業への普及
（ＩＴ活用・普及部会）と、新たなＩＴ関連企業
や投資の集積をはかるための呼び水となるプロジ
ェクトの実施（ＩＴビジネス普及部会）を２本柱
に平成13年６月より活動しています。
ＩＴ活用・普及部会のＩＴ活用により成果を挙
げている関西の企業を選定して紹介する「関西ＩＴ
活用企業百撰」についは、ホームページ作り等を
ＫＩＩＳさんにお手伝いいただきました。

Ｑ：最近、この活動の一環である「ちょっとアドバイ
ス」が朝日新聞の「天声人語」に紹介されていた
ようですが。
Ａ：経営者が気軽にＩＴの相談をしてもらえるという
仕組みで、３回まで無料だったせいか非常に好評
でした。この相談窓口もＫＩＩＳさんにやってい
ただきました。
また、このプロジェクトは２年間の期間限定で
10

関経連さんが様々な分野で、関西経済再生のため
の困難な課題に果敢にチャレンジされいることがよ
くわかりました。
今回は、ＩＴ分野を中心にその一部をお話いただ
きましたが、同じＩＴ分野を中心に事業展開してい
る我々としても非常に興味深く聞かせていただきま
した。
ＫＩＩＳはそもそも、関経連の提言により、西日
本の情報化社会推進の拠点としての役割を果た
すことを目的に設立された団体です。
ＫＩＩＳ設立の趣旨を改めて思い起こし、今後
は今まで以上に関経連さんと連携を深めながら、
関西経済の活性化に取り組んでいく所存です。

シリーズ関係団体インタビュー

vol.001

関西経済界が自ら実行する７つの「行動計画」
行動計画の※印は、関西の総力をあげて実行する重点計画

各章のテーマと戦略

行動計画とその概要

産官学連携によるものづくりの １．エグゼクティブ・プロモーター（ＥＰ）による事業化促進
知的産業化
成長性ある技術を発掘し、企業や投資家および既存の支援機関などと
の橋渡しによって事業化を推進していくため、有能な目利き人材（エグ
ゼクティブ・プロモーター）を新たに選定・契約し、有志企業の支援の
ものづくりの知的産業化戦略
もと、関西における事業創出の早期実現をめざす。

第２章

２．人間共生型ロボット産業の拠点形成（※）
ＩＴ、バイオ、ナノテクなどの要素技術の結集によるロボットの研究・
技術開発を行い、産業化のための拠点形成をめざす。これにより、高度
な技術とともに、精密な工程を基盤とする空洞化しない「ものづくり」
基盤の構築をめざす。

３．知的財産に強い人材および技術のわかる法律家の育成
関西の大学と連携して知的財産に関する公開講義やセミナーの開催、
企業の実務家の大学等への派遣等により、知的財産に強い人材および技
術のわかる法律家（米国でいう特許弁護士）を育成する。特に知的財産
権侵害が問題化している対中国ということでは、中国人を対象とした人
材育成を視野に入れた展開が重要。ＩＰＣＣ（工業所有権協力センター）
の関西拠点を誘致する。
「集客・観光」を関西活性化の ４．観光プロモーション組織の司令塔づくり（※）
現在、各府県市・地域が単独で行っている観光プロモーションを地域
起爆剤に
特有の良さは活かしつつ広域的かつ統一性をもたせた形で展開する。既
存組織を活用して関西の観光施策の司令塔組織をつくり、人材と資金を
集中させ、効率的・効果的なマーケティング活動、連携メニューづくり、
集客・観光による活性化戦略
およびプロモーション活動を展開する。

第３章

５．「個」客重視の新たな観光ビジネスモデルの構築
ＩＣカードによる顧客データベースを構築してリピート客の確保を観
光都市として世界的に知名度が高く、顧客サービスの伝統がある都市で
先行実施し、成功すれば関西、全国へ展開する。
ビジネス人材の育成と組織の壁 ６．アジア・ビジネススクール（ＡＢＳ）の開設
アジアでの競争に打ち勝てる優れたビジネスリーダーを育成するため、
を越えた活用
企業のゼネラルマネージャーなどを対象に、経営者および学者によるア
ジアに焦点をあてたカリキュラムを組み、全日制で１カ月程度、集中講
義する。アジアをはじめとする外国籍企業の経営幹部にも開かれたスク
人材の育成・活用と集積戦略
ールとする。

第４章

第５章

政府・自治体の競争力強化

関西としての総合力発揮戦略

７．関西州の創設に向けた合意形成の促進（※）
地域の競争力を図る観点から、地域発展政策と広域基盤整備を担う「関
西州」を府県の合意により設立する。第一歩を踏み出すため、まずは現
行の広域連合制度を活用して「関西州」を設立。一方、国に対しては、
課税権を持ちうる州制度の創設、根本的な権限・財源の移譲を、関西各
府県の総意として働きかける。

（レポート「関西の産業競争力強化のために」−積極果敢な行動を起こす！−第二部第２章〜第５章より）
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情報系クラスター振興プロジェクト

「 関 西 Ｉ Ｔ 共 同 体 （ Ｋ Ｉ Ｓ Ｓ ）」 に つ い て
財団法人

関西情報・産業活性化センター

地 域 振 興 事 業 部

１．
「産業クラスター計画」と「関西ＩＴ共同体」

２．全体の構成

「産業クラスター計画」は、経済産業省が進める国
家プロジェクトであり、産・官・学の連携によるクラ
スター（群）産業の形成を目指すもので、近畿地域で
は「ものづくり」、「バイオ」、「環境・エネルギー」、
「ＩＴ（情報）
」の４つの分野でプロジェクトが動いて
います。この４つのプロジェクトの内、ＩＴ系プロジ
ェクト（情報系クラスター振興プロジェクト）として、
「関西ＩＴ共同体（ＫＩＳＳ）」が運営されています。
（財）関西情報・産業活性化センターでは、近畿経済
産業局や他の関係機関と協力しながら「関西ＩＴ共同
体」の事務局を運営しています。

３．活動内容

この、関西ＩＴ共同体は、ＩＴ産業の振興を目的と

ホームページを中心とするバーチャルコミュニティ

して従来の枠組みにとらわれない緩やかな連携を目指

での活動と実際にメンバー同士が顔を合わせて交流を

すもので、以下のような特徴を持っています。

図るリアルコミュニティでの活動が行われています。
(1)KISS-NET（ホームページ・電子メール）

・近畿圏全体のＩＴ振興のためのゆるやかな共同体
（コミュニティ）
・ＫＩＳＳ Ｎｅｔ（ホームページ）と ＫＩＳＳ
Ｒｅａｌ（実交流）によるネットワークの形成の場
・自主的な連携促進の場
・関西の様々な情報系プロジェクトのＨＵＢ的な役割

2003年の２月末現在で、270社のＩＴ関連企業の参
加があり、規模別では、資本金1,000万円〜5,000万円
の中小・中堅企業が最も多く、次いで300万円〜1,000
万円の中小企業となっています。

関西ＩＴ共同体ホームページ
（http://kissnet.kiis.or.jp/）

KISS-NETホームページでは、関西ＩＴ共同体にご
参加頂いている企業のデータベースを構築し、公開し
ています。ハードウエア関連企業、ソフトウエア関連
企業、コンテンツ開発企業などＩＴ分野関連企業同士
の提携・協業のための基礎的な情報としてご利用下さい。
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関西ＩＴ共同体について

