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第１９０回 月例研究会 （２０１４年４月開催） 

会員番号 1690 梅里悦康 （月例研究会） 

【講演テーマ】 第 20回 企業ＩＴ動向調査 2014（１3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 

【日時】 2014年 4月 25日（金曜日） 18：30～20：30 

【場所】 機械振興会館 地下 2階ホール 

【講演骨子】 

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 （略称：JUAS） は、経済産業省 商務情報政策局の監修を受け、

「企業 IT 動向調査 2014」を実施いたしました（調査期間：2013 年 10 月～11 月）。1000 社の IT ユーザー企業の回答

から、定点観測と重点テーマを通して IT投資や IT戦略方針など、世の中の動向を俯瞰していきます。 

ＪＵＡＳのホームページ 

http://www.juas.or.jp/servey/it14/index.html 参照 

調査の内容の詳細は、ＪＵＡＳから「企業ＩＴ動向調査報告書２０１4 ユーザー企業の IT投資・活用の最新動向（2013

年度調査）」（発行：日経ＢＰ社 2014年 4月 24日）として発行されています。 

 

Ⅰ．企業ＩＴ動向調査 2014（2013 年度調査）の概要 

1．調査の方法 

（1）アンケート調査 

・実施時期 13年 11月 

・ユーザー企業ＩＴ部門 4000社対象、有効回答：1016社（回答率：25%） 

（2）インタビュー調査 

・実施時期 13年 11月～14 年 1月 

・ユーザー企業ＩＴ部門長：47社 

2．調査の重点テーマ 

（1）転換期に求められる IT部門の役割とは 

・企業を取り巻く環境が激変しています。このような時代では、ユーザー企業の IT部門は、従来に増して全方位的な役

割が求められています。クラウドやビッグデータなど多様化する IT 環境への対応、巧妙化するセキュリティ脅威への対

策、さらには、ビジネスイノベーションを誘発する IT 活用の提案といった経営に直結する役割も求められるようになって

きます。当然のことながら、既存のシステムの保守・安定運用なども手を抜くことはできません。 

・しかし、こうした高度化・複雑化する要求に応えるには、課題も多いのが現状です。情報子会社やパートナー企業も

含めた IT 推進体制のあり方、幅広い分野の目利き力を備えた人材の育成方法、グローバル化への対応など、理想と

現実のギャップを感じている企業も少なくないでしょう。 

・こうした転換期における課題解決の一助となるために、今回の調査（2013 年度調査）では調査項目を一新しました。

IT 投資マネジメント、システム開発の実態や IT 組織、IT 人材などの定点観測は残しつつ、新たな観点を追加しました。

さらにビッグデータやビジネスイノベーションなどの調査項目をさらに拡充しました。 

3．調査結果の構成 

・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 

http://www.juas.or.jp/servey/it14/index.html
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（2）トピックス 

①IT トレンド(ビックデータ) 

②IT基盤 

③クライアント環境 

（3）重点テーマ 

①ＩＴ投資マネジメントとビジネスイノベーション 

②システム開発 

③ＩＴ推進組織・ＩＴ人材 

（4）定点観測 

①ＩＴ予算  

②ＩＴ投資マネジメント  

③情報セキュリティ 

 

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、東証一部上場企業とそれに準じる企業の計 4000社で、各社のＩＴ部門長に調査票を郵送して、1016社

の回答を得ました。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」に１業種を加え「27 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 年度より「重要インフラ」

から「社会インフラ」に変更）」、「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）が 1/3 強（33.8%）、中堅企業（300～1000 人未満）が 1/3 強（34.2%）、中小企業（300人未満）

が 1/3 弱（32.0%）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」（2.7%）、「10 億円～100 億円未満」（26.8%）、「100 億円～1000 億円未満」（47.3%）、「1000 

億円～１兆円未満」（18.9%）、超大企業「１兆円以上」（4.4%）となっています。この売上高1兆円以上の超大企業（4.4%）

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（53.9%＝「10 億円未満」（6.0%）＋「10 億円～100 億円未満」（47.9%））と

