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題を情報化政策の柱に据え，平成10年11月より産業  

構造審議会情報産業部会人材対策小委員会（委員長：  

関澤義◎富士通会長）により戦略的情事馴ヒ投資による  

経済再4を支える人材帝成について審議を行った。平  

成11年6周に中間報告がなされた申 その概要を以下  

に示す 

2．且 経営情報■化推進を阻害する要因¢背景   

中堅¢中′J、企業の経営者が情報化に踏み切れない主  

な障害は次に示すものである。  

（1）濫Tの変化が急速であり対応できる人材を内  

部に確保することが困難である。  

（2） 自社の現状を客観的に評価する手段がなく他  

社との比較も困難である。  

（3）∬Tベンダーを客観的に評価する情報もない。  

（4）同様の環境にある経営者と情報交換㍉交流す  

る機会もない。   

一方でITベンダー企業には次の様な事情がある。   

‖）人材を育成¢確保してもユーザー企業に正し  

く認知されず，正当な対価を得るのが難しい。  

（2） 臣］の前にはそれなりの仕事量があり，経営の  

情報化を支援する人材の育成に掛ける時間はリスキー  

である 

2小2 阻害要因を克服するための支援策   

中堅む中小企業の経営者層に向けて，経営戦略責任  

者（CS（〕二Chief Strategic O侃cer）という新たなコ  

ンセプトを打ち出し次の様な支援策を講じる。尚，  

CSOとは／企業の経営戦略立案の責任者を意味する。  

中堅㊥EM、企業においては経営者自らがCSOである  

場合が多い。   

このCSO支援策は次の通りである心  

（ユ）CSOが戦略的情報化を推進するのに必要な  

多くの情報をインターネットを介して提供（ITSSP  

情報提供センタ山）  

（2）インターネット吏に全国のCSOを中心とし  

た会員制コミュニティを開設（ITSSP情報交流広場）  

オペレーションズ。リサーチ   

－．こ、∴十・、  

世界的なレベルで急速に情報革命が進展し様々な分  

野で抜本的な産業構造改革が進行しつつある。特に米  

国は高度な情報技術の活用による新しいビジネスモデ  

ルの構築に成功し，国際的な企業競争力を高めその結  

果として長期の好景気が継続している。しかしながら  

我が国では政府の大規模な財政出動にも拘わらず民需  

の長期に亙る消費冷え込み，企業の業績低迷等々で景  

気停滞に喘いでいる印   

そこで産業競争力回復のため抜本的な経営改革，関  

連企業まで巻き込んだ業務プロセス改革等が必須にな  

って釆ている。更に米国の産業競争力回復の－一つの大  

きな要因とされる情報技術（‡T）の高度な活用が必  

要不可欠となっている。   

この様な現状を根本から打開し産業競争力回複を団  

指す官民一体の大規模なプロジェクトが始まっている。  

日本全国の中堅日中小企業の経営戦略立案者を対象と  

して，情事馴ヒ投資に関わる意思決定を支援するための  

環境の整備を実施すると共に，真に競争力回復をH的  

とした経営システムの提案¢構築を支援する高度な人  

材を商成しようとするものである¢   

今回は，この通産省主導の戦略的情報化投資活性化  

事業宜TSSP（ITソリューションスクエアプロジェク  

ト）に関して概要を説明する。［1］～［5］  

針。産業構造審議会情報産業部会情報化Å  

樹対策′』も委員会の中間報告［6］  

情報技術（IT）の進展によって企業を取り巻くビ  

ジネス環境は大きく変動している。国民全体の情報リ  

テラシーを高めることは中長期的に経済活動全般の効  

率性面上に資する。この様な観点から通産省は人材間  

わだ ひでお 経営情報化推進協議会  
ヱTSSP企画運営委員会  
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（3）少人数CSOによる定期的直接面談形式の交  