また、会員を対象とした電子メールニュース（Kiss

2003.1

第１回「ホームヘルスケアシステム」開催

Netニュース）では、経済産業省の政策関連情報や
協力団体のイベント情報など様々な情報提供がなされ

・ＣＱ交流会

2003.2

・ＣＱ交流会
第１回「関西組み込み系コンソーシアム」開催

ています。
(2)ＣＱ交流会

・ＣＱ交流会
第２回「ホームヘルスケアシステム」開催

ＣＱ交流会の「ＣＱ」は、アマチュア無線での不特
定の人々に呼びかける際の符号から来ています。特定
のテーマを設定し、少人数のメンバーで議論をしなが

2003.3

・第２回最先端技術セミナー
「若き！ユビキタスフォーラム
音声認識の未来について」開催

ら提携・協業の可能性を探るものです。

・企業紹介冊子「すごいぞ関西〜ＩＴ企業
発見ブックレット2003〜」の発行
・ＣＱ交流会
第３回「ホームヘルスケアシステム」開催
・ＣＱ交流会
第２回「関西組み込み系コンソーシアム」開催
・ＣＱ交流会
ＣＱ交流会の模様

第１回「ＰＤＡ一体型携帯電話コンテン
ツ・活用ビジネスモデルの検討」開催

(3)特定プロジェクト活動
特定プロジェクト活動では、ユビキタス系、ＩＴビ

入会のお勧め

ジネス系、コンテンツ系の３つのテーマを掲げて、関
西での気運を高めるためのセミナーやフォーラムの開
催を実施しています。

関西ＩＴ共同体では、会員を募集しております。入
会の手続きについてはＫＩＳＳホームページをご参照
下さい。
（会員：無料）
（http://kissnet.kiis.or.jp/）

(4)産学連携
産学連携では、大学などの研究機関のシーズと企業
側のニーズのマッチングを進めるために、最先端技術
セミナーなどを開催してＩＴ分野の研究者と企業経営

・原則としてＩＴ系関連企業を対象としています。
・企業単位での登録となりますが、中堅・大企業の
場合は部門単位での登録も可能です。
・ご登録頂いた企業は、クラスターデータベースへ

者が議論できる場を設けています。

自動的に登録されます。また、会員用のＩＤとパ

(5)その他の活動

スワードを発行いたします。

この他にも、広報支援・販路開拓支援活動、人材獲
得支援、情報提供などを実施しています。

・公的機関、自治体、学識経験者などのご登録も可
能です。

４．活動実績
平成14年度の活動実績としては、以下のとおりです。
2002.10.15 ・第１回クラスターフォーラムの開催
（参加者 315名参加）
2002.10

・関西IT共同体ホームページの開設

2002.12

・第１回最先端技術セミナー開催

お問い合わせ先
地域振興事業部 担当：土居、松島
TEL：０６−６３４６−２９８１

「ユビキタスコンピューティング−」開催
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平成15年度

事

業

計

画

当財団の本年度の事業計画が３月27日の理事会で承認されましたので、概要をご紹介いたします。

基

本

方

針

景気低迷が続き、特に関西では厳しい状態が続いている。この閉塞状況を打開するための方策として、ＩＴの活
用がますます重要なものとなっているが、さらに、新しい発想に基づく産業集積による地域経済の活性化を推進す
るプロジェクトについても期待が高まっている。
平成15年度は、進展の著しい情報通信分野の新しい潮流を的確に把握して、インターネットデータセンターの運
営事業を中心に、新しい事業にチャレンジしつつ、既存事業をさらに見直し、収支構造の改善を計る。
平成15年度の重点実施事業のポイントは、以下の２項目である。

１．インターネットデータセンター関連事業等による行政・地域情報化事業のさらなる推進
２．情報化等による地域活性化や産業競争力強化を支援する事業の推進
これらの事業活動により、会員企業をはじめ関係者の方々のニーズに一層的確に応えていくことに注力しつ
つ、収支構造の改善にも引き続き取り組みながら、関西地区の活性化、及び迫り来る新しい情報化社会の実現
に貢献をしていく。

事

業

計

画

Ⅰ．行 政 ・ 地 域 情 報 化 支 援 事 業
平成11年度から、事業として重点的に取り組んできた「行政・地域情報化フォーラム」に加えて、本年度は、大阪府から
「インターネットデータセンター」の運営業務を受託する予定である。
「行政・地域情報化フォーラム」事業は、開始から３
年が経過し、フォーラム事業を通じて産・学・公・民の連携が形成されつつあるが、そのネットワークと、フォーラム事業
の成果を活かしつつ、インターネットデータセンターを活用した事業の創出、ならびに拡大を図りたい。
１．インターネットデータセンター（ｉＤＣ）運営管理事業の開始
２．インターネットデータセンター活用事業
(1) ＣＣＣ（サイバーコマースシティ）ショッピングモールの運営（http://www.commercecity.or.jp/）
(2) コミュニティデータセンターの運用（地域ポータルサイトの運営）
(3) インターネットデータセンターを活用したアプリケーション開発事業
３．行政・地域情報化フォーラム事業
(1)「e-Kansai戦略」シンポジウムの開催（日本自転車振興会補助事業）
(2) 電子自治体の構築に向けた課題についての調査研究（日本自転車振興会補助事業）
(3) 行政の情報化に関するアンケート調査
(4) テーマ研究会
４．行政・地域情報化フォーラム関連事業 （http://www.kiis.or.jp/reseach/gtforum/）
(1) 自治体における情報化広域連携の課題に関する調査研究
(2) 地域情報化支援事業の受託
(3) 阪神広域情報ネットワークの運営・運用事業
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ＫＩＩＳの事業活動

Ⅱ．地域活性化・産業競争力強化の支援
本年度は、ブロードバンドを活用したコンテンツ作りによる地域振興方策や、大阪市湾岸部の南港・北港地区のまちづく
り等、より時代のニーズに即した調査研究テーマに新たに取り組み、地域・産業の活性化に資するまちづくり、地域開発、
環境、資源・エネルギー等のプロジェクトの支援の充実に努める。
１．情報系産業の振興プロジェクトの推進
(1) ＫＩＳＳ（関西ＩＴ共同体）プロジェクトの推進（http://kissnet.kiis.or.jp/）
(2) Ｗｅｂマスタ向け最新インターネット技術研究会（日本自転車振興会補助事業）
２．ＩＴＳＳＰ事業
３．地域振興計画定調査（電源地域振興指導事業）
４．自主研究
(1) ブロードバンドを用いた地域振興方策に関する調査研究（日本自転車振興会補助事業）
(2) KIISまちづくりフォーラム（仮称）
(3) IＴ革命時代におけるコミュニティソリューション研究会２００３
(4) 地域整備研究会
５．その他受託調査
６．関西グリーン電力基金の運営（http://www.kiis.or.jp/greenpow/gre00.htm）

