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研究会、セミナー開催報告、支部報告 

 

■【第１８０回月例研究会報告】 

会員番号 1690 梅里悦康（月例研究会） 

日時 ： 2013年 4月 24日（水） 18：30～20：30 

場所 ： 機会振興会館地下 2Ｆホール 

テーマ： 第 19回 企業ＩＴ動向調査 2013（2012年度調査）～データで探るユーザー企業の IT動向～ 

講師 ： 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（JUAS） 常務理事浜田達夫氏 

＜講演骨子＞  

「企業 IT 動向調査」は、IT ユーザー企業の IT 動向を把握することを目的に、1994 年度から JUAS が実施して

いる調査で、本年度は第 19 回目にあたります。調査テーマは、企業における IT 投資や IT 推進組織等の現状と

経年変化を明らかにするとともに、年度ごとに重点テーマを設定しています。本年度は「ビジネスイノベーションへの

提案（IT 部門からの提案）」と「情報セキュリティ」を取り上げています。従来は、すべての調査分析を終えた段階で

調査結果を発表していましたが、前年度から IT 戦略立案や予算策定の一助となるために調査結果の一部を「速報

値」として 1 月 21 日に IT 予算動向を、2 月 13 日には BCP を、2 月 27 日にはスマートフォン/タブレットの導入

状況を、3 月 13 日にはビジネスイノベーションへの提案をプレスリリースしています。 

JUASのホームページ http://www.juas.or.jp/servey/it13/  

調査の内容の詳細は、JUASから「企業 IT 動向調査報告書 2013」（発行：日経 BP社 2013 年 6 月 3 日）として発

行される予定です。 

Ⅰ．企業ＩＴ動向調査 2013（2012 年度調査）の概要 

1．調査の方法 

・ 調査対象は、東証一部上場企業とそれに準じる企業 

（1）アンケート調査 

・ 実施時期 12年 11 月 

・ ユーザー企業ＩＴ部門 4000 社対象、回答 1030 社（回答率：26％） 

（2）インタビュー調査 

・ 実施時期 12年 11 月～13 年 1 月 

・ ユーザー企業ＩＴ部門長、45社 

2．調査の重点テーマ 

（1）ビジネスイノベーションへの提案（IT部門からの提案） 

・ ビジネスイノベーションへの提案とは経営に直結する事項に対して IT 部門から課題解決や企業変革のための

提案を行うことを指しています。近年 IT 部門に対してシステム開発・運用のみならず、全社最適視点で経営に提

案を行うことへの期待が高まっています。2012 年度は、ＩＴ部門からビジネスイノベーションへの提案に関する取

組み状況を調査しました。 

（2）情報セキュリティ 

・ 2012 年度は巧妙化が進んだ標的型攻撃により、企業のセキュリティ対策のあり方が改めて問われた年でした。
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クラウドの利用、スマートデバイスの急速な普及や BYODなど、IT環境の変化に伴い、新しいセキュリティ対策が