流会（経営戦略責任者交流会）   

一方でITベンダー支援策は次の通りである．  

（1）経営戦略から情報システムの開発・運用に至  

るまで一貫して関与することが可能な非常にレベルの  

高い新たな人材像ITコーディネータを創設  

（2）情報処理技術者試験の改革と共に実践的実務  

実績を評価する新規でユニークな民間の実力認定制度  

を創設  

3．戦略的情報化投資活性化事業ITSSP  

（lTソリューションスクエアプロジェ  

クト）の概要  

上記の情報化人材対策小委員会の中間報告を受けて  

始まったのが戦略的情報化投資活性化事業ITSSPで  

ある．図1は本プロジェクトがCSOを支援する環境  

を提供し，同時に中堅・中小企業のユーザーに対して  

ソリューションを支援しようとするものである．  

戦略的情報化投資※＝産業競争力の強化  
※経営観略そのものを実現する情幸酎ヒ投資  

図1ITSSP（ITソリューションスクエアプロジェクト）の概要  

戦略的情報化投資による経済再生  
※ミッショナリー活動   

（伝道師）  

行政及び公的機関の関  
係者が中堅・中小企業  
を個別に訪問しCSO  
に対して戦略的情報化  
投資の必要性を説く  

サービスの高度化  意識改革  

汀ベンダー企業  ユーザー企業  ミッシラブ‾リー※  

ためのビジネスエンジ  

ニアリングを指導でき  経営戦略を実現する   る人材  

lTコーディネータ  

◇育成システム  
CSO支援環境  

◇資格認定制度  
T［TSSP情報提供センター  
◇CSOに役立つ知識、情報の提供  

情報提供  

JllTSSP情報交流広場  
◇匿名によるCSO問の情報交流  

◇情報化投資の手順と効果評価法  
◇中堅企業の実施事例  
◇成功・失敗要因分析  
◇ERP等のパッケージ情報  
◇lTベンダーの情報  

◇BPRの参考情報 等  
■経営戦略責任者交流会  
◇他社CSOと膝を交えた交流  

情報提供  

図2ITSSPの全体構成  
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スクエアにはCSOとIT専門家が集う広場という  

意味と，CSOの相互交流により問題解決の効果が二  

乗（スクエア）に増幅するという意味が掛け合わされ  

ている。   

図2に本プロジェクトの全体構成を示す仰 ミッショ  

ナリー（伝道師）活動が全体の牽引役となりCSO支  

援環境，新たな人材像であるITコーディネータを活  

用して経済再生を図る様子を示している。個々の詳細  

は後述する。   

また，囲3に本プロジェクトの組織図を示す。経営  

情報化推進協議会の下に企画運営委員会があり，実行  

組織である部会を統括している噌   

3。旦 経営情報化推進協議会   

戦略的情報化投資活性化事業ITSSPを推進するた  

めに，東京海上火災保険の河野会長を代表幹事として，  

平成11年7月13悶に情報処理振興事業協会（IPA）  

内に経営情報化推進協議会を設置した。   

本協議会の一般会員は趣旨に賛同する人々を広く公  

募し，会員専用のホームページ止で幅広い関係者によ  

り自由な意見交換を行っている。   

3．2 旨TSSP部会／分科会活動の紹介   

3。2．鼠 ミッショナ打ブ肋（伝道師）部会   

粧本全匡jの中堅巾中小企業のCSOに本プロジェク  

トの意義を伝え賛同卜協力を得ることが最大の使命で  

ある∞ また㍉ CSOの情事鋸ヒ意識改革を促進するとと  

もに，経営者ニーズ調査， 要件分析等のマーケテイン  

グ活動を行う。本プロジェクトを立ち上げ軌道に乗せ  

る重要な役割を担っているゎ   

具体的には担】4に示す様に，CSOを対象としたセ  

ミナーを企画，運営し，経営情報化の重要性と本プロ  

ジェクトの狙い，位置付け等をCSOに周知徹底する。  

希望者め有志にはセミナー終了後，引き続き懇談会を  

開催し質疑応答を含めた意見交換を実施する。   

更にIPAが認定するITSSPコーディネータ（戦略  

的情報化投資を支援する専門家）を中心に，通産局，  

地方自治体，地域ソフトウェアセンター（平成11年  

2月施行の新規事業創出促進法による）から構成する  

メンバー∵ご個別の企業訪問を実施する。守秘義務を明  

営戦略  

者交流  

口Tコ叫ディ和雄   

分科会  

ミッショれ巨  

分科会  

リファレンス  
デJ』分科  

総合情報センター 跨築／運用分科会  
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図3Ⅰ′rSSPの組織図  
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経営戦略責任者（CSO）  

