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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。

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。

応援隊』の活動、すなわちＩＴを活用した

本年もかわらぬご支援のほどお願いいたし

中堅･中小企業の経営改革を支援いたしま

ます。

す。また、引越手続きをはじめ官民連携の

昨年の近畿経済は、輸出が好調に推移し、

『関西手続きワンストップサービス』のサイ

内需につきましても、設備投資が増加、個

ト運営や、一昨年より始めた大阪府立ＩＤ

人消費に持ち直しの動きがみられるなど、

Ｃの運営管理など、いずれも、当財団の特

総じて緩やかな改善をみました。製造業で

長を生かした活動を進めます。

も、積極的な設備投資の動きなど、一部に

また、これまで重点事業として実施して

「関西回帰」の動きがみられ、「二重の空洞

きた「行政の情報化調査」や「行政･地域情

化」から脱却の兆しがみえてまいりました。

報化フォーラム」など、情報化支援事業も

しかし、最近になって、原油・原材料価

展開するとともに、ＩＰｖ６の普及・啓発

格や海外経済の動向などについて不透明感

活動やインターネットサービス事業にも注

がでており、基調としての回復が続く中で、

力してまいる所存であります。

景気は踊り場の局面を迎えつつあり、先行
きの動向を注視していかねばなりません。
さて、4月1日からは、個人情報保護法が
全面施行されます。当財団は、昨年10月、

本年は、当財団35周年の節目の年になり
ますが、地域社会および賛助会員のお役に
立つような事業展開を企画しております。
みなさまにとって、今年がよい一年とな

プライバシーマークの付与認定を受け、着

りますようお祈りいたしますとともに、Ｋ

実に準備を整えておりますが、情報化の推

ＩＩＳの事業に対する皆様のご理解・ご支援

進を担っております私ども財団といたしま

を賜りますようお願いし、新年のごあいさつ

しては、今後とも積極的にかかわっていこ

とさせていただきます。

うと思っております。
さらに、本年の事業の柱として、近畿経
済産業局と連携を図りつつ、
『関西ＩＴ経営

１

平成16年度情報化月間行事 ＩＴシンポジウム「Info−Tech2004」

最先端ＩＴ・ユビキタス技術で産業とビジネスを変える
〜デジタル家電と携帯電話が牽引する新たなものづくり〜を神戸で開催

平成16年11月18日(木)神戸国際会議場で、当財団と兵庫県の共催で、「平成16年度

情報化月間行事

ＩＴシンポジウムInfo-Tech 2004」を、
「最先端ＩＴ・ユビキタス技術で産業とビジネスを変える〜デジタ
ル家電と携帯電話が牽引する新たなものづくり〜」をテーマとして開催しました。あいにくの天候でし
たが、シンポジウムには約250名、交流会には約150名の参加と盛況でした。アンケートの結果、シンポ
ジウムについて96％の方が「大変良かった」
「よかった」との評価をいただきました。
基調講演は、独立行政法人情報通信研究機構 理事長（前 京都大学 総長）の長尾 氏による「ユニバ
ーサル・コミュニケーションの実現に向けて」について、特別講演は、マイクロソフト・リサーチ・ア
ジア 研究マネージャー・博士のウェイ-イン・マ氏による「中国における情報通信技術とマイクロソフ
ト・リサーチ・アジア(MSRA)の研究開発」についてご講演いただきました。午後からは、
「新しいＩＴ
ものづくり」
、
「次世代を担うソフトウエアクリエイター」
、
「家電を変える技術〜ユーザの利便／幸せの
観点から〜」
、
「携帯電話ビジネスとものづくり」の４テーマでパネルディスカッション、併設したポス
ターセッションでは、本シンポジウムの講演者や委員が所属する大学、研究機関、企業等による研究成
果、製品、サービス等をデモ展示しました。また、夕刻より、講演者と参加者による交流会を開催、情
報交換や交流を深めました。
次回は、大阪での開催となりますが、皆様のお役に立てるような企画にして参りたいと考えておりま
すので、今後ともよろしくお願いいたします。
本号では、基調講演の概要をご紹介させていただきました。