Ⅲ．教

育

・

普

及

事

業

昨年度は、シンポジウム「ＩＳＩ関西」を「インフォテック」に統合して一新し、賛助会員企業を含め、各界から高い評
価を得た。
本年度は、変化の激しいＩＴ分野の潮流を見定め、地域・産業の活性化等に寄与するインパクトのある事業を、関係機関
等とも連携しながら､検討実施していくとともに、既存の事業は抜本的に見直していく。
１．普及・啓発事業
(1) ＩＴシンポジウム「インフォテック２００３」
（日本自転車振興会補助事業）
(2) 情報化促進貢献企業等の推薦
(3) 講 演 会
２．教育・研修事業
(1) 情報管理技術研修（日本自転車振興会補助事業）
(2) ＧＩＳの普及促進セミナー（日本自転車振興会補助事業）
(3) 企業・自治体内研修の受託
(4) 最新情報技術に関する研究会
・マルチメディア情報通信ネットワーク研究会
・ワイヤレス高度情報通信研究会
(5) 発展途上国の管理者を対象とした情報化教育（国際協力事業団受託）
(6) ＩＴコーディネータケース研修
(7) その他研修事業
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Ⅳ．シ ス テ ム ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業
国、地方自治体、企業等から受託した情報処理やシステム開発事業を継続して実施すると共に、インターネットなどの最
新技術を利用して付加価値の高いサービス事業を拡充し、当財団の収益基盤の強化に貢献する。特に、本年度は、健康保険
組合等の電子申請対応や、インターネット・サービス事業に注力する。
１．健康保険組合関連事業（http://www.kenpo.gr.jp/kiis/）
(1) 健保業務運用
(2) 健康保険組合を対象にしたインターネット・サービス事業
２．健康管理支援システムの開発と販売・導入
３．公共的な情報システムの開発・情報化支援業務
(1) 行政等における情報システム開発・情報化支援業務
(2) 土地取引関連事業
４．企業のシステム開発業務

Ⅴ．学

会

等

の

運

・（社）情報処理学会関西支部（http://ks.kiis.or.jp/%7Eipsj-kansai/）
・地方シンクタンク協議会

（http://www.think-t.gr.jp/）ほか

ＫＩＩＳからのお知らせ 組織改正
業務の効率化を図るため、４月１日より組織を下図のとおり変更致しました。
会

副

長

会

賛助会員
理

長

事

会

政策委員会
専務理事

評議員会
グリーン電力基金
運営委員会

大阪府立インターネットデータセンター（iDC）長
常務理事

事務局長
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ｉＤＣの活用可能性に関する調査報告
財団法人
調査事業部

関西情報・産業活性化センター

１．ｉＤＣとは

研究員

井澤

隆博

一方、行政部門の情報化の必要性についても、

インターネットデータセンター（ｉＤＣ）とは、イ

「e-Japan構想」が進められる中で大きなウエイトを占

ンターネットビジネス（電子商取引など）に利用する

めている。電子政府／電子自治体を促進する大きな目

サーバ（情報の蓄積・配信をするコンピュータ）や通

的は、「住民の利便性向上」「行政の運用コスト削減」

信機器を設置し、それらをインターネットに高速接続

の２点であるが、これらの取り組みを推進するための

した上で運用・管理までをトータルで引き受ける施設

情報基盤の整備が急務である。特に行政部門では個人

である。一般にｉＤＣの運営には、回線事業者やサー

情報などを扱う業務が多いため、セキュリティ面での

バ機器、アプリケーションに至るまで、様々な企業が

堅牢さが要求される。更に、行政運営を効率化する

参入する。

ＡＳＰサービスの導入を促進できるような拡張性が

インターネットビジネスにおいては、24時間365

ｉＤＣに求められると考えられる。

日の運用が必須となり、運用に用いるサーバやネット
ワーク等は特に信頼性・高速性・安定性の確保が重要

２．自治体、団体および企業のｉＤＣ活用可能性

となる。しかし、インターネットビジネスを行う各企

ＫＩＩＳでは、平成15年１月に、企業や自治体・団

業にとっては、これらのサーバ、ネットワークを稼動

体におけるインターネット利用の現況及びｉＤＣの活

させる環境を自社で整備することは非常に負担が大き

用可能性について、アンケート調査を実施した。アン

い。そこで各企業はサーバやネットワーク運用の専門

ケート対象として、近畿２府５県の各自治体（府県及

家であるｉＤＣにサーバを預け（ハウジング、コロケ

び市町村）、大阪府下の外郭団体、及び関西の主な民

ーション）、あるいはｉＤＣが保有するサーバを間借

間企業の合計764組織に郵送によるアンケートを実施

り（ホスティング）することで、運用にかかる様々な

した。うち202票を回収し、回収率は26.4％であった。

労力・コストを削減する。
(1)ｉＤＣの一般的イメージについて
ｉＤＣについて、一般的に想像されるイメージとし

ｉＤＣとは
ｉＤＣとは

て は 、「 2 4 時 間 3 6 5 日 安 全 確 実 な 保 守 人 員 体 制 」

ｉＤＣの必要性、重要性

（68.3％）や「物理的な堅牢さで電子データやサーバ

情報化社会における社会インフラ
・ｅ社会システムの基盤
・ネットワーク社会におけるデータの重要性

電子政府／電子自治体の基盤
・住民の利便性向上
・行政の運用コスト削減

ｉＤＣが提供するサービス内容

ホスティングサービス
ハウジングサービス
コロケーションサービス
ｘＳＰ

を保護」（62.9％）といった物理的保守体制に係るも
ｉＤＣの要件

インターネットへの高速接続
信頼できる設備
柔軟な拡張性
ビジネスモデルの展開

ＳＬＡ（Service Level Agreement の重要性）

のが高く、ついで「ネットワークセキュリティの堅牢
性」
（52.0％）
、
「高速・高品質なインターネット接続」
（32.2％）があげられている。

(2)ｉＤＣサービス利用の条件について
ｉＤＣ利用の条件として、重要と考えられているも
のは、
「価格」
（80.7％）
、
「セキュリティ設備」
（69.3％）
、

図１

ｉＤＣ概念図

「運用体制、サービスメニュー」（51.0％）等である。
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但し、最も重視するものとしては、企業では「価格」