産業競争力回復を目指した戦略的情報化投資  

図4ITSSPの概略活動フロー  

1Tコーディネータの位置付け  

出典：産業構造審議会情報産業部会「情報化人材対策小委員会」関連参考資料  

ユーザー  ベンダー  

匡妻重責  情報サービス産業  システム部員  

邑 主 情報統括役員（CK））篭  

図5ITコーディネータの位置付け  

示したのち経営情報化の実態，経営課題等を聴取する．  

同時に専門家による経営改革のヒントを提供する。行  

政が同行することにより正に現場の経営者の生の声が  

以後の行政施策に反映されることになる．一定の条件  

の基に優れた企業の事例は後述するITSSP情報提供  

センター／ITSSP情報交流広場等を介して参考にする  

ことも可能である．実戦的な経営情報を享受すると同  

時に他の経営者に貢献することも可能になり，経営者  

相互の研礫の場が自然にでき上がることになる．  

3．2．21TSSP情報提供センタ，／］TSSP情報交流  

広場部会   

インターネットを介してCSO，ITコーディネータ  

を支援するコンテンツを作成する．また，情報システ  

ム構築・運用を行う．ITSSP情報提僕センターは  

CSO支援情報のデータベースである．  

ITSSP情報提供センター／ITSSP情報交流広場部  

会は次の様な分科会で構成する．  

（1）ITコーディネータ分科会  

ITSSPは根本的には人材育成事業であり中堅・中  
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小企業を支援する人材を育成するところにその骨子が  