（基調講演のＮＩＣＴ

２

長尾氏）

（講演会場は盛況）

平成16年度情報化月間行事 ＩＴシンポジウム「Info−Tech2004」

基調講演「ユニバーサル･コミュニケーションの実現に向けて」

独立行政法人情報通信研究機構

理事長

長尾

本日は、「ユニバーサル・コミュニケーションの実

「ｕ−Ｊａｐａｎ」を目指すことになっています。

現に向けて」というテーマでお話をさせて頂きます。

「ｕ−Ｊａｐａｎ」の「ｕ」というのは、ユビキタス

私は、去年の暮まで京都大学におりましたが、この４

です。そういうことで私どもは、インフラ構築の立場

月から情報通信研究機構の理事長を務めております。

からユビキタス・コンピューティング、ユビキタス・

情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）は、旧郵政省の電波研

ネットワークということを意図して、研究開発を実施

究所が前身の通信総合研究所（ＣＲＬ）と特殊法人で

してまいります。

ある通信・放送機構（ＴＡＯ）が統合され、この４月

さらに、ＮＩＣＴでは、その先の2015年、2020年も考

から新たに発足した独立行政法人で、情報通信分野に

えて、研究開発、基礎研究をしなければいけないと考

おける我が国の唯一の公的研究開発機関として、情報

えており、それは、ユビキタス・コミュニケーション

通信技術の研究開発を実施しています。

という概念であるというふうに打ち出しているわけで

本日のテーマは、「最先端ＩＴ」と書いてございま

す。ですから、ユビキタス・コンピューティング、ユ

す。これは、インフォメーション・テクノロジーとい

ビキタス・ネットワークを越えて、もう10年、15年先

うことと思いますが、私どもは、インフォメーショ

の将来は、ユビキタス・コミュニケーションを実現す

ン・アンド・コミュニケーション・テクノロジー（Ｉ

る。そしてもっともっとユーザーの立場を考えますと、

ＣＴ）、つまり、情報というのは情報を集めるだけで

それはユニバーサル・コミュニケーションという概念

はなくて、コミュニケーションという立場から十分に

にならなければならないのではないかと考えていま

使われるということを重視しています。そういう意味

す。

で、情報通信政策を担当する総務省の所管であるとと

具体的には、どこの国の誰とでもコミュニケーショ

もに、日本の将来のＩＣＴ社会のあるべき姿に関する

ンができるようにしたい。コミュニケーションは、一

国の施策に関して、積極的に提案をしていくという立

対一だけでなく、一対多、多対多でやる場合もありま

場でもあるわけです。

す。また、人と人のコミュニケーションだけでなくて、

私どもは、今までインフラ構築ということを重視し

これからは、人と機械が自由にコミュニケーションで

てまいりました。ハイスピードのコンピュータ・ネッ

きなければいけません。後でも申しますが、21世紀は

トワークを整備するということで、現在、我が国では

知の時代と言われています。知識を創出し、知識をも

ｅ−Ｊａｐａｎ構想に取組んでおります。これは、例

っていろいろな活動をする。そういう意味で、知識社

えば、国としては、2005年までに電子政府の確立、電

会ということを考えた場合、いろいろな知識をコンピ

子行政の推進等々、いろいろな形でインフラを整備し

ュータの上に、情報システムの上にのせて、それをネ

て、ペーパーレス社会に向けて努力をすることとなっ

ットワークで結んで、人間が自由に使えるようにしな

ております。

ければならないということですから、誰もが便利にど

また、その次の2005年から2010年の５年間は、何を

んな機械でも自由に使えるようなことを考える。つま

目指すべきかということを総務省で検討した結果、

り、人間と機械との間でコミュニケーションが自由に
３

ユニバーサル・コミュニケーションの実現に向けて

できなければならないということです。

がまた脚光を浴びてくると思います。近距離、例えば

それからもう一つは、機械と機械も自由にコミュニ

家庭の部屋の中、あるいは部屋と部屋の間で三次元テ

ケーションできなければならないということを想定し

レビのデータを自由に交換できるような、近距離にお

ています。後ほど、ユビキタスホームという研究開発

ける広帯域無線技術というものが、非常に大切になっ

プロジェクトに少し触れますが、そこでは人間が機械

てきます。ラスト10ｍと言われるように、コミュニケ

を自由に使えるとともに、人間の気持ちを汲んで機械

ーションの距離がどんどん人間に近づいてきていると

同士が自由にコミュニケーションをできるようにしな

言えます。

ければならないということです。いちばん簡単で理解

さらに言いますと、ヒューマン・インタフェース、

しやすいのがロボットです。ロボットは、一つのロボ

人間と機械との間がもう直接的につながる。例えば、

ットが自由に仕事をするというのでなくて、いくつも

マイクロチップを身体に埋め込む話がありますが、こ

のロボットが集まって協調しながらある目的を達成す

れは、人間とチップとの間が０ｍの距離になるという

る。機械同士もコミュニケーションをして、ある目的

わけです。そういうところでどういう技術を開発しな

を達成する。そういうことが実現できる社会というも

ければならないということが、また大きな問題になる

のを考えなければならない。ユニバーサル・コミュニ

わけです。

ケーションをこのように捉えており、その概念は非常
に広く、やるべきことはたくさんあります。
図１は、いま申し上げましたことをグローバルに、

図２は、総務省が「ｕ−Ｊａｐａｎ」構想として発
表した内容で、賑やかにいろんなものが並んでいます
が、要するに、お年寄りや子供、コンピュータに全く

地球世界全体でやるということを示しており、オフィ

関心のない人達でも、意識をせずにこういうものが自

スや機械が、ネットワークを通じて、自由に他のもの

由に使え、そして誰とでもコミュニケーションできる。

とコミュニケーションできるということを表していま

そしてまた、便利に自分の知的活動、あるいはアミュ

す。

ーズメントなどにも利用できる。
また、経済あるいは地域、生活へのインパクトはど
うか。それによってどういうメリットが出てくるかと
いうことも検討されています。それらを踏まえて、研
究開発計画をしっかり立てて、これからの５年間を頑
張らなければいけないというわけです。

図１

ユニバーサル・コミュニケーションの時代

なお、この線は、有線である必要は全くなくて、無
線（ワイヤレス）であると考えて頂いてもいいのです。
これからは、ますます無線の利用が進んでいきます。
つまり、どこにどういう装置を持って行っても、それ
が自由にネットワークにコネクションされて、他のと

図２ U−Japan(2010年に…ICT社会)構想

ころとコミュニケーションする。そういうことを意図

先ほどからの繰り返しになりますが、目に見えない

しているわけですので、これからは、無線というもの

ネットワーク、コミュニケーションのネットワークが

４

ユニバーサル・コミュニケーションの実現に向けて

活用されるためには、いわゆるデジタル家電を含めて、

希望する方々に対してラボラトリーをお貸しして、そ

あらゆる機器が、情報・知識を持って、外部状況を自

のラボラトリーの持っている機能を使って研究をして

律的に判断しながら適切な応答や対話、行動をできる

いただけるという環境です。小さな企業でも、おもし

ように知的なものにしなければならないということで

ろい研究をしたいけれども、なかなか研究環境が整っ

す。これは、機械が人に対してやるだけではなくて、

ていないという場合にお使いいただけます。あるいは

他の機械との間で適切な応答、対話、適切な行動がで

大企業でも、先進的な実験装置、システムといったも

きなければなりません。それは、ロボットだけでなく、

のはなかなかたいへんだという場合に使っていただけ

じっと動かない機械でも、機能的にいろいろな行動を

ます。

しているわけですから、適切な行動が取れるようにし
なければいけません。

ＮＩＣＴは、本部は東京郊外の小金井市にあります
が、例えば、関西学研都市の中に「ＮＩＣＴけいはん

また、人間にとってやっかいだなと思わせないよう

な情報通信融合研究センター」がございます。同セン

な、人間と共生できるような機械、情報システムであ

ターにおきましては、主としてヒューマン・インタフ

ることも大事ですから、そういう面からも徹底的に研

ェースとか、ロボテクスとか、そういう人間に近いと

究しなければならないというわけです。そういうこと

ころの研究を実施しています。そういった意味で、こ

を実現するためには、「あらゆる場所とか空間が情報

の関西の、特にデジタル家電関係等とは、たいへん密

空間であるという状況を作らなければならない」とい

接な関係がございまして、同センターにユビキタスホ

うことです。そしてインタフェースがきちんと取れる

ームというオープン施設を作っております。これを皆

ことが大事です。そのため、インタフェースが自由に

様方にお使いいただく、お貸しする、そしていろいろ

取れる情報空間は、どういう空間として作らなければ

なことをやっていただけるようにしているわけです。

ならないかということを徹底的に研究していこうとい

何故こういうものを作っているかと言いますと、や

うわけです。

はり、実際に日常的な形で住んで使ってみないと、な

図３のイメージは、今でも頑張ればできるような範

かなか良し悪しは分からないということです。今まで

囲のものです。留守中に掃除ロボットが掃除してくれ

は、テクノロジー・ドリブンといいますか、こんな装

る、奥さんが勤め先から帰ってきた時には、ご飯が炊

置作ったら、きっとみんな喜んで使ってくれるだろう

けていて、お風呂も沸いている等いろんなことができ

といって作って売る。けれど、なかなか売れないとい

るようになるだろうという図です。

うことがよくあるわけです。そして、２年も３年も改
良したりすることによって、本当に使えるシステムが
できてくるわけです。ユーザーが望んでいるものを、
ユビキタスホームに住んでいただいて見つけていくと
いうことです。つまり、ユーザー・ドリブンというよ
うな立場で研究開発を進めていくのが、これからのＩ
ＣＴ社会の大きなポイントですので、こういう手法で
頑張りたいというわけです。
では、これから目指すべき社会・豊かな情報空間環
境というものは、一体どういうものであるのかという
ことを、ユーザーの立場から考えてみたいと思います。

図３

ユニバーサル・コミュニケーション

少なくとも我々人間にとって「便利な環境」を作るこ

ＮＩＣＴでは、オープンラボというものをいろいろ

と、
「安心・安全な環境」を作ること、
「知的活動が自

なところで開設しております。このオープンラボは、

由にできるような環境」を作ること、そして、「楽し
５

ユニバーサル・コミュニケーションの実現に向けて

く過ごせる環境」を作ること、この４つの大きな柱が、

新聞等でもいろいろ取り上げられておりますが、安全

ユニバーサル・コミュニケーションのために必須のこ

なコミュニケーションができる、プライバシーも十分

とであると考えたわけです。

保護される、そういうものでなければならないと思い

まず、「便利な環境」については、最近では、米粒

ます。次に、Resiliencyに富むシステムの構築であり

チップ（ＩＣチップ）が作られて、いろいろなところ

ます。これは、膨大なネットワーク、無線ネットワー

に使われるようになってきていますが、そういう米粒

クになりますといろいろなところで、ほころびや故障

チップをどのように活用して、便利な社会を作ってい

が出てくる可能性がありますが、そういう場合も、ほ

くかということです。ＩＣチップは、もちろんネット

ぼ自動的に、柔軟性をもってシステムが回復する、強

ワークで連携・協調をしていくことになりますが、必

化される、そういった弾力性、しなやかさを持ったシ

ずしも有線ではなくて、無線でつながっておればよく、

ステム技術を作っていかなければならないということ

いわばアンコンシャスなネットワークであります。つ

です。それから、危機管理という視点からも考えなけ

まり、ネットワークをほとんど意識せずに、簡単に誰

ればなりません。例えば、新潟の大地震のような時に

でも自然感覚で使えるインタフェースにする。そうい

も、コミュニケーションがきちんと確保されるために

う状況をあらゆるもの、あらゆる場面で可能とするよ

どうしたらいいかという問題です。相当な災害が起こ

うにすることによって、人間の能力を拡張することが

っても直ちに、個人がちゃんとコミュニケーションを

できるということです。

確保できるような機器だけでなくて、全体のコミュニ

例えば、図４の真ん中にあります小さなＩＣチップ

ケーション・システムを作っていかなければなりませ

をいろいろなところに埋め込んでおくことによって便

ん。それが、我々のＮＩＣＴとしての技術開発の一つ

利になる。これからスーパーマーケットのいろんな品

の義務でありまして、現在、真剣に検討しているとこ

物に、バーコードの代わりにＩＣチップをつける。こ

ろです。それから、もちろん地球環境の悪化をくい止

のＩＣチップは、１個１円か２円で作れないと実際に

めるために、いろいろなセンサーシステムでもって観

はなかなか使えないわけですが、たぶん将来はそうな

測し、警告を発するなどして、改善していくという努

るでしょう。そうすると、この牛肉はどの牛から取れ

力をしなければいけないわけです。

た牛肉で、どういう経路でやってきたかといったヒス

その次は、「知的活動を自由にできるような環境」

トリーが分かるから、スーパーマーケットでも安心し

です。現在、グローバルな社会、世界全体が一つの社

て買うことができるようになります。

会になりつつありますが、やはり言葉の問題を何とか
して解決しなければならないと思います。関西学研都
市では、ＡＴＲが音声翻訳電話というのを研究開発し
ておられますが、こういうものをもっともっと精緻な
ものとして、多言語で自由に使えるレベルまでもって
いく必要があるわけです。
それから、ユーザーの嗜好に合わせた情報検索、効
果的な表示ができるようにしなければいけません。知
識を自由に活用できるようにするためには、まず、適
切な知識を取り出すことができなければなりません。
それから、バーチャルリアリティによって世界中の人

