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最新の情報とサービスで差別化する
このセキュリティ関連のソリューション開発は、ここ数年、大塚

商会が力を入れているトータルソリューションのほんの一例です

が、時代を先取りした大塚商会ならではの総合力を、販売店様の

お客様にもぜひ活用していただきたいと思います。

企業経営にITが不可欠なものとなっている現在、お客様が必要

とされるハードやソフトだけでなく、お客様が求める最新の情報

やサービスを、的確に提供することが付加価値となり大きな競争

力を生み出します。実践的な大塚商会独自の特徴あるソリューシ

ョンを、販売店様のお客様に自社のソリューションとしてご提案い

ただくことが差別化につながり、大塚商会のビジネスパートナー

事業部とお取引いただくメリットを実感していただけると思いま

す。もちろん、この場合、弊社は黒子に徹します。これはディスト

リビューターとして他にはない大塚商会ならではの特徴ではない

かと考えております。

TPSでサプライを自社ビジネスに
昨年弊社が力をいれたことのひとつに「たのめーる」がありま

す。テレビCMで大塚商会の「たのめーる」をご存知の販売店様も

多いのではないでしょうか。実は、昨年の段階で、業界第2位とい

う位置に首ひとつ出ることができました。今年も、まだ2位では

ありますが、順調に計画を達成しつつあるという状況です。周り

からの認知の度合いが、一昨年と比較するとだいぶ変わったよう

です。

この「たのめーる」のTPSショップに加盟していただくことで、

販売店様もサプライビジネスに参入することが可能になります。

いわば「たのめーる」の卸です。自社でまとめあげた案件でも、サ

プライは他社に持って行かれてしまうのが普通かと思います。し

かし、システムや仕組みを含めて自社単独でやろうとすると、かな

り困難です。ですから、弊社が黒子になって、「たのめーる」の仕

組みを提供しましょうというのがTPSショップです。弊社の販売

店様3,500社に対して、「たのめーる」のTPSショップの加盟が

1,000社になりました。すでに、3分の1近くの販売店様がTPS

にご加盟いただいております。

一度口座をつくると半ば自動的に再注文が行われ、継続的な取

引が可能になるのがサプライビジネスです。しかし、それだけが

メリットではありません。少額であっても、お客様との接点が増え

て、親密なつながりができ、結果的にお客様の囲い込みにつなが

ることが大きいのです。

今、WebとITなしにはもはやビジネスが成立しないところま

できています。弊社ビジネスパートナー事業部のWeb発注シス

テム「BPプラチナ」も改良を重ね、高機能で使いやすいシステム

に進化させております。迅速な顧客対応は必須ですが、そのため

に在庫を持つ時代ではありません。お客様満足の向上のために、

ぜひ弊社の倉庫と「BPプラチナ」をご活用ください。

特徴ある自社施設や専門技術を持つ
関連子会社の活用
昨年、弊社子会社である株式会社テンアートニが東証マザーズ

に上場しました。テンアートニは時代を先取りして、Java、Linux

を非常に早い時期から取り扱い始め、お客様に提供しながらここ

まで来ました。

このテンアートニをはじめ、ネットワーク関連機器やミドルウェ

アの株式会社ネットワールドや株式会社アルファテクノ、株式会社

アルファネットなど、大塚商会には、さまざまな専門分野を持つ関

連子会社があります。

また、多彩なサービス＆サポートを提供する「トータルαサポー

ト21」をはじめ、自社仕様で短期間大量のPCのキッティングか

ら調達まで可能な「CTOセンター」やデータ復旧のための「デー

タリカバリーセンター」など、先進的な自社施設を完備していま

す。これらの自社施設のインフラの活用や関連子会社との連携に

より、今後もより広い範囲で、他には真似ができない特徴あるソ

リューションを販売店様に提供していきます。

お客様と共に成長し、信頼に応える
今年の弊社のスローガンは「お客様と共に成長し、信頼に応え

る」です。「お客様の目線」で考え、行動しようということは、私が社

長就任以来、言い続けておりますので、社内外にだいぶ定着してき

たのではないかと思います。今年はそれを一段階ステップアップ

して、大塚商会と販売店様、販売店様のお客様が共に成長して、

Win-Winの関係をつくっていきたいという思いからスローガンと

しました。ビジネスパートナー事業部においても、「お客様の目線」で、

ITを使って販売店様やそのお客様のお役に立つ提案をしていくと

いうスタンスは変わりません。そして、その延長線で、より一層の

お客様満足度の向上を目指して精一杯頑張って参ります。

販売店様におかれましては、他にはないバリューを提供できる

特徴あるディストリビューターとして、より一層のご愛顧を賜りま

すよう重ねてお願い申し上げます。

IT市場は活性化を続けるのか
昨年は、ようやく景気の先行きに明るい兆しが見え始めた一年

でした。期末需要も増加して少し流れが変わったようです。日経

平均はこの一年間で812円上げ1万1,488円と2年連続で上昇

しました。年間終値としては2000年の1万3,785円以来の水準

を回復しています。まだまだ安心できるような経済局面とはいえ

ないものの、底は堅いという印象を持っている企業も多いのでは

ないでしょうか。販売店の皆様におかれましても、日々のお客様

とのやりとりのなかに何らかの手応えを感じられていることと存

じます。お陰様で弊社の業績も順調に推移しました。

一方世情に転じますと、国際的なテロの脅威は未だ消えず、国

内では、猛暑、地震、台風と自然災害が頻繁に起こり、企業の不祥

事も相次ぎ、危機管理の重要性を改めて認識させられた一年でも

ありました。

セキュリティにみる
トータルソリューション
企業にとっての危機管理には、情報とそれを扱うITが不可欠な

存在となっています。業務をストップさせてしまうような強力なウ

イルスの発生はもとより、個人情報管理、情報漏えいなど、企業

の社会的な責任が問われるようになり、お客様の意識も大きく変

わりつつあります。ドアに鍵をかけるというレベルから、システム

や社員教育まで、セキュリティ管理は単にシステムの問題だけで

はなく、幅広い脅威に対応する必要があるのです。

弊社では、これまで取り扱ってきたセキュリティ関連各社のさ

まざまな商品から、主要なものをもう一度見直し、アライアンス

という形で各ジャンルのトップベンダー9社と企業連合を結成し

て発表しました。1社ですべてのセキュリティをまかなうことは、

現実的ではないということでしょう。大塚商会がお客様向けにア

レンジし、ソリューションとして提供してきたことが結果的に、こ

の9社連合の発端になっていると思っています。こうやってお互い

にアライアンスという形でWin-Winの関係がつくれること、そし

て、それを総合的にお客様に提供できることは、大塚商会ならで

はの良さが発揮できたと思います。特に通常のウイルス対策ソフ

トや暗号化などに加えて、情報漏えいについての保険まで含めた

というところが画期的だったのではないでしょうか。それが現実

的に実体感のあるビジネスとしてお客様に提案できたことで、特

徴ある新メニューの開発につながったと思っています。

2005年の年頭に当たり、弊社取締
役社長の大塚裕司から年初のごあいさ
つをいただき、大塚商会全社および、ビ
ジネスパートナー事業部の戦略につい
て語っていただきました。

株式会社大塚商会
取締役社長

大塚 裕司

大塚商会ならではのソリューションを
御社のビジネスにどうぞご活用ください
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「e-文書法」で文書の
デジタル化が進む

平成17年4月から、書面の保存な

どが法令上で義務づけられている民間

事業者などに対して、原則として該当

する文書などが電磁的に記録された保

存方法などを認める「e-文書法」が施

行される。このe-文書法、正式には

「民間事業者等が行う書面の保存等に

おける情報通信の技術の利用に関する

法律」及び「民間事業者等が行う書面

の保存等における情報通信技術の利用

に関する法律の施行に伴う関係法律の

整備等に関する法律」となっている。

つまり、これまでは「紙」での保存

が原則であった文書にも、「デジタル」

での保存が原則として認められる。こ

れは、情報化の進む企業にとっては、

便利であると同時に、これまで以上に

デジタル化されたドキュメントに関す

る管理意識を求めてくる。加えて、IT

化の一端としてドキュメントが深く関

わってくることになる。これまで、総

務部門で書庫を管理していればよかっ

たものが、IT部門が参加しなければ、

電子化されたドキュメントの管理や運

用が行えなくなる。エンドユーザーに

とっては、電子化による利便性が向上

するとはいえ、管理する側では従来の

方法では立ち行かなくなる可能性も出

てくる。それだけに、現状のドキュメ

ント管理における課題と、解決に向け

た取り組みをしっかりし見据えておく

ことが重要になってくる。

多様化するドキュメントの
デジタル化

パソコンとネットワーク、そしてイ

ンターネットと電子メールの普及によ

って、ビジネスでやり取りされるドキ

ュメントの多くは、デジタル化が進ん

できた。中でも、日々の業務でやり取

りされる連絡事項は、急速に電話や

FAXから電子メールと添付文書にな

りつつある。もちろん、この10年で

パソコンを使った文書作成は当たり前

になり、見積書や企画書、議事録や各

種の資料は、ワープロソフトや表計算

ソフト、プレゼンテーションにデータ

ベースという形で、サーバやハードデ

ィスクに保存されるようになってき

た。また、一般業務だけではなく、設

計や開発、製造に流通といった現場で

も、ドキュメントのデジタル化は進ん

でいる。そして、財務や人事などの業

務でも、コンピュータの利用は当たり

前となってきた。もっとも、これまで

は法律の問題から財務関係書類や税務

関係書類などは、デジタルデータであ

っても紙に印字して保管していた。こ

うした状況が、e-文書法によって全面

ドドキキュュメメンントト管理術管理術特　集
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2005年には、「e-文書法」が施行され、ビジネスで活用する文
書のみならず、領収書などの紙の証憑や税務書類の保存を、電子
保存でも認められるようになる。ドキュメントの電子化で、ビジ
ネスの効率化を行うのは、これからの企業にとっての大きな課題
となってくる。