必要となっています。その一方で、IT部門のセキュリティ担当者でどこまで対応できるのか、また、どこまで対策を

採ればよいのかが新たな課題となってきました。2012年度は、高度化・複雑化した脅威や環境に対する新しい時

代のセキュリティ対策の実態と課題を調査しました。 

3．主な調査結果 

・ 調査結果は、以下のように構成されています。 

（1）回答企業のプロフィール 

（2）トピックス 

①新規テクノジーの採用 

②システム開発 

③IT基盤 

④クライアント環境 

（3）重点テーマ 

①ビジネスイノベーションへの提案 

②情報セキュリティ 

（4）定点観測 

①IT予算  

②IT投資マネジメント  

③IT推進組織・IT人材 

④グルーバル IT戦略 

⑤BCP 

Ⅱ．調査結果 

・ 調査結果の各調査項目について、特徴的な内容を抽出し、記述します。 

１．回答企業のプロフィール 

・ 調査対象は、上場企業とそれに準じる企業 4000社で各社の IT部門長にアンケートを郵送で依頼し、1030社の

回答がありました。業種グループ、従業員数、売上高で分類すれば、次のとおりです。 

（1）７つの業種グループ 

・ 業種は、日本標準産業分類を参考に定めた 26業種とし、業種の特性を把握するため更に「建築・土木」、「素材

製造」、「機械器具製造」、「商社・流通」、「金融」、「社会インフラ（12 年度から「重要インフラ」から変更）」、「サー

ビス」の「７つの業種グループ」にまとめて分析しています。 

（2）回答企業の従業員数 

・ 大企業（1000 人以上）1/3 強（34.1%）、中堅企業（300～1000 人未満）が 1/3 強（34.6%）、中小企業（300人未

満）が 1/3 弱（31.2%）でほぼ同じ割合です。 

（3）回答企業の売上高 

・ 売上高「10 億円未満」（2.5%）、「10 億円～100 億円未満」（27.3%）、「100 億円～1000 億円未満」（48.0%）、

「1000 億円～１兆円未満」（18.0%）、超大企業「１兆円以上」（4.2％）となっています。この売上高 1 兆円以上の

超大企業（4.2％）を分析すると今後の動向が見えます。 

・ 「サービス」は、売上高 100 億円未満が半数（「10 億円未満」（6.0%）＋「10 億円～100 億円未満」（50.8%）＝
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56.8％）と規模の小さな企業が多いです。 

（4）業種グループとビジネスタイプ 

・ 非製造業（商社・流通、金融、社会インフラ、サービス）はＢtoＣ企業（一般消費者向け）が多いです。 

2．新規テクノロジーの採用（トピックス） 

（1）新規テクノロジーの導入状況 

・ 12年度は項目を入れ替えて新規テクノロジーを調査、「試験導入中・導入準備中」の割合が高い「モバイル端末

管理（MDM）」（12.4％）と「ホスト型仮想デスクトップ」（7.0％）は、今後、導入率が大きく伸びると予想されます。 

（2）ビックデータの取り組み状況 

・ ビックデータの活用について、前向きの姿勢を示す企業が多く、3年後、大きな導入の動きが出てくると考えられ

ます。 

3．システム開発（トピックス） 

（1）業務システムへのクラウド導入状況 

・ 基幹系業務システムでは、導入済みが概ね 2～3％、但し、「顧客管理」では「導入済み」（4.6％）で若干高いで

す。「導入済み」（4.6％）、「試験導入中・導入準備中」（2.5％）、「検討中」（10.5％）、計 17.6％と他の分野に比べ

て高く、クラウドへの関心の高さがうかがえます。 

・ 情報系業務システムで本格的にクラウドが導入され、「導入済み」は「メール」（25.2％）、「掲示板、電子会議室、

予定表等」（13.8％）、「社内向け広報（Web等）」（21.6％）で基幹系業務システムに比べ、情報系業務システムで

本格的に導入が進んでいます。特にメールはクラウド導入の関心が高く、1/4（25.2％）が導入済み、検討中も約

2割（22.4％）です。 

（2）クラウド委託先選定の際に重視する点 

・ クラウドの委託先選定の際は「コスト」（１位：26.3％）を最重要視します。次に重要なポイントは「クラウドベンダー

の信頼度」（１位：23.4％）と「セキュリティへの取り組み」（１位：15.1％）です。「サービスの稼働時間（信頼性）」は、

ある程度割り切った上（１位：6.3％）でクラウドを選択しています。 

4．IT基盤（トピックス） 

（1）プライベートクラウド導入状況 

・ 売上高 1 兆円以上の企業では 7 割が導入済みです。大企業を中心に導入が進みます。調達・運用形態は、

データセンターは ITベンダーから借用、ハードウェアは自社資産とする割合が高いです。 

（2）IaaS、PaaS導入状況 

・ IaaS、PaaS の導入は踊り場の状況です。4 年間、導入済み企業は順調に増加するも、12 年度に初めて検討中

企業が減少し、検討後見送りが増加しています。 

5．クライアント環境（トピックス） 

（1）スマートフォン・タブレット端末導入状況 

・ 年度別導入状況：スマートフォン/タブレットを活用する企業が急激に増えています。導入企業は年々増加、12

年度にはいずれも約 3 割（スマートフォン「導入済み」28.0％、タブレット「導入済み」27.0％）の企業が導入済み

です。2011 年度よりスマートフォン＋9.0 ポイント増（19.0％→28.0％）、タブレット＋13.2 ポイント増（ほぼ倍増：

13.8％→27.0％）しました。この 2 年間（2010 年度比）で、導入済み企業の割合はスマートフォンが約 3 倍

（11.3％→28.0％）、タブレットは約 4 倍（6.2％→27.0％）に増えています。 
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6．ビジネスイノベーションへの提案（IT部門からの提案）（重要テーマ） 