図４

ユニバーサル・コミュニケーション

たちとコミュニケーションができるようにするという

「安心・安全な環境」という面でこれから特に考え

ことです。言葉だけでなく、手話とか動作とかいろい

なければならないのは、情報セキュリティの問題です。

ろな形でコミュニケーションができるようにするとい

６

ユニバーサル・コミュニケーションの実現に向けて

うことです。

それから２番目には、ＩＣＴ社会の脅威を取り除く

こういうことを実現していくためには、コンテンツ

ための技術、国民に安心・安全を与える技術の開発で

というものをもっともっと充実させなければならな

あります。それから３番目には、20年、30年先のこと

い。過去の情報、過去の知識を入れるだけでなく、現

を考えて、基礎研究も強化して行く必要があります。

時点の知識をどんどん入れて、それが活用できるよう

それから４番目には、実証あるいは実用化をきちっと

にしなければいけないわけですから、コンテンツ作成

促進することです。

ということが、非常に大事になってくるわけです。そ

ＮＩＣＴとしましては、ユニバーサル・コミュニケ

の方面も、これからもっと頑張っていくことが必要で

ーションの実現に向けて、日本初の新たなＩＣＴの基

あります。

礎を作っていくこと、ＩＣＴ社会が安心・安全なもの

「楽しく過ごせる環境」は、最も商品価値が高いと

になるようにすること、さらには、10年、20年後に、

いうか、世界に広がっていく要素ですから、非常に大

日本の技術がどんどんと世界をリードするようになる

切なものです。エンターテイメント、バーチャルリア

ための種をまくこと、それとともに、現実の産業とい

リティで、世界のどこでも観光ができるというような

うものがちゃんと発展するような、面白い技術開発を

こととかが考えられるわけです。私どもの研究所でも、

どんどんやっていくというテストベッドの提供と促進

携帯電話をもっともっと充実させることによって、京

に努力していきたいと思っております。

都市内の携帯観光をできるようにしたいということで
頑張ろうとしています。

本日は、これからのＩＣＴ社会の夢といいますか、
その夢を実現するためにどうしたらいいかということ

例えば、京都にアメリカの人が来た時に、京都駅で

について、お話をさせていただきました。特にそのよ

携帯電話を借りて、英語で質問すると、日本語でそれ

うな分野では、関西地区が日本において非常に実力の

が解釈されて的確な回答をしてくれる。例えば、どこ

あるところでございますので、是非こういうカンファ

に行くためにはどういうルートを通って行ったらいい

レンスを通じて、皆様方が頑張っていただけるとあり

かとか、そこにはどういう歴史的記念物があって、ど

がたいと思っております。以上で、お話を終わらせて

ういうヒストリーを持っているかとか、観光旅行する

いただきます。ありがとうございました。
（拍手）

時に必要になるあらゆる種類の情報が、携帯電話を操
作することによって分かる。そして、それをガイドに
して、どんどん楽しく観光旅行をするとともに、ちゃ
んとした知識も獲得できる。そういった携帯観光とい
うのを実現しようということで、いろいろ検討してい
ます。これは、世界的にも広がっていく可能性がある
わけです。
さて、今後の情報通信技術に関する研究開発の方向
についてでございますが、我が国の優位性を活かして
国際競争力を確保するということが、まず大事であり
ます。デファクト・スタンダードをきちっと作ってい
けるぐらいにまで、例えば、モバイル技術、フォトニ
ックネットワーク技術については、取り組む必要があ
ります。これらは、ヒューマン・コミュニケーション
の立場から取組んでいく必要がありますが、それは十
分できると思います。
７

「 関 西 I T 経 営 応 援 隊 」 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．関西ＩＴ経営応援隊とは

す。

「関西ＩＴ経営応援隊」は、中堅・中小企業のＩＴ

（６）官民を含めた企業のＩＴ化を支援する機関

化を推進する目的で、これまで関西地区の産業情報化

（中小企業支援センター、金融機関、民間企業

を推進してきた近畿経済産業局、関西ＩＴ推進本部、

等）が実施する、中堅・中小企業のＩＴ化を推

大阪商工会議所、ＩＴＣ近畿会、ＮＰＯ法人ＩＴ百撰

進するためのイベントやセミナー等に、「関西

アドバイザー・クラブ、（財）関西情報・産業活性化

ＩＴ経営応援隊」の名称及びロゴを付与し、関

センターの呼びかけのもと、2004年９月から開始した

西ＩＴ経営応援隊として、中堅・中小企業に紹

もので、2006年度まで３年間実施する経済産業省推進

介します。

プロジェクトです。

３．関西ＩＴ経営応援隊の隊員になるメリット
２．関西ＩＴ経営応援隊の活動内容
関西ＩＴ経営応援隊では、ＩＴを活用した中堅・中
小企業の経営改革を応援するために、次の活動を行い
ます。

関西ＩＴ経営応援隊では、ＩＴを活用した中堅・中
小企業の経営改革を応援するために、次の活動を行い
ます。
（１）多様な広報活動ができます。

（１）関西ＩＴ推進本部及びＮＰＯ法人ＩＴ百撰ア

隊員になれば、関西の中堅・中小企業に対し

ドバイザー・クラブが、2001年より実施してき

て、宣伝や情報発信をしたい場合、関西ＩＴ経

た「関西ＩＴ活用企業百撰」事業と連携し、Ｉ

営応援隊が行うイベント、または作成するガイ

Ｔを活用して優れた業績をあげている中堅・中

ドブックやホームページ等で、広く情報を発信

小企業の事例を収集します。その中から、優秀

できます。

事例を表彰することにより、関西の元気な中
堅・中小企業を紹介します。
（２）ＩＴコーディネータや大企業を退職したボラ

（２）お役に立つ情報が入手できます。
隊員になれば、ＩＴ活用をした企業の成功事
例集、企業のＩＴ化に関する支援活動の事例集、

ンティア等による、中堅・中小企業のＩＴ化に

関西のＩＴ化支援施策ガイドブックが提供され

関する様々な支援活動の情報を発信します。

ます。

（３）中堅・中小企業のＩＴ化を推進するため、官
民を含めた企業のＩＴ化を支援する機関（中小

（３）入隊は無料です。
隊員になるのは、無料です。隊員になれば、

企業支援センター、金融機関、民間企業等）が

関西ＩＴ経営応援隊として活動するために、中

実施している、各種のＩＴ化関連支援施策を収

堅・中小企業を支援する施策、セミナー等の情

集したハンドブックを作成します。

報をご提供頂きます。

（４）中堅・中小企業のＩＴ化を推進するためのイ
ベントやセミナーを開催します。

８

４．関西IT経営応援隊の募集

（５）関西ＩＴ経営応援隊ホームページに、中堅・

ＩＴを活用して、中堅・中小企業の経営改革を応援

中小企業のＩＴ化推進に関する情報を掲載しま

する「関西ＩＴ経営応援隊」の趣旨に賛同し、共に事

「関西IT経営応援隊」について

業を実施して頂ける方を募集しております。（個人、

【お問合わせ先】

ＩＴＣコミュニティ、ＮＰＯ法人、業界団体、ベンダ

「関西ＩＴ経営応援隊」事務局

ー等の民間企業、金融機関、商工会議所、中小企業支

(財)関西情報･産業活性化センター

援センター、府県政令市 等）

地域振興事業部 担当：西田、古寺

皆様のご理解と事業への積極的な参画により、関西

〒530-0001 大阪市北区梅田１−３−１−800

の中堅・中小企業の競争力を向上させ、多くの中堅・

大阪駅前第１ビル８階

中小企業が勝ち残るサイクルを一緒に作り上げましょ

ＴＥＬ：０６−６３４６−２９８１

う。

ＦＡＸ：０６−６３４６−２４４３
E−mail：kito-staff@deliver.kiis.or.jp
U R L : http://www.kiis.or.jp/pps/kito/