規模の小さな企業が多いです。 

（4）業種グループと主たる商品・サービスの取引形態 

・非製造業（商社・流通、金融、社会インフラ、サービス）では企業向け、一般消費者向け双方にビジネスを展開してい

る企業の割合が高いです。 

（5）主たるビジネスモデルと ITの位置づけ 

・特に金融において「ITなしではビジネスモデルが成り立たない」と回答した割合が顕著です。 

2．トピックス 

（1）IT トレンド（ビックデータ） 

①新規テクノロジーやフレームワークの導入状況 
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・「基盤系テクノロジー」「アプリケーション」「サービス」「方法論・フレームワーク」に分類しています。 

②ビックデータへの取り組み状況 

・大企業中心に活用が進むと考えられます。2 割（22.1%）の企業で「未検討（ニーズあり）」です。一方で約半数（52.9%）

が「未検討（ニーズなし）」です。ビッグデータのニーズが必ずしも顕在化するわけではなさそうです。 

・ビッグデータの活用状況：現状、今後（3 年後）の予測では、「導入済み」が 10.0%、「試験導入中・導入準備中」が

12.0%、「検討中」が 23.5%となり、検討中を含めると 45.5%の企業が検討までの段階に進みます。 

・売上高別ビッグデータの活用状況（現状）：売上高 1 兆円以上の企業は検討中までの比率も極めて大きく、ビッグデ

ータの活用も大企業から進んでいくと考えられます。 

※本調査では、ビッグデータを、単にデータの量が巨大なだけではなく、多様性があり、処理の速さも求められ、処理

の複雑性も高い対象（センサー情報、ソーシャルメディアの投稿、ネット上の写真や映像など）から、ビジネスへの貢献

に役立つ情報を得ることと定義しました。 

③ビックデータへの取り組みでの最大の課題（1位、2位、3位） 

・最大の課題は「導入する目的の明確化」（45.6%＝1位：27.3%＋2位：12.0%＋3位：6.3%）です。なお、導入が進むにつ

れて課題は具体化し、「人材（データサイエンティスト）の育成」（27.3%＝1位：10.7%＋2位：9.5%＋3位：7.1%）「データ分

析・活用のための体制／組織の整備」（37.5%＝1位：10.9%＋2位：14.6%＋3位：12.0%）の割合が高くなります。 

（2）IT基盤 

①クラウド導入状況 

・IaaSは踊り場から利用へと加速します。一方 PaaSは IaaSほどの伸びはないです。いずれも 5年間、導入済み企業は

順調に増加しています。 

・すなわち、年度別パブリッククラウド（IaaS、PaaS）導入状況にて、IaaSでは前回調査（12年度）に比べて「導入済み」の

割合が 8.3 ポイント（8.3%＝19.4%－11.1%）、「検討中」は 1.9 ポイント増加（1.9%＝19.5%－17.6%）しています。前回は、

導入の伸びが鈍ったことから踊場にあると見ていましたが、今回の調査では利用する方へ加速しているといえます。一

方PaaSは、導入済み企業は前回より増加（1.8ポイント増加）（1.8%＝12.6%－10.8%）しているものの、IaaSほどの伸びは

ないです。導入は進んでいるものの、勢いは鈍いです。 

※自社構築できる体力があり自由度を求める場合は IaaS、コストを抑えて短期間で使用開始する場合は SaaS、と棲み

分けられる一方で、その中間的な位置づけにある PaaSは選択しづらい状況にあるのではないですか。 

（3）クライアント環境 

①Windows XP 対応 

・全体の約 90%（89.2%＝「2014年 4月 9日までに対応完了(予定を含む)」49.1%＋「対応予定だが、2014年 4月 9日以

降にずれ込む」40.1%）の企業が課題として真摯に受け止め取り組んでいますが、多くのロードや多額の費用を要する

ことから、全体の約 40%（「対応予定だが、2014年 4月 9日以降にずれ込む」40.1%）の企業が 2014年 4月 9日までに

は間に合わないです。 

・2014 年 4 月 9 日に間に合わない企業からは対策として「Windows XP をサポートするウイルス対策ソフトを使用する」

といった声がありますが、これだけでは十分ではないです。今後発見される WindowsXP の脆弱性の穴には対応できな

い可能性もあり、ウイルス対策ソフトの過信は危険です。もしもWindows XPの脆弱性を狙った攻撃を受けた場合、自社

のみならず、他社にも迷惑を及ぼす可能性もあります。Windows XP をサポート終了後も使い続けることがリスクを高め

ることを認識した上で、もう一度リスク対策を見直し、Windows XP の移行完了時期の見直しも含め、サポートがある OS

への早期の切り替えが必要と思われます。 

②クライアント OS 
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・クライアントOSの導入割合（導入比率の単純平均）ではWindows XP以前が大幅に減少し、Windows 7が躍進してい