期としては、
「２〜３年後」が61.5％を占める。
「１年

（57.9％）を挙げているが、自治体では「セキュリテ

以内」（16.5％）とあわせると、検討している組織の

ィ設備」
（47.9％）を挙げている。

４分の３が２〜３年内には利用したいと回答している。

(3)一般的なｉＤＣの利用可能性について

(4)現在利用中または利用を検討しているインターネ
ット関連サービス・機能

ｉＤＣ利用の可能性としては、「予定なし」が
54.2％を占めるが、「サービスメニュー」（24.9％）や

現在、インターネット関連事業の運用で多く利用され

「利用料金」
（19.9％）を見て検討するという回答も多

ている、または利用が検討されている主なサービス・

かった。検討を考えている組織の具体的な利用開始時

機能は、「レンタルサーバ・ホスティングサービス」

表１

ｉＤＣの一般的イメージについて
回答数

自治体

公的団体

％

企

業

全

体

自治体

公的団体

企

全

体

a．
物理的な堅牢さで電子データやサーバを保護

９０

１６

２１

１２７

６０．
４％

５９．
３％

８０．
８％

６２．
９％

b．
高速・高品質なインターネット接続

４６

８

１１

６５

３０．
９％

２９．
６％

４２．
３％

３２．
２％

１０４

１４

２０

１３８

６９．
８％

５１．
９％

７６．
９％

６８．
３％

７５

１４

１６

１０５

５０．
３％

５１．
９％

６１．
５％

５２．
０％

８

３．
４％

０．
０％

１１．
５％

４．
０％

c．
２４時間３６５日安全確実な保守人員体制
d．
ネットワークセキュリティの堅牢性
e．
その他
有効回答

表２

５

０

３

１４９

２７

２６

２０２ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％

ｉＤＣ利用にあたっての条件（複数回答）
回答数
自治体

a．
価格

公的団体

体

自治体

公的団体

１６３

７９．
２％

８１．
５％

０

６

２２

１０．
７％

０．
０％

２３．
１％

１０．
９％

６

１０

７５

３９．
６％

２２．
２％

３８．
５％

３７．
１％

１０７

１６

１７

１４０

７１．
８％

５９．
３％

６５．
４％

６９．
３％

７１

１５

１７

１０３

４７．
７％

５５．
６％

６５．
４％

５１．
０％

１

０

０

１

０．
７％

０．
０％

０．
０％

０．
５％

１４９

２７

２６

２２

b．
立地条件・アクセス

１６

c．
ネットワーク回線環境

５９

e．
運用体制、サービスメニュー
f．
その他
有効回答

％
２３

１１８

d．
セキュリティ設備

企

業

全

企

11.5% 0.8%

40.0%
3.1%

57.9%

公的団体

52.9%

10.5% 5.3%

15.8%

23.5%

5.9%

38.3%

自治体

10.5%

17.6%

47.9%

10.6% 1.1%

2.1%
0%

10%

20%

ａ．
価格
ｄ．
セキュリティ設備
図２

30%

40%

50%

全

体

８０．
７％

２０２ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％

43.1%

企業

業

８８．
５％

1.5%
全体
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業

60%

70%

80%

90%

100%

ｂ．
立地条件・アクセス

ｃ．
ネットワーク回線環境

ｅ．
運用体制、
サービスメニュー

ｆ．
その他

ｉＤＣ利用にあたっての最重要条件

ＫＩＩＳの事業活動

帯域については、自治体では「64k〜128kbps」

（ 7 2 . 8 ％ ）、「 イ ン タ ー ネ ッ ト 広 域 接 続 サ ー ビ ス 」
（52.5％）であり、これに次ぐものとして、
「インター

（35.3％）と「1M〜3Mbps」
（32.9％）のふたつの帯域

ネットセキュリティサービス」（25.3％）、「ドメイン

が中心になっている。これに対し、公的団体や企業で

情報管理サービス」
（19.1％）等があげられる。

は「1Mbps以上」が主流である。

(5)インターネット関連事業の運用における課題について

３．先進的なｉＤＣの立ち上げを目指して

インターネット関連事業の運用における課題として

ＫＩＩＳは、これからの地域情報化を推進するため

は、自治体の回答が多いこともあり「ＬＧＷＡＮ接続

の基盤施設として、公共性を持ちIPv6対応など高度な

を効率的・安全に行う」
（53.7％）がトップとなった。

先進性を持った、大阪府立インターネットデータセン

他に「機器運用費を安く抑える」（52.5％）、「機器の

ター（大阪ｉＤＣ）の運営管理を受託し、平成15年7

セキュリティ強化」（50.6％）等が主な課題と考えら

月開業に向け準備中である。アンケートの結果では、

れる。

このｉＤＣに対して、
「非常に関心がある」
「参考とし
て資料を希望する」と答えた組織が合わせて50％を超

(6)運用中のインターネット環境について

え、地域の情報基盤として高い関心を集めている。

現在運用中のインターネットサーバの台数について

今後は、データセンターの運用に高いスキルを持った

は、
「１〜５台」程度が最も多く、
「６〜10台」と続き、

民間企業の協力と、その多様なノウハウを活かし、よ

この両範囲に約90％が含まれる。インターネット回線

り良いｉＤＣの運営を目指す。

表３

現在利用中または利用を検討しているインターネット関連サービス
回答数
自治体

a．
上位プロバイダへの回線帯域の拡張

６１

公的団体

企

１２

％
業

全

１２

体

自治体

公的団体

８５

４０．
９％

４４．
４％

企

４６．
２％

業

全

体

５２．
５％

b．
ドメイン情報管理サービス

１９

５

７

３１

１２．
８％

１８．
５％

２６．
９％

１９．
１％

c．
レンタルサーバ・ホスティングサービス

８１

１９

１８

１１８

５４．
４％

７０．
４％

６９．
２％

７２．
８％

８

１

６

１５

５．
４％

３．
７％

２３．
１％

９．
３％

e．
コロケーションサービス

１

０

０

１

０．
７％

０．
０％

０．
０％

０．
６％

f．
ストレージサービス

７

２

６

１５

４．
７％

７．
４％

２３．
１％

９．
３％

d．
レンタルラック・ハウジングサービス

g．
インターネット機器監視サービス

２２

２

６

３０

１４．
８％

７．
４％

２３．
１％

１８．
５％

h．
インターネットセキュリティサービス

３３

３

５

４１

２２．
１％

１１．
１％

１９．
２％

２５．
３％

i ．
オンラインアプリケーションの利用

２１

２

４

２７

１４．
１％

７．
４％

１５．
４％

１６．
７％

２

１．
３％

０．
０％

０．
０％

１．
２％

j ．
その他
有効回答

表４

２

０

０

１４９

２７

２６

１６２ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％ １００．
０％

インターネット関連事業の運用における課題
回答数
自治体

体

自治体

a．
上位プロバイダへの回線帯域の拡張

３４

２

６

４２

２２．
８％

７．
４％

２３．
１％

２５．
９％

b．
機器運用費を安く抑える

６１

１２

１２

８５

４０．
９％

４４．
４％

４６．
２％

５２．
５％

７

１

１

９

４．
７％

３．
７％

３．
８％

５．
６％

d．
機器運用のアウトソース

１５

１

２

１８

１０．
１％

３．
７％

７．
７％

１１．
１％

c．
熱対策・電源供給等安定した場所へ機器移設

公的団体

企

％
業

全

公的団体

企

業

全

体

e．
機器のセキュリティ強化

６８

５

９

８２

４５．
６％

１８．
５％

３４．
６％

５０．
６％

f．
オンライン提供のアプリケーションツールの活用

１３

２

１

１６

８．
７％

７．
４％

３．
８％

９．
９％

g．
ＬＧＷＡＮ接続を効率的・安全に行う
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「健保連

大阪中央病院」のホームページリニューアルについて

http://www.osaka-centralhp.jp/
財団法人関西情報・産業活性化センター
情報システム事業部

情報システム事業部では、健康保険組合の情報化支援、シ

のご案内」については診療科のご紹介・外来受診の流れなど

ステム開発、教育まで含めた運用サービス等の事業を実施し

掲載内容も多いため、マウスを持っていくと右側にサブメニ

ております。また、近年はインターネットなどの最新技術を

ューが表示され、ダイレクトに見たいページを開く事ができ

用いて社会保険関連のホームページ作成など、付加価値の高

ます。

いサービス事業も実施しております。

そしてブラウザによっては対応されていないフレーム機能

上記事業の一環として昨年末にご依頼いただき、本年2月

を排除し、全ページのヘッダーにメインメニュー・サイトマ

7日にリニューアルオープンいたしました「健保連 大阪中央

ップ・新着情報・トップページに戻るなどのインデックス

病院」のホームページ作成支援について下記にご紹介させて

と、前のページに戻る、ページの一番上に戻るなど、統一さ

いただきます。

れたナビゲーションボタンを追加しました。さらに、トップ
ページに表示される新着情報は、現場からの素早い情報提供

★リニューアルオープン
「健保連 大阪中央病院」の以前のホームページは、職員

を行うために特に更新しやすいようにしております。このこ
とによって、更新費用の削減にも役立っております。

の方が通常業務の傍ら作成されていたため、手作りの良さが
ある反面、メニューと内部の診療科サイトそれぞれのデザイ

★病院選びの参考に…

ンや掲載内容など、サイト内の統一に欠けていました。サイ

病院選びには、病院の理念、設備、医療スタッフ情報が重

ト内が統一されていないと、ページによってリンクのボタン

要といわれております。新規メニューでは、病院選びの際、

が変わるなど、操作しにくいものになってしまいます。お手

是非参考にしていただきたい「ドクターのページ」を追加し

伝いをさせていただくにあたって、リニューアルに対する考

ました。診療科毎にドクターの資格・専門分野・治療に対す

え方・ご要望をお聞きし、全体のデザイン・構成の統一化を

るモットーなどがご覧いただけます。

計り、誰もが使い易いコンテンツ作りを心がけました。

★誰もが操作しやすく･メンテナンスしやすいページへ
トップページは、新着情報と、メインメニューで構成され
ています。新着情報では、更新状況・求人案内を始め、季節
毎に行われるイベント情報など病院からのお知らせがご覧い
ただけます。また、メインメニューはボタンの文字を大きく
作成し誰もが操作しやすいよう配慮しました。中でも「外来

