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2015.05 

第２０１回 月例研究会 （２０１５年４月開催）報告 

会員番号 0056 藤野 明夫 （月例研究会） 

【講演テーマ】 第 21回 企業ＩＴ動向調査 2015（14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】 2015年 4月 28日（火曜日） 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、「企業 IT動向調査2015」を実施し、その成果を

4月に発表いたしました（調査期間：2014年 10月～11月、経済産業省 商務情報政策局 監修）。 

約 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

最新動向を俯瞰していきます。 

 

Ⅰ．企業 IT動向調査 2015(2014年度調査)の概要 

 一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 （以下、JUAS という）は、「企業 IT 動向調査 2015」を実施し、その

成果を 4月 23日に協会会員向けに報告した。本日は、この会員向け報告で使用したスライドにより、この調査の概要と

新たに得られた知見をご紹介する。なお、報告書は、4月 30日に発行の予定である。 

1． 調査の方法 

アンケート調査とインタビュー調査の二つの方法で調査を行った。アンケート調査は、2014年 11月にユーザー企業

4000社（東証一部上場企業とそれに準じる企業）のＩＴ部門を対象に実施し、有効回答 1125社（回答率：28%）であった。

インタビュー調査は、2014年 11月から 2015年 1月にかけて、ユーザー企業 50社のＩＴ部門長に対して実施した。 

2． 企業 IT動向調査 2015(2014年度調査)のテーマ 

 調査の重点テーマは以下のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：JUASホームページ 「企業 IT動向調査報告書 2015」 重点テーマ：転換期に求められる IT部門の役割とは 

http://www.juas.or.jp/servey/it15/index.html ） 

 

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る時代において、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ています。

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ありません。 

 今年度は、昨年度の調査で明らかとなった3つの課題（「業務部門との関係・要件定義の主体性」「業務改革人材

の育成」そして「IT部門の年齢構成 高齢化」）の解を引き続き求めながら、転換期の今、どのような IT推進組織体

制のあり方、人材育成方法を行なうべきかを探っていきます。 
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3． 調査の構成について 

調査の項目と回答企業プロフィールは、以下のとおりである。 

(1) 調査項目 

①IT トレンド、②ビックデータ、③ＩＴ予算、④ＩＴ投資マネジメント、⑤IT推進組織、⑥IT人材・年齢構成、 

⑦システム開発における事業部門の役割、⑧グローバル IT戦略、⑨システム開発・運用、⑩IT基盤、 

⑪クライアント環境、⑫情報セキュリティ 

(2) 回答企業のプロフィール 

 業種の特性を把握するため、表 1に示す 7種の業種グループにまとめて分析した。 

表 1 回答企業の業種分類 

業種グループ 件数 割合(%) 属する業種 

建築・土木 91 8.1  建設業 

素材製造 214 19.0  

①食料品、飲料・たばこ・飼料製造業、②繊維工業、 

③パルプ・紙・紙加工品製造業、④化学工業、  

⑤石油・石炭・プラスチック製品製造、⑥窯業・土石製品製造業、 

⑦鉄鋼業、⑧非鉄金属・金属製品製造業 

機械器具製造 284 25.2  
①電気機械器具製造業、②情報通信機械器具製造業、 

③輸送用機械器具製造業、④その他機械器具製造業、⑤その他の製造業 

商社・流通 189 16.8  ①卸売業、②小売業 

金融 60 5.3  金融業・保険業 

社会インフラ 78 6.9  
①電気・ガス・熱供給・水道業、②映像･音声情報制作･放送･通信業、  

③新聞・出版業、④運輸業・郵便業 

サービス 209 18.6  

①農林漁業・同協同組合、鉱業、②情報サービス業、 

③宿泊、飲食、旅行サービス業、④医療業、⑤教育、学習支援、 

⑥その他の非製造業 

全体 1125 100.0  

（出典：JUAS作成、2015年 4月 28日第 201回 SAAJ月例研究会配布資料） 

 

回答企業の従業員数は、大企業（1000 人以上）が 1/3、中堅企業（300～1000 人未満）が 1/3、中小企業（300人未

満）が 1/3 と、ほぼ同じ割合である。 

売上高別では、100 億円未満、100 億～1000 億円未満、1000 億～1 兆円未満、1 兆円以上の 4 群にグルーピング

して分析している。 

以下、規模別、業種別の回答企業の大まかなプロフィールと特性をまとめる。 

業種グループ「サービス」に分類される企業は、売上高 100 億円未満の企業が約半数を占め、規模の小さな企業が

多い。また、非製造業（業種グループ「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展開している企業の割合が多い。さらに、業種グループ「金融」では、「IT なしではビジネスモデ