「関西ＩＴ経営応援隊」への参画は、別紙「加入申
込書」にご記入の上、事務局までご連絡下さい。

＜関西ＩＴ経営応援隊の支援イメージ＞
関西IT経営応援隊
国、府県、政令市

国、府県、政令市

ベンダー等
民間企業

中小企業支援センター

商工会議所

商工会議所

IT化支援
IT化支援

IT化支援

金融機関

各機関が隊員と
なると・・・
中小企業支援センター

金融機関

IT化支援

ベンダー等
民間企業

IT化支援

事務局
（財）関西情報・産業活性化センター

様々な事業による
IT化支援

関西の中堅・中小企業

関西の中堅・中小企業

９

「鉱石の道」産業遺産モニターツアーレポート
財団法人

関西情報・産業活性化センター

地域振興事業部

主席研究員

広瀬

浩二

当財団は、近畿経済産業局より、平成１６年度電源地域振興指導事業
「鉱石の道」観光事業化計画を受託し、その調査研究事業の一環として、
「鉱石の道」産業遺産モニターツアー２００４（鉱山町と近代化遺産を巡
る大人の修学旅行）を１０月６・７日に実施した。１日目は、姫路駅に集
合、バスで直接明延鉱山に向かい、明延鉱山探検坑道、大仙選鉱場跡を見
学、午後は、朝来町の神子畑に移動し、神子畑鋳鉄橋、ムーセ旧居等を見
学し、多々良木みのり館に宿泊した。２日目は、三菱マテリアル生野事業
図１

明延鉱山探検坑道

所、史跡生野銀山を訪問し、その後、生野町内の歴史的建造物や街並みを、
地元の人が案内するという内容であった。
モニターは、１泊２日の参加費９５００円で新聞（神戸新聞＜１０月１
６日＞、毎日新聞＜１０月１７日＞）やホームページで公募した。結果、
神戸・阪神・姫路地域を中心に５８名の応募があったが、準備の都合上、
参加者を２８名に限定した。応募者５８名のうち、男性は３５人、女性が
２３人で、年齢構成は５０代１５人、６０代１６人、７０代１０人で、５
０代以上が４１人で、全体の７割を占める。３０代、２０代、１０代、１

図２

大仙選鉱場跡

０代未満はいずれも２〜３人で、産業遺産への関心が中高齢者に集中して
いることがわかる。地域別に見ると、神戸市１５人、明石市７人、西宮市
６人で、神戸・阪神地域からの応募が多かった。
さて、モニターツアーは、スタッフ１２名を加えて４０名で実施した。
途中のバスの中で、スタッフが鉱山産業遺産の歴史的経緯や背景、現状を
説明するほか、鉱山経営の推移や鉱石から銀、銅、錫ができるまでの採石、
選鉱、精錬過程の紹介に関するビデオを放映した。現地では、産業遺産の
説明のほか，銀粘土細工など、体験の機会も設けた。わずか２日での「鉱
石の道」の体験旅行であったが、参加者の多くが過去居住していたとか、

図３

図４

10

神子畑鋳鉄橋

神子畑選鉱場跡

父親が鉱山で働いていた、あるいは歴史遺産に興味があり、将来当地を訪

図５

旧神子畑鉱山事務舎

図６

三菱マテリアル生野事業所

「鉱石の道」産業遺産モニターツアーレポート

れたいと思っていたなど、何らかの縁で生野、神子畑、明延に関心を持っ
ていた人が多かったせいか、ほぼ全員の方に今回のツアーに満足していた
だけたのが印象的だった。２８名の参加者のアンケート調査結果は、下記
のとおりである。反省する点があるとすれば、ツアーの実施主体が大学・
研究機関等の外部機関の関与が大きく、地元主体がやや弱かった点ではな
いかと思う。
本事業は、昨年度事業で、観光振興方策の一つとして提案したイベント
である「大人の修学旅行」を、社会実験として実施してみようということ
から始めたものである。
我々の意図は、こうしたツアー事業が地元の新しいコミュニティビジネ
スとして、この3地域に定着することをねらったものであるが、その第一
歩として、多くの人がこの企画に関心を寄せ、また参加された方も満足さ
れ、またもう一度、
「今度はゆっくりとこの地を訪れたい。
」と思われたと
図７

史跡生野銀山

いうことは、当初予定どおりの成果が上がったのではないかと考えている。
今後は、この社会実験の成果を活用し、次年度以降において、地元主体
でこのイベントを継続的に実施し、明治以降の近代国家の建設が、お雇い
外国人の智恵と先人の辛苦とベンチャー精神の発露によって進められたこ
とを、継続的に内外に情報発信されることが必要である。その結果として、
この地域の近代化産業遺産が、文化財として価値を高め、観光資源として
も活用され、そこから新しい観光・文化産業が台頭し、かつての産業遺産
が、再びふるさとの資源としてよみがえることを切に望む次第である。

図８

旧鉱山官舎
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情報セキュリティ対策の重要性高まる！

平成16年度

行政の情報化に関するアンケート調査
財団法人

関西情報・産業活性化センター
調査事業部

０%

財団法人 関西情報・産業活性化センターでは、
「行

２０%

研究員

４０%

６０%

３９．
６

全体 n=１９７

高市

８０%

関する施策展開の状況や課題等について、毎年アンケ
ート調査を実施している。このたび、平成16年６〜７
月に実施した調査結果がまとまったので、その概要を
報告する。

１００%

５０．
８

８．
１

政・地域情報化フォーラム」の一環として、平成10年
より関西地域（２府５県）の自治体を対象に情報化に

英司

１．
５
１．
４
５
１万人未満 n=７４ ９．

１６．
２

７３．
０

２．
０

１万人以上
３万人未満 n=４９

２２．
４

６．
１

６９．
４

３万人以上
５万人未満 n=１３

６９．
２

５万人以上
１０万人未満 n=２５

２３．
１

７６．
０

１０万人以上
３０万人未満 n=２１

２４．
０

８５．
７

３０万人以上 n=１５

７．
７

１４．
３

９３．
３

６．
７

１．調査概要
１．
６

（１）目的：関西地域における行政・地域の情報化の

町村 n=１２５ １５．
２

７１．
２

１２．
０
１．
５

現状を把握し、今後の当財団の行動計画に活かす
ことにより関西地域の活性化に資する。
（２）調査内容：情報化推進体制・推進計画策定の状

８０．
６

市 n=６７

１６．
４

１．
５

１００

府県 n=５
１.情報化担当部署として独立している
３.その他
無回答

２.他の担当部署が兼務している
４.特別な担当部署はない

況、庁内の情報化、ｉＤＣとＡＳＰの利用状況、
図１

セキュリティ対策、地域の情報化、ＥＡによるシ

情報化推進体制

ステム最適化、ＣＲＭ型行政、職員の情報共有と

② 情報化推進計画

教育、ＩＰｖ６、今後の課題

「e-Japan重点計画」が策定された平成13年度前後

（３）調査対象：関西圏２府５県（福井県、滋賀県、

から、情報化推進計画を策定した自治体数が増加し、

京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県）の

６割の自治体で策定済みあるいは策定予定である。特

府県及び市町村の情報政策・企画担当部署。総配

に昨年からは、人口３〜５万人の自治体で15ポイント

布先自治体数は358団体。

増加している。
（図２）

（４）調査期間：平成16年６月〜７月
（５）回収率：55.0％（197件／358件）

０%

２
０%

４
０%

６
０%

８
０%

７．
１
１
１．
７
３．
６

３
９．
１

全体 n=１
９
７

１
０
０%

３
７．
１

１．
５

１．
４
１万人未満 n=７
４

２．調査結果
（１）情報化推進体制・推進計画策定の状況

１万人以上
３万人未満 n=４
９

「情報化担当部署」は、９割を超える自治体におい

３
０万人以上 n=１
５

割合も全体の4割近くとなっている。これは昨年度の

町村 n=１
２
５
市 n=６
７
府県 n=５

数値とあまり変化が無い。
（図１）

５
８．
１

４．
１
４
６．
９

７．
７

７．
７

４．
０
８．
０
８．
０

６
４．
０

１
４．
３

５
７．
１

２
３．
２

１．
６
７．
２ １
２．
８
６
５．
７

１
６．
０

１
４．
３

９．
５
６．
７

８
６．
７

５
２．
８

２．
４

０１
７．
５６．
０．
４
０．
４ １
２
０．
０

８
０．
０

１.既に策定している
３.既に策定した計画の改訂予定である
５.策定の予定はない

図２
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１
２．
２
２．
０
６．
１
１
４．
３
６
１．
５