ドクターのページ
診療科のご紹介では、それぞれ特徴・担当表などを始め、
医療機器の紹介がご覧いただけます。大阪中央病院は平成
12年に現在の場所に移転新築されたこともあり、最新の医
療機器・設備を備えています。今後は更に新しい設備等も順
次紹介していく予定です。
短期間の構築に、年末年始ということも重なり、担当の方
も多忙な中の原稿作成でしたが、先方のご協力により、２月
７日に無事リニューアルオープンしました。HPアクセスも
順調に増え続け、病院のホームページの必要性を改めて実感
トップページ

しました。皆様も是非ご利用下さい。

情報システム事業部では、社会保険関連ホームページの開設や各種コンサルティング・作成・運営等を行っております。
詳しくは、情報システム事業部ホームページhttp://www.kenpo.gr.jp/kiis/ をご覧ください。
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地域整備研究会

海外視察団

派遣報告

「ドイツの環境・福祉都市と都市再生」
財団法人

関西情報・産業活性化センター

地域振興事業部

本格的な高齢社会を迎え、日本でも福祉や環境問題、
さらに都市再生が大きな課題になってきている。

主席研究員

広瀬

浩二

１．多世代が共生交流する都心
(1) 都心の広場づくり

昨年、当財団では、こうした課題への対策を検討す

フライブルグの人口は19万人、アーヘンの人口は24

るために、地域整備研究会活動（シニアが生きがいを

万人で、いずれも国境の町である。フライブルグはド

持って安心して暮らせるまちづくりについて研究）の

イツで環境首都に選ばれ、特に太陽光や省エネルギー

一環として環境福祉の先進国であるドイツへ視察団の

ハウス、ゴミ処理対策等で多くの実績がある。一方、

派遣を行なった。

アーヘンも、アーヘン方式による新エネルギーの助成

【主 催】（財）関西情報・産業活性化センター（KIIS）
【日 程】平成14.8.31（土）〜平成14.9.8（日）９日間
デンマーク

策の提案や、都心部における、住宅地の再開発など、
独自のまちづくりを推進している。
アーヘンのマルクト広場はAM６時〜11時、18時〜
19時以外の時間帯では自動車の乗り入れが規制されて

○ハンブルク

オランダ

○ベルリン

ドイツ連邦共和国

ゾーンに指定し、自動車の都心乗り入れを制限した。

○デュッセルドルフ

ベ
ル
ギ
ー

いる。またフライブルグでも1973年に都心部を歩行者

ケルン

この結果、両都市とも、都心部の広場一帯が歩行者天

アーヘン
バードナウハイム
ルクセン
ブルグ

フランクフルト

チェコ

ハイデルベルグ

なった。

カールスルーエ

フランス

バーデンバーデン
フライブルグ

スイス

国となり、人びとの憩いとコミュニケーションの場と

両都市とも、1960年代の終わりごろまでは、都心部
オーストリア

での自動車の乗り入れが自由であり、都心部は慢性的
視察先のアーヘン、フライブルグではまちづくりに

な渋滞個所であった。

ついて、カールスルーエでは風力発電施設等について

しかし、この乗り入れ規制により、再び都心に活気

現地の担当者から説明を受けた。また、保養休養都市

がもどってきた。フライブルグ市当局の話によると、

バーデン・バーデン、フランクフルト、バードナウハ

決して自動車を

イムの訪問視察も行なった。

排除したわけで

今回の訪問を通じて、「ドイツの環境福祉都市と都

はなく、周辺外

市再生」というテーマから私なりに勉強できた点をあ

周道路の外側で

げると、第１に日本ではなかなか目にすることがなか

は地下駐車場を

ったが、広場や高齢者住宅、福祉施設、大学が都心部

設置し、バイパ

にコンパクトに集まり、都心が多世代の共生と交流の

ス道路を整備す

空間になっている点である。第２に、農業、環境、歴

るなど、都市の

史的景観など、農業と環境と歴史が生きるまちづくり

土地利用特性に

を推進している点である。第３に印象的だったのは、

応じて、交通政

静寂と健康の保養・休養都市である。

策にメリハリを

以上３点について以下に詳述する。

つけたという。
フライブルグの大聖堂前の広場
21
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都心部は人びとが最も集まりやすい空間であり、し

立地している。多様な高齢者がお互いに交流しながら、

かも都市の顔でもある。それを単なる交通処理空間に

近くで生活できれば、元気な人にとっても、障害のあ

特化させたのでは、もったいない。やはり、都心の広

る人にとってもお互いの立場が理解できる。さらに、

場としての機能を拡充すべきではなかろうか。

近くにファミリーや若者住宅など、多様な世代の居住

(2) 都心部への高齢者居住の推進

の場があれば、世代内はもとより世代間での相互扶助

人は年齢とともに足腰が弱くなり、やがて寝たきり

のコミュニティも醸成できるのではないかと考える。

になるのは避けられない。これまで、わが国では高齢

老いとそれに伴う障害はすべての人にとって避けら

福祉施設を都心に立地させることはあまりなく、相対

れない事態であり、それへの備えを世代間の連携によ

的に地価の安い、どちらかと言えば不便な地域に孤立

って進める、高齢者と若者が共生できる住宅の整備が

的に立地させてきたケースが多かったのではなかろう

望まれる。

か。高齢者の身体的特性から考えるに、都心の徒歩圏

(3) 都心部の大学

内に居住施設を設置できれば、歩いて、買い物、休養、

今回訪問した都市の中で、アーヘン、フライブルグ、

散歩、コミュニケーション、学習などの用が達成でき

ハイデルベルグ、カールスルーエのいずれも、人口規模

るので、最も合理的と考えられる。

は15万〜30万人規模の中都市で、２〜３万人の学生を

アーヘンでは都心部の工場跡地に住宅が整備され、

抱える大学都市でもある。大学がしっかりと町の中に

そのうちの15％は高齢者用の住宅にするように義務づ

根付き物心両面で町の個性づくりや活性化の推進力に

けられている。またフライブルグではエバンゲリッシ

なっている。

ェスティフトという高齢者福祉施設が都心部に立地

これからは、地域がどれだけ優秀な人材を獲得する

し、それがこの施設のセールスポイントになっている。

か、それによって地域の盛衰が決まる。まさに人材獲

わが国では、都心部は交通ターミナルや業務・商業

得の国際競争が進行している。わが国においても、国

空間にする考え方が一般的であったが、最近では自動

内や地域内の人材に目を奪われることなく、世界から

車よりも歩行者を優先する考え方が強まり、業務機能

の知的人材の獲得に注力し、大学を地域の振興に生か

は構造的に縮小する方向にあり、商業機能は郊外地域

していく地域政策の強化が望まれる。

に分散する動きにある。従来の生産の場という都心部
の考え方を改め、むしろ人びとの安らぎと交流の場と
して位置付け、高齢者居住施設をこの近くに配置する
など、都心部への高齢者居住の推進が必要と考える。