ビジネスにおけるドキュメントは、情報の伝達
や提案だけではなく、確認や承認などさまざま
な目的に利用されている。インターネットやパ
ソコンの普及によって、ドキュメントを取り巻
く環境も高度にデジタル化されてきたが、多く
の企業ではその利便性や安全性などを十分に活
用しているとはいえない。特に、個人情報保護
法に備えるための情報セキュリティの面から
も、いま改めて安全で便利なドキュメント管理
ソリューションが求められている。e-文書法の
施行を控えて、セキュリティと利便性を両立さ
せるドキュメント管理のあり方や最新ソリュー
ションについて解説する。

田中　亘

日本政府の代表的なIT政策である「e-Japan戦略加速化パッケージ」で提言されている「e-文書法イニシアティブ」
が法制化されているもの。法改正の必要がない「通則法」と規定整備などを行う「整備法」で構成されている。 

「e-Japan戦略加速化パッケージで提言されている
もので、民間への紙文書の保存義務について、原則
的にはすべて電子保存を容認、推進することを目標
とする。 

通則法：電子保存容認に関する共通事項を定めており、これにより個別に法改正をせずに、電子保存を容認する 
整備法：通則法のみでは手当てが完全でない場合等の規定整備を行う。 

e-文書法 

e-文書 
イニシアティブ 

■ドキュメントのデータ化を促進する「e-文書法」
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的なデジタル化へと前進する。

改めて書くまでもないが、ドキュメ

ントのデジタル化にはさまざまな利点

がある。まず第一は、保管スペースの

削減だ。紙による文書の保管には、か

なりのスペースが必要になる。温度や

湿度に関する管理も重要で、火災や湿

気による被害も心配しなければならな

い。それに対して、電子化されたデー

タであれば、ハードディスクや磁器テ

ープにDVD-Rなどで保管できるので、

スペースは大幅に削減できる。もちろ

ん、磁気や光学式の記録媒体にも、デ

リケートな保管条件が求められるが、

そのスペースが少ないので、小さな保

管庫で十分になる。

第二の利点は検索性にある。数百数

千に及ぶ膨大な紙の文書から、目的の

データを探し出すのは困難な作業にな

る。保存する段階で、しっかりとした

目録や索引を作って整理しておかなけ

れば、いざという時に探し出せない。

それに対して電子化されたデータであ

れば、検索機能を活用するだけで、短

時間に確実に目的のドキュメントを探

し出せる。ただし、理想的な検索を実

現するためには、ドキュメント管理ソ

リューションの導入は不可欠となる。

三番目の利点は、業務の正確さと迅

速さへの貢献にある。電子化されたデ

ータは、転記や再利用の際に、人的な

記入ミスや失敗を予防できる。出力に

関しても、清書などの手間がないの

で、業務を円滑に遂行できるようにな

る。その一方で、容易な改ざんや漏え

いなどの心配もつきまとう。こうした

課題を解決するためには、やはりドキ

ュメント管理ソリューションが必要に

なる。特に、セキュリティ対策は「個

人情報保護法」の施行を間近に控えて

いるだけに、あらゆる企業にとって急

務といえる。

これら三大メリットのほかにも、多

くの業務では電子化されたドキュメン

トの恩恵を受けている。その恩恵をさ

らに大きなビジネス上のアドバンテー

ジとするためには、最新のドキュメン

ト管理ソリューションの導入が、不可

欠といえるだろう。

電子化されたドキュメントの
保管と運用

具体的なドキュメント管理ソリューシ

ョンについて紹介していく前に、ビジネ

スで利用されている電子化されたドキ

ュメントの保管と運用について考えて

みよう。企業やビジネスの規模によっ

て、ドキュメントにもさまざまな運用管

理の姿がある。そのスタイルを整理す

ることで、自社の課題や取り組むべき

ソリューションの方向性も見えてくるの

だ。

まず、もっともベーシックなドキュメ

ントの作成と管理は、一台のパソコン

による作業だ。SOHOや小規模な業務

部門などでは、ネットワークを利用せず

に一台のパソコンで文書を作りハード

ディスクに保存している例も多い。個

人で利用しているパソコンであれば、

ネットワークを通して誰かがデータを

覗き見たり、ウイルスやワームによる被

害を受ける心配はない。しかし、その

一台のパソコンを複数の人が共用して

いる場合には、セキュリティの危険度が

増す。ほとんど無防備に近い状態とい

えるだろう。

次に、ネットワークを導入してサーバ

にドキュメントを保存している運用スタ

イルがある。一つのドキュメントを複数

の人たちが共有することで、円滑な情

報の伝達や交換が可能になる。おそら

く、現在のビジネスにおいて、もっとも

一般的なスタイルといえるだろう。企

業の大小によって、導入しているネット

ワークの規模は異なるが、基本的には

サーバとクライアントによる作業の分

担を行っている。ただし、運用形態に

よっては、クライアント側のパソコンに

もドキュメントをコピーしていたり、個

人が勝手にドキュメントをダウンロード

して、履歴の管理が不統一になってい

る例も多い。また、セキュリティに関す
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電子ドキュメントならば、キーワードによる文書の検索などが可能となり、必要な書類を効率的に探し
出すことができる。このような業務効率の向上だけでなく、ペーパーレス化や省スペース化も同時に実
現する