（1）IT部門発のビジネスイノベーション 

・ ビジネスプロセス変革でミッションとして明示される企業は「明示され、かつ、応えられる」（7.1%）、「明示され、か

つ、一部応えられる」（36.8％）、「明示され、どちらともいえない」（7.9％）、「明示され、応えられていない」

（7.9％）、計 59.7％で、6 割の企業で既に IT 部のミッションとして明示され、業務の合理化・省力化で IT が貢献

することは多いせいか、ビジネスプロセスの変革を IT部門のミッションとしている企業は過半数を超えました。 

（2）IT部門発のビジネスイノベーション：ビジネスのタイプ別 

・ ビジネスプロセス変革でミッションとして明示される企業： 

・ ビジネスのタイプ別にてビジネスプロセス変革では大きな差がないです。 

・ しかし、BtoC 企業のビジネスモデル変革でミッションとして明示される企業は「明示され、かつ、応えられる」

（5.8%）、「明示され、かつ、一部応えられる」（24.3％）、「明示され、どちらともいえない」（7.5％）、「明示され、

応えられていない」（6.9％）、計 44.5％で IT部門ではビジネスモデル変革も視野に入れています。 

（3）ビジネスイノベーション：変革を成功させる上でのポイント（1位～3位） 

・ IT 部門発のビジネスイノベーション（ビジネスモデルの変革、ビジネスプロセスの変革）を成功させる最大のポイ

ント（成功のポイント 1 位から 3 位まで複数回答）は、「経営と事業部門の間にあって、相互の意思疎通を緊密に

すること」（1位回答：39.2％、2位回答：10.5％、3位回答：9.3％、回答計 59.0％）、「社内各部門と IT部門との意

思疎通の緊密にすること」（1 位回答：18.7％、2 位回答：25.6％、3位回答：13.4％、回答計 57.7％）でして、部門

横断という IT部門の強みを生かした部門間の関係作りが改革を左右します。 

（4）自由記述より 

・ 回答に寄せられた多くの具体例から、IT 部門からのビジネスイノベーション提案に際してのポイントを 10 項目に

まとめました。 

・ IT部門発のビジネスイノベーションを進めるための「十か条」 

① 実態を把握し可視化する 

② 意識を改革する 

③ 定期的に会合を持ち意思疎通を図る 

④ 専門組織や担当を配置し権限を付与する 

⑤ レポートラインを確立する 

⑥ 経営レベルでの検討の場を設ける 

⑦ 組織と組織の連携を図る 

⑧ プロジェクトを設置する 

⑨ 上流・超上流から取り組む 

⑩ 人材を育成する 

・ 多くの企業において、ビジネスイノベーションが IT 部門のミッションの一つに加えられるようになってきました。し

かし、そうした、新たなミッションが重要になる一方で、社内に対する情報インフラサービスの提供など、ずっと IT

部門が担ってきた役割が重要でなくなるというわけではないです。むしろそうした従来の役割をきちんと担える IT

部門でなければ、ビジネスイノベーションという新たなミッションを担えないということを改めて認識することが必要

です。 
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7．情報セキュリティ（重要テーマ） 

（1）情報セキュリティ対策 

・ 不安の割合がダントツで高いのは「ソーシャルメディアポリシーの作成」（私的利用（61.1％）、企業利用（57.5％））