ある◎ 当分科会は人材眉成対象であるITコーディネ  

ータに関して，必要な実力認定要件の定義から育成手  

法，教材，実力認定制度の検討まで一貫して行う重責  

を担う¢   

図5に示す様に粧Tコーディネータは情報サービス  

産業の中で最もユーザー寄りに位置付けられる心 持定  

のベンダーが提供するソリューションに関して熟知し  

ていることが不適切とは言えないが，基本的にはIT  

コーⅦデイネ一 夕はユ山ザーの立場に立った中立的なサ  

血ビスを提供することを第一義とすべきである。これ  

を実現するためのITコーディネータ協会設立などは  

これからの検討課題として上がっている。   

耳TコーディネータはCSOに田常的に接して経営上  

の悩みをヒアリングし，最新のIT活用事例等を基に  

経営戦略策定支援を行う申IT領域におけるホームド  

クター的な役割を担う。同様に情報統括役員（C‡0）  

に対しては情報戦略策定支援を行う。システム部門長  

やシステムのアドミニストレークに対してはシステム  

構築支援を行う一，   

一方∴汀コーディネータはベンダー側に対しては，  

経営コンサルタント，ITコンサルタント，システム  

監査人，プロジェクトマネージャー，各種エンジニア  

等との協業，調停を行わなければならないめ   

このため耳Tコーディネータには次の様な資質が要  

求される。   

① ヒューマンコミュニケーション能力   

② ビジネスプロセスの分析◎抽象化能力   

③ 情報システムの音写真構築能力  

（2）経営情報ライブラリー分科会   

CSOが田常的に必要とする情報を提供する。広く  

経営者層を対象としたポータルサイトとなることを指  

向する。行政情報として政策◎施策情報から経営者層  

必見の補助金◎公的肋成等を掲載する¢ また経営者層  

を対象としたセミナー情報を掲載しCSOの自己研鐙  

を支援する。   

CS（〕にインパクトを与える基調講演，ミッショナ  

リー等の話題，雉誌記事等を網羅的に掲載することに  

なっている。  

（3）パッケージ評価分科会   

欧米が競争力を回復した要凶の一つにERP  

（Emterprise Resource Planning）パッケー ジの活  

があるの ERPパッケー ジとは統合業務パッケージの  

ことであり，企業の基幹業務を実現するソフトウェア  

層謬8（8）  

群である。生産管理から財務や管理会計，人事，営業  

支援等まで網羅的にカバーし，更に業界のベストプラ  

クティスが内包されており企業の競争力強化に役立つ  

とされている。［7］［8］   

しかしながらパッケージ毎に特徴があって得意とす  

る領域も異なり，欧米の製品の中には日本の商習慣に  

合わないという問題もある．また，導入に当たっては  

業務改革や組織間調整など人的な問題も発生する．現  

行の業務に合わせるためのカスタマイズに伴う時間鯵  

コストの増大という課題もある。   

当分料金では，ERPパッケージ以外の主要な業務  

バッケ蘭ジに関する情報も収集⑳分類し，特徴を分か  

り易く表示する曲 CSOやITコーディネータがパッケ  

ージを容易に比較¢選定することを可能にする。   

評価については当面ユーザーの利用実態を情報とし  

て収集することを主眼とする。  

（4）‡Tベンダー情報分科会   

CSOや互Tコーディネータに，客観的にITベンダ  

ーを選択ゆ判断できる情報を提供する。また，ITベ  

ンダw には積極的にユ｝ザ一に自社のソリューション  

をアピールする機会を提供する。   

も三な収集情報は次の通りである。  

①ⅠⅧ、ベンダー代表者からユーザーへのメッセージ  

◎‡Tベンダーのサービス状況及び実績◎事例情報  

也‡Tベンダー企業の基本情報  

（5）リファレンスモデル分科会   

ビジネスプロセス◎業務プロセスを分析。抽象化し  

リファレンスモデルを構築する能力はITコーディネ  

ータに必要不可欠のものである。製造業や流通業等の  

代表的なリファレンスモデルを構築する。ビジネスや  

業務という田常言語では曖昧にしか表現できない もの  

を， リファレンスモデルにより明確に表すことが可能  

になる。亙Tコーディネータ同士のコミュニケーショ  

ンカが質量共に向上するのは勿論，経営コンサルタン  

ト，ITコンサルタント等とのコミュニケーションに  

ついても同様に促進されることが期待できる。   

また，CSOを対象とした分かり易いリファレンス  

モデルの提示方法についても検討している。リファレ  

ンスモデルは階層構造で記述するのが通常であり，生  

産管理，会計といった抽象度の高い一括りの業務を高  

位のレベルに記述して9 順次下位のレベルに詳細な記  

述を行う。CSOに対しては高位のレベルを分かり易  

い図式表現で示すことになる①   

この他に9 業種業態毎に情報化事例を収集し分類。  
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CSOが日常的に自社の経営診断として利用可能な簡  