■電子ドキュメント活用例

る危惧も、スタンドアロンでの利用に

比べてはるかに高くなる。おそらく、多

くの企業では、社内LANだけではなく、

そこからインターネットへのアクセスも

電子メールのやりとりも可能にしてい

るので、情報の漏えいやウイルスなど

の被害に対する予防も必要になる。

最後に、まだケースとしては少ない

が、完全なネットワーク・コンピューテ

ィング環境によるドキュメント運用スタ

イルもある。すべてのストレージとア

プリケーションをサーバ側だけに用意

して、クライアントではWebブラウザ

によるアクセスのみで、必要な情報入

力や編集を行うものだ。大規模なコー

ルセンター業務や先進的なネットワー

ク系企業では、こうしたスタイルを導入

している例もある。利点は、セキュリテ

ィの確保とハードウェア投資の抑制に

ある。クライアント側には、モニタとマ

ウスとキーボードしか提供されないの

で、ドキュメントをダウンロードしたり

電子的に持ち出すことができない。ま

た、CPUパワーなどが不足したときに

は、サーバを拡張するだけで対応でき

るので、コストも手間も削減できる。反

面、ドキュメントをローカルで利用でき

ないので、モバイル利用などの機動性

は損なわれる。それでも、ドキュメント

の安全な運用という面においては、理

想的なスタイルといえるだろう。これら

3つの運用スタイルに関して、どのよう

なドキュメント管理が必要とされてい

るのだろうか。

ドキュメント管理の基本は
暗号化とパスワード

スタンドアロンでの利用から、大規

模なネットワーク環境におけるドキュメ

ント管理において、もっとも基本的かつ

重要な管理ソリューションは、個々のド

キュメントに対する暗号化とパスワー

ドの設定になる。どんなに強固なファ

イアウォールやウイルス対策を施した

としても、常に最新の脅威は襲ってく

る。漏えいしたドキュメントを最後の水

際で守るためには、誰もが容易に閲覧

できないようにすることが大切だ。例

えば、WordやExcelなどのアプリケー

ションでは、個々の文書やブックに対し

てパスワードを設定できる。

画面は、Excel 2000での設定例

になる。[ファイル名を付けて保存]に

ある[ツール]メニューから[全般オプシ

ョン]を選ぶと、[保存オプション]という

ダイアログが表示される。ここで、読み

取りと書き込みを許可するためのパス

ワードを設定できる。Excelだけでは

なく、WordやPowerPointでも同様に

パスワードを設定できる。パスワード

を設定したドキュメントは、その文書を

開こうとしたり修正しようとすると、パ

スワードを問い合わせてくる。

Officeではバージョンの古い2000

から最新の2003まで、設定したパス

ワードはすべてのバージョンで有効な

ので、ネットワークで共有しても利便性

は損なわれない。単純だが、もっとも

確実な文書の保護方法といえるだろう。

しかし、パスワードによる保護には、運

用の不便さが伴う。文書を

作成する個人が、それぞれの

文書ごとのパスワードを覚え

ておく必要がある。その結

果、覚えやすいパスワードを

使ってしまったり、すべての

文書に共通した内容を設定

してしまうなど、運用面での

脆弱さが発生する心配もあ

る。そのため、個々のドキュ

メントに対するパスワード

は、重要度を判断してから設

定するべきなのかもしれな

い。加えて、パスワードに対

する全社的な社員の意識改

革も求められる。そのため、小規模な

運用であればセキュリティ対策として

は有効だが、エンタープライズ規模と

なると徹底は不可能といえるだろう。

また、ドキュメントのマネジメントとい

う観点からは、解決策とはなっていな

い。あくまでも、OSの提供するフォル

ダ構造と簡易な検索機能を使うだけに

とどまっている。

サーバですべてを守る
ドキュメント管理
ソリューション

ファイルとフォルダによるドキュメン

トの閲覧や参照には多くの限界がある。

例えば、IT化の進んだ企業では、過去

に作成したプレゼンテーションや企画

書を探すために、何十分もネットワーク

上にあるフォルダを開き続ける、とい

う無駄な作業を繰り返している利用者

が多い。こうした無駄を省くためには、

あらかじめ統一されたルールで整理さ

れたドキュメント管理を行うサーバの

存在が望ましい。

現在のドキュメント管理ソリューショ

ンは、個々のドキュメントを個別に管理

するのではなく、サーバで一括して保

■Excel2000におけるパスワード管理

WordやExcelなどのOfficeアプリケーションでは、個々の文書
やブックに対してパスワードを設定できる。簡単ではあるが、
すぐにできるセキュリティ対策として非常に有効な機能だ
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護し運用する方向に向かっている。ス

トレージ統合やサーバ統合が進むなか

にあって、そこに保管されるデータやド

キュメントも一元的に管理する方が、運

用の負荷を軽減し利便性も高いという

わけだ。また、サーバ側にドキュメント

管理ソリューションを導入すれば、膨大

な量のドキュメントになっても、検索が

容易になり業務に負担を与えなくなる。

そして、多くのドキュメント管理ソリュ

ーションでは、文書や表などのドキュメ

ントを単純なファイルとして保存するの

ではなく、独自のデータベースに暗号

化して記録する。記録と同時に、そのド

キュメントに関する各種の情報も保存

し、検索や分類に利用する。いわば、大

きなドキュメント用のデータベースを

構築するわけだ。このドキュメント専用

データベースでは、チェックイン／チェ

ックアウトによってドキュメントの利用

を管理する。誰かが文書Aをチェックア

ウトして利用している場合には、他の人

はその文書Aを編集できないようにす

る。こうすることで、文書の修正履歴が

守られるだけではなく、利用者の追跡

も可能になる。また、チェックイン／ア

ウトのユーザーを管理することによっ

て、セキュリティも守られる。もちろん、

ドキュメントは専用のデータベースに

格納されているので、ハッキングやウ

イルスの被害にあっても、個々のデー

タが漏出する心配は少ない。

ただし、ドキュメントをチェックイン／

アウトするクライアント側のパソコン

に、何らかのセキュリティ対策が施され

ていなければ、ダウンロードした先か

らの漏えいは防げない。そこまで防ご

うとするならば、クライアントをすべて

ネットワーク・コンピュータ（NC）のよ

うなシンクライアントにするしかない

だろう。現時点では、利用する個々の

人たちのモラルやマナーを信頼するし

かない。それでも、単なるネットワーク

上の共有フォルダに文書を保存してい

るよりは、安全性も利便性も向上する。

ドキュメント管理に向けた
製品と取り組み

実際に、ドキュメント管理ソリューシ

ョンを実現するためには、既存のネット

ワーク環境にアプリケーションやミドル

ウェアを導入する必要がある。具体的

な製品は、各社から販売されている。

例えば、「Oracleドキュメント管理ソリ

ューション」では、Oracleデータベース

とOracle Application Serverを組

み合わせて、アクセス制御とアイデンテ

ィ・マネジメントによるセキュリティ環

境を提供し、エンタープライズ規模で

のドキュメント管理を実現する統合フ

ァイルシステムのOracle Filesをベ

ースにして、ドキュメント管理を行って

いる。また、マイクロソフトの

「SharePoint Portal Server 」は、

ポータル環境を活用した情報共有基盤

としてのドキュメント管理を提供してい

る。そして「IBM エンタープライズ・ドキ

ュメント・マネジメント・ソリューション」

では、IBM DB2 Document Manager

を利用して、カタログやマニュアルな

ど、厳格な情報管理が要求される文書

を効率的かつ容易に管理する。

各社のソリューションには、データベ

ースを核として、その周辺に認証やセ

キュリティ管理を加えることで、ドキュ

メントの安全性と利便性を両立してい

るという共通点がある。こうした各社の

製品と取り組みを見る限り、今後のド

キュメント管理は、統一化されたデー

タベースの中に集中的に記録し運用し

ていくことが、ソリューションの方向性

であるといえるだろう。さらに、ソリュ

ーションですべてを解決するのではな

く、全社的に電子化されたドキュメント

に対する意識やモラルを高めていく必

要もある。特に、個人情報保護という

観点からは、顧客データが入ったワー

クシートをノートパソコンに入れて持ち

歩くことが、いかに危険であるかを個々

の社員が意識しなければならない。紙

の情報であれば、それがどの程度重要

なもので、取り扱いをどうすればいい

のか判断できるが、データ化されアイ

コンになっているだけのドキュメント

は、手軽である反面、機密性や重要度

を推し量ることが難しくなる。こうした

課題を解決していくためには、ドキュメ

ント管理ソリューションの導入に合わ

せた意識改革も求められているのだ。

複合機を使って紙ドキュメントを
簡単にデジタル化して活用する

すでに電子化されたドキュメントだ

けではなく、企業には過去に蓄積され

た膨大な紙の資料がある。先の「e-文

書法」では、作成原本が電子データで

ある文書をそのまま保存することを認

めているだけでなく、原本が紙のまま

の文書に関しても、一定の技術基準の

元にスキャナなどでイメージ化したデ

ータを電子的原本とみなしている。つ

まり、過去の紙の資料も電子化すれば、

法的に認められるのだ。こうした背景

から、スキャナ機能を備えたデジタル

複合機が注目されている。パソコン用

の安価なスキャナに比べて、デジタル

複合機では複数の紙を高速に連続して

スキャンできるので、ビジネスで蓄積

された膨大な紙の処理に適している。

また、デジタル複合機は、出力の面で

もセキュリティに貢献できる機能を数

多く備えている。例えば、パスワード認

証による印字の管理や、不正コピーを

予防する出力などがある。さらに、スキ

ャンした文書イメージをPDF化したり、

PDF形式のファイルを直接出力するな

ど、PDF形式を活用するデジタル複合

機もある。PDF形式は、データの改ざ

んが困難なのでセキュリティ面に優れ、

印刷イメージに近い高品質なドキュメ

ントとして広く普及している。そのPDF

の利便性をさらに高めるために、デジ

タル複合機を組み合わせたソリューシ

ョンも注目が高く、多くの製品も、入出

力機器と組み合わせたドキュメント管

理ソリューションを提供している。中に

は、すべての出力イメージをPDF化し

て、一元的に管理するというドキュメン

ト管理ソリューションもある。

紙ドキュメントではできなかった
デジタルならではの情報漏えい対策

先ごろ、松下電器が開発した

SmartSDメモリカードは、従来のメモ

リカードにICカード機能を組み合わせ

たもので、SDカードごとの認証やID管

理が可能になる。今後は、メモリカード

の多くが、こうした認証機能を備えてい

くだろう。将来的に、SmartSDメモリ

カードが普及していけば、メモリカード

にコピーするドキュメントの認証が可能

になる。そうなれば、サーバで一元的

に管理している機密情報もメモリカー

ドで持ち出せるようになる。現在のド

キュメント管理ソリューションの多くは、

ネットワーク内でいかに安全かつ便利

にドキュメントを保管し利用していくか

に注力している。しかし、将来的には安

全性を確保した上でのモバイル利用や

データの交換が求められるようになっ

てくる。そうした需要に対して、電子化

されたデータの弱さを補う取り組みが

進んでいる。認証や暗号化が基本とは

なるが、メディアや伝達経路の安全性

が高まることによって、デジタルデータ

は紙の文書では不可能だった安全性や

堅牢性を実現できるようになっていく。

ドキュメント管理ソリューションは、

パソコンやネットワークが普及し始め

た頃から、その必要性が常に問われて

きた。しかし、過去にはネットワークの

不備やクライアント環境の未整備など

から、現実的な解決策として定着はして

いなかった。そうした時代を経て、現在

の急速なIT化はドキュメント管理ソリ

ューションにとって追い風となってい

る。むしろ、今後1、2年で全社的なド

キュメント管理ソリューションに取り組

まなかった企業は、業務の効率化や競

争力の面で、大きな遅れを取ることに

なるかもしれない。ビジネスに関わる

知識や経験、規則や創造のほとんどは、

ドキュメントに記録されている。その

情報をこれまで以上に活かし伸ばして

いくドキュメント管理ソリューションは、

単なる文書整理ではなく、経営に関わ

る重要な課題といえるだろう。

ドドキキュュメメンントト管理術管理術特　集特　集
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■データもアプリケーションもサーバで管理