ます。最も多い OSは、初めて「Windows 7」（49.7%）がWindows XP以前（44.9%）を上回る結果となりました。 

・2009年 9月に販売開始された「Windows 7」は、過去の企業 IT動向調査の結果によると、導入企業の割合が 09年度

は 4.1%、10年度は 35.5%、11年度は 62.3%、12年度は 80.0%、13年度は 93.2%と大幅に増加しています。 

・2012年 8月に販売開始された「Windows 8」は、導入企業の割合が 12年度は 1.9%、13年度は 15.2%でした。 

③スマートフォン・タブレット端末導入状況 

・導入企業は年々増加し、13年度にはいずれも 4割弱（スマートフォン「導入済み」37.3%、タブレット「導入済み」36.3%）

の企業が導入済みです。 

・企業規模が大きいほど導入に積極的です。すなわち、「未検討」に着目すると、従業員数が大きくなるにつれて割合

が下がる（スマートフォン：「300 人未満の企業」（33.2%）⇒「1000 人以上の企業」（18.6%）、タブレット：「300 人未満の企

業」（30.4%）⇒「1000 人以上の企業」（9.5%））ことからも、規模の大きな企業がスマートフォンやタブレット端末の導入を

積極的に検討していると考えられます。 

・ただし、別途調査した導入台数の規模を見ると、大規模な導入を行っている企業は限定的です。 

3．重点テーマ 

（１）ＩＴ投資マネジメントとビジネスイノベーション 

①IT部門が IT投資で解決したい中期的な経営課題（1位～3位） 

・IT 投資で解決したい中期的な経営課題（1 位～3 位）では、「迅速な業績把握、情報把握（リアルタイム経営）」（38.6%

＝1 位：22.1%＋2 位：7.3%＋3 位：9.2%）と「業務プロセスの効率化（省力化、業務コスト削減）」（50.5%＝1 位：19.2%＋2

位：20.3%＋3位：11.0%）が圧倒的に高く IT投資の二本柱です。 

・IT 投資の前提となる経営課題を見ると、「業務プロセスの効率化」（上記 50.5%）、「リアルタイム経営」（上記 38.6%）、

「営業力の強化」（25.6%＝1位：8.2%＋2位：9.5%＋3位：7.9%）、「IT コスト削減」（24.4%＝1位：8.1%＋2位：6.7%＋3位：

9.6%）、「業務プロセスの品質向上」（23.5%＝1 位：4.8%＋2 位：8.6%＋3 位：10.1%）と全業種を通じた上位 5 傑は例年と

変わらないです。 

②IT投資における中期的な重点投資分野 

・「顧客情報・営業支援（ＳＦＡ、ＣＲＭ等）」（40.1%＝1位：18.6%＋2位：11.9%＋3位：9.6%）、「生産・在庫管理」（33.1%＝

1位：18.4 %＋2位：8.9 %＋3位：5.8 %）、「販売管理」（32.2%＝1位：15.9 %＋2位：10.7 %＋3位：5.6 %）、「経営情報・管

理会計」（32.2%＝1位：12.8 %＋2位：12.0 %＋3位：7.4 %）、「グループウェア・社内情報ポータル」（28.2%＝1位：5.6 %

＋2位：10.3 %＋3位：12.3%）が上位で、解決したい経営課題にほぼ対応しています。 

・3 位に着目すると、最も回答が多いのが「セキュリティ強化（14.2%）」、「BCP（事業継続計画）12.3%」です。最優先では

ないものの、重点投資分野の一つとして位置づけていると考えられます。 

・主たる商品のビジネスモデル別に見ると、BtoB企業とBtoC企業では、解決したい経営課題の違いを反映して、IT投

資の重点分野においてもやはり大きな違いがあります。 

③攻めと守りの投資配分 

・まず、IT 予算を｢現行のビジネスや業務の維持・運営のために要する（ライセンス切れや保守切れによるリプレースも

含みます）情報システムの予算」（以下「ラン・ザ・ビジネス予算」）と、「事業拡大や新規事業を実現するために要する情

報システムの予算（以下「バリュー・アップ予算）」と分けて考えることとします。 

・調査結果は、バリュー・アップ予算はラン・ザ・ビジネス予算を大きく下回りました。全体平均でみると両者の比率はお

およそ 2：8（平均値は、バリュー・アップ予算 20.9%、ラン・ザ・ビジネス予算 78.9%）です。企業経営にとって、情報システ

ムとは安定した業務やビジネスの基盤であってみれば、この比率は十分理解できます。 
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・将来に向けては、ラン・ザ・ビジネス予算の比率を低減する中でＩＴ投資の重心をバリュー・アップ予算に移して行こうと

