
グリッド協議会

山口セミナーに寄せて

「山口に関係する元気なＩＴ関連事業者の紹介と「山口に関係する元気なＩＴ関連事業者の紹介と山口に関係する元気なＩＴ関連事業者の紹介と山口に関係する元気なＩＴ関連事業者の紹介と
今後の課題」今後の課題」

高杉 英利

グリッド協議会運営委員グリッド協議会運営委員

①山口地域の雇用を拡大する可能性がある

②全国で通用するＩＴのコアコンピタンス、ビジネスモデルがある

③クラウド技術やＩＴ技術との融合で更なる飛躍の可能性がある③クラウド技術やＩＴ技術との融合で更なる飛躍の可能性がある

という視点から、企業のビジネスモデルを紹介します。
ビジネスモデル紹介企業へは、お気軽に、自由にお問合せください。
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アジェンダアジェンダ 目標目標

①クラウドサービス事業者とは、どういうも（しくみ）か？

一つの考え方を示します。つの考え方を示します。

②クラウドサービスを利用するにあたって、目利きの視点を

考えます。

③古来からの宮大工の｢しくみ｣やサッカーをとおして、

IT事業者とクラウド事業者の違いを考えて見ます。
塔組み(サ ビス創出）は木組み(システムの組合せ）塔組み(サービス創出）は木組み(システムの組合せ）

木組みは木の癖組み（システムの癖組み）

木の癖組みは人組み（企業・経営者。技術者連携）木の癖組みは人組み（企業 経営者。技術者連携）

人組みは人の癖組み（得意技の平等な組合せ）
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企業紹介①企業紹介① ：株式会社：株式会社 ジオパワーシステムジオパワーシステム

設立・事業所設立・事業所 ：：20020044年年44月月 本社 山口県美祢市秋芳町別府2604－1
関東本部 埼玉県越谷市大成町3丁目278

従業員 ：20名
売上高 ：385百万円（2011年7月期）
事業概要 ：①地中熱利用換気システムの開発・製造・販売 ②GEOパワーシステム会の運営

③環境建築の設計・施工、その他研究開発
強み、特長 ： 天候に左右させない地中熱利用を簡単に行うことが出来、換気設備として幅広く

採用することが可能
省エネ、節電をしながら健康的な空間を想像し、世界的な低炭素社会を実現

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント
地中熱利用換気システム「GEOパワーシステム」の概要と採用例

私達の足元にある「地中熱（地下５ｍの安定した温度）」を基本とした自然エネルギーを利用し、
建物の基礎空調を行う24時間計画換気システム

熱交換パイプ（長さ：5～7.5Ｍ、径：
250～380㎜）１本当（蓄熱含まず）

出力 約５００Ｗｈ～

能力 約1200Ｋｗ・年～

●全国で1000棟以上の実績

※地域・条件などにより異なります。
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●環境大臣賞、エコプロダクツ賞
など受賞暦多数

●政府の補助金実績



GEOGEOパワーシステムのデータセンターへの採用と課題パワーシステムのデータセンターへの採用と課題

クラウド の採用イメ ジクラウド の採用イメ ジクラウドへの採用イメージクラウドへの採用イメージ

導入メリット

①年 通 空 負荷 削減①年間を通じた空調負荷の削減。

②換気をしながら電力ピークカットが可能。

③メインの空調故障時の機器類の保護（蓄熱）。

④補助金の利用が可能（時期 規模による）④補助金の利用が可能（時期、規模による）。

課題

①高層部分には採用不可（3階位まで）①高層部分には採用不可（3階位まで）。

②厳密な温度、湿度調整は出来ない。
複数本の設置により、データセンタや大規模
な建築物にも効果が期待される。

私のコメント：私のコメント： 換気のみの画期的システム換気のみの画期的システム

①最もシンプルで、画期的な冷却システム。太陽光は１２ｈ。これは２４ｈ。

②大規模ビルでの採用実績から、DC等へのモデル事業として試みる価値あり。

③大規模ビルの効果もあることから 戸建て住宅での冷暖房効果は自明
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③大規模ビルの効果もあることから、戸建て住宅での冷暖房効果は自明。



設立 事業所設立 事業所 年 月年 月 山 県山 市小郡 郷 番地山 県山 市小郡 郷 番地

企業紹介②企業紹介② ：株式会社ジャネックス：株式会社ジャネックス

設立・事業所設立・事業所 ：１９７３年４月：１９７３年４月 山口県山口市小郡下郷２１３９番地山口県山口市小郡下郷２１３９番地
従業員 ：５３名（2011年４月１日現在）
売上高 ：１１００百万円（2011年3月期）
事業概要 ：①ソフトウェア開発サービス ②導入／サポートサービス

③ネ ト クサ ビ ④ サルテ グサ ビ③ネットワークサービス ④コンサルティングサービス
⑤アウトソーシングサービス ⑥バックアップサービス
⑦セキュリティサービス