フライブルグの都心の歩行者空間内にあるフライブルグ大学の構内

２．農業、環境、歴史が生きるまちづくり
(1) 「豊かな国土と農村」を実現する農業施策の推進
アーヘン都心部の工場跡地を再開発した住宅地

ドイツの国土の55％は農地であり、見渡す限り平原
が続いている。中世のブナなどの広大な森林の開墾に

フライブルグのエヴァンゲリシェスティフトでは介
護棟、一般高齢者居住棟、高級マンションが隣接して
22

よって生じたもので、中世の終わりには刈り尽くされ、
洪水被害に見舞われるようになった。
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ばれ、電力利用者が負担する料金の１％の値上げによ
って、そのコストが賄われ、他の地域にも広がり、再
生可能エネルギー法による太陽光発電や風力発電によ
る電力買取義務や電力設備への市民の投資制度の実現
につながった。
わが国でも、エネルギー安定供給の観点から、太陽
光、風力、廃棄物による再生可能エネルギーの買取制
度の確立や、コジェネレーションシステムの導入推進
ライン川沿いの農村と古城

など、新エネルギー対策の拡充を急ぐ必要がある。
(3) 規制と地方分権によって守られる都市の歴史

その後、植林や農地の整備が進められ、今日の国土

ドイツには建築詳細計画制度（Bプラン）があって、

が出来上がっている。ドイツの農業は三圃式農業で、

町並みの色や形高さ等にさまざまな制限が加えられて

夏作、冬作、休耕放牧を年々交代さていく農法を採用

いる。たとえば、フライブルグの都心部では６階以上

している。1960年代に化学肥料と農薬による農業の近

の建物の建設は制限することにより、大聖堂や都市の

代化により、世界の農作物の市場価格が下がったので、

歴史的景観を保全している。またフライブルグでは低

ドイツは域外からの輸入農作物に共通関税と課徴金を

エネルギーの住宅構造（壁の厚さ、素材、ガラスなど

かけ、EC内の農作物は補助金によって共通の支持価

の規準）でドイツ規準より20％厳しい規準を採用して

格で買い上げるなど、農家を保護したが、逆に生産過

いる。ドイツでは連邦制の国家システムを採用してい

剰の問題が発生したので、生産量でなく耕作面積の規

るので、地方分権が強く、自治体の条例の拘束力が強

模による直接補償方式に組替えた。さらに、環境保全

い。

型の農業経営に補償金を支払う制度や農家民宿を補助

わが国でも、地方分権一括法が成立し、地方分権は

する制度を実施し、農家所得の向上を図った。この

強化される方向にあるが、税源の移転など、まだ不十

結果、ドイツの農作物の自給率は急速に高まった。

分な面もあり、地方分権体制の一段の強化を進め、都

1960年代に農作物の国際市場価格の低下は、わが国

市計画による規制の強化はもとより、地域政策のあら

にも大きな影響を及ぼし、食管制度による米の買い上

ゆる分野で地域の歴史や生い立ちに即した施策の充実

げにより、農家所得を補償し、生産過剰問題に対して

が期待される。

は減反政策を実施したが、さしたる効果もなく今日に
至っている。日本ではドイツのように環境保全型農業
への補助や減収分への直接補償金の支払い等の施策が
実施されることはなかった。
今日わが国の農村の経済力は著しく減退し、国土荒
廃の大きな要因となっており、食料や木材の自給や計
画的な供給体制の整備の観点から、また国土や里山の
景観保全や環境水準の向上の観点から、豊かな農村を
実現するための施策の推進が望まれる。

フライブルグのエコステーションの近くの市電の線路

(2) 再生可能エネルギーへこだわる環境のまちづくり
アーヘン市では、1995年より、太陽光発電による電

３．静寂と健康の保養休養都市

力を、電力会社が売値の約10倍（現在は約６倍）で買

北シュヴァルツヴァルト（黒い森）の麓に位置する

い取る制度を開始した。この方式はアーヘン方式と呼

バーデン・バーデンは人口５万人の国際的な保養・
23
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休暇・会議都市として、世界から人を集めている。バ
ーデン・バーデンは西暦70年頃に痛風に悩むローマ戦
士の湯治場として整備された。その後ここは破壊され
たが、12世紀頃から温泉文化が発達し、フランス革命
やコレラの脅威もあって、パリを逃れたフランスの貴
族がこの地に定住し、19世紀にヨーロッパ最高の避暑
地という名声を得た。1838年にカジノが開業され、
1858年に競馬が開催され、1872年にローマ浴場跡にフ
リードリッヒ浴場が整備されるなど、今日の繁栄の基
礎ができ、さらにホテル、コンベンション施設、別荘、
医療施設が加わり、社交、保養、医療施設が充実した

バードナウハイムのグラディエールヴェルク

保養休養都市となった。
バードナウハイムはフランクフルトから40km北に

バーデンバーデン、バードナウハイムのこの２つの

位置する、人口３万人の保養都市である。かつて、塩

町に共通していたのは、温泉と静寂、そして自然環境

泉が出るということで、採塩が産業になった歴史があ

だった。

る。現在塩風のような効果の吸入をしながら散歩した
り、ベンチで休んだりできるグラディエールヴェルク
（Gradierwerk）が４つある。この施設の近くを歩くこ

静かな保養休養都市、そうしたまちづくりを、都心、
郊外、農村を問わず、日本の各地に整備してはどうだ
ろうか。

とによって、大気中に放たれたミネラルをたくさん含
んだ塩の吸入効果を体感できる。バードナウハイムの
就業者は9000人であるが、このうち80％がホテル、コ
ンベンション、飲食、旅行などのサービス業に従事し
ている。我々が滞在したホテルと駅の間には歴史を感
じさせる大木が散在したゴルフ場のような広大な芝生
の公園が横たわり、その中にショッピングストリート
が走っていた。小さな町ではあるが、都心の中に広大
な自然が展開する、都市と自然の融合形が、安らぎと
休養の雰囲気を演出してくれるようだ。