いう、明らかな意図がうかがえました。 

・以上、現状は攻め（バリュー・アップ）2 割、守り（ラン・ザ・ビジネス）8 割で、将来に向け、厳しい予算制約の中でラン・

ザ・ビジネス予算の比率を低減し、IT投資の重心をバリュー・アップ予算へ移す意向です。 

④EA導入状況別ビジネスの新しい施策展開のための IT投資割合（現状） 

・IT資産の計画的管理のための方策として、ここではエンタープライズアーキテクチャー（EA）に注目する。EAを導入し

た企業（バリュー・アップ投資配分「EA 導入済み企業」平均 28.4%）とそうでない企業（バリュー・アップ投資配分「EA 未

検討企業」平均 19.3%）の間で、バリュー・アップ投資配分に明確な差が認められ、EA は重要な役割を果たすと考える

ことができます。 

・興味深いのは、EA を導入済または準備中の企業の方が、IT 部門から経営や事業部門に対して様々な提案を行う仕

組みを導入している企業の比率が大きくなるということです。IT によるイノベーションを推進するためには、その他にも

様々な仕組みが必要ですが、EA を導入することはそうした仕組みづくりを推し進めることと強く関わっていることが見て

とれます。 

・将来的に IT 予算の配分を「守り（ラン・ザ・ビジネス予算）」から「攻め（バリュー・アップ予算）」に重点をシフトするため

の IT投資マネジメント基盤として「IT資産の計画的管理」、「財源確保の取組」、「ITマネジメント人材の拡充」が必要で

す。 

⑤ITを活用したイノベーション 

・従業員数別 IT を活用したイノベーションへの取組状況（実施している企業の割合）では、イノベーションの実現にお

ける IT部門に対する期待も企業の成長と規模（従業員規模）の拡大に伴って大きくなってきます。 

・企業規模が大きくなってくると効率的に業務を行うために ITは欠かせないツールとして、その提供を担う IT部門の技

術力に期待が高まるのは当然と言えます。複雑化し専門分化した大企業にあっては、部門の枠を越えた業務知識や

要求を明確にすること、そして内外の資源を連携することまで、期待の幅が広がってくる実態が見て取れます。 

・以上、従業員規模が大きくなるにつれ、改革に取り組む企業の割合も増加し、企業の成長に伴って事務などのオペ

レーションのプロセスが複雑化し、変革が必要になることを示唆しています。 

（2）システム開発 

①システム開発への事業部門の参画度 

・システム開発への事業部門の参画に関する IT 部門の評価として高かったのは「テストへの参加」（5 点満点にて平均

3.0点）です。逆に、低いのは「要件定義に関する主体性」（5点満点にて平均 2.3点、レベル 1：「部門が手取り足取り」

⇔レベル 5：「事業部門が主体的に実施」）と「事業部門の要件定義スキル」（5 点満点にて平均 2.3 点、レベル 1：スキ

ル不十分⇔レベル 5：必要なスキルを充足）でした。 

・開発成否に影響を及ぼす、事業部門の参画に関する事項（1位～3位）では、「現行業務仕様の把握」（1位：38.7%）、

「要件定義に関する主体性」（1位：34.2%）が１位の割合が高いです。 

・以上、IT 部門は事業部門の要求を正しく把握し、システム開発を行う必要がありますが、そのためにはまず事業部門

がしっかり要件に主体性を持って提示できるかがカギとなります。 

②開発手法の活用状況 

・全般的にウォーターフォール型の開発手法が依然として主流(「基幹系」：75.5%、「業務支援・情報系」：64.1%、「Web・

フロント系」：55.1%、「管理業務系」：72.7%)です。 

・「プロトタイピング・反復型」は、いずれの業務システム分野でも 2 割以上(「基幹系」：20.1%、「業務支援・情報系」：

28.8%、「Web・フロント系」：33.0%、「管理業務系」：21.7%)の採用です。WEB サイトの構築や、小規模な業務システム開
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発案件では適用が広がっていると推察します。 