易情報ツールに展開することを目標としている．飛行  

機の操縦席の様々な計器類に相当する経営指標メータ  

ーをCSOがリアルタイムで参照しながら企業経営を  

行える様にサポートするのが究極の目標である．   

現状は，中堅・中小企業の一般的な情報リテラシー  

レベルとミッショナリー活動支援を考慮して，経営簡  

易診断の検討を優先させている．  

（7）総合情報センター構築／運用分科会   

各部会・分科会で作成したコンテンツをITSSP情  

報提供センターとしてホームページで情報発信する．  

CSOがネットワークを介して交流するITSSP情報交  

流広場を含めたシステムの構築・運用を行う．   

平成11年12月には検索やシミュレータ等のアプリ  

ケーションは搭載されていないが，平成12年2月の  

更新の際に，データベース稼働により検索を可能にし，  

掲示板等の双方向アプリケーションを立ち上げた．ま  

た，平成12年5月には高負荷対応でセキュリティも  

強化した本格的なシステムに全面的に移行することに  

整理を行っている．CSOにとって同業他社の事例を  

学ぶことは重要である．  

（6）経営情報化投資効果分科会   

中堅・中小企業に限らず大企業を含む全ての企業に  

おいても情報化投資効果を詳細に定量的に把捉するこ  

とは困難である．投資対効果を明確に予測・表現でき  

ないところに情報化投資を躊躇する大きな阻害要因が  

ある。   

また，投資効果はすぐに結果として現れるものだけ  

ではなく，中長期的な効果の測定を要するものもある．  

即ち，投資効果に関しては情報化投資の事前予測のみ，  

あるいは投資直後の評価のみという様に断片的・限定  

的なものではなく，予測から事後の継続的な評価，経  

営指標に結び付けた日常的か則是・把握を行うべきも  

のである．   

当分科会ではキャブランとノートン提案のバランス  

スコアカード［9］というコンセプトをベースにして日  

本企業に適合する主要業績指標（KPI）定義とIT指  

標を統合する独自のツール作成を検討している．  

厨  ナ：禦、   く禦ナ  W ■チ禦  
耶∵甘サ遥・可師射甘諾伊霊菅  

一丁S馬Pは、通商虚業窃傭情事遅処理海関事案協会（FP如膵韮遷する史的なブロジュタトで晦り、  
産業蒜争カ国弦巻目脂した朝喀的囁稽壮投資話性比率票‾管す中  

享磯野ITSSP情報提供センター（12／15）  
「2／15よリサイトのデザイン壱一部変更いたしました。  

「はじめて訪問された方へ」「緩言草斯事例」「特定機能パッケージ  
情調」「特定某種向けパ・ソケージ情事凱の各コーナー李斯喜乱1たしま  
した。  

＃廿草蠍畳基盤塑  
会員登録並びこ会員ページの閲覧については無料となっており  

ます。  
勧紺汀噛  

パッケージ情報、汀ベンダー情絹の登録方法孝ご覧いただけま  

す。         揮ITSSP情報堰供センター 間設  
現時点で提供している情報は、当センターの開発状況を知り、イメ  

ージを持って頂くための試行版です。   

H礪1・㈲2月銅賞抑  

‖ここ甚他   
談義囁稽展腰 鞠紺経営情報化投資効果 卿』創刊  

律苦情矧ヒ投資効果インタビューシリーズ  

径富者のた拙セミチ  
稲と、j班府■j  

仁平ガ釘▲1年12ノl≡ほご≡見取；・  

助紺新規蕃重苦革新事例掲載  
・自社「EIKJ」ブランドヘのこだわり  

也腿株）（木板）  

・栃チョコをヒントに析り刃式カッタ・  

図6ITSSPのホpムページ   
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なっている。   

図6にホームページのトップページの一例を示す嘱  

ホームページのURLは，http：／／www．itssp．gr．jpで  

ある。   

3．2由3 経営戦略責任者交流会部会   

丑TSSP情報提供センター／ITSSP情報交流広場が  

ネットワークを介した情報提供，情報交流の場である  

のに射し，経営戦略責任者交流会は地域毎に特定する  

少数のメンバーが定期的に膝を交えて歓談℡情報交流  

する場である℡ この経営戦略責任者交流会においては，  

同規模の異業種企業からの参加者が，参加者相互また  

はコーディネータとの交流を通じて各自が抱える経営  

上の課題解決の糸mを掴める様にする。本交流会の活  

動を踏まえ課題解決の成功要臥 留意点等を整理し，  

必要に応じて匿名にてITSSP情報提供センター／  

ITSSP情報交流広場に題材として情報提供するQ   

平成11年6月からB月にかけて計5回，巾堅0中  

小企業12社のCSOの協力によりモデルCSO交流会  

が開催された。この結果を踏まえて平成11年11月か  

ら平成12年2月にかけて仙台，宇都宮，大宮，岐阜  

の4地域において次年度以降の全国展開に先んじた地  

域交流会を開催した。   

、で：．く；－「∴－・ノ・′・‥  

戦略的情報化投資活性化事業ITSSPは，我が国の  

産業の屋台骨である全国の中堅①中小企業の経営者層  

を対象とするネットワークを介した相互交流の場を提  

供する。また，CSOや‡Tコーディネータ等の新しい  

人材像，職種を定義し，民間による人材育成，認定。  

運営を目標とするなど従来にないユニークなものであ  

る中   

平成11年2月に施行された新規事業創出促進法に  

よって全国の県単位に地域ソフトウェアセンターとい  

う拠点ができることになっており，この拠点を中心に9  

情報化イ云播の遅れが深刻になっている地方においても  

中央と格差のない情事酎ヒ投資が促進されることが期待  

される。  

本プロジェクト推進によって当面の産業競争力の回  

復，活性化を望むのはもとより，情報を経営に直結し  

て捉え，またそのために国家的な情報基盤が整備され，  

2ユ世紀の世界をリードする新たな日本が誕生するこ  

とを希望する。  
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