バーデンバーデンのバードホテル
24

バードナウハイムのドレスアムクーパークホテルと駅の間の公園

お知らせコーナー

ＫＩＩＳからのお知らせ
KIISは、4月1日、以下の趣旨で、組織改正を実施いたし

振興に密接に関係しているため、地域振興事業部に教育

ました。
（組織図について は、本誌Ｐ.１６をご覧ください）

普及事業部を統合し、一体となって事業展開することが望
ましいとの判断によるものです。

１．大阪府立インターネットデータセンターの業
務委託に伴うｉＤＣ事業部の新設
大阪府から、インターネットデータセンター（ｉＤＣ）

なお、主要な業務につきましては下記のとおり地域振興
事業部で引き続き取り組んで参りますので、今後共どうぞ
よろしくお願い致します。

の管理運営事務について、 業務委託を受けましたので、

■移管される主要業務

本年７月の業務開始に向け、開業準備を進めるべく、ｉ

［旧教育普及事業部

ＤＣ事業部を新たに設置いたしました。

→

地域振興事業部］

◆産業活性化のためのプロジェクト

大阪府立ｉＤＣは、「先進的」「中核的」「公共」をキー

・産業クラスター計画
情報系クラスター振興プロジェクト「関西IT共同体」

ワードに構築され、多様なニーズに対応可能なｉＤＣです。

・戦略的情報化投資活性化支援事業（ＩＴＳＳＰ）

ｉＤＣに関するお問合せは、ｉＤＣ事業部
（TEL：06-4392-2221）にて承ります。

◆高度情報化の普及、啓発

２．教育普及事業部の廃止

・ＧＩＳ／電子地図の会

教育普及事業部は、廃止致しました。

・情報管理技術研修

これは、教育普及事業部の主要な業務が、昨年度の財団
再編統合の主旨でもある情 報化による地域活性化／地域

■お問合せ先：地域振興事業部

TEL：06-6346-2981

各部からのお知らせ
調

査

事

業

部

促進によるプロジェクトの創出や販路開拓支援など種々の
事業を実施する予定です。詳細は、下記ホームページをご
覧下さい。

★行政・地域情報化フォーラム
今年度は、6/23シンポジウムを皮切りに、3つのテーマ研

http://kissnet.kiis.or.jp/

究会『情報セキュリティ』『自治体版CRM』『公共iDCの活

★Ｈ１５年度ＩＴＳＳＰ （戦略的情報化投資活性化事業）

用』をスタートさせ、情報社会にあって緊急に対応すべき

本事業も、経済産業省が重点施策として推進しているも
ので、今年で５年目を迎えました。ＫＩＩＳは近畿地域に

課題について検討を深めて参ります。
さらに、テーマ研究会の中で昨年度同様に分科会を設け

ています。今年は、例年より早く事業をスタートできそう

る予定です。詳細は別途ご案内致します。

なのでご期待下さい。

http://www.kiis.or.jp/research/gtforum/

★ＩＴコミュニティ・ソリューション研究会2003

★ＣＣＣ
ショッピングモール「CCC」の運営もしております。お

彼らがさまざまな自己実現活動を展開するための魅力的な

http://www.commercecity.or.jp/
■ お問い合せは、当部（ＴＥＬ：06-6346-2641）まで。

域

振

興

（座長 村橋 正武立命館大学教授）参加企業募集中!!!
本研究会は、団塊世代と団塊ジュニア世代とに着目し、

買い物の際は、ぜひご活用下さい。

地

おける中核的実施機関として、数多くの事業を企画提案し

事

業

部

４月１日付組織変更により、教育普及事業部と統合され

「価値観コミュニティのあり方」を、都心のターミナル（候
補地、例えば梅田）を対象に、調査研究することを目的に
しています。
興味と関心のある方はご一報下さい。詳細のご説明に参上

新しく生まれ変わりました。当部では、地域振興・産業活

します。

性化のための諸事業を、関係機関・団体と緊密な連携をと

★H１５年度地域整備研究会

りながら推進して行きます。引き続き皆さまのご支援をお
願い致します。
★Ｈ１５年度情報系クラスター振興プロジェクト

地域整備研究会では、昨年度はドイツに環境福祉都市・
都市再生視察団を派遣し、彩都を対象地域にライブタウン
（多世代共生のまちづくり）について検討してきました。今

＜ＫＩＳＳ（関西ＩＴ共同体）＞

年度はライブタウンのビジネスモデルについて検討します。

本事業はＨ１３年度より、経済産業省が重点施策として

■お問い合わせは、当部（TEL:06-6346-2981）まで

推進しているものです。今年度は、ＫＩＳＳ会員間の交流
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社の業務運営体制を抜本的に革新することを目的に、
「シ
ステム再設計委員会」を設置し、必要なシステムの再構

西日本旅客鉄道株式会社

築等に取り組んでいます。
・情報通信インフラ整備
情報伝送路である情報通信インフラの整備が重要なこ

http://www.westjr.co.jp
http://www.jr-odekake.net

とから、社内システムのネットワークをＴＣＰ／ＩＰで
統合したほか、当社事業エリアにおける光ケーブルの整
備等情報通信インフラの整備を、平成15年末を目途に進

1．当社の概要
当社は昭和62年4月、国鉄改革により「鉄道の再生」

めています。
・共通処理システムへの移行

という使命をもって発足しました。以来、鉄道事業を中

従来中央コンピュータで集中処理を行っていた社内の

心に関連事業への積極的な展開により、社会の変化とお

業務システムを、人事系・財務系等の社内共通業務を処

客様のニーズを的確に捉えた商品・サービスの提供に取

理する「共通処理システム」と、運輸系・電気系等の各

り組んでいます。
(1)基本理念、ビジョン、会社方針
平成13年12月のＪＲ会社法改正法の施行を機に、標

「部門システム」に分離し、ダウンサイジングした中央コ
ンピュータと機能別のサーバ群で再構成する工事を、現
在推進中であり、中央コンピュータの取替及び共通処理

題を「鉄道再生の第2ステージ」とした「中期経営目標」

サーバ群の稼動を開始しています。

を策定し、鉄道事業にさらに磨きをかけ、お客様の信頼

・基盤システム

をより確かなものにしていくとともに、鉄道ネットワー

メール、掲示板等グループウェア「ＷＩＳＥ−ＮＥＴ」

クを中心に駅及び周辺資産の活用等により、ＪＲ西日本

の利用端末を含めた社内システム利用者、社内ネットワ

グループ全体の価値の最大化を目指しています。

ーク利用者を一元的に管理する「基盤システム」の運用

(2)沿 革

を昨年7月から開始しています。

設 立：昭和62年4月1日
資本金：1,000億円

・共用端末化
従来は、システム毎に専用の端末を配備しており、一

売上高：8,698億円（平成13年度）

人が複数の端末を操作して業務を行う状況でしたが、1

社員数：36,490人（平成14年3月）

台の端末からあらゆる社内業務システムの操作が可能と

本 社：大阪市北区

なるよう端末の共用化を推進しています。

(3)主要事業、最近の動き

(2)業務系システムの再構築

今年秋には、山陽新幹線の輸送体系を大きく変えるダ

財務業務システムについては、ＥＲＰの導入による再

イヤ改正を実施するほか、在来線の特急「しらさぎ」
「加

構築を、平成15年度目途で開発を推進しているほか、人

越」や快速「マリンライナー」に新車両を投入、鳥取県

事業務システムについても、現在システムの再構築に向

内の山陰線、因美線の高速化の完成など輸送サービスの

け準備を進めています。

一層の充実に取り組んでいます。また、平成15年中に非

また、本社社員を対象に出張・フレックス勤務等の申

接触型ＩＣカード「ＩＣＯＣＡ（イコカ）
」をアーバンネ

請及び承認を行う「ワークフローシステム」を昨年稼動

ットワークに導入する予定です。一方、次期大型プロジ

させ、今後、対象業務の拡大及び全社的拡大に向け準備

ェクトである大阪駅北ビル再開発については、現在のイ

を進めています。この他、販売実績の確定を早期化する

メージを一新する魅力的な大規模複合施設にすべく、検

新審査システム、輸送計画システム、施設電気運転取扱

討を進めています。

システム等様々な業務系システムの構築についても同時
に推進しています。

2．情報化の取組み

(3)営業系システムの新設・再構築

(1)システムインフラの再構築

・ＩＣＯＣＡシステム

当社では、平成12年度からＩＴを積極的に導入し、当
32
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駅において、非接触型のＩＣカード「ＩＣＯＣＡ（愛
称：イコカ）
」を使った出改札システムの導入を予定して
おります。また、関西私鉄・地下鉄等の共通乗車システ
ム「スルッとＫＡＮＳＡＩ」との相互利用についても協
議を進めています。
さらに、ＩＣカードを用いた新たなサービス・ビジネ
スについても検討を進めています。