・各開発手法に期待する効果として、品質重視であれば手堅くウォーターフォール（｢品質向上｣：68.4%）です。開発ス

ピードの向上に期待がかかるアジャイル（｢開発スピードアップ｣：52.0%）です。「プロトタイピンクﾞ・反復型」は、その中庸

策（｢品質向上｣：30.0%、｢開発スピードアップ｣：42.0%）です。 

・以上、ウォーターフォール型開発手法が依然として主流ですが、「プロトタイピング・反復型」の適用もみられ始めてい

ます。アジャイル手法の活用はまだ限定的です。 

（3）ＩＴ推進組織・ＩＴ人材 

①今後の IT機能別の役割分担 

・今後、従業員 1000 人以上の大企業では、IT 戦略策定（「IT 部門」：85.8%）と戦略実行の役割分担が進むと予測され

ます。従来の業務を情報子会社やベンダーに移管し、IT部門の時間をより戦略策定に割けるようにするとみられます。 

・「③設計・開発・テスト」（「IT 部門」：31.5%）、「⑤システム運用」（「IT 部門」：34.7%）、「⑥システム保守」（「IT 部門」：

34.0%）、「⑨ヘルプデスク」（「IT 部門」：37.1%）に加え、「⑩情報セキュリティリスク管理」（「IT 部門」：76.7%）、「⑪その他

IT マネジメント」（「IT 部門」：79.1%）などにおいても、情報子会社やベンダーへの委託が進んでいくことが見受けられま

す。 

・また、情報子会社は IT部門の一部として、今後は IT部門の役割を共に担う存在になっていきます。 

②情報子会社の保有状況 

・全体の傾向は、際立った変化はないです。6年前の 08年度からあまり変化はなく、全体では約 2割（19.9%＝「情報子

会社あり（経営権あり）」：17.2%＋「情報子会社あり（経営権なし）」：2.7%）、従業員数 1000 人以上の企業では約 4 割

（38.8%＝「情報子会社あり（経営権あり）」：35.4%＋「情報子会社あり（経営権なし）」：3.4%）が情報子会社を保有してい

る状況です。 

③IT部門の年齢構成 

・4 人に 1 人が 65 歳以上という超高齢化社会の中、IT 部門でも高齢化が進行中です。現状に危機感を抱き、新規採

用や人事ローテーション等の対策を講じている企業との差が明確になりつつあります。 

・IT 部門「40 代以上の層が多い（シニア中心型）」：52.3%、情報子会社「40代以上の層が多い（シニア中心型）」：30.9%

で、最も比率が高かったのは、40代以上の層が厚いシニア中心型です。 

④業種ｸﾞﾙｰﾌﾟ別 IT部門の年齢構成と設立年数別 IT部門の年齢構成 

・業種ｸﾞﾙｰﾌﾟ別 IT 部門の年齢構成では、金融（65.2%）、建築・土木（59.5%）、素材製造（58.2%）、機械器具製造

（55.7%）、社会インフラ（53.7%）では、「シニア中心型」が半数を超えています。 

・設立年数別 IT 部門の年齢構成では、40 代以上の層が多い（シニア中心型）は「設立して 5 年以上 30 年未満」

（31.9%）、「設立して 30年以上 60 年未満」（50.2%）、「設立して 60 年以上 90年未満」（56.5%）、「設立して 90年以上」

（61.8%）です。 

・いずれの業種ｸﾞﾙｰﾌﾟでも 40 代以上の層が多い「シニア中心型」が高い比率を占めています。会社の設立年数と IT

部門の年齢構成の相関性も強く、設立年数が長い企業ほどシニア中心型の割合が増加しています。 

⑤人材タイプ別 IT部門要員 

・開発、運用の現場が情報子会社へシフトしたり、クラウドなどの利用により「作らずに使う」システムが増加する中、 IT

部門でも IT部門要員に求められる役割が変わりつつあります。 

・「①業務改革推進担当」の DI値は 21.6、「②IT戦略担当」は DI値 21.1、「③システム企画担当」は DI値 21.0 と増加

志向が明らかです。（※記録者注：DI とは Diffusion Indexの略で「増加割合」－「減少割合」です。） 

・一方で、「⑤開発担当」のDI値は▲4.3、「⑥運用管理」はDI値▲6.1、「⑦運用担当」はDI値▲11.2、「⑧ヘルプデス
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ク担当」は DI値▲5.9 と減少志向でした。 