強み、特長 ： さまざまな業種のお客様と共に培ってきたシステム構築のノウハウを活用した
カスタ ソリ シ ン および環境配慮型 最新技術を完備した「宇部カスタマーソリューション、および環境配慮型の最新技術を完備した「宇部
ｉＤＣ」を中核としたデータセンターソリューションを提供。

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

品質への取り組み

・品質管理（ＩＳＯ９００１）

情報セキ リテ 管理（ＩＳＯ２７００１）・情報セキュリティ管理（ＩＳＯ２７００１）

・ＩＴサービスマネジメント国際規格（ＩＳＯ２００００）

「安全で信頼性の高いサービス」を提供し、お客様の

満足度向上を目指します。

ワンランク上の安全性

・ハイブリッド免震

・別変電所からの電源供給

・冗長構成の空調設備
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冗長構成の空調設備

・超高感度煙探知システム 等



ジャネックスにおけるクラウド活用事例と課題ジャネックスにおけるクラウド活用事例と課題

クラウドを支えるインフラクラウドを支えるインフラ

クラウド基盤の提供 活用のメリットと課題

①ファシリティの提供

クラウドコンピューティングを支える、先進
のデータセンターを運営。建物免震・無停

*多額な設備投資をしてサーバールームを構
築しなくとも、クラウドコンピューティングの基
盤となる環境を安価に利用する事ができる。

*機械的セキ リテ 装置により 施設内のレ
のデ タ ンタ を運営。建物免震 無停
電設備・高い安全性を有する環境を提供。

②仮想専用サーバホスティングサービス

基盤とし 仮想環境にお客様専

*機械的セキュリティ装置により、施設内のレ
ベルに応じたアクセス制御が可能。

*空調・電源等の設備の冗長化により、点検
時も信頼性が確保され、安心できる。

vmwareを基盤とした仮想環境にお客様専
用のサーバ環境を構築・提供。公開サーバ
としての利用や、パブリッククラウドに抵抗
感の強い企業にもプライベートクラウドとし

時も信頼性が確保され、安心できる。

*自己所有と比較して、緊急メンテナンス等の
制御に不安を感じている企業もある。

*遠方の企業は、サービス停止時間の制約に
より 機器の移設を見送るケ スもあるて多数構築・提供実績有り。

私のコメント：私のコメント：

より、機器の移設を見送るケースもある。

①免震構造、無停電設備、保守運用から診ても全国的に誇れるデータセンタ基盤、

様々なクラウド関連事業を誘致するにしても不足のない基盤が出来ている。

②今後 デ タセンタを中心に他と連携して どのようなサ ビスを開拓していくか
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②今後、データセンタを中心に他と連携して、どのようなサービスを開拓していくか。



企業紹介③企業紹介③ ：株式会社：株式会社 フォー・クオリアフォー・クオリア

設立・事業所設立・事業所 ：：20062006年年88月月 本社 東京都目黒区青葉台3-6-18 住友不動産青葉台タワー
山口オフィス 山口県宇部市則貞6-8

従業員 ：70名
売上高 ：558百万円（2011年3月期）
事業概要 ：①サイトマネジメント型ＣＭＳ ②Web/Mobileシステム開発

③デバッグサービス ④デザイン＆プランニング
強み、特長 ： Webデザイナー部隊があり、携帯電話向けサイト構築が得意

（制作実績200サイト以上）、携帯APのデバックサービス開始

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

ﾃﾞﾊﾞｯｸﾞ拠点として山口を国内ｵﾌｼｮｱ

Webページの構築・拡張・運用をテンプレート上で
実施するため、シンプルに、スピーディに、安価に
実施できるサービス

ソフト開発のテスト工程を請負。

受注単価2,200円/時間（実勢）、

プログラマ が実施するより割安

ﾃ ﾊ ｯｸ 拠点として山口を国内ｵﾌｼｮｱ

プログラマーが実施するより割安

かつ第3者検証になる。

山口オフィス デバッグ風景

携帯電話の実機のほとんどを保有

（700機種以上、スマホ全機種）

山口オフィス デバッグ風景
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フォー・クオリアにおけるクラウド活用事例と課題フォー・クオリアにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