クライアントPC
画面情報 データ読み込み 
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データベースサーバ 

MetaFrame 
Server 
 

データ保存 

データはクライアントPC 
には保存されない データのすべてをサーバ 側で管 理 する

「MetaFrame」などを使えば、クライアントパソコン
側には一切のデータも残らないため、非常にセキ
ュアな環境を実現できる。

■複合機を活用して紙ドキュメントをPDF化

紙ドキュメントをデジタル化する際に、もっともスタンダードなフォーマットとなるのがPDFだ。
多くの複合機には、紙ドキュメントを、コピー感覚で高速にPDFにする機能が搭載されている。

■ICカードでセキュリティを実現

「SmartSDメモリカード」のように、メモリカード機能と、ICカード機能を併せ持つ
製品が普及すれば、会社外に持ち出す必要があるデータなどの安全性も高まるだろう
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■トータルセキュリティ■

穴を検索し、そこに集中して攻撃をし

かける場合が多いからだ。これを事

前に察知するためには、アクセスログ

をこまめに監視するなどの対策を講

じる必要があるが、ネットワーク管理

者を常駐させることができない規模

の企業では、現実的ではない。中堅・

中小規模の企業がこれらの問題にき

ちんと対応するには管理運用面を含

めたソリューションを持つ製品／サー

ビスの導入が必要だろう。

ここまで述べたようなセキュリティ

対策は、個々の対策を別々に行うので

はなく、総合的な計画性を持って進め

ることで、導入効果がさらに高くなる

のも特徴だ。セキュリティポリシー対

策とPCやネットワークインフラの整

備を並行して行うというように作業を

進めれば、セキュリティ対策を講じた

が故の、業務や作業効率の低下を最

小に抑えることができる。

そうはいっても、中堅・中小企業の

経営者などからは、「トータルセキュリ

ティ対策を行うといっても、何から手

をつければいいのか分からない」とい

う声もでている。そうした場合には、

次に紹介する『情報漏えい防止ソリュ

ーションを提供する企業連合』のよう

な、セキュリティベンダーなどが集ま

って展開している、トータルサービス

を利用しよう。

9つの企業／ベンダーの連合が
トータルセキュリティをサポート

情報漏えい事故に対する危険度は、

実は、中堅・中小企業の方が大企業な

どよりも遥かに高い。これには、IT化に

よるeビジネスの普及などにより、中

堅・中小企業でも、大企業と比べて遜

色無いレベルの顧客規模を持つことが

可能になっていることによるものだ。

しかし、特に中堅・中小企業の場合、

情報漏えい事故発生時の経営的な危

険度が高いことは判っても社内ワーク

フローなどにおいては、“基準”をどう

やって作るかということは非常に難し

い。そこで参加企業／ベンダーの得

意分野を活かしながら、企業における

トータルセキュリティ対策として登場

したのが『情報漏えい防止ソリューシ

ョンを提供する企業連合』だ。

企業連合は、まずユーザー企業から

の、情報漏えい対策の相談に対応する

ための「バーチャルシンクタンク」を設

置する。そして、30項目の簡単な質問

事項に回答してもらって企業内のセキ

ュリティ対策状況を診断する「簡易セ

キュリティ診断」を、バーチャルシンク

タンクを通じて無償で提供する。その

結果、情報漏えい対策が十分でない部

分があれば指摘した上で、状況に合わ

せて、企業連合各社の製品やサービス

を組み合わせて提案していくのだ。

また、今回の連合に参加している9

社の中には、損害保険会社も含まれ

ている。これは、万が一情報漏えい事

故が起こってしまった時に備えて、そ

の事前段階から企業としての情報漏え

い防止姿勢をチェックしつつサポート

を行う必要があると考えているから

だ。これらは情報漏えい対策の各フェ

イズの連携を高め、さらに敷居を低く

する取り組みの表れで、将来的には、

導入するセキュリティ対策製品／ソリ

ューションごとに評価ポイントを設け、

保険料や補償額に反映させる、ポイン

ト制のセキュリティ保険なども用意す

る予定だ。

さらに、法的見地からも対象企業を

守れるように、IT関連の訴訟対策に詳

しい法律事務所からのアドバイスを受

ける体制を整えるなど、情報漏えいの

防止対策から、万が一漏えいした場合

の対策まで、本当の意味でトータルで

のサポートが可能なソリューション／

サービスとなっている。
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いよいよ完全施行がせまる「個人情報保護法」に備える

企業にとって、セキュリティ対策の重要性は、日に日に増している。しかも、個人情報の保護なども考えると、
セキュリティといっても、ウイルスや不正アクセスだけに対処すればいいというわけではない。今、企業に求
められているのは、外的要因や内的要因、さらには万が一の事態が起きた際の保険までも含んだ、トータ
ルセキュリティ対策なのだ。

セキュリティ対策には
セキュリティポリシーの策定

企業においてのITセキュリティとは

決してコンピュータウイルスやネット

ワーク経由のハッキング（クラッキン

グ）だけに限られたことではない。IT

におけるトータルセキュリティとは、

ITを使う側のセキュリティ意識の向上

が、大前提となっているのだ。これは

決して今に始まった話ではないが、IT

インフラの整備によって、流出データ

蔓延の規模と速度が桁違いになって

いるため、漏えいに気がついた時に

は既に手遅れ、というケースが多いの

だ。ひとたび事故が起こってしまえば、

賠償責任や社会的信頼の失墜、事後

の対策費用など、企業が被る損害は計

り知れない。そのような事態に陥らな

いためには、計画的で効率のよい設

備投資と共に、企業全体のセキュリテ

ィポリシーを向上させる教育が必要

不可欠だろう。

セキュリティポリシーの向上と並ん

で、コンピュータウイルス／ワームや

ネットワーク経由のセキュリティも、以

前にもまして重要性が高まっている。

特に専門のスタッフを雇う余裕のない

中堅・中小規模の企業にとって、目に

見えないネットワーク上の電子データ

レベルで起こる、これらのトラブルに

関しての不安感は大きいだろう。現に

最近の悪質なワームによって、企業の

信頼度を失墜させられた事例も存在

する。対策として、ウイルス駆除ソフト

ウェアを導入したとしても、ウイル

ス／ワームの指名手配情報であるウ

イルス定義データが、最新の物に更新

されていなければ意味がない。

ウイルスの出現間隔が短くなり
対策はこまめに行う必要がある

さらに、最近は、セキュリティホール

が発見されてから、ウイルスが登場す

るまでの期間がどんどん短くなってき

ている。また、ほとんどのPCで対策

を行っていても、たった一台のPCに

感染しただけで、会社全体のシステム

がダウンしてしまう、新しいタイプの

ネットワークウイルスも次々に登場し

ている。そのため、ウイルス対策とし

ては、いかに早く、そして漏れのない

ように、全PCのウイルス定義データ

を最新のものに更新させるかが鍵と

なる。

ネットワーク外部からの、違法アク

セス防止などに有効なファイアウォー

ルも、漠然と導入しただけでは効果が

限られる。一般的な不正アクセスなら

ばそれでも対応可能だが、近年、より

高度に悪質化しているワームやハッキ

ング（クラッキング）においては、設置

されているファイアウォールの設定の

監査・診断 監査・診断 

運用・監視 運用・監視 
●不正アクセス監視 
●ファイアウォール運用 
●ウイルスチェックサーバ運用 
　など 
 

システム構築 システム構築 
●ファイアウォール構築 
●不正侵入検知装置構築 
●アンチウイルスシステム構築 
　など 

セキュリティポリシー 
策定・教育 

セキュリティポリシー 
策定・教育 

●セキュリティポリシー策定 
●セキュリティ情報提供 
●社員へのセキュリティ教育 
　など 
 

 

対策実施 対策実施 
●ハードディスク内容消去 
●各種セキュリティサポート 
　など 
 

トータル 
セキュリティ 
トータル 
セキュリティ  ●セキュリティ診断 

●セキュリティ監視 
　など 
 

マイクロソフト株式会社

ドキュメントの情報保護強化

日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社

データを暗号化して万が一の漏えいに

備える

トレンドマイクロ株式会社

ウイルス感染による情報漏えいを防ぐ

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社

アクセスインフラがセキュアな環境を

実現

株式会社損害保険ジャパン

万が一の個人情報漏えいによる損害に

備える

クオリティ株式会社

PCの適正化とその維持運用管理／

文書閲覧権管理

株式会社大塚商会

無料の情報セキュリティ

診断セキュリティ教育及びコンサルタント

エムオーテックス株式会社

ネットワーク使用履歴把握で社内から

の情報漏えい対策

RSAセキュリティ株式会社

ワンタイムパスワードでネットワークの

不正利用を防御

■『情報漏えい防止ソリューションを提供する企業連合』が整備を行っているソリューション

第２特集
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■多様化するプラットフォーム間の
ユーザーアカウントを一元管理
ディレクトリとは本来、電話帳や住所録という意味の