・全体の傾向として、今後、IT 部門の要員を業務改革や戦略・企画領域にシフトさせようとする企業の意向が顕著に表

れています。 

・今後の方向性は人材タイプごとに異なり、業務改革推進、IT 戦略担当、システム企画を増加させ、開発、運用、ヘル

プデスクは減少を志向します。IT部門をより上流へシフトさせようとする意向です。 

⑥従業員数別業務改革推進担当の今後の方向性 

・業務改革推進を担う人材をいかに増やすかが大きな課題です。規模に比例して増員意欲は顕著で、従業員数 1000

～4999人の企業は 40.2%、5000～9999人の企業では 54.3%、10,000人以上の企業は 60.6%が各々増加しています。 

・それでは実際にどうやって育成を行うのか別途調査しました、「①業務改革推進担当」の育成に有効な施策としては、

「事業部門への異動による実務経験付与」を挙げる企業が多い（57.3%）です。 

・なお、情報子会社を持つ企業では開発の現場に近い部分を担当するタイプ（開発担当、運用管理、運用担当など）

の育成方法として「情報子会社との人材ローテーション」の占める割合が高くなります。 

4．定点観測 

（１）ＩＴ予算 

①IT予算の現状と今後の見通し 

・14年度の予測の DI（※記録者注：DI：Diffusion Index：「増加割合」－「減少割合」）値 12.6は 2008年のリーマンショッ

ク以降、最大の値となっています。予測の DI値の動きは、10年度の DI値▲4.0を底に、13年度は 4.2 と減少するもの

の、漸増傾向（10 年度：▲4.0、11 年度：6.4、12 年度：8.1、13 年度：4.2、14 年度：12.6）が続いています。IT 予算の実

績を反映している計画値の推移を見ても 09年度以降、IT予算の増加傾向（10年度：▲9.0、11年度：6.0、12年度：1.7、

13年度：13.5、14年度：-）は確認できます。 

・以上、13年度の計画のDI値は 13.5、IT予算を増やす企業が大幅に増加しています。14年度の予測のDI値は 12.6、

IT予算を増やす企業数は引き続き増加が見込まれます。 

②売上高に対する IT予算比率 

・単純平均で 12年度 1.20 %、13年度 1.23%です。13年度は売上高の伸び以上に IT予算を伸ばした年です。ＩＴ予算

比率は IT装置産業といわれる「金融」が 12年度 5.04%、13年度 5.07%と突出しています。 

（2）グルーバルＩＴ戦略 

①企業のグローバル化 

・売上高別ビジネスのグローバル化の現状：海外市場の開拓は、幅広い層の企業にとって成長を維持するために不可

欠な戦略となっています。 

・業種ｸﾞﾙｰﾌﾟ別業務プロセスの共通化の状況：目指すべき姿は企業規模や事業内容によって異なりますが、グローバ

ルでの業務プロセスの共通化は、短期に解決できるものでもなく、長期に渡る課題といえます。 

・上場企業の 51.2%は既に海外進出済みです。売上高 1000 億円以上の企業では 4 社に 3 社（1000 億円以上～１兆

円未満：73.4 %、1 兆円以上：74.4 %）が海外へ進出しています。そのうち、業務プロセスの「共通化」または「共通化の

予定」は約6割（57.5%＝「全世界で共通化済み」：5.9%+「全世界で共通化の予定」：12.6%+「地域ごと（中国、アジア、米