ルが成り立たない」と回答した割合が極めて高く、他業種に対して突出している。 
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Ⅱ．調査結果 

各調査項目について、分析の結果得られた主な知見を以下に述べる。 

１．ITトレンド 

関心のあるテクノロジーの第一位は BYOD、二位は経営ダッシュボード、三位はインメモリ・データベース管理システ

ムである。コスト削減、経営判断の迅速化、業務の高速化等による効果を期待してのものと思われる。一位、二位の

BYOD、経営ダッシュボードは調査企業の 2割前後が高い関心を示している。 

売上高別でも BYOD と経営ダッシュボードは関心が高く、どのグループでも上位 3位以内に含まれる。 1兆円以上

の企業では、IoT やタレントマネジメント、COBIT が上位に挙げられる点が特徴的であり、売上高 1 兆円以上の超大企

業（4.7％）を分析すると、今後の動向が見えてくる。 

 

２．ビックデータ 

ビックデータへの取り組み状況については、全体の約 5%が「活用済み」、約 5%が「試験活用中・活用準備中」であり、

この二つを合わせると10%に達する。この二つと「検討中」の合計の割合は年々増加している。なお、1兆円以上の企業

では 17.6％が活用済みであり、大企業を中心に活用が進むと考えられる。 

ビックデータ活用済みの企業（約 50 社）の半数が「期待以上」または「期待どおり」と回答しており、既に効果が実現

している。残りの半数が「効果測定中」で、「期待する効果を得られなかった」とする企業はなかった。 

最大の課題は「導入する目的の明確化」であり、次に、「人材（データサイエンティスト）の育成」や「データ分析・活用

のための体制／組織の整備」等が並ぶ。なお、活用の状況が「検討中」から「試験活用中・活用準備中」「活用済み」に

移ると、課題は具体化し、「人材（データサイエンティスト）の育成」や「データ分析・活用のための体制／組織の整備」

の割合が高くなり、導入のフェーズにより問題意識が変化していく。 

ビッグデータを活用する人材に最も求められるものは、ビジネスの現実を理解し、データ活用を企画・先導する力で

ある。分析力でもシステムでもなく、自社のビジネスに関する深い理解の上に、ビジネス強化に役立つようデータを活

用するための企画力こそが重要である。 

 

３．IT予算 

IT予算の現状と今後の見通しに関して、15年度予測のDI値（増加予測をプラスとする）は 23.8となり、過去 10年で

最大の予測となっている。 IT 予算の実績に近似している計画値のDI値推移も09 年度計画の▲13.5 を底に漸増傾

向が続いている。 

15 年度予測の DI 値が最も高かったのは、100 億～1000 億円未満の企業である。100 億円未満の DI 値も高く、中

堅中小規模の企業において、ITによる企業競争力強化を積極的に推し進めようとする姿勢が見て取れる。 

15 年度予測の DI 値は全業種でプラスになっている。社会インフラの DI 値 42.6 が最も高く、前年度より「増加する」

と回答した企業は 6割に達する。次いで商社・流通の 25.2、機械器具製造の 20.1が続く。 

売上高に対する IT 予算比率は、単純平均で、2013 年度、2014 年度ともに 0.99％で横ばい傾向にある。ＩＴ予算比

率は IT 装置産業といわれる金融が突出（約 5%）するが、 IT 予算の削減・適正化が徐々に進んでいる模様である。な

お、製造業は、売上高に対するＩＴ予算比率は低い。 

営業利益率がプラスの場合、営業利益率が高いほど、IT 予算比率も高い。 企業規模や業種、IT とビジネスモデル

の関係にもよるため、単純に結論づけるのは性急であるが、興味深い結果である。なお、営業利益率の分析に関して

は、金融は他の業種と大きく異なるため、ここでは対象から除いている。 
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４．IT投資マネジメント 