言葉であり、UNIXの世界やWindowsの前のMS-DOS

では、ファイル管理の中でよく使われてきた言葉である。

このディレクトリをファイル管理だけでなくネットワ

ーク管理（ネットワークユーザーやネットワーク資源の

管理）にも使えるようにしたものがディレクトリサービ

スである。ディレクトリサービスは、 L D A P

（Lightweight Directory Access Protocol）を用い

てデータの照会と検索に即応できるように最適化された

特殊なデータベースともいえる。

ディレクトリサービスでは、このサービスを提供する

サーバのことをDirectory Server （ディレクトリサー

バ）またはLDAPサーバと呼び、Linuxディストリビュ

ーションにはオープンソースのアプリケーションとして

『OpenLDAP』が同梱されている。

通常こうしたディレクトリサービスは、OSやプラッ

トフォームごとに異なる仕様のものが用意されている場

合が多い。例えば、Windowsネットワークにおいては、

「Windows Active Directory」を用いてWindowsの

ユーザーアカウントを管理し、MacOS環境では

「MacOS X Server」によるユーザー認証機能を提供し

ている。そこで問題となるのが複数のOSが混在してい

る環境ではそれぞれユーザー情報データベースを個別に

用意しなければならず、運用・管理が煩雑となる。その

解決策として注目されているのが『OpenLDAP』を利

用したシステムである。これによりユーザー情報データ

ベースを一元的に管理することが可能になり、OSプラ

ットフォームに依存しないユーザー情報データベースを

提供することが出来る。

例えば、Windows端末ではsambaのドメイン管理機

能と連携することで、同様にUNIXやLinuxではftpや

mailでの認証、Mac環境ではMac OSXサーバへの

Macログオン認証と連携することでユーザー情報デー

タベースを『OpenLDAP』のサーバに集約しユーザー

管理を統合することが可能になる。

■ユーザー情報データベース統合で
得られる２つのメリット

『OpenLDAP』を利用してユーザー情報データベー

スを統合することで改善が期待できるポイントはふたつ

ある。ひとつめはセキュリティの強化だ。様々なプラッ

トフォームごとにユーザーのアカウント情報などを管理

している環境では、どうしてもユーザー情報の定期的な

メンテナンスを共通のポリシーのもとで実施しなければ

ならず、一元的に管理することは管理者にとって非常に

手間が掛かる作業である。メンテナンス作業の煩雑さか

ら既に退職した社員のアカウントやパスワードなどが情

報として残っているケースなど、不正アクセスや情報漏

洩の温床となることも考えられる。そこで、各ネットワ

ーク環境やプラットフォームごとのユーザー情報データ

ベースを『OpenLDAP』を用いて統合管理することが

出来れば、社内のユーザー情報をまとめて管理すること

が可能となり不正アクセス防止対策に有効だ。

ふたつめはユーザー管理コストの削減だ。

『OpenLDAP』を利用してユーザー情報データベース

を統合することで、これまで個別に用意していた

「Windows」、「UNIX/Linux」、「MacOS」等のユーザ

ーアカウント情報をサーバごと、プラットフォームごと

に管理する必要がなくなる。 また、一般ユーザーは1回

のパスワードメンテナンスを行うだけで良くなるなどメ

リットは多い。結果的に、個別にユーザー情報データベ

ースを管理していた場合と比較して、管理・運用にかか

るコストを大幅に削減することができ、管理コスト面で

も大きなメリットを生み出す。様々なプラットフォーム

が混在する今日のネットワーク環境を考えると、

『OpenLDAP』の導入によりアカウント管理方式を見

直すことでさまざまなメリットを見い出すことが出来る

だろう。

■GUIによる『OpenLDAP』の管理を
実現する『LDAP Manager』

さらに大塚商会では、『OpenLDAP』と『Windows

Active Directory』との連携を可能とする『LDAP

Manager』(エクスジェン・ネットワークス)というGUI

ツールも提供している。既存のWindows環境下で運用

している『Windows Active Directory』の情報も

Webベースの管理画面で一括して行うことができ、メ

タディレクトリとして構築したOpenLDAPサーバと

Active Directoryサーバとの間でユーザー情報の同期

を取れる仕組みを提供する。

『LDAP Manager』を利用することで、『Windows

Active Directory』だけでなくNovelの『NDS』や

IBMの『Notes』といったさまざまなディレクトリサー

ビスの一元管理も実現する。またCSVによるユーザー

の一括登録やユーザーのパスワード有効期限の管理、

Windowsドメインログイン時の通知機能との連携、パ

スワード有効期限チェックや、一般ユーザーが自身のユ

ーザープロファイルを、Webブラウザから変更するセ

ルフメンテナンスなど多くの機能を提供する。大塚商会

では、このようにLinuxベースでの優れたユーザー情報

データベース管理を実現するソリューションを提案して

おり、万全なサポート体制を整えているので、いつでも

お気軽にご相談していただきたい。

O p e n  S o u r c e  S o l u t i o n s

サーバOSとしてのLinuxの注目が高まる一方、業務に利用されているOSやシステムは未だWindows環境や
MacOS、UNIX等、様々なプラットフォームが混在しているのが現状だ。こうした環境下では、ユーザーアカウントを初
めとするディレクトリサービスを、個々のプラットフォームごとに用意する必要があり、セキュリティや管理の面で多くの問
題を抱えている。そこで今回は、異なるプラットフォーム間でも、一元的にセキュアかつ可用性が高く、安定したユーザー
情報データベースの構築を実現する『OpenLDAP』を紹介する。

管理コストの削減とセキュアな環境を実現

LDAPによるユーザー情報データベースの統合
『OpenLDAP』

Notes、sendmailなどサーバ群 
 

管理者PC

同期 

GUIにて操作 

ユーザー 
情報DB 
 

ユーザー 
情報DB 
 

LDAP  
Manager 

 

Active  
Directory 

 

Open 
LDAP 
 

登録、編集、削除 
 

『LDAPManager』を利用すれば、既存のWindowsActiveDirectoryやNotes、
sendmailなどのサーバ群のユーザー登録情報を、WebベースのGUIインターフェ
イスでまとめて管理することが可能になる

●Windows Active Directoryとの連携

①Windowsサーバ 
　+LDAP Manager 
 Linux + sambaサーバ 

MAC OSXサーバ 
 

Windows端末の認証　  
⇒　ドメイン認証 
 

MAC端末の認証　  
⇒　OS X Server+OpenLDAP 
 

Linux端末の認証　  
⇒　ftp、mail等+OpenLDAP

③Linux+Mailサーバ 
 

Windows 
ログオン 
 

MAC 
ログオン 
 

Linux 
ログオン 
 

LDAP 
メタディレクトリ 

マスタ 

スレーブ 
 

ユーザ認証 
 

ユーザ認証 
 

ユーザ管理 

ユーザ認証 

②Linux+OpenLDAP 
　サーバ 

●Windows、UNIX／Linux、Mac端末からのユーザ認証を実現 『OpenLDAP』を利用すると、インターネット経由の外部認証や
さまざまなサーバ群で利用されるユーザー情報など、多用な
ネットワーク環境のユーザー情報を一元的に管理可能になる
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●IT投資効果の実感が薄い日本企業