州、欧州など）に共通化済み」：15.1%+「地域ごとに共通化の予定」：23.8%）です。 

②グローバルでの ITガバナンス 

・現状は「海外の事業拠点に任す」「特に行わない」が大半です。 

・今後はセキュリティ（69.4%＝「グローバルで管理・標準化」：53.0%+「地域ごとに管理・標準化」：16.4%）やコンプライア

ンス(69.5%＝「グローバルで管理・標準化」：52.4%+「地域ごとに管理・標準化」：17.1%)、次に IT 戦略(64.9%＝「グローバ
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ルで管理・標準化」：44.7%+「地域ごとに管理・標準化」：20.2%)、予算(56.5%＝「グローバルで管理・標準化」：32.4%+「地

域ごとに管理・標準化」：24.1%)、さらには IT基盤(60.3%＝「グローバルで管理・標準化」：35.0%+「地域ごとに管理・標準

化」：25.3%)、業務システム(57.7%＝「グローバルで管理・標準化」：30.8%+「地域ごとに管理・標準化」：26.9%)・情報（マ

スターやコード体系）(58.3%＝「グローバルで管理・標準化」：36.9%+「地域ごとに管理・標準化」：21.4%）)を目指します。 

・ビジネスのグローバル展開を IT の活用で推し進めようとする中、従来の個別最適からグローバル、もしくは地域での

全体最適へ向けた筋道を描いているようです。 

・以上、セキュリティやコンプライアンスで「グローバルで管理・標準化」または「地域ごとに管理・標準化」の傾向が強い

です。まず守りの領域をしっかり固め、最低限の企業ﾌﾞﾗﾝﾄﾞを保護する意思表示ですか。 

（3）情報セキュリティ 

①情報セキュリティ対策 

・標的型攻撃の手口は従来のメールを発端とする攻撃にとどまらず、攻撃対象の利用者がよく利用するWebサイトにウ

イルスを感染させた上で待ち伏せるなど、多様化しています。高度化する攻撃への対策を実行推進する人材の確保

や社内ネットワーク上の怪しいデータの挙動を分析・検知するソリュションの導入等が大きな課題となっていると思われ

ます。 

・以上、不安が大きい情報セキュリティ対策の自己評価です。ほとんどの項目に対して対策が大幅に不足しています。 

②情報セキュリティ対策の企業グループでの取組み 

・情報セキュリティ対策の企業グループでの取組みでは、「完全にグループ全体を対象としている」は約 4 割（39.6%）で

す。 

・情報セキュリティ事故の影響度別に情報セキュリティ対策の企業グループでの取組みを見ると、「完全にグループ全

体を対象としている」は、「部分的に影響がある」：26.3%、「大きな影響がある」：43.6%、「企業の存続に関わる影響があ

る」：55.6%です。同じｸﾞﾙｰﾌﾟでも、企業によって規模やセキュリティリスクは異なります。体力的に親会社や大規模な企

業と同じ対策を打てない企業もあるでしょう。しかし、セキュリティ問題が顕在化すると、グループ全体に波及します。今

後、グループ全体でセキュリティ対策を進めていくことがさらに求められてくるでしょう。 

・以上、「完全にグループ全体を対象としている」は約 4 割（39.6%）です。情報セキュリティ事故の影響度別に見ると、イ

ンパクトが大きいほどグループ全体での取り組みが進みます。 

 