デバッグサービスの業務運用に活用 活用のメリットと課題

①スカイプ：（画面共有、音声通話）

テスト実施中の画面を共有でき、クライア
ントと同じ画面をみながら内容をやりとりし

*利用者が遠隔地（東京ー山口）であることを
意識せず、同一ビル別フロア程度の感覚。

*本クラウド形のサービスがないと業務が回らントと同じ画面をみながら内容をやりとりし
ている。

②ドロップボックス：（ファイル共有）
東京と山口とで作業分担時などテスト仕

*本クラウド形のサ ビスがないと業務が回ら
ない状況。

*夜間作業(０時まで）を山口でも実施したい
が 遅い交通機関がなく勤務時間帯が東京東京と山口とで作業分担時などテスト仕

様をWeb上で共有。セキュリティが一元管
理可能。Division管理、自動バックアップ
など業務利用重宝している。

が、遅い交通機関がなく勤務時間帯が東京
/山口で合わない。

私のコメント：私のコメント： 端末の検証は成長ビジネス端末の検証は成長ビジネス

①クラウド用アプリケーションと端末（携帯電話・スマホ等）の種類はS字カーブで増加。
一部ソフト検証システムも開発されているが、物理操作部分は残る。

②ヒューマンリソースを首都圏・地方で分業する素晴らしいスキーム作りの例。
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②ヒュ マンリソ スを首都圏 地方で分業する素晴らしいスキ ム作りの例。

③カギは、産公学での人材育成（特に地方サイド）



企業紹介④企業紹介④ ：株式会社：株式会社 アトミテックアトミテック

設立・事業所：設立・事業所：200200４年７月４年７月 本社 山口県宇部市善和瀬戸原２０３−１４９
東京オフィス 東京都中央区日本橋本石町３−３−５
福岡オフィス 福岡県福岡市博多区博多駅前4－１４－１

従業員 ：30名（子会社含む） オープンソースの統合運用管理ツールHinemosを用いた
売上高 ：270百万円（子会社含む）
事業概要 ：①Hinemos事業（保守サポート、構築・運用、中国語版Hinemos開発・販売）

②サーバ運用管理、構築 ③システム開発、Web開発
④技術者派遣（ＳＥＳ） ⑤ローカライズ

高度かつリーズナブルな運用管理サービスを提供。

強み、特長：Hinemos開発元であるNTTデータ殿とのパートナーシップを基礎とし、高い技術力を背景とした
独自ソリューションの開発、深い知見に基づく運用管理サービスの提供が得意

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント 社員は 技術者といえども全て ビジネス力を持ち

中国語版Hinemosの開発・販売

〜Hinemosに関する深い知見と豊かなローカライズ経験を基に、新規ソリューションを提供中〜

社員は、技術者といえども全て、ビジネス力を持ち、
創造的・精力的に活躍することを尊重。
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中国語版Hinemos画面 NTTデータ様との

共同プレスリリースと表彰
中国語版取説



アトミテックにおけるクラウド活用事例と課題アトミテックにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

①クラウドを支える基盤への取り組み メリットと課題①クラウドを支える基盤への取り組み

HinemosをはじめとしたOSSの活
用により、従来大きなウェイトをし
めたライセンスコストの削減と運用

*コスト削減はクラウド活用の狙いの1つ

であり、運用管理コスト削減に大きく貢

献することが可能。

*OSSを活用した仮想環境の運用管理はの安定性を実現すると共に、社外
への仮想ホストサーバの運用管理
ソリューションを提供。

②通常業務におけるツ ル

*OSSを活用した仮想環境の運用管理は

先駆的なものであり、アドバンテージを活

かした提案が可能。

②通常業務におけるツール

Google Apps等の活用により、場
所に依存しない業務体制を実現。

*今後ますます注目を集める分野であり、

他社との更なる差別化を進めていく必要

がある。

私のコメント：私のコメント： OSSOSSの中国語版開発ノウハウに特長の中国語版開発ノウハウに特長

① ITコストの低減のために、オープンソースの採用・開発が増加傾向にある中で、

アトミテック社は自ら採用し、中国語版の作成などオリジナリティを発揮。

②今後のアジア市場への進出にあたっては 当社のノウハウ 人的パイプは
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②今後のアジア市場への進出にあたっては、当社のノウハウ、人的パイプは、

研究機関やIT関連企業、中国等進出企業にとって協働の価値が高い。



企業紹介⑤企業紹介⑤ ：株式会社：株式会社 キーゴールキーゴール

設立・事業所設立・事業所 ：：200200２年５月２年５月 本社 東京都渋谷区代々木１-５４-1 YS１ビル４F
従業員 ：８名
売上高 ：１４０百万円（2011年3月期）
事業概要 ：①パフォーマンスチューニング ②データベース監視アウトソース

③システム受託開発 ④ZABBIX監視ツール導入
強み、特長 ： Oracleのパフォーマンスチューニング技術をベースにMySQL、PostgreSQL

のパフォーマンスチューニング技術力がコアコンピタンス。
５種類のRDBMSを統合監視できるデータベース監視ソリューションを販売。

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

データベース監視＋コンサルティング＋パフォーマンチューニング⇒問題の解決までできる技術力

高単価なDBA業務のアウトソース

を行うことで

属人性の排除が可能

デ タベ ス監視＋コンサルティング＋パフォ マンチュ ニング⇒問題の解決までできる技術力

監視ソリ シ ン