ＩT 部門が IT 投資で解決したい中期的な経営課題は、「業務プロセスの効率化（省力化、業務コスト削減）」と「迅速

な業績把握、情報把握（リアルタイム経営） 」が二本柱であり、ここ 5、6年、変わらない。 

IT 投資で解決したい中期的な経営課題を「攻め（顧客価値の遡及や拡販、新規事業等の展開）」と 「守り（効率化

やリスク低減）」に分類すると、回答企業全体を見る限りでは、まだまだ守りの IT 投資の比率が高い。規模（売上高）の

小さい企業は「守り」に追われ、規模が大きくなるほど「攻め」の IT 投資に注力していく傾向が明確になっている。売上

高 1000億円未満の企業では、「攻め」へのＩＴ投資を注力する企業が約 3割であるのに対して、1兆円以上の企業は、

約 7 割に達する。規模が大きい企業にとっても、「守り」として継続すべき課題は「業務プロセスの効率化」と「IT 開発･

運用コストの削減」である。 

製造業はバリューチェーンにおける価値向上とグローバル市場への拡張、流通・サービスでは顧客接点、社会イン

フラや金融では IT コストを抑え新たなビジネスモデルを追求しつつ、社会的責任を果たすことへの課題が見える。 

「ラン・ザ・ビジネス」（現行ビジネスを支えるためのＩＴ）と「バリュー・アップ」（事業変革のためのＩＴ）の比率は 8 対 2

である。事業の根幹を支える「ラン・ザ・ビジネス」システムを維持しつつ、経営環境の状況に応じて自らを変革する「バ

リュー・アップ」投資を怠らないよう、変化対応力が必要である。 

全体平均では IT予算の 20.6％を「バリュー・アップ予算」に投じている。この比率が、増収増益企業では 22.3％、逆

に減収減益企業では 18.5％となり、昨年とほとんど変わらない。IT予算に占める「バリュー・アップ予算」の割合が高い

企業ほど、直面する経営課題の解決に直結する IT施策に IT予算を「振り向けられている」割合が高く、「バリュー・アッ

プ予算」が 50％以上を占めている企業は、41.0％が経営課題の解決に「振り向けられている」と回答している。 

売上比で見て IT予算総枠も大幅に増やせない現実の中で、「バリュー・アップ予算」を捻出するために欠かせない

のは、やはり「ラン・ザ・ビジネス」に費やす費用の低減努力である。「バリュー・アップ予算」の比率が高い企業ほど、「ラ

ン・ザ・ビジネス」にかかわる費用の低減が欠かせない取り組みとして認識され、削減目標を定めて組織的な取り組み

を行っているとする割合が高くなっている。 

ITを活用したビジネスイノベーションのうち、新しい商品・サービスの創出や、データ分析の高度化による情報活用

（ビッグデータ）について、若手の多い年齢構成であるほど積極的である。一方、ITを活用したビジネスイノベーション

のうち、 業務のオペレーションや在庫管理などのサプライチェーンのプロセス改革は、若年層よりもむしろシニア層が

多い企業で実施割合が高くなる傾向が見てとれる。プロセスの内容が分かっているベテランでないとプロセス改革はで

きないということである。 

 

５．IT推進組織 

IT組織形態を集権型（全社で統一されたルールに基づき一元的に統括・管理）、連邦型（全社プロジェクトは一箇所

で統括、各事業部固有のシステムは事業部が担当）、分散型（企画機能をはじめとするほとんどの機能を各事業部に

分散）に三分類すると、1000人以上の企業では、全体の約 7割が集権型、約 3割が連邦型を採用しており、直近 8年

間で大きな変化はない。今後の方向性は、連邦型・分散型の企業の約 3 割が集権型へシフトの意向を持っており、集

権型への転換が進みそうである。 

ＩＴガバナンスについては、①セキュリティルールの作成、②全社ＩＴ戦略の策定、及び、③全社ＩＴ予算一元管理は、

8割前後の企業で実施されている。実施企業に絞って有効度の評価をみると、上記はいずれも評価が高い。 

集権型と連邦型による有効性評価の差分に着目すると、集権型の組織でより有効に活用できるのは「 IT部門による

全社 IT予算一元管理」と「IT部門による全社 IT投資計画のレビュー」である。 
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ITを活用したビジネスイノベーションに関して、業務プロセス変革はすでに IT部門のミッションとして約 7割弱の企業