５万人以上
１
０万人未満 n=２
５
１
０万人以上
３
０万人未満 n=２
１

６．
８

３
０．
６

３万人以上
５万人未満 n=１
３

① 情報化推進体制

て位置づけられており、他の担当部から独立している

１
７．
６

２.現在策定中である
４.今後策定を予定している
無回答

情報化推進計画の策定状況

行政の情報化に関するアンケート調査

（２）庁内の情報化

割を越えていることから自治体の関心の高さがわか

「財務」
「給与」
「介護」についてはシステム化が進

る。ただ、セキュリティ監査を実施済みの自治体は少

んでいるが、ワークフローの管理が困難な「文書管理」

なく、今後の課題となっている。セキュリティ対策の

や多大な資料の電子化が必要となる「戸籍」、また

自治体職員への教育は、特定の対象者（情報化担当職

「施設予約」については、システム化が進んでいない。

員、部課長等）へは行っていても、全職員へはまだ全

他の自治体との共同開発や共同利用を実施しようとす

体の3割程度しか行われておらず十分とは言えない。

る動きも出てきている。
（図３）

安全性の確保は、今後重要性を更に増すものと思われ
る。
（図４）

０%

２０%

４０%

６０%

３３．
８

財務

８０%

１００%
１．
５
３．０１．
０

６０．
１

０．
５
１７．
８

人事

４８．
７

３．
６

２７．
９

２．
５

２．
５ ２．
０
給与

２９．
４

０
７．
１ １．

５９．
４

２．
５

０．
５
6.1

３３．
０

文書管理

55.8

２．
０

３６．
５

８．
１

４４．
２

３．
０
４
１．
０２．

介護

２０．
９

７０．
４

３．
９

２５．
４

２２．
３

５２．
８

０．
５
施設予約

３．
０

１．
５
４５．
２

４．
１

４７．
２

１.ホスト処理

２.サーバ処理

３.外部委託

４.その他

５.システム化していない

無回答

図３

４０%

１．
４
４．
１

１万人以上
４．
１
３万人未満 n=４９
３万人以上
５万人未満 n=１３

１０万人以上
３０万人未満 n=２１
３０万人以上 n=１５

８０%

５８．
１
３０．
６

５１．
０

３０．
８

６１．
５

５２．
０

４４．
０
７１．
４

９．
５

１９．
０
４６．
７

２６．
７

１３．
３

１００%

４７．
２

３６．
５
１４．
３

７．
７

６０%

４１．
１

１３．
３

１．
５

２．
０１．
５
福祉

１万人未満 n=７４

２０%

９．
１
２．
５

５万人以上
４．
０
１０万人未満 n=２５

１．
５
６
戸籍 ６．

０%
全体 n=１９７

１．
５

システム化の状況

（３）ｉＤＣとＡＳＰの利用状況
① ｉＤＣ（internet Data Center）の利用
既に利用している割合はまだ低い（2%）ものの、

２．
４
８．
８
３．
０
市 n=６７
７．
５

３２．
８

町村 n=１２５

５６．
０
５５．
２

４０．
０

府県 n=５

３４．
３
６０．
０

1.すでに実施している
2.実施を計画している
3.情報セキュリティ監査の実施を検討している
4.情報セキュリティ監査に関する具体的な動きはない
5.その他
無回答

図４

セキュリティ監査実施状況

（５）地域の情報化
インターネットを利用した地域振興策として最も関

利用の可能性を考慮している自治体を含めると、全体

心が高いのは、
「地域情報の発信による集客力の向上」

の7割がｉＤＣに関心を持っていることが分かり、人

であり、「地場産業に関する情報の発信、地域の商業

口規模が増えるほどその傾向が強くなる。具体的な活

活動の活性化」
、
「地域の情報化リテラシーの向上、情

用分野については、「サーバの管理運営を任せたい」

報化教育、生涯学習」がこれに続いている。

という回答が多く見られた。
②ＡＳＰ（Application Service Provider）の利用
関心を持っている自治体が全体の8割と非常に高い

（６）ＥＡによるシステム最適化
「システム最適化計画の際にＥＡ（Enterprise
Architecture）を検討してみたい」が人口規模の大き

割合を示している。具体的な活用分野としては、一定

な自治体では約6割を占めている。多くの自治体が、

の分野に偏らず業務全般への導入要望が見られる。

まだシステムの最適化の検討段階に入っていないもの

（４）セキュリティ対策

の、ＥＡへの関心は想像以上に高い。
（図５）

個人情報保護条例の制定率は、町村は60%だが、府県
で100%、市で94%と高い割合である。
また、
「セキュリティポリシーの策定」については約8
割の自治体が策定済みであり、策定予定を含めると9
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０%
全体 n=１９７

２０%

３．
０
２．
５

４０%

６０%

８０%

４４．
７

１００%

４５．
２

０% １
０% ２
０% ３
０% ４
０% ５
０% ６
０% ７
０% ８
０% ９
０% １
０
０%

１．
０
３．
６

１．
４
１万人未満 n=７４ ２．
７

３１．
１

１万人以上
４．
１
３万人未満 n=４９２．
０
３万人以上
５万人未満 n=１３
５万人以上
１５．
４
１０万人未満 n=２５
１０万人以上
９．
５
３０万人未満 n=２１

６０．
８

４．
１

４６．
９
６９．
２

３
８．
６

２
２．
３

３
４．
５

２．
５ ２．
０

３０．
８

１００．
０

６１．
５

５２．
４

１５．
４

３３．
３

６０．
０

３０万人以上 n=１５ ６．
７

コールセンター

４６．
９

４．
８

１３．
３

市民の声
データベース

４
１．
６

２
１．
８

３
２．
０

２．
５ ２．
０

２０．
０

１．
６
町村 n=１２５ ２．
４

３７．
６

５６．
０

市 n=６７４．
５
５４．

２．
４

５６．
７

２６．
９

６０．
０

府県 n=５

２０．
０

４．
５ ３．
０
２０．
０

１.EAに基づいてシステムの最適化を計画している（or最適化が終了した）
２.EAとは別の考え方でシステムの最適化を計画している（or最適化が終了した）
３.システムの最適化計画はまだないが、その際にはEAを検討してみたい
４.EAの利用を考えていない
５.その他
無回答

図５

EAへの関心

１.個人情報保護や市独自施策への対応を考慮すると、単独自治体での導入が望ましい
２.運用コストや体制等を考慮すると、複数自治体が共同で導入することが望ましい
３.複数自治体が共同で導入した上で、民間企業等へ運用委託する｢共同アウトソーシング」
型が望ましい
４.その他
無回答

図７

共同導入について

（８）職員の情報共有と教育

（７）ＣＲＭ型行政

職員への研修に関しては、実施形式としては集合研

行 政 Ｃ Ｒ Ｍ （ Customer(Citizen) Relationship

修によるものが大半（50%）であり、学習効果をあげ

Management）実現の目的としては、「住民のニーズ

るための方法としてもｅラーニングによる学習（23%）

に対応した行政サービスを提供していくため」とする

が続いているが、まだその割合は低い。

回答が過半数を占めており、昨年度と比べて大きな伸
びを示している（34%→59%）
。
（図６）

（９）ＩＰｖ６（Internet Protocol Version 6）
現行業務への活用としては、「暗号化通信・セキュ
リティの確保への活用」
「個別サービス提供への活用」

０%
全体 n=１９７

２０%

４０%

５１．
３

６０%

８０%
１７．
８

１７．
３

１００%
１１．
２ １．
５
１．
０

１万人未満 n=７４
１万人以上
３万人未満 n=４９
３万人以上
５万人未満 n=１３
５万人以上
１０万人未満 n=２５
１０万人以上
３０万人未満 n=２１
３０万人以上 n=１５

５０．
０

１３．
５

４６．
９

１８．
４

２２．
４

６１．
５
４８．
０

１６．
０

５２．
４

２０．
３

１４．
９

１．
４

１２．
２

７ ７．
７ ７．
７
１５．
４ ７．
４．
０
２４．
０
８．
０

（10）今後の課題
情報化推進のためには、「情報化推進体制の確立」
「人材の拡充」
「予算の拡充」が必要であるという認識
であった。
（図８）

２３．
８

２３．
８

６６．
７

が高い値を示している。

１３．
３

０

２０．
０

２
０

４
０

６
０

８
０

%

６
８．
０

１．情報化推進体制の確立

町村 n=１２５
市 n=６７

４９．
６

１６．
８

５２．
２

１９．
４

１６．
０

１６．
８ ０．
８

２．予算の拡充

６
４．
０

２０．
０ １．
５1.5 ４．
５
３．人材の拡充

府県 n=５

８０．
０

図６

６
６．
０

２０．
０

１.住民のニーズに対応した行政サービスを提供していくため
２.住民の声や職員のノウハウをナレッジとして共有し、効率化を進めるため
３.住民の声を分析し、施策立案につなげるため
４.行政CRMの必要性を感じない
５.その他
無回答