で、「データの暗号化等の保護策」（30.3％）に比較して、不安の大きさはほぼ 2倍となっています。 

・ 標的型攻撃への対策状況を確認する目的で追加した「外部からの侵入検知防止策」（20.7％）は想定よりも不安

が少ないです。従来型のファイアーウォールによる対策の実施を指した企業も少なからず含まれるのではないか

と推測されます。 

（2）大企業ほど標的型サイバー攻撃の標的になりやすいのは本当か 

・ 企業規模別標的型サイバー攻撃の有無：「全体の企業」で「攻撃を受けた」（10.2％）、「1000 人未満の企業」で

「攻撃を受けた」（6.1％）、「1000 人以上の企業」で「攻撃を受けた」（19.1％）となり、大企業ほど攻撃を受けた割

合が高いです。 

・ 攻撃を「受けていない」と回答した企業のうち、「ネットワーク境界における異常トラフィックの監視検知」を講じて

いるのは 53.6％です。残りはどうやって攻撃を「受けていない」と判断したのか不明です。「攻撃を受けていても

気づいていない」企業が含まれる可能性が否定できないです。 

・ 企業規模別標的型サイバー攻撃の対策実施率（複数回答）：「全体」で「ネットワーク境界における異常トラフィッ

クの監視検知」を講じているのは 56.3％です。「1000 人未満の企業」で「ネットワーク境界における異常トラフィッ

クの監視検知」を講じているのは 49.2％です。「1000 人以上の企業」で「ネットワーク境界における異常トラフィッ

クの監視検知」を講じているのは 70.0％です。検知は手段の導入が必要です。大企業の方が攻撃を受ける可能

性が高い自覚があるがゆえに対策が進んだ結果と推測されます。 

8．IT予算（定点観測） 

（1）IT予算（開発費+保守運用費）の現状と今後の見通し 

・ IT 予算の増減（n=358）：「増加」する割合（38.6%）から「減少」する割合（34.4%）を差し引いて求めた DI（Diffusion 

Index：増加割合－減少割合）値は＋4.2ポイント、12年度の＋1.7ポイントから微増し、13年度は対前年度比「増

加」と「減少」が拮抗、4 社に 1 社（27.1％）は「不変」です。企業規模や業種によって傾向は変わりますが、マク

ロ的な視点で見ると、おおむね“横ばい”の状況になりそうです。 

9．IT投資マネジメント（定点観測） 

（1）IT部門が IT投資で解決したい中期的な経営課題（1位～3位） 

・ 累計では「迅速な業績把握、情報把握（リアルタイム経営） 」（39.2%＝1 位：20.8%＋2 位：8.4%＋3 位：10.0%）と

「業務プロセスの効率化（省力化、業務コスト削減）」（49.4%＝1位：19.2%＋2位：18.3%＋3位：11.9%）が圧倒的に

高く IT投資の二本柱です。 

10．IT推進組織・IT人材（定点観測） 

（1）IT推進体制（自社単体） 

・ 「現状」は「集権型」が 7割（75.1％）、「連邦型」（23.3％）、「分散型」（1.6％）です。 

11．グルーバル IT戦略（定点観測） 

（1）企業のグローバル化 

・ 業種グループ別ビジネスのグローバル化の状況：上場企業（全体：ｎ＝1004）の 53.8％は既に海外進出済みで

す。業種グループ別では「機械器具製造（ｎ＝256：72.5％）」と「素材製造（ｎ＝189：75.8％）」の比率が高く、「金
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融（ｎ＝57：24.8％）」の比率は低いです。 