で明示されている。その一方でビジネスモデルの変革の提案がミッションとされている企業は約半数に留まっている。

売上高１兆円以上の企業では、約 8割の企業が「ビジネスモデルの変革」をミッションとして明示している。過去におい

ても約 7割が明示しており、5年以上前からミッションとなっている様子がうかがえる。また、ビジネスモデルの変革のミッ

ションの達成状況（明示されている企業対象）に関しては、売上高が大きくなるほど「（ミッションに）応えられている」や

「一部応えられている」とする割合が増加している。売上高 1兆円以上の企業では「応えられている」が 21.1％、「一部

応えられている」が 55.3%で、合わせると 76.4%に達する。 

ビジネスモデル変革のミッションを持ち、成果を出すためには、ミッションの明示というマインド面だけでなく、ミッショ

ン遂行のための「人・物・金」といったリソースが必要である。人的リソースの充足がビジネスモデル変革のミッション達

成状況を左右する。ミッションに応えられている企業ほど、IT 部門の「業務改革推進担当」要員が、ここ数年で増加傾

向を示している。 

 

６．IT人材・年齢構成 

IT部門の要員数は、今回調査の DI値が 2.0 と 2年連続のプラス（増加傾向）となった。従業員 1000人未満の企業

でも減少傾向に歯止めがかかり、0.2 とわずかながらプラスに転じた。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、システム企画担当は増加傾向、開発、運用は減少傾向にある。IT 部門をより上流の領域へシフトさ

せようとする意向が顕著に表れている。 

情報子会社を持つ企業に絞り込んで IT人材タイプの動向を見ると、より上流工程の IT人材を求めていることが分か

る。今後は「業務改革推進担当」、「IT 戦略担当」及び「システム企画担当」の増加傾向がさらに強まる。IT 部門が、そ

の組織名を「業務プロセス改革室」といった名称に変える企業が増えている。 

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ある。規模に比例して増員意欲は顕著であり、従業員

数 1000～4999人の企業は 34.9％、5000～9999人の企業では 52.5％、10,000人以上の企業は 65.0％に達する。 

人材タイプに応じて、多様な人材育成施策を効果的に活用している。人材タイプ「業務改革推進担当」に対する「事

業部門への異動による実務経験付与・ローテーション」は、回答企業の 53.5％が人材育成の有効な施策として挙げて

いるが、この施策は、「システム企画担当」、「IT 戦略担当」等、他の人材タイプに対しても有効な施策としている。人材

育成施策の実施割合が最も高い施策は「経営者や事業責任者との交流の場を作る」、次に「IT部門、情報子会社が自

ら、事業部門に入り込み、業務面からの課題の発見に取り組む」が続く。業務改革推進人材がここ数年増加した企業、

約 120社に絞りこんでも、同様の結果である。しかしながら、IT部門と事業部門とのローテーションの実施状況は、現状

35.8％と決して高くはない。その理由は、人員を既にギリギリまで絞りこんだ結果、他の部門に回す余裕がなくなったこ

とと、一旦、事業部門に行ってしまうと戻って来ない可能性がある、といったことが挙げられている。ただし、今後は実施

したいという意向を示す企業は、全体の約四分の一に達する。 

各企業とも、IT部門要員の増加への期待は高い。情報子会社を持つ会社は、外国人採用を含め、情報子会社要

員増強の動きが顕著になっている。一方、IT部門要員は業務改革推進担当などの上流工程への人材シフトを強めて

いる。IT部門要員は、会社の課題や経営戦略への理解を深めて事業部門に入り込むことを重視しており、事業部門と

の人材ローテーションを積極的に行いたいと考えているようだ。ITなくしてビジネスモデルは成り立たないと言われてい

る中、事業部門に歩み寄るのは IT部門であり、壁を打ち破るのも IT部門であろう。 

次に高齢化の問題に触れる。超高齢化社会の中、IT 部門でも高齢化が進行中である。その中で、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る 

人材高齢化にともなう問題に関して、重要と思われる順に順序付けする回答を求めたところ、「現行システムを維持
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する人材のスキル移転」が 1 位から 3 位の合計で 74.0%、「新しい IT 技術への対応の遅れ」が 66.0%となり、大多数の