行政CRM実現の目的

コールセンター」と「市民の声データベース」に関
しては、「関心はあるが、導入については具体的に考

３
２．
５

４．研修教育の充実

４
２．
６

５．情報化の技術力の養成

６．情報化の企画力の養成

４
７．
７

７．外部専門コンサルタント機関
やベンダーの活用(アウトソー
シング含む)
８．全庁的立場で情報化を考える
情報統括責任者（行政CIO)及
びCIO補佐官の設置

３
７．
６

１
８．
３

９．複数自治体でのアプリケーシ
ョンの共同開発・利用

４
４．
７

３
６．
０

１
０．自治体向けASPの整備や活用

えていない」との回答がどちらも約8割を占めており、
人員・コスト・庁内の意見調整が導入の課題となって

１
１．情報化施策の推進や基盤整備
における、PFI方式の整備や
活用

１
３．
２

いる。また、近隣自治体との共同導入に対しても高い
関心を示している。
（図７）
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１
０
０

図８

行政や地域情報化の課題

行政の情報化に関するアンケート調査

３．さいごに
本調査結果におけるポイントは、次の四点である。

「行政の情報化に関するアンケート調査（第７回）」
報告書の販売

（１）物理的基盤整備から「活用」のフェーズへと
転換する行政情報化
（２）ＩＣＴ活用により新しい公共的意思決定の方
向性を模索する「ＣＲＭ型行政」
（３）情報ネットワーク経由のアクセス増により高
まる「自治体情報セキュリティ」
（４）ＩＣＴを活用し、効率的で効果的な行政を行
うため、さらなる職員意識改革も重要

本編では、Ａ４版70ページにわたり、セキュリティ
対策の実施状況やそれに伴う課題等についての調査結
果を報告している。
有料で販売しているので、ご希望の方は下記までご
連絡下さい。
ＫＩＩＳ賛助会員：１，０００円／冊
非会員：２，０００円／冊

昨年度の調査で明らかになったが、地方自治体にお
いても、ＩＴの基盤整備はほぼ整い利活用の時代に入
っており、住民サービスの充実に力を入れている。そ

【お問合わせ先】
（財）関西情報・産業活性化センター

の一環として「ＣＲＭ型行政」等への関心も高まって

調査事業部 高市

いるが、その際インターネットなど様々なネットワー

TEL：０６−６３４６−２６４１

クを経由し、地方自治体と住民との間でさまざまな情

E-mail：rstaff@kiis.or.jp

報のやり取りが行われることが予想される。個人情報
を含む重要な情報が外部と接触する機会が増えている
こともあり、情報セキュリティ対策の重要性が一層高
まっている。
自治体におけるセキュリティポリシーの策定団体
は、昨年度と比較し飛躍的に増加して（17％→79％）
いるが、一方で、定期的にセキュリティ監査を実施し
ている団体は約３％にとどまっている。システムの使
い手である行政職員への情報セキュリティ対策に関す
る研修も、十分に実施されているとは言えない。
地方自治体における「情報セキュリティ」について
は、特に個々の職員自身が意識を高め、全庁的に取り
組んでいかなければならない分野である。
財団法人関西情報・産業活性化センターは、こうし
た状況を踏まえ、今後の情報化社会の特性や方向性を
明確にイメージし、単なる方法論の解説にとどまらな
い、電子自治体実現に向けた様々なＩＣＴ社会基盤整
備支援活動を行っていきたいと考えている。
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総務企画部
プライバシーマークの付与認定を受ける

第47回「政策委員会」を開催しました。今年度のKIIS
の事業経過報告のあと、
「近畿の産業活性化に向けて」

KIISは、プライバシーマークの取得に取り組み、
平成16年10月19日付で付与認定を受けました。

をテーマに近畿経済産業局長 福水 健文氏によるご
講話をいただきました。

財団法人の取得は、まだまだ少ないようですが、個
人情報保護法の施行を前に、今一度レビューを実施し、

○KIISセミナー

コンプライアンスプログラムの遵守とマネジメントシ

賛助会員様のお役に立てるよう、平成16年11月25日

ステムの効果的な運用をしてまいりたいと考えていま

（木）に「ＫＩＩＳセミナー」を開催し、近畿経済産

す。
また、ｉＤＣ事業部では、ＩＳＭＳの３月の認定取得
をめざして、大詰めをむかえています。

業局 総務企画部 調査課長の戸田美和氏による「最近
の近畿経済、日本経済の動向と今後の展望について―
景気回復に変調の兆しか―」のご講演を頂きました。
「たいへん興味深い」
「業務に役立つ」と好評で、今後
もお役に立てるようなセミナーを開催しますので、ご
参加下さい（次回は３月に予定）
。

○平成15年度事業成果報告会
平成16年７月21日（月）賛助会員様を対象に、15年
度に実施した調査研究等の成果報告を行い、85名の方

○平成17年新春合同賀詞交歓会
賛助会員の相互交流を図るため、以下のとおり「新
春合同賀詞交歓会」を実施します。

にご参加いただきました。
幅広い事業の中から、ＩＣＴ化支援及び地域活性化

と き：平成17年1月18日（火）16：30〜18：30

事業の７件についてご報告し、ご好評いただいきまし

ところ：ウェスティンホテル大阪 ２階 ローズルーム

た。今後も、会員ニーズを一層反映した事業展開をし

内 容：(1)新年ご挨拶（KIIS 会長 川上 哲郎）

てまいりますので、次回も是非ご参加くださいますよ
うお願いします。

(2)特別講演会
「最近のソフトウェア関連政策の動向について」
経済産業省 商務情報政策局

○「政策委員会」
平成16年12月９日（木）KIIS第１会議室に於いて、
16
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(3)パーティー

小林 利典 氏
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地域振興事業部
国や地方自治体や大学あるいは企業等と連携して、

象にして、新しいコンセプトに基づいて「生活スタイ

研究会・フォーラムや調査等を実施し、地域活性化に

ル・ワークスタイル等の将来像」を研究する「大阪シ

取り組むほか、情報系産業の振興策、ITを活用した中

ティスタイル研究会」、大阪市臨海部の魅力を高める

堅・中小企業の産業競争力強化策等を推進していま

ための都市空間のあるべき姿や土地流動化の可能性検

す。また、IT関連の教育普及活動も実施しています。

討を行う「まちづくりフォーラム」、都市生活者が文
化的に豊かに暮らせるための社会的共有財の整備につ

１．地域活性化

いて議論を深める「コミュニティソリューション研究

(1)電源地域振興関連

会」を行っています。また、大阪市の地盤データ管理

近畿の電源立地地域の活性化や将来ビジョン策定等

や防災計画の業務等を実施しています。
。

の調査研究を実施しています。
・「鉱石の道」観光事業化−生野町・朝来町・大屋
町の産業遺産を観光に活用する事業です。
11/6（土）、7（日）と１泊２日の「鉱石の道」

２．産業競争力強化
(1)情報系クラスタ振興プロジェクト
経済産業省の産業クラスタ事業の一環で、近畿経済

ツアーを企画し、58名の応募者があり、関心の

産業局ほかと連携して、近畿地区の情報系について推

高さが窺われました。
（本号に概要を掲載）

進中です。情報系企業や大学間の人的交流、テーマ毎

また、マキノ町の体験型観光振興計画や、小浜市の
若狭おばま観光振興計画の調査を実施しています。
印南町の産業育成プログラム策定にも取り組んでいます。
(2)まちづくり・地域開発関連
・地域整備研究会
多世代共生型高齢社会の課題について、彩都・

の協業を図るほか、平成16年度は、特に他業界の企業
との交流を活発化し、新サービスの開発や市場投入に
向けた活動を展開しています。
(2)戦略的情報化投資活性化支援事業(ITSSP)
経済産業省が、中堅・中小企業を対象にIT活用の支
援を行う事業で、ITコーディネータ近畿会や金融機関