Ⅲ．質疑応答 

1. IT部門の欠かせないものは若手人材の確保育成 

質問：調査結果において IT部門の一番かかせないものは何ですか？ 

回答：いろいろありますが品質等がやはりポイントです。経営、ビジネスにイノベーションの提案することがいわれていま

す。どう対応するか人材の問題があります。人員の年齢構成高いことです。従来型で若手が入らないです。 IT部門長

に話を聞くと、｢ベテラン層は過去の言われた通り開発をした成功体験があり、どうやって意識改革をするのか、併せて

若手人材を確保育成するかが課題｣です。 

2. IT部門の一元的把握と理解力不足を補完しイノベーションするために内部・外部とのコラボレーション 

質問：経営者はイノベーションを実現する IT 人材を必要としています。しかし、IT人材のスキルはプログラム開発、ネッ

トワークのスキルです。ビックデータに係わるデータサイエンティスト人材とビジネスイノベーションに係わる人材は、従

来までの IT人材のスキルと異なります。両者のギャップを企業側はどう解決していますか。 

回答：調査データによると、IT 部門は技術力、要求定義力に強みがありますが、情報の一元的把握と理解力が弱いで

す。本来、社内要求と社外要求を理解することとこれらを分析して事業にどうゆうふうに使われるべきかを把握すること
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が求められています。これが弱いです。これに対していろいろ模索しています。提案するため他の部門と共同組織を作

ること、社外と連携し外部とコラボレーションして生み出すことが行われています。このように IT 部門は内部・外部とコラ

ボレーションしています。今後、そのうち成果がでて、成功事例が出てきます。コラボレーションがキーです。 

3. 要件定義は業務要件のこと、要件定義の決定は CIO と IT部門長の仕事、トップの考え方を反映すること 

質問：要件定義は、業務の要件ですか。それとも、システム要件ですか。IT がうまくいかないのは、業務部門の管理で

業務要件がキチンとできているか、そもそもどのような要件定義をするかにかかっています。QTC がくずれ、普通、プロ

ジェクト開始してから要件が変わってしまいます。要件定義はそもそも正しいか分析していますか。 

回答：要件定義は、業務の要件です。要件がそもそも正しいのか、業務要件、そこに戻る必要があります。確定した内

容がビジネス部門の部門長の決裁を受けたものでしょうか。とりあえず、システム開発し最後土壇場に「こんなシステム

を何で作ったのか。」と言われます。これにより開発が振出に戻ることがあります。結果から見るとオーソライズしていな

い要件定義で開発が始まるのが問題です。これは CIO と IT 部門長の仕事です。ビジネス部門・業務部門の役員の決

裁を受けること、ステアリングコミティにビジネス部門の部門長を、プロジェクトメンバーにビジネス部門のキーパーソンを

専任にてアサインすること、トップの考え方を反映すること、いろいろ必要です。 

4.経営目的に合致しているか否か監査することに重要性増加 

質問：監査の面で、私どもは準拠性監査がメインです。経営目的とりわけ目的型監査の重要性が増してきましたか。 

回答：今後、経営目的に合致しているか否か監査することに重要性が増しています。経営と IT が近くなっています。こ

のシステムの評価は経営目的の観点で、経営とどこまで合致しているかです。まさしくその通りだと思います。 

 

Ⅳ．おわりに 

・当講演録は配布資料と対比してみるように記述しました。月例研究会に参加されなかった方は、ぜひ配布さ

れたレジュメを取り寄せてご覧ください。なお、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、レジュメのほかに配布されていない資料が示されましたが、これらの内容についてもこ

の講演録には含んでいません。 

・前年度の講演録【第 180回月例研究会報告】（日時：2013年 4月 24日（水）、議題：「企業ＩＴ動向調査 2013（１2年度

調査）～データで探るユーザー企業のＩＴ戦略～」）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。 

ＳＡＡＪのホームページ： 

http://skansanin.com/saaj/201307/201307SAAJKaihoNr148_monthly.pdf  参照 

・詳細の内容は、発刊されている「企業ＩＴ動向調査報告書 2014」をお読みいただきたいと思います。（記録者追記） 

以上 
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