企業で問題とされている。前者はいわば守りの問題であり、後者は攻めの問題である。守りと攻めの取り組みをバラン

スさせるのに苦慮しているのが見てとれる。 

しかしながら、高齢化に対して無策の企業が多い。もちろん、回答には、企業年齢が若く検討の必要性が低い企業

も含まれているとはいえ、四分の一以上の企業が具体的な施策を検討していない状況である。 

実施されている具体的な対策について、「20代若手層が厚い」企業は、新入社員の採用を進める企業が 34.3％と高

い比率になっている。逆に、「40 代以上の層が多い」企業は、アウトソーシングの活用が 16.5％と他の年齢構成の企業

に比べて高い比率になっている。 

人材高齢化施策推進上の課題について、重要と思われる順に順序付けする回答を求めたところ、1 位～3 位をあわ

せると半数以上の企業が「社内での ITに対する優先度が低い（コスト優先）」と回答している。IT部門のアピールと人に

依存したシステムへの対応が鍵である。年齢構成に伴う人材面の施策は、IT 部門や情報子会社が個別にできることに

も限りがあり、経営層を巻き込んだ対応が必要となる。ちなみに、CIO を役職として定義している企業とそうでない企業

を比較すると、何らかの形で CIO を定義している会社は、総じて、具体的な対策を実施または検討しているが、CIO ま

たは類似の役職を定義していない企業は、具体的施策を検討していないところが多い。 

人材問題は経営問題であるから、対策検討と実施に関して CIOの有無は決定的であるように思う。 

 

７．システム開発における事業部門の役割 

IT 部門は事業部門の要求を正しく把握してシステム開発を行う必要があるが、まず事業部門が主体性を持って、

しっかり要件を提示できるかがカギとなる。事業部門の役割に関し、以下の８項目について、「実施したほうがよい」、

「どちらともいえない」、「必要なし/実施すべきでない」の回答を求めた。 

① プロジェクト開始前に、システム開発による効果（収益増など）を、事業部門がコミットするようルール化 

② 要件定義の主担当部署（責任部署）が事業部門であることを明確化 

③ 要件定義書を事業部門が作成（IT部門の支援を前提に） 

④ プロジェクト開始時点で、事業部門側もプロジェクト期間中の必要マンパワーを見積もり、要因確保するよう

ルール化 

⑤ プロジェクト管理を IT部門と事業部門が協業して実施（双方の責任者が参加する進捗会議を実施するなど） 

⑥ 開発着手後の業務要件変更は、一定の歯止めがかかるようルール化（あるいは意識徹底） 

⑦ システム稼働後、収益増などの効果が、計画どおり達成できているかトラッキングする（事業部門の活動の評

価） 

⑧ 事業部門の責で、予定どおりの効果（収益増など）が得られないシステムは廃止を検討する 

結果は、③、④、⑧を除く項目について、おおむね 7 割の企業が「実施した方がよい」と回答し、その必要性を認め

ている。ちなみに③の「要件定義書を事業部門が作成」については、49.3%が、「実施した方がよい」と回答しているが、

残りは「どちらともいえない」、「必要なし/実施すべきでない」と回答しており、意見が分かれている。 

大企業ほどシステム開発における事業部門の役割を重要視しており、売上高 1 兆円以上の企業では③⑧以外の事

項について 85％以上の企業が「実施したほうがよい」と回答している。ここでも③の「要件定義書を事業部門が作成」に

ついて、56.3%が「実施した方がよい」と回答しており、全体よりやや比率が高くはなっているが、圧倒的多数ではない。 

実施比率が最も高い取り組みは、①の「プロジェクト開始前に、システム開発による効果を事業部門が明示･コミット

するようルール化」、次は、②「要件定義の主担当部署（責任部署）が事業部門であることを明確化」である。 

売上高 1兆円以上の企業になると、事業部門のコミットの実現率が高くなる。事業部門が役割を果たすためには、事
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業部門側の体力・スキルも必要であり、規模が小さい企業では実現が難しいところも多いのであろう。 

なお、QCD 優良企業は、事業部門に役割を果たしてもらうための仕組み作りも進んでいる。工期が予定どおり完了

している企業は、仕組みづくりを実施している企業が多い。 

 

８．グローバル IT戦略 

上場企業の 6割は既に海外進出済みである。1000億円以上の企業では 4社に 3社が海外へ進出している。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 5割強である。 

グローバル ITガバナンスに関して、セキュリティ、情報（マスターやコード体系）、IT 戦略（戦略策定・展開）はグロー

バル標準化を目指す意向が強い。このなかで、現時点ではセキュリティがやや標準化が進んでいる。なお、商慣習や

雇用体系が異なり標準化するメリットが低いものは事業拠点に任せる方針である。 

グローバル IT ガバナンスにおける優先課題はセキュリティ、IT 基盤（インフラ）、IT 戦略である。IT 基盤が優先課題

に挙がっているのは、グローバルでのクラウド基盤の活用の可能性が増えてきたこと、そして最優先事項のセキュリティ

をコントロールするためとも考えられる。 

国内プロジェクトの QCD と比較すると、グローバルプロジェクトの成功率は相対的に見て低い。 

開発委託先別の満足度は、委託先によって大きく変わる。総じて満足度が高いのは、グローバルベンダーと日系ベ

ンダーである。グローバルベンダーの価格満足度は低いがトータルでは最も評価が高い。また、日系ベンダーも価格

満足度は低いが、プロジェクト遂行において約束を守るという点で評価が高い。情報子会社は、業務に対する理解力

の満足度が高い。ローカルベンダーは評価が低い。 

 