大阪市地域を対象にケーススタディ調査を実施

とも連携して、近畿地域の中核的実施機関として展開中。

し、「楽しい高齢社会の仕組みと彩都における導

10/18（月）には、中小企業経営者を対象に事例発

入施設」を検討しました。
・ＩＴによる次世代観光ガイド

表会を実施したところ、約100名の参加者がありました。
(3)関西ＩＴ経営応援隊

携帯電話等のIT技術を活用し、個人旅行者をき

平成16年度から経済産業省の推進事業として、「IT

め細かくガイドするシステムの構築を目指して

経営応援隊」が発足。ITSSPの理念を踏まえ、中堅・

います。11/12（金）
、13（土）
、14（日）の3日間

中小企業のIT利活用促進を図ります。関西では、9/30

で40名のモニターによる大阪市内での実証実験

（木）にキックオフ（近畿経済産業局、関西IT推進本

を実施し、利用上の問題点・課題等をとりまと

部、IT百撰アドバイザークラブ、ITC近畿会、大商、

めてました。

KIISが参加）し、現在IT活用事例やIT化支援事例の収

・大阪安全・安心まちづくり支援
大阪府や関連企業等とともに、ITを活用した防

集、さらに、IT活用のための支援施策集のとりまとめ
を行っている。

犯モデル作成に関する意見や技術交流を図るた
め、12/15（水）に協議会設立に参画し、活動を
開始しました。
また、平成15年度から引き続き、梅田北ヤードを対

３．教育普及事業
・GＩＳ／電子地図の会−GIS普及に向けて先進事
例や標準化動向の紹介、会員相互の交流を図っ
17
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ています。今年度は定例会５回、フォ−ラム２

10/25〜12/3の６週間の研修を実施した。

回の予定で、予定通り実施中です。
・テクニカルライターの会−テクニカルライター相
互の交流や研修を実施しています。今年度は定
例会６回の予定で、予定通り実施中です。
・ＪＩＣＡ研修情報化推進コース研修−発展途上国
の政府関係者を対象に日本の情報化動向を研修。
アジア、中近東等から12名の研修生を受け入れ、

４．その他
・関西グリーン電力基金の運営−風力発電や太陽光
発電等に対する助成。
・情報処理学会関西支部の事務局
・「調査研究事業のご案内」を作成し、自治体等に
地域振興事業部の業務内容をPR

調査事業部
調査事業部は、行政・地域の情報化とりわけ「電子

め、エージェント（代理人）の持つべき「知識」と

自治体」の動きに対応して自治体の情報化支援事業と

して体系化された行政手続きコンテンツのモデルや

広く経済社会システムに関わる調査研究を中心に業務

エージェントシステムの機能等について考察しました。

を展開しています。

②「共同利用型自治体版ＣＲＭ実現に向けた研究会」
平成15年度に「自治体版ＣＲＭ」の実現に向けて

１．自治体の情報化支援事業

のロードマップを提言し（日経BPガバメントテク

産・官・学が連携して関西の情報化を推進する「行

ノロジー等に掲載）、その中の共同利用型ＣＲＭに

政・地域情報化フォーラム」（平成11年設置）を中心に、

ついて、あるべき姿や具体化に向けての課題等を考

自治体の情報化促進に繋がる調査研究を実施しています。

察しました。

(1)行政・地域情報化フォーラム
①「ｅ-Kansai戦略」円卓会議

地方シンクタンクのネットワークを活かし、共同で

5月17日「地域を元気に！−官民連携地域ポータ

全国規模の実態調査を実施し、各調査主旨に応じたベ

ル―」をテーマに開催（参加者：185名）しました。

ストプラクティスを提言しています。調査結果は、内

②「テーマ研究会」

閣府ホームページにおいて公開を予定しています。

「情報セキュリティ」、「官民連携ポータル」の２
つの研究会を設置しました。
③「行政の情報化アンケート調査」
平成10年より、関西地域２府５県の地方自治体を

①「ＮＰＭの視点に基づく地方公共団体の効率的な
アウトソーシング調査」
②「市町村合併が公共料金に与える影響についての
実態分析調査」

対象に、行政の情報化に関する実態調査を実施して

③「地方におけるチャレンジ支援策の実施状況調査」

います。今年度は、55％の回収率を得て、ＩＣＴの

（以上、内閣府調査）

利活用フェーズに移行したことを受け、住民サービ
スの向上と情報セキュリティへの関心の高さが確認
できました。
（本号に概要を紹介）

④「官民連携ＩＣＴ基盤を活用した都市型広域行政
に関する調査研究」
（総合研究開発機構 特定研究助成）
阪神広域７市１町をフィールドに、行政圏を越えた

(2)自主調査研究
①「利用者の視点に立った電子申請エージェントシ
ステム実現に向けた調査研究」
（日本自転車振興会補助事業）
利用者にとって利便性の高い電子申請を行うた
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２．経済社会システム関連の調査事業

地域で得られる様々な意見や要望を収集・分析し広域
的な政策に反映する機能（地域ＣＲＭ）の必要性や実
現の方策を検討し、「地域ＣＲＭ」のあり方、ふさわ
しい広域行政プロジェクトを提案しています。

実施事業報告＆お知らせ

ｉＤＣ事業部
ｅおおさかｉDC（大阪府立インターネットデータ
センター）を中心に、
「CDC（コミュニティデータセ
ンター）」、「情報セキュリティサービス」、「システム
運営」
、
「iDC運営」の各事業を展開しています。

提供について検討していきます。
(d)GIS−ASPサービスの提供
GISは、行政サービスの基盤となるシステムです
が、中小自治体にとっては費用面等の問題もあり、
なかなか導入しにくいのが現状です。ASP化により

１．CDC事業
(1)「関西手続きワンストップ協議会」
（平成16年12
月1日設立）のサイト運営

自治体にとって利用しやすい環境を提供するため
に、大阪府様、西宮市様のご支援をいただき、ASP
によるサービス提供の準備をしております。

官民連携ワンストップポータルとして、研究会の
段階から企画参画し、事業化検討を進めてきました。
１月末開始予定の「引越し」を皮切りに、今後、ラ
イフイベント・シーン毎の手続きワンストップサー
ビスの展開を図る予定にしています。

２．情報セキュリティサービス事業
(1)ペネトレーションテストサービス
インターネットは、事業を進める上での欠かすこ
とのできないインフラになっており、セキュリティ
上での問題が発生すると、事業継続に大きな影響が

(2)地域ICT基盤のサービス提供

でることが予測されます。本サービスは、Webを使

地域ICT基盤となる各種のサービスを提供中です

って簡単にセキュリティ対策状況をセルフテストで

が、さらにiDCにおけるインターネット接続サービ

きるものです。セキュリティホール等が発見された

ス（ISP）や、行政機関・各種公的協議会向けのホ

場合には、コンサルサービスにも応じます。

スティングサービス等の事業化推進を通して、大阪

(2)コンサルティングサービス

府域におけるICT基盤サービスの拡大を図っていま

当財団の公共性を活かして、ベンダーフリーの立

す。提供中の基盤サービスは、次のとおりです．

場でのネットワーク設計業務や、情報セキュリティ

(a)CCC（サイバーコマースシティ）ショッピングモール

に関するコンサルティング事業を行っています。

当財団が、平成８年度から運営しているインター
ネット・ショッピング・モールで、商いを始めたい
方を対象に、低廉な費用でサービス提供しています。
（現在、約20社が利用。
）
(b)KIISホスティング

３．システム運営事業
(1)阪神広域情報ネットワークのポータルサイト
「はんし〜ん eネット！」の運営
阪神7市1町の広域図書検索や施設の空満情報の提

ウェブサーバを構築したい方に、簡単な構築環境

供をするとともに、各自治体の予約システムへリン

を低廉な価格で提供しています。近畿2府7県の関西

クしており、多数のアクセスをいただいています。

広域ポータルサイトにもご利用いただいており、多
くの団体にご利用いただいています。
(c)P2Pセキュアコミュニケーション環境（日本自転
車振興会補助事業）
利用者同士が完全にセキュアな通信ができるため
の構築を行っており、現在は、設計から開発に入っ
た段階です。平成16年度中のプロトタイプの完成に
向けて、今後は、安全なコミュニケーション環境の

４．eおおさかiDC（大阪府立インターネットデ
ータセンター）の運営
現在、約40団体・企業のご利用をいただいており、
開発室は、ほぼ全室ご利用いただいている状態で、活
発な活動が展開されています。
日本初の公共的なｉＤＣということもあり、視察を
受け付けしております。
（以下参照）
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＜ご視察実績＞