まずは、右下のIT投資効果に対する

ユーザーの実感についてまとめた数字

を見てもらいたい。グラフで見ると一目

瞭然だと思うが、IT投資に対する効果を

実感しているユーザーが多い米国に対

して、日本ではその度合いが少ない。こ

の結果について、ある専門家の分析に

よれば、3つの原因があるという。1つ

は、不十分な検証。2つ目が、使いこな

しに偏りがあること。そして3つ目が、業

務間連携の不足だ。さらに、これら3つ

の問題に共通している点は、導入したIT

を十分に使いこなしていない現状があ

るのではないかという。また、導入した

ITに対する効果測定も不十分だという

指摘もある。ブロードバンドも普及し、

IT関連にかかるコストの面では、米国に

次ぐ2位の市場規模を持っていながら、

なぜ日米で使いこなしに差があるのか。

逆に考えれば、この使いこなしという部

分の差を埋めることができれば、日本企

業のIT活用には、まだまだポテンシャル

があるということになる。

●IT投資に対する日米の違い

先の「企業経営におけるIT活用調査」

では、もうひとつ興味深いアンケートを

実施している。それは、IT活用の狙いに

関するアンケート調査だ。グラフからも

わかるように、日本では「コスト削減・業

務効率化」において効果があると評価

している企業数の多さに対して、米国で

は「売上拡大・高付加価値化」の面にお

いても大きな効果を出している。特に、

顧客満足度の向上や製品・サービスの

品質向上と高付加価値化においては、

日本よりも圧倒的な効果があると回答

した企業が多い。この違いはどこにあ

るのだろうか。

まず考えられるのは、日本のIT投資

が「守り」を優先していることだろう。管

理会計や販売・在庫管理など、どちらか

といえば後方支援業務におけるIT投資

が中心だ。それに対して、米国では顧

客管理やサービスなどの業務にも積極

的にIT投資を実践している。ここ数年

の流行で考えるならば、CRMやSFAに

各種のWebサービスやBtoBにB2Cな

ど、ITを活用したセールスアップや業務

プロセスの革新に取り組んでき

た成果が、IT投資に対する評価

として現れているのだろう。

もちろん、日本でもそうした

取り組みは積極的に行われてい

るのだが、それが具体的な成果

や効果として認識されていない

面は大きい。さらにもうひとつ、

日米のIT投資に対する効果の違

いには大きな差がある。それが、

ITケイパビリティ（ITを使いこな

す組織的能力）だ。

●箱を作って魂は後回しになる

日本のIT導入が米国よりも効果が出

ないのはなぜか、そのひとつの課題が

ITの活用度にある。いまや、オープンシ

ステムの普及によって、ハードウェアや

関連機器の日米における価格差はほと

んどないといえる。また、利用している

ソフトウェアやミドルウェア、システムイ

ンテグレーションにおいても、日本が米

国に劣っているとは思われない。むし

ろ、先進的な事例や取り組みも多い。

しかし、そうしたシステムのインテグ

レーションは、いわばITという「箱」を取

り揃えるまでの取り組みに過ぎない。

導入の段階では、業務プロセスやビジ

ネス課題を分析し、コンサルティングに

よる設計や指針が示され、その後、実

際の導入と構築がはじまるのだが、そ

こまではコストや手間をかけても、現

実の運用段階になって失速してしまうケ

ースは多い。

特に、米国の強みとなっている「売上

拡大・高付加価値化」に貢献するITの多

くは、システムの優秀さや性能の高さ

によるものではなく、システムそのもの

を使いこなす人材にかかっている面が

大きい。eサービスなどを利用して、あ

る程度のサービスは自動化できるもの

の、実際には現場の業務と結びつき連

携を高めていくITでなければ、成果は

発揮できない。しかし、多くのIT投資で

は、その日常的な運用や継続的な人材

教育などに対して、十分な予算が回さ

れていないのだ。その結果、投資はし

たものの効果が得られないという現実

がある。

●解決の鍵は継続的な人材教育

結局のところ、IT投資の効果を発揮

するためには、その「箱」を使いこなせ

る人材の育成が不可欠となっている。

昔は、現場からの反対が多くて、なかな

か利用者の納得するシステムを開発で

きない、という悩みも多かった。しかし、

現在のようにスピードと軽快さが求め

られるビジネスでは、それまで行われ

てきた業務の無駄なプロセスや因習に

縛られたITシステムの構築は、大きな

デメリットとなる。反対に、ベストプラ

クティスと呼ばれているITシステムを導

入し、その業務プロセスに人材を適応

させていくことが、IT活用の最短距離な

のだ。

もちろん、時間もお金もあれば、現場

のリクエストも取り入れて、なおかつ過

去の無駄や無理を省き、さらに業績の

向上やサービスの高付加価値化を実現

できるITシステムの開発も不可能では

ない。だが、多くの企業は限られた予

算と時間の中で、ITにおける投資効果

をもっと得たいと期待している。その

要求に応えるためには、無形の財産で

ある個人のITスキルを高めることが、

何よりも効果的なのだ。

では、実際にどのようにしてITスキル

を高めたらいいのだろうか。その答え

のひとつは「慣れ」しかない。コンピュ

ータの操作というのは、ある種の「言語」

や「楽器」に似ている。いきなり使って、

誰もがすぐにできるわけではない。地

味だが丹念な練習を日々繰り返すこと

によって、あるとき急に成果を実感でき

る。そのため、継続的な利用と慣れが

操作スキルの向上においては重要にな

る。その上でさらに、自分の行っている

操作が、どのような結果や情報の伝達

をもたらすのか、それを個人がイメージ

できるようになると、かなりのレベルア

ップとなる。文書を作ったり、表で計算

をしているだけではなく、接客やサービ

スに近いイメージで、メールやウェブを

使いこなせるようになると、米国に並ぶ

「売上拡大・高付加価値化」に貢献でき

るITケイパビリティが実現するのだ。

総務省による平成15年版の情報通信白書「企業経営におけるIT活用調査」の中に、IT投資効果とIT

導入実態とIT活用環境整備という3つの視点から、ITケイパビリティ（活用度）についてまとめた資料

がある。従業員300人以上の企業を対象としてアンケートを行い、日本の1,257社と米国の592社

から得られた回答を元に、集計された資料だ。この調査結果から、日本のIT活用がどのように行われ

ているのか。その課題が浮き彫りになっている。

ITと勝ち組みの法則ITと勝ち組みの法則
ITケイパビリティで差が出る日米企業

第18回

田中 亘氏

筆者のプロフィール／筆者は、IT業界で20年を超えるキャリアがあり、
ライターになる前はソフトの企画・開発や販売の経験を持つ。現在はIT
系の雑誌をはじめ、産業系の新聞などでも技術解説などを執筆している。
得意とするジャンルは、PCを中心にネットワークや通信などIT全般に渡る。

今 後 の 予 定

■オープン・システムを加速する
ミドルウェアとWebアプリケーション

■営業力を強化するには
eCRMやSFAにモバイル活用

■人的リソースと教育の相関関係
eラーニングとHRシステム

■統合と分散の波
ストレージとサーバ統合

■経営とIT:
いま原点に戻ることの重要性

…などなど

業務効率化・業務削減 
（日本：77.9、 米国：71.5） 

調達単価引下げ 
（日本：24.4、 
米国：47） 

間接コスト削減 
（日本：59.8、 
米国：53） 

直接コスト削減 
（日本：41.9、 
米国：56.5） 

部品在庫の圧縮 
（日本：33.5、 
米国：36.4） 

売上拡大 
（日本：35.1、米国：48.3） 

新規顧客の獲得 
（日本：24.5、 
米国：48.5） 

製品・サービスの 
高付加価値化 
（日本：26.5、 
米国：53.7） 

顧客満足度向上 
（日本：42.2、 
米国：73.4） 

製品・サービスの 
品質向上 
（日本：36.3、 
米国：70.5） 

20
40
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100

20
40
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100

日本 日本 
米国 米国 

％ ％ 

※「十分効果があった」または「ある程度効果があった」と回答した企業の割合 

【コスト削減・業務効率化効果】 【売上拡大・高付加価値化効果】 

出典：平成15年版 情報通信白書 

十分効果あり 
3.5%

ある程度効果あり 
49.6%

あまり効果なし  
15.2% 
 

ほとんど効果なし 
不明 31.7%

十分効果あり 
22.3%

ある程度効果あり 
47.6%

あまり効果なし  
18.7%

ほとんど効果なし 
不明 11.4%

【IT投資効果（日本企業）】 【IT投資効果（米国企業）】 

出典：平成15年版 情報通信白書 
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米IBMが、中国最大のパソコンメーカ