９．システム開発・運用 

システム開発における工期・予算・品質の状況は、規模の小さな企業が、前年度（13年度）に比較して大きく改善し

ている。全体の傾向は企業規模が大きいほど工期・予算・品質の状況が良好である。開発力の高さに加え、工期・予

算の遵守、品質確保に対する要請が高いことがうかがえる。業種グループ別では工期・予算・品質とも、金融と社会イ

ンフラが他業種と比べ良好である。特に「工期遅延」「予算超過」「品質に不満」といった失敗プロジェクトが少ない。 

失敗プロジェクトについては、ほとんどの企業が課題と認識している。とはいえ、課題を認識していても、改善策を実

施・検討できない企業が 4割に達する。 

 

１０．IT基盤 

IT基盤における取り組み優先度について、IT 基盤の統合・整備は、企業全般における優先事項であり、クラウドは

その課題解決の 1つの手段として捉えている企業が多いようだ。取り組みの項目のなかで、「IT基盤の統合・再構築」

は、売上高が大きい企業ほど、優先する取り組みとして重視している。 大手企業では IT基盤の統合・再構築を実現す

る有力手段として、プライベートクラウドの構築が定着しているようだ。 

取り組みの項目のなかで、「既存システムの IaaS、PaaSへの移設」、「新規システムの IaaS、PaaSへの展開」や「SaaS

の活用」などのパブリッククラウドへの取り組みは、 1兆円企業における優先度がやや高い傾向を示すものの、全般的

には低調である。優先度が高い「IT基盤の統合・再構築」が進んでいる。一方、クラウドではプライベートクラウドによっ

て当該企業の ITシステムを全面的に実施する企業が一部見られるものの、パブリッククラウドの活用では、全面的に実

施する企業は限られ、一部での活用が多い。 

パブリッククラウドの活用領域について、基幹系システムでは全般的に活用割合はまだまだ低く、現在のパブリックク

ラウドの活用領域の主流は、Web／フロント系を中心とした活用といえる。パブリッククラウドの活用の利点について、複
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数の候補から順位をつけて複数回答する方式による調査を行ったところ、1 位回答として約 3 割が「安価に利用できる」

と回答している。3 位までの合計では「保守・運用業務の負担減」が最も多く、「ハードウェア、ソフトウェアなどの初期

導入費の負担減」が続く。 

パブリッククラウドの課題について「利点」と同様の方式による調査を行ったところ、1 位回答として 4割弱が「セキュリ

ティ対策が不十分」と回答している。3 位までの合計では「トラブル発生時の問題判別・対処の容易性」、「個人情報の

漏えい対策と周知不足」が続く。 

 

１１．クライアント環境 

タブレット端末の導入企業は年々増加し、14年度は、6割の企業が既に導入済みであり、企業規模が大きいほど導

入に積極的である。しかしながら、大規模な導入は限定的である。その利用目的は、現状では約 8割がモバイル端末

（メール、スケジュール管理）としての利用であり、今後も引き続きモバイル端末としての利用を目的として導入される見

込みである。また、今後の利用目的として期待が大きいものは、業務システムの端末、ペーパーレス（図面、マニュアル

など）としての利用である。 

 