10月21、22日 高知県自治体セミナー
（敬称略）

「情報セキュリティについて」

９月３日 九州ヒューマンメディア創造センター
９月30日 総務省インターネット戦略企画室
10月15日 千葉県議会

木村 修二
11月２日 北九州 Eportセミナー
「公共iDC〜ｅおおさかiDC〜の役割と今後」

10月19日 経済産業省情報政策課

神田 幸一

10月22日 @Tokyo

11月12日 JICA 情報化推進コース研修

10月28日 沖縄県情報政策課

「iDC一般の説明とｅおおさかiDCの概要紹介」

11月10日 大阪府議会

竹林 和兵衛

11月25日 総務省地域情報政策室

11月19日 姫路市自治体セミナー
「情報セキュリティについて」

５．セミナーや講演会での職員による活動紹介
内外のセミナーで、情報セキュリティ、インターネ
ットビジネス、ｉＤＣ等について、職員が講演させて

木村 修二
11月25、26日 信越総合通信局セミナー
「情報セキュリティについて」

いただいた実績です。機会がございましたら、是非ご
用命下さい。

木村 修二
12月２日 インターネットビジネスセミナー
「インターネットショップで儲ける方法とは？」

＜職員によるセミナーや講演等の活動紹介＞
７月23日 愛媛県自治体セミナー

12月15日 シマンテック株式会社

「情報セキュリティについて」
木村 修二
７月30日 新社会システム総合研究所セミナー
「公共iDCとeおおさかCDCの魅力」
深野 二郎
８月27日 南大阪計算センターセミナー
「eおおさかiDCの概要と役割について」
深野 二郎
９月３日 電子自治体合同会議
「被害者の目で情報セキュリティを考える」
木村 修二
９月10日 中部総合通信局セミナー
「情報セキュリティについて」
木村 修二
10月12日 高知県自治体セミナー
「情報セキュリティについて」
木村 修二
10月14日 インターネットビジネスセミナー
「インターネットショップで儲ける方法とは？」
牧野 尚弘
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牧野 尚弘

地方自治体／公共団体のセキュリティ
に関するメディアワークショップ
「情報主体の権利を保証するための情報セキュリティ」
木村 修二

実施事業報告＆お知らせ

情報システム事業部
情報システム事業部は、主に健康保険組合を対象と

２．保健施設事業

した「健康保険組合システム開発・運用事業」
、
「保健

健診結果等を分析し、より精度の高い健康指導を実

施設事業」
、
「インターネットサービス事業」と、官公

現するための「健康管理指導支援システム」を独自開

庁を対象とした「土地取引事業その他関連事業」を行

発し、随時機能強化を図っています。健康保険組合だ

っています（下図参照）
。

けでなく、企業の健康管理室への導入も行っています。

また、来年度の個人情報保護法の施行に先駆けて、

今後は、ＡＳＰ化や健康２１活動支援システムとの連

10月にプライバシーマークの付与認定を受けるととも

携を図り、より付加価値の高いサービスの実現を目指

に、システム運用事業における対応策の検討、実施を

す予定です。

進めています。

３．インターネットサービス事業
１．健康保険組合システム開発・運用事業

健康保険組合のホームページ作成のほか、ニーズに

関西地域を中心に、健康保険組合（88組合）への健

応じてインターネットを利用した各種サービスの開

保業務共同システムの提供・運用及びシステム開発を

発・導入を行っています。特に今年度は、「健康日本

行っています。

21」の本格化を背景として、新たに健康21活動支援シ

また、健保連大阪連合会からの受託事業として、健

ステムの開発・導入を行っています。

康保険組合のＯＡ化の推進を目的としたパソコン研修

４．土地取引事業その他関連事業

会を実施しています。
その他、「健保情報システム懇話会」の事務局を運

近畿２府４県２政令指定都市より土地取引の状況等

営しており、各種システムの機能強化、利用促進等に

に関する調査事業を受託しているほか、近畿建設協会

関する４つのテーマ研究会を実施しています。今年度

より水質データベースの開発を受託するなど、公共的

より新設した「個人情報保護対策研究会」では、来年

分野におけるシステム開発・処理事業を行っていま

度の個人情報保護法の施行に向けて、健康保険組合に

す。

おける対応策を検討しています。

新たな
事業の創出
イ
インタ
ンターネット
サービス事業
サービス事業

主に健康保険組合を
対象とした事業

・ＨＰ作成・更新
・携帯サイト
・ＷＥＢ 医療費通知
・事業所間連携イントラ
・ＷＥＢ 保養所申込システム
・
健康21 活動支援ｼｽﾃﾑ

土地取引事業
その他関連事業

保健施設
事業

官公庁を対象とした事業

健康管理支援システム
（Ｃ／Ｓ）
機能強化

ＡＳＰ化

健康２１活動支援・評価システム

健康保険組合システム開発
システム開発・運用事業
給付
適用
適用・徴収システム
任意継続システム
特例退職システム

現金給付システム
レセプトシステム
給付集計・検索システム
再審査システム

図

経理システム 経営
月報システム
経営管理システム
決算書作成システム
予算書作成支援システム
介護保険料試算システム

保健事業
老健管理システム
保養所管理システム
レセプト診療情報システム

情報システム事業部の事業概要
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シリーズ関係団体インタビュー

財団法人

vol.004

関 西 生 産 性 本 部 （ Ｋ Ｐ Ｃ ）をたずねて
http://www.kpcnet.or.jp/

シリーズ４回目の本号では、
「財団法人関西生産性本部」さんを訪問、専務理事 辻本 健二様に、当財団の専務理事 山嵜
修一郎がインタビューさせていただいた。

Ｑ（KIIS/山嵜）
．ＫＰＣさんでは、生産性の向上に関
わる事業をされているとおもいますが、具体的に
は、どのようなものがありますか。
Ａ（KPC/辻本）
．企業が生産性の向上をする際のサポ
ートすることを主な役割としており、生産性向上
の学校のような機能を強化していきたいと考えて
おります。具体的には、経営コンサルテーション、
「ＫＰＣマネジメントスクール」等の講座、研究
会（12件）、調査団（年２〜３回）の派遣を行っ
ています。
Ｑ．さまざまな事業をされていますが、重要視されて
いることはありますか。
Ａ．会員の満足度です。一昨年から会員サービス活動
についてアンケート調査を開始し、職員による全
会員訪問をさせていただいておりますが、事業や
ＫＰＣに対する評価は、まだ高いとは言えない状
況ですので、会員のニーズを把握し、それにあわ
せた事業展開をしていきたいと思っています。
Ｑ．会員訪問アンケートの結果をホームページで公開
されているそうですね。
Ａ．はい。職員からも、「早くホームページに調査結
果を掲載し、フィードバックして欲しい。」と、
督促をうけました（笑）
。職員で手分けして、800
組織ほどの全会員を訪問したのですが、直に会員
の声をお聞きすることによって、職員の「会員満
足度」向上への関心が高まったのではないかと思
います。
Ｑ．「会員満足度」向上に向けて、職員の方が一丸と
なって取り組まれているお話を聞いて、とても勉
強になりました。
ところで、生産性向上のためには、何が一番効
果的だとお考えですか。
Ａ．トップが率先して学び続けることが、会社全体の
生産性向上に重要だと考えています。つまり、社
長の戦略です。トップがビジョンを明確にして、
幹部が実践プランを練る。トップと幹部の連携が
うまくとれた教育・研修のプログラム構成が、大
切だと思います。
Ｑ．関西の活性化に向けてどのようにお考えですか。
Ａ．人材育成が、関西の活性化につながると思います。
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トップが勉強熱心なところほど、よく伸びていま
すので、トップが先導して学び続ける関西の風土
をつくりたいと思っています。日本の企業の利益
率が低いのは、業界横並び指向が根強く、戦略と
実行力で劣っているからだとみています。
「商売は学問よりも経験」という風土もありま
すが、かつての大阪では、財界有力者が「欧米先
進国と対等に渡り合うには、商人にも学問が必要」
と説き、我が国初の市立大学を創設しています。
（
「大阪商業講習所」
、
「大阪商科大学」を経て、現
在の「大阪市立大学」
）また、この大学の存在が、
近代大阪の芸術・文化発展に多大な影響を与えた
といっても過言ではないと思っています。
本田宗一郎さん、松下幸之助さん、いずれも偉
大な創業者ですが、お２人に共通して言えること
は、事業を始めてから、勉強し始めているという
ことです。現状にとどまらず、常に学び続けるこ
とが、事業を成功に導くのかもしれません。
関西の活性化に向けて、大阪商科大学を創設し
たころの思いをＤＮＡとして掘り起こし、「学び
続ける風土」をつくっていきたい。そう考えてい
ます。

KPC辻本専務(写真右)と対談するKIIS専務理事山嵜(写真左)

Ｑ．KIISでは、情報化関係の教育・研修等も行ってお
りますので、ＫＰＣさんと連携して、関西を活性
化していきたいと思いますので、よろしくお願い
いたします。
Ａ．そうですね。互いに協力しながら、関西を盛り上
げていきたいと思いますので、こちらこそ、よろ
しくお願いいたします。
Ｑ．本日は、お忙しいなかどうもありがとうございま
した。