ｅビジネスサイト「ＪＲおでかけネット」画面

(3)インターネットを利用した「列車運行情報」の提供
非接触型ＩＣカード「ＩＣＯＣＡ（イコカ）
」

（http://traininfo.westjr.co.jp/list.html）
インターネットで、当社エリアの列車運行情報の提供

・ＪＲおでかけネット（http://www.jr-odekake.net）
インターネットを活用した営業販売施策として、当社

を行っています。内容は、概ね30分以上の遅れが発生も
しくは見込まれる場合に、列車遅れや運休原因となる事

では、ｅビジネスサイト「ＪＲおでかけネット」を2年

象の概要、発生時刻、発生箇所、影響の出ている線区、

前から開設しています。
「ＪＲおでかけネット」では、Ｊ

運行状況をご案内するもので、
「ＪＲ西日本ホームページ」

Ｒを利用されるお客様が必要とされる各種情報の提供と

「ＪＲおでかけネット」各ホームページ上及び携帯電話の

会員登録（無料）を行ったお客様に、インターネットＪ

「Ｊ‐スカイ」
「ｉモード」
「ＥＺｗｅｂ」で提供していま

Ｒ券予約「ｅ5489」
、ホテル・旅館予約「ｅ−お宿」等

す。

のサービスを提供しています。昨年11月には、駅情報の
掲載範囲を管内全駅に拡大、
「ｅ5489」サービスで予約
できる列車範囲の拡大と予約回答時間の短縮、併せてサイ
トの全面リニューアルを実施いたしました。
◎ＪＲおでかけネット
コンテンツ名

コンテンツ概要
内

容

JR西日本エリアを運行する全ての列車の指定席、
越後湯沢駅・長岡駅で在来線と乗り継ぐ場合の
上越新幹線、小倉駅・博多駅で乗り継ぎ可能な
JR九州の特急列車の指定席の予約をパソコン又
は携帯電話で行う。
列車時刻・運賃検索サービス
マイ・ダイヤ
（画面に出発駅と到着駅を入力すれば、発車時刻・
乗換案内、到着時刻、所要時間等が確認でき、
運賃料金も表示する。）
駅の写真、時刻表、施設･サービス情報、接続交
駅情報・路線図
通機関、駅の地図・天気予報を掲載しているほか、
主要駅の構内図、バリアフリー情報を掲載。
大型時刻表のピンクのページに記載されている
きっぷ・列車案内
内容を中心に、当社エリア内のトクトクきっぷ
情報や、京阪神エリアの定期運賃が検索できる「マ
イテイキ」、新幹線・特急等主な車両の案内情
報を提供。
どこいこステーション おでかけ情報を提供。エリア別のイベント情報、
おでかけスポット情報、JR西日本キャンペーン
情報の３つを提供。
ホテル・旅館の検索や、JRおすすめの旅行情報
ｅ-お宿・旅行案内
を提供、予約もできる。
JR企画商品、沿線観光、イベント情報等の「JR
メールマガジン
おでかけＮＥＷＳ」の会員向け配信サービス

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄJR券予約
（ｅ５４８９）

JR西日本「列車運行情報」提供画面

3．ＫＩＩＳとの関わり
当社は、平成6年から参画させていただいており、こ
れまで高度情報通信システム研究会や情報セキュリティ
研究会にも参加させていただきました。また、現在理事、
政策委員を務めさせていただいております。
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研 究 員 コ ー ナ ー

財団法人関西情報・産業活性化センター
調査事業部

研究員 石橋

裕基

研究員の石橋裕基と申します。KIIS

動は少なくなりましたが、友人の結婚パーティー等で

入所は平成11年４月ですので、今年で５年目を迎えま

の演奏は相変わらず続いています。写真も友人の結婚

す。入所後４年間は一貫して行政情報化関連の調査業

パーティーでのひとコマです。ドラマーの宿命なので

務を担当してまいりました。自治体の情報化計画の策

すが、ほとんどステージの最後部でしかも座って演奏

定や情報ネットワーク構築に関する調査、それに簡単

するため、写真に写りにくいのです（写真中央、座っ

な業務システムの開発等を行っております。

ているのが私です）
。

調査事業部

昨今、
「e-Japan計画」に代表されるように、行政に
も情報化を導入しようとする動きが盛んです。KIISは
情報化を通じて地域・行政の発展と活性化を推進する
プロジェクト財団であり、与えられたミッションは非
常に重要なものであると考えております。
数年前より、
「行政評価」に関心を持っております。
いわゆるＮＰＭ（New Public Management）と言われ
る、行政にも民間企業の経営改革手法を取り入れよう
とする取り組みです。中でも私は特に「住民の視点に
立った、わかりやすい評価」が重要であると考え、平
成12年度に『情報化社会における地方主権実現〜イン

ジャズの面白さは、その場その場でのプレイヤー同

ターネット行政評価実験』を実施いたしました。これ

士の「掛け合い」
（インタープレイ、などと言います）

は関西地域の自治体の方々にご協力いただき、ホーム

にあると思います。同一メンバー、同一曲目でも二度

ページ上で各市の行政サービス水準を第三者機関とし

と同じ演奏はできませんし、その分集中力が演奏のデ

て横断的に公表し、いろいろな人からご意見をいただ

キを大きく左右します。クラシックやロックとはまた

こうというものです（実験の詳細は同名の報告書にま

違った面白さがあります。薄暗いイメージがあるかも

とめてあります。ご希望の方はご連絡ください）。実

しれませんが、意外にハマる魅力があるのです。

験自体は未完成の部分が多く、また良くも悪くもかな

演奏もさることながら、ジャズのＬＰやＣＤを集め

りの反響を呼んだわけですが、昨今の情報公開の流れ

るのも大好きです。ＫＩＩＳの事務所がある大阪駅前

や行政評価の導入状況を見ていると、決して間違った

ビル周辺には、中古のレコードやＣＤを販売する店が

試みではなかったと思っております。

たくさんあります。週に２、３度は「何か掘り出しモ

この仕事を通じ、行政や民間企業を含め、たくさん

ノはないかな」と物色して歩いているのですが、長年

のユニークな方々と知り合いになることができまし

探していた幻のアルバム等を発見したときのうれしさ

た。そういう人たちは、特に会議が終わってからのオ

は筆舌に尽くせぬものがあります。そういう時、実は

フ会（つまり飲み会）にて本領を発揮されます。関西

すごく興奮しているのに、どういうわけか平静を装っ

の活性化のために一肌脱いでやろうという方々の、ア

てしまうのはなぜでしょうか。私だけでしょうか。

ルコール入りの熱弁には圧倒されることもしばしばで

というわけで、すごく貴重なＬＰ・ＣＤをお持ちの

す。私と同じ、あるいは私よりも若い世代のメンバー

方、ジャズの生演奏が聴けるオシャレな店をご存知の

があまりいないのが残念ですが、このような集まりに

方、あるいはバンドを組んでいただける方、ＫＩＩＳ

はこれからも積極的に参加したいと思っています。

石橋までご一報いただきたく存じます。もちろん情報

話は変わりますが、学生時代からジャズドラムを叩
いています。現在は仕事が忙しく、定期的なバンド活
34

化計画の策定その他調査業務のご用命も承ります。
今後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