１２．情報セキュリティ 

(1)情報セキュリティに対する経営幹部の関与について 

経営幹部が積極的に情報セキュリティに関わる企業は約 3割、約 6割は IＴ部門など担当部門任せである。「CIOが

役員として定義されている」企業の 64.2%が、経営幹部の情報セキュリティへの関与度合いの回答項目「経営幹部が昨

今の企業を取り巻くセキュリティリスクの深刻さを重要視しており、重大なセキュリティリスクや対策の重要性については、

経営会議等で審議・報告される」を選択している。また、「（CIO という役職名を明確に定義していないが）IT部門・業務

を担当する役員がそれにあたる」企業の 39.2%が同回答項目を選択している。しかしながら、「IT部門・業務を担当する

部門長がそれ（CIO）にあたる」企業及び「CIOはいない、あるいは“CIO”に対する実質的な認識はない」企業において

は、同回答項目を選択したのは約15%である。つまり、CIOあるいはCIO相当の役員がいる企業ほど、情報セキュリティ

に関して経営陣がコミットしているという結果になっている。 

同様に、経営幹部が積極的にセキュリティ対策に関わっている割合は、企業規模（売上高）が大きくなるほど高くなる。

中堅・中小企業における経営幹部のセキュリティ意識の向上が急務である。 

(2)情報セキュリティガバナンス 

情報セキュリティガバナンスに関する質問項目について、「あまり対策が進んでおらずかなり不安」と回答した割合が

高いのは、「社外向け SNSの利用ポリシーの確立・適用」（49.9％）、「外部委託先の監督」（39.4％）であり、まだまだ、

不十分である。 

(3)情報セキュリティ事故の発生と対策 

情報セキュリティ事故の発生に関して、8割の企業で事故が「発生していない」と回答している。ただし、最近の情報

セキュリティ犯罪は、かつてのような愉快犯的な犯罪ではなく、脅しや企業秘密を詐取する等、何らかの金銭的目的を

もったものが多くなってきており、被害が顕在化しにくく、気付かないケースあるいは表に出ないケースも考えられる。本

当は、事故の発生率はこれよりも高い可能性がある。 

「Webサイトを狙ったサイバー攻撃」、「社員の SNSへの軽率な書き込みに伴うトラブル」、「内部者による不正な情報

の持ち出しや不正な操作」、「標的型攻撃」といった情報セキュリティに関する個々の脅威に対して、「十分な対策がで



June 2015                                日本システム監査人協会 会報 

 