ー聯想（Lenovo）に、パソコン事業を売

却するというニュースは、2004年末のパ

ソコン業界を激震させるものとなった。

売却に関する詳細な内容については、

日刊紙をはじめ各誌で詳しく報道されて

いることから、ここでは詳しくは触れない

が、聯想がIBMブランドのパソコンを今後

5年間に渡って継続的に製造すること、米

IBMが聯想の株式の18.9%を所持し、

聯想が生産したパソコンを引き続き販売

していくことなどが盛り込まれており、単

なる事業売却とは異なる契約内容となっ

ている点が特筆される。

来日した米IBMパーソナルシステムズ

グループ バイスプレジデントのピータ

ー.D.ホテンシャスは、「グローバルなパー

トナーシップを組むこと、排他的な契約

を結んでいること、5年間のロゴ使用など、

非常に高いレベルでコミットをしているこ

との表れ」と語るが、その点でも単なる売

却とは異なる点が明白だ。

ところで気になるのは、ThinkPadの研

究開発拠点となっている大和事業所の今

後の行方だ。

日本IBMによると、大和事業所のパソ

コン担当の社員らは、聯想が設立するパ

ソコン新会社へとそのまま移行すること

になるが、引き続きThinkPadの開発に

携わることには変わりがないという。

ThinkPad生みの親でもあるIBMフェ

ローの内藤 在正バイスプレジデントは、

「これまでは、IBMの枠というなかでの製

品開発だったものが、それを超えた開発

ができるようになり、技術者の能力をさら

に発揮できる場が提供されることになる」

と語る。内藤氏は、「大和事業所の技術者

は、IBMのパソコンを作りたいのではな

い。ThinkPadを作りたいと思っている」

と言い切るが、そうであれば、まさに今回

の事業売却は、大和事業所の技術者にと

ってプラスになるという言い方ができる

のだろう。

一方、今回のIBMのパソコン事業売却

で、業界の注目を集めていることがある。

それは、今後、IBMのようにパソコン事業

から撤退するメーカーが相次ぐのか、とい

う点である。IBMの売却発表を前に、調

査会社の米ガートナーは、2007年まで

に、世界上位10社のパソコンメーカーの

うち、3社が撤退するだろうとの予測を発

表。IBMの発表で、これが俄然、現実味を

帯びてきたことも、話題を助長することに

つながっている。上位10社とは、デル、ヒ

ューレット・パッカード、IBMのトップ3の

ほかに、国産メーカーでは、富士通、東芝、

NEC。そのほか、台湾のエイサー、中国

の聯想、米国のアップルコンピュータ、ゲ

ートウェイが入っており、いずれも著名な

メーカーばかりだ。もちろん、これまでに

も、ゲートウェイによるイーマシーンズの

買収、マイクロンの撤退などパソコンメー

カーを巡る撤退の動きはあったが、この

動きがさらに加速するというのがガートナ

ー側の見解なのだ。

IBMのパソコン事業売却に伴って、国

産パソコンメーカー各社の首脳にも、撤

退の可能性についての質問が相次いだ。

年末年始という公式行事が多い時期とい

うこともあり、各社首脳がマスコミに追

いまくられる場が多く、紙面を各社首脳

のコメントが飾る要因ともなった。筆者

も直接コメントを求めたが、国産パソコ

ンメーカー最大手である富士通の代表取

締役社長 黒川 博昭氏は、「パソコン事業

は、きちっと育てていかなくてはならな

い事業。引き下がってはいけないと考え

ている」と話し、事業を担当する取締役専

務 伊東 千秋氏も、「パソコン事業は富士

通のものづくりの強さを示す指標。製造

を含め、今後も事業を継続する」と断言

する。また、東芝の取締役 代表執行役社

長 岡村 正氏も、「パソコン事業は、前年

度の大幅赤字から確実に黒字化へと転換

しはじめている。売却の意志はない」と

言い切る。さらに、NECの代表取締役社

長 金杉 明信氏も、「パソコン事業はノン

コア事業だ」としながらも、「利益目標に

対して、着実に成果をあげつつある。

BIGLOBEとの連動を考えれば、パソコ

ン事業が持つ意味は大きい」と異口同音

に売却の意志がないことを示す。

とはいえ、各社のパソコン事業売却の

目が完全になくなったとは言い難いのも

事実だろう。経営者のパソコン事業の収

益性を見る目は厳しく、同事業を手放しで

評価しているメーカーはないからだ。パソ

コン事業のさらなる体質強化が実現され

ない限り、売却の可能性は捨てきれない

といっていいのではないだろうか。
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今のショップに足りないもの

島川言成
パソコン黎明期から秋葉原有名店のパソコン売場でマネージャを勤め、そ
の後ライターに。IT関連書籍多数。日本経済新聞社では「アキハバラ文学」
創生者のひとりとして紹介される。国内の機械翻訳ソフトベンチャー企業、
外資系音声認識関連ベンチャー企業のコーポレート・マーケティング部長
を歴任。現在、日経BP社運営のビジネスサイト「日経SmallBiz」でIT業界
の現状分析とユニークな提案をするコラムを連載中。PC月刊誌「日経ベス
トPC」では秋葉原のマーケティング状況をリポート。また、セキュリティ
関連ベンチャー企業のマーケティング部門取締役、ゲームクリエーター養
成専門学校でエンターテインメント業界のマーケティング講座も担当。

第18回 「業務提携から生まれて欲しい新ショップ」 ●島川言成氏

秋葉原などのパソコン専門店を批判する言葉に、「売りっぱ

なし」というものがあります。座待ち座売りはショップビジネ

スの基本なのですが、IT器機のように、ハード、ソフト、ペリ

フェラルが目的に合わせて結びつけようするシステムの場合

はどうでしょうか？　個人のお客様は、ネットサーフィンにe

メールのやり取り、ワープロソフトや表計算ソフトなどが使

えれば満足していただけます。

お客様は個人ばかりとは限りません。筆者は東証の上場企

業数社にもパソコンを販売した経験があります。秋葉原のシ

ョップから、全社的に導入するケースはマレですが、大企業

の部署が、必要に迫られて秋葉原にIT器機を買いにくること

は、現在でも珍しくはありません。こうした方々との接客で

は、業種・業務に関する知識が必要になるときがあります。

若かりし頃の筆者は、付け焼刃とわかっていながら、書籍を

購入して学習した記憶があります。

「申し訳ございません。そちらの知識に明るくないもので

して……」とバツの悪い経験も数多くしました。企業によって

は、専門的な知識を必要とするケースもあります。筆者の場

合は、ハードメーカーなどに電話を掛け、事情を説明したりし

ましたが、お客様から与えられた課題に応えられなかったこ

ともありました。

ところで、大塚商会とスリープロが、12月20日に新サー

ビスの共同開発などを目的とした業務提携を発表したことを

ご存知でしょうか？　システムインテグレーション・サービス

とサポート事業の最大手である大塚商会は、スリープロのビ

ジネスモデルを、顧客にとって最適サービスを提供する「ソリ

ューションプロバイダ」に昇華させようと考えたと筆者は考

えています。

スリープロは、企業や消費者に対する、「販売時」や「販売後

の導入や交換時」、「サポートコールセンター運用時」にオンサ

イトや人材派遣などの事業などを組み合わせて最適なサポー

トサービスをOEMで供給するといったIT支援ビジネスを展

開している企業です。

大塚商会のグループ会社だったJPSSが、スリープロの子

会社となっていますし、スリープロでは大塚商会に第三者割

当増資を実施するなどしてきました。今度は業務面でのコラ

ボレーションです。両社は顧客満足度向上や収益率向上を目

指すことになるでしょう。普及著しいIT社会は、サービスと

サポートの迅速化が求められています。

筆者の知人の中小企業経営者は、「IT器機は専門家がいる

かいないかで活用力がまったく違う」と話されました。どうい

う意味なのかとお尋ねしたところ、「IT器機を中軸に置いたシ

ステムを柔軟かつ迅速に運用したいけれど、社内でそうした

人材を育成するのが難しい」とのことでした。同じような思

いをしている企業経営者は、日本全国に相当数あることでし

ょう。

もちろんパソコンショップのなかにも、自店で可能なサー

ビスを提供しているところがあります。ただし、それらは、

OSやアプリケーションのインストール、インターネット接続

設定、パソコンの内蔵メモリ増設など、本来ならば消費者が

自己責任で行う作業を代行するといった有償サービスが大半

です。

サービスとサポートにスピードまで提供してくれる企業活

動を望まない人は皆無でしょう。大塚商会がJPSSに委託し

ていたサポートサービス業務が、今後はスリープロ傘下で継

続され、両社はそれぞれの得意分野を生かした新サービスの

開発や高付加価値商品を提案してくることでしょう。

第16回

大河原克行氏
Ohkawara Katsuyuki

IBMのパソコン事業売却が及ぼす
国産メーカーへの波紋

I T  T R E N D  W A T C H I N G 大河原克行（おおかわら　かつゆき）

1965年、東京都出身。IT業界の専
門紙である「週刊BCN（ビジネスコ
ンピュータニュース）」の編集長を務
め、01年10月からフリーランスジャ
ーナリストとして独立。IT産業を中心
に幅広く取材、執筆活動を続ける。現
在、ビジネス誌、パソコン誌、ウェブ
媒体などで活躍中。PCfan（毎日コミ
ュニケーションズ）、ウルトラONE
（宝島社）、月刊アスキー（アスキー）、
PCWatch（インプレス）、ASAHIパソ
コン（朝日新聞社）、日経パソコン
（日経BP社）で連載および定期記事を
執筆中。また、エコノミスト（毎日新
聞社）、プレジデント（プレジデント
社）でも、IT関連記事を随時執筆して
いる。近著に、「松下電器 変革への挑
戦」（宝島社刊）など。