12．ＢＣＰ（定点観測） 

（1）全社的な BCPの策定状況 

・ システム障害や自然災害など、想定するリスク別の BCP（事業策定計画）の策定状況では、東日本大震災を

きっかけに、BCP の策定に取り組む企業が着実に増えています。地震（直下型地震、または、大規模地震）を想

定した BCP の「策定済み」企業は約半数です。「策定中」や「検討中」を含めると約 8 割に達しました。 

Ⅲ．質疑応答 

1. IT部門発のビジネスイノベーションを進めるための「十か条」 

Q：調査結果においてビジネスイノベーションを進めるための「十か条」があります。「「十か条」は企業においてき

ちっとできているか？」がシステム監査する者のテーマです。これを確認しながら進めていくことになると思います

が、有効に機能していますか？ 

A：「十か条」は回答の自由記述からまとめたものです。例えば IT 利活用について作った IT がどう活用されている

か、改善の仕組みがあるか、改善の仕組みはどういう形で行われているか、Exit（出口：記録者注記）としてシステ

ムは廃棄しまうのか、その基準・対策、それが見える化されているか、という状況を今回調査しています。それを

IT利活用でまとめています。 

・ IT 利活用の基準・体制作りをしている企業ほどむしろ「攻め」、IT 投資、ビジネスイノベーションに積極的です。

わりとそういう企業は「守り」で従来型でないかといわれていますが、人材が揃っていますので、そういうところがビ

ジネスイノベーションにいち早く対応できています。調査結果をクロスでみるとわかります。そういったことについ

て PDCAを回すべきと報告書に書くことにしています。 

2. ビジネスイノベーションのための人材育成 

Q：ビジネスイノベーションの一番の問題は人材育成です。ビジネスの者に IT知識をつけさせる、IT部門の者に企

画の知識をつけさせる、中途採用、外部リソース・コンサルタントを活用する等、人材育成はどのような企業が多

いですか？今回の調査で出ていますか？ 

A：調査では数字で出てくるほどはないです。今回は自由記述が中心です。加えて 50 社インタビューの結果から

引用しています。今後発刊される「企業 IT 動向調査報告書 2013」に各社こんな取組をしていますと入れてありま

す。例えば、ビジネスと IT との融合ということですから、各社によってはビジネス側に IT を寄せたり、IT 側にビジ

ネスを寄せたり、ミッションを与えプロジェクトにして混成チームをさせたりしますが、最近はビジネスと IT との混成

チームが多いようです。混成チームからお互いに人が育つことが多いです。従来は、その領域の分担を決めて

いましたが、今は互いに領域を超えて行います。たとえば、ある会社ではCIOが IT部門とビジネス部門のサービ

ス企画を２つ担当しており、その CIO 配下のビジネスと IT とで課長・部長クラスで週次にて 1 時間から 2 時間議

論します。おかげで、最近は自然体で IT とビジネスがコミュニケーションできるようになってきた。もちろんそのた

め互いに勉強しなければなりません。また、ある会社ではビジネスの業務企画と IT 企画を意図的に同じフロアに

するというシンプルな方法を採っています。いろいろな事例を集めていますが、ビジネスイノベーションの人材育

成に必ず必要なものはミッションと意識改革です。ミッションは明示しなければなりません。意識改革は待ってい

てはダメで、出なさいです。この意識改革は CIO と IT 部門長の仕事です。詳しくは今後発刊される「企業 IT 動

向調査報告書 2013」をお読みください。 
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Ⅳ．おわりに 

・ 今回の講演は、ビデオの撮影はしていません。資料は配布されたレジュメのみです。講演の中で、レジュメのほ

かに未公開資料が示されましたが、これらの内容についてもこの講演録には含まれていません。 

・ 前年度の講演録【第 170回月例研究会報告】（開催日：2012年 4月 25日（水）、議題：「企業 IT動向調査 2012

（2011 年度調査）～データで探るユーザー企業の IT 戦略～」＝2012 年 6 月発行会報№136に掲載）を合わせ

てお読み下さると経年変化等について、より理解が深まります。 

・ 詳細の内容は、今後発刊される「企業 IT 動向調査報告書２０１３」をお読みいただきたいと思います。（記録者

追記） 

以上 

 

 

 

■【近畿支部 第１４０回定例研究会報告】 

会員番号 2089 阪口博一（近畿支部） 

１．テーマ   ： 「あなたのへそくり、奥様にばれていませんか」 

～身近なテーマで、セキュリティをユーザに分かりやすく伝えよう～ 

２．講師    ： ＮＴＴ西日本 大阪支店 粕淵 卓氏 

３．開催日時 ： 2013年 5月 17日（金） 18：30～20：30 

４．開催場所 ： 大阪大学中之島センター ３階 講義室３０１ 

５．講演概要 ： 

（１）アジェンダ 

講義いただいた内容は以下のとおりである。 

a. セキュリティとは ｂ．リスクマネジメント ｃ．暗号 ｄ．認証 ｅ．脅威 ｆ．ＰＫＩ ｇ．まとめ 

（２）内容 

a. 「へそくり」の事情 

本講義の導入部として、「複雑なセキュリティを身近なテーマでユーザにわかりやすく伝える」というコンセプ

トから、現在の「へそくり」事情を様々なＷｅｂ（ホームページ）の情報をもとに、へそくりを持っている人の割合、

その金額、どうやって貯めたか、その隠し場所は、などの統計について紹介があった。 

b. セキュリティとは 

へそくりにおいて大切なことは、①バレないこと、②配偶者などに使われてしまわないこと、③自分が使いた

いときにいつでも使えることである。これを情報セキュリティに例えるなら、それぞれ機密性、完全性、可用性

（＝情報セキュリティの３要素）ということができる。 