日本システム監査人協会 会報                                   16 

きており、不安はない」とする回答は、せいぜい、10%前後であり、各脅威に対して、それぞれ９割程度が「同業他社並

みの対策はできているが多少不安」又は「あまり対策が進んでおらず不安」と回答している。 

一方、情報セキュリティ対策の今後の強化については、情報セキュリティに関する個々の脅威のうち、それに対する

対策について「強化予定あり」とする回答の比率が最も高い「内部者による不正な情報の持ち出しや不正な操作」でさ

え 6割に満たない。情報セキュリティ上の不安は感じても対策は進まないという状況である。 

(4)サイバー攻撃に対する企業の体制整備状況 

高度化・複雑化するサイバー攻撃に対応するには、攻撃から防御するための「事前対策」、実害が発生した際に影

響を最小限に抑えるための「事後対策」が重要である。セキュリティインシデント（ウイルス感染や情報漏洩といった事

象）発生に備えた体制整備に関する三つの質問項目、すなわち、「インシデント対応者（問題切り分け、対策）」「セキュ

リティ機器の運用（ログ分析、攻撃検知）」「内部監査者（情報セキュリティ担当）」に対して、「設置済み」、「検討中」と回

答する企業が約 6～7割となっており、セキュリティインシデントに対応する実働部隊を中心とした体制整備が進められ

ている。 

(5)情報セキュリティ人材 

前述のようにセキュリティインシデントに関する体制整備が進められているなかで、8割の企業で、セキュリティ人材は

不足していると認識されている。大きく不足する人材を今後、どのように確保するかが課題である。セキュリティ人材の

育成方針は、いずれも約半数の企業が「自前育成（グループ企業を含む）」を基本とし、現存する社内の人材を中心に

体制整備を進めようとしている。ただし、情報セキュリティ人材に関しては 10%程度の企業がその必要性を感じないと回

答している。昨今の重大事故の発生にもかかわらず、未だに情報セキュリティ人材の確保の重要性が全ての企業で認

識されているわけではない。 

セキュリティ人材の確保には、やはり経営幹部のセキュリティ対策への参画が不可欠である。経営幹部が積極的に

セキュリティ対策に関わっている企業ほどセキュリティ人材が充足している割合が増加している。人材確保の問題は IT

部門だけでは解決できない。懸念すべきはセキュリティ人材の確保に関し「計画なし」の回答の割合が多いことである。 

情報セキュリティ問題が、経営問題になりつつある現状に鑑み、情報セキュリティ人材が経営層との橋渡し役として

機能しているかを問うた。結果は、人材の確保と同様、経営幹部が情報セキュリティにコミットする度合いが高い企業ほ

ど、橋渡し役として機能していることが分かった。 

〔参考〕「攻めの IT投資」における「情報セキュリティ」の位置づけ 

2014年 12月に、経済産業省は、東京証券取引所と共同で、経営革新や競争力の強化のために ITの積極的活用

に取り組んでいる企業を「攻めの IT経営銘柄」として選定することを発表した。「攻めの IT経営銘柄」に選定された企

業については、平成２７年５月頃に公表する予定である。企業の選定にあたっては、 「１．経営計画における攻めの IT

活用・投資の位置づけ」、「2.攻めの IT活用・投資の企画に関わる社内体制及び IT人材」、「3.攻めの IT活用・投資の

実施状況（事業革新のための IT活用・投資）」、「4.攻めの IT投資の効果及び事後評価の状況」、「5.攻めの IT投資の

ための基盤的取組（情報セキュリティ対策等）」の５つの観点から評価を行うとしており、5番目の観点の中に、「情報セ

キュリティ対策」が含まれている。 

（出典：経済産業省、2014年 12月 19日発表、「攻めの IT経営銘柄」 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/keiei_meigara.html ） 

講演以上 
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Ⅲ．質疑応答 

Q1: CIOの重要性について経営者の団体にレクチャーをすることがあるのか。 

A1: 今回の調査で、人材育成や情報セキュリティガバナンスの面でCIOの重要性が明確になった。もちろん、セミナー

や講演会等では、CIO の重要性を強調しているし、今後もやっていく。残念ながら経営者の団体とのチャネルがなく、

ご指摘の経営者団体へのレクチャーをする機会が少ない。今後、チャネル作りに努力していきたい。 

 

Q2： 要件定義書作成、業務フローの分析等は、事業部門が現実にできるのであろうか。もし、できたとしてもシステム

監査部門が、これをレビューする必要があるのではないか。 

A2: 要件定義書を事業部門が作成することについては、今回の調査でも明らかになったように意見が分かれている。

事業部門が作成すべしという見解は、システムを経営のために活用するのは事業部門であるから、経営に資するシ

ステムの要件を定義するのは事業部門であるという考えである。 

対するは、システムの構築はあくまで IT部門の責任であるから、事業部門のニーズを的確に掴んで、フィージビリ

ティを考えつつ、整合性のとれた要件定義書を作成するのは IT部門の責任である、という考えである。当協会内に

も両論がある。未だ議論の途上であり、結論に至っていない。 

 

Ⅳ．「企業 IT動向調査報告書 2015」について 

調査内容の詳細は、ＪＵＡＳから 

「企業 IT動向調査報告書 2015」ユーザー企業の IT投資・活用の最新動向（2014年度調査） 

として発行されている（発行：日経ＢＰ社 2015年 4月 30日）。 

詳細は、下記、JUASのホームページを参照されたい。 

http://www.juas.or.jp/servey/it15/index.html 

 

Ⅴ．報告者所感 

 毎年、4月の月例研究会で恒例になっている一般財団法人 日本情報システム・ユーザー協会の企業 IT動向調査

の成果の発表である。いつもながら、企業 IT動向に関して、深い洞察に富むご報告であった。本年は、とくに、システ

ム開発における事業部門の役割（要件定義の主体等）、ITに関する予算や人材等の管理面の対応（IT予算、IT投資

マネジメント、IT推進組織、IT人材確保・育成等）及び情報セキュリティに重点が置かれた内容であった。 

 後者二点は、共に CIOを中心とした経営幹部のコミットが最も重要であり、なかんずく人材確保と育成が最重要課題

で、ここに CIOが大きな役割を果たすという分析には大いに共感するところがあった。ITは、企業経営のインフラとして

完全に定着し、その良否が経営品質に圧倒的に影響するだけでなく、今やすべての企業に必須となったイノベーショ

ンの中核的要素となっている。それを担う人材の確保と育成は、経営幹部が戦略性をもってコミットしていかなければな

らないのは当然のことであろう。にもかかわらず、大企業はともかく、一般の企業はその認識が未だ不十分であることに

危機感を持った。 

「企業 IT動向調査報告書 2015」は、企業の ITガバナンスに関する調査報告であると思う。ITガバナンスを監査の

側面で担う我々システム監査人は、この報告書を精査し、企業における ITガバナンスの現状と課題をしっかり把握しな

ければならない。 

以上 

☞ 関連記事： 巻頭言 P.1 投稿 P.6 注目情報 P.20  ＜目次＞  