価格が決定する。使用ユーザー数が多い

場合や、不特定多数が利用するため、ユー

ザー数を把握できない場合はこちらを利用

する方が良いだろう。具体的には通常

「Named User Plus」ライセンスで50人以

上の特定ユーザーが利用する場合は、

「Processor」ライセンスを選択したほうが

安価になる。また、既に「Named User

Plusライセンス」を利用している場合でも、

「Named User Plusライセンス」から

「Processorライセンス」へ各々の定価の

差額を支払う事により、アップグレードが

可能となっているので、例えばシステム開

発段階では必要なユーザー数の「Named

User Plusライセンス」を購入し、本稼動時

に「Processorライセンス」へアップグレー

ドするという段階的な投資も可能となる。

「Oracle Standard Edition One」

「Oracle Standard Edition One」は、

一昨年より提供されているスモールビジネス

や部門システムなど、中・小規模のシステム

構築に有効な「Oracle Database」製品の

ソフトウェアライセンスの一種だ。具体的に

は、x86互換プロセッサでOSがWindows、

Linux、SolarisまたはMAC OSの場合は２

プロセッサ搭載可能なハードウェアで、上記

以外の場合は１プロセッサ搭載可能なハー

ドウェアで、「Oracle Database」を利用す

る場合が対象となる。それ以外は一部クラ

スタリング機能を除き「Oracle Database

Standard Edition」の機能を使用すること

が出来る。

また大規模なデータベースのシステムを利

用したい場合、クラスタリングなどに対応し

た「Oracle Database Standard Edition」

へのアップグレードも可能だ。これまで性能

的に優れるものの、コストの面で「Oracle

Database」の導入を躊躇していた中小規

模の企業でも、格安で柔軟なデータベース

システムの導入を可能にしている。

オラクルのサポートサービス「Standard

Product Services」である。「Standard

Product Services」は 、「 Product

Support」と呼ばれる製品の技術的な問合

せと、「Software Updates」と呼ばれるバ

ージョンアップの権利を共に提供するサー

ビスだ。具体的には、「Product Support」

は契約している製品の技術な問合せに対し

て、専門のテクニカル・サポート・スタッフが

回答してくれる。サポートは24時間365日利

用可能で、メールや電話による問い合わせ

を行うことができる。「Software Updates」

は、例えば「Oracle Database 9i」を利用

しているユーザーは、ソフトウェアのアップデ

ートだけではなく、同種製品の最新版であ

る「Oracle Database 10g」に無償でバー

ジョンアップすることが可能になる。単純

なパッチアップデートだけではなく、契約期

間内であれば何度でもアップデート、アッ

プグレードの権利を有するコストパフォーマ

ンスに優れたサービスだ。「Standard

Product Services」では、導入時のトラブ

ルから日常の運用、ソフトウェアの定期的な

アップデートや製品のバージョンアップまで、

トータルなサポートサービスを利用すること

が可能になる。また、「Product Support」

が必要ない場合は、「Software Updates」

のみを契約する事もできる。

コストパフォーマンスに優れた
サポートサービス

中小規模のデータベース導入に
最適なライセンス
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オラクルの提供する「Oracle Database」

は、利用する環境に応じて5つの製品が用

意されており、導入する環境やシステム、利

用できるユーザー数、選択できるオプショ

ン機能などが異なる。規模の大きなものか

ら「Enterprise Edition」、「Standard

Edition」、「Standard Edition One」、

「Personal Edition」、「Oracle Lite」といっ

た製品を選択することが可能となっている。

これらの製品を利用する際必要となるラ

イセンスには、大きく分けてふたつのライセ

ンス体系が用意されている。ひとつは、利

用するユーザー数によって価格が異なる

「Named User Plusライセンス」、もうひと

つは、サーバのプロセッサ数に比例した

「Processor ライセンス」で、小規模な導入

環境から大規模な環境まで、柔軟にライセ

ンス購入を行うことができる。

「Named User Plusライセンス」は、使用

するユーザーの数に比例したライセンスだ。

この場合の使用するユーザーとは、任意の

一時点で当該オラクル製品（複数の独立し

たプログラムにより構成されている製品の

場合は、その1プログラム）を実際に使用し

ているかどうかにかかわらず、１台の特定さ

れたコンピュータ上に導入された当該オラク

ル製品に対して、使用する権利を与えられて

いる特定の個人（特定の個人には、人間が

直接操作しないような装置［備付の自動読

取装置等］を含む）を指している。

「Named User Plusライセンス」は、一般

的にユーザー数が少ない場合に、有利なラ

イセンス体系となっている。使用するユーザ

ー数に応じて価格が決まる。ただし利用す

る際の最少ユーザー数は、製品ごとに異な

るので購入の際確認する必要がある。

オラクル社のデータベース製品の場合、

プログラムのエンジン部は共通のものが使

用されており、データベースとして各製品の

性能差はほとんどない。一見高価な印象を

持ってしまいがちなオラクルのデータベース

製品を、安価でシンプルに利用できるライ

センス体系としてオススメできるだろう。

一方「Processorライセンス」は、使用す

るサーバに搭載されるプロセッサ数に応じ

利用するサーバのプロセッサ数に
応じて価格が決まる
「Processorライセンス」

使用するユーザー数に応じて
価格が決まる
「Named User Plusライセンス」

データベースを利用する「ユーザー数」と
「プロセッサ数」で選択可能なライセンス

日本オラクルのライセンス体系は、使用ユーザー数によって価格が決まる「Named User Plusライセンス」と、使用
するサーバのプロセッサ数に比例した「Processorライセンス」のふたつだ。これらのライセンスは、差額を支払うだ
けで「Named User Plusライセンス」から「Processorライセンス」へのアップグレードが可能など、段階的な投資
に対応することもできるので、必要なデータベース環境とユーザー数に応じた、柔軟なライセンス購入を可能にしている。
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ソフトウェアライセンス情報

第11回 日本オラクル株式会社

高品質なデータベースを安価に利用できる
シンプルなふたつのライセンスプログラム

「Oracle Price 2003」

「Oracle PartnerNetwork Member
Partner」（以下OPN Member Partner）は、
Oracle製品を使ったシステムの開発やパッケ
ージ開発を行うパートナー企業を対象に、
Oracle製品の再販権を持たないビジネスパ
ートナーとして、日本オラクルが技術面と営業
面の両方から直接支援するパートナー支援プ
ログラムだ。
具体的には、案件の獲得に向け提案前に

製品評価やインストール検証を行う場合や、
顧客に向けたデモを行うためのプロトタイプ
のアプリ制作、製品のデモンストレーション等
にかかるライセンスコストを日本オラクルが負
担する「デモンストレーションライセンス」や、
パッケージ製品の新規開発、既存製品の

Oracle対応、社員教育向けの開発ライセンス
など、パッケージの開発からユーザーに導入
するまでの開発ライセンスコストを負担する
「デベロップメントライセンス」などが無償で提
供される。
これらの無償ライセンスを利用することで、
営業面ではOracle製品に関したビジネス投
資コストの低減や、常時オラクル社の営業や
SEに案件の相談を行うことが可能になり、常
にOracle製品の最新情報や技術情報へアク
セスすることが可能になる。Oracle製品を利
用したシステム開発やパッケージ開発に関し
て、わずかなコストで大きな特典を得られる制
度なので、該当する企業は検討してみてはい
かがだろうか。

Oracle製品を取り扱うベンダー向けパートナープログラム
「Oracle PartnerNetwork Member Partner」

◆オラクルのサービスサポート例

Software Updates

Software Updates

基本サービス 

Standard Product Services

Product Support

Software Updates

基本サービス 

『Software Updates』を利用すると、契約期間中、常
に対象製品の最新バージョンを入手できる

『Standard Product Services』には、『Software
Updates』に加え、契約した製品の技術的な問い合わせを、
24時間365日テクニカルサポートに行うことができる
『Product Support』が含まれる

URL：http://www.oracle.co.jp/OPN/mp/

■Member Partner事務局
Tel：03-4326-5007
（平日9:00～12:00、13:00～18:00）
E-mail：mpinfo_ jp@oracle.com

 ライセンス名 ライセンス単価（1プロセッサ当たり） 年間 Standard Product Services 料金 年間 Software Updates 料金 

 Oracle Database Standard Edition 1,968,750円（税込） 433,125円（税込） 295,313円（税込） 

 ライセンス名 ライセンス単価（1Named User Plus当たり） 年間 Standard Product Services 料金 年間 Software Updates 料金 

 Oracle Database Standard Edition 39,375円（税込） 8,663円（税込） 5,906円（税込） 

 　 インストール機 プロセッサ数に対応した最小ユーザー数 最小構成価格（5 Named User Plus） 
   　　             　 
  x86互換プロセッサで、Windows、  

196,875円（税込）
 

  Linux、Solaris またはMAC OSの場合 
  上記以外のプラットフォーム  196,875円（税込） 

 ライセンス名 ライセンス単価（1プロセッサ当たり） 年間 Standard Product Services 料金 年間 Software Updates 料金 

 Oracle Standard Edition One  655,620円（税込） 144,236円（税込） 98,343円（税込） 

 ライセンス名 ライセンス単価（1Named User Plus当たり） 年間 Standard Product Services 料金 年間 Software Updates 料金 

 Oracle Database Standard Edition 19,530円（税込） 4,297円（税込） 2,930円（税込） 

『Oracle Standard Edition One』は、x86互換プロセッサでOSがWindows／Linux／SolarisまたはMAC OSの場合2プロセッサ搭載可能なハ
ードウェアで、それ以外は1プロセッサのみ搭載可能なハードウェアで使用でき、『Oracle Database Standard Edition』の殆どの機能を利用でき
る、非常にコストパフォーマンスの高い製品だ 

『Oracle Database Standard Edition』をインストールできるハードウェア・モデルは、x86互換CPU上のWindows／Linux／Solaris、または
Apple Mac OSの場合、4プロセッサ搭載可能モデルまでとなる。それ以外の場合は、2プロセッサ搭載可能モデルが対象となる 

※製品をインストールするコンピュータのプロセッサ数やプラットフォームに関わらず、最小ユーザー数は1コンピュータ当たり5Named User Plusと
なる。ただし、下記の表の通り、搭載可能プロセッサ数に制限がある。 

5

1 2 3 4

5 対象外 

Oracle Database Standard Edition 
■Processor ライセンス 

Oracle Standard Edition One 
■Processor ライセンス 

■Named User Plus ライセンス 

■Named User Plus ライセンス（最小ユーザー数は1コンピュータ当たり5Named User Plus） 

◆オラクル製品のライセンス例

【ライセンスの価格について】
税抜き額の合計から税率乗算し、端数を四捨五入するため、上記表とは異なる場合がある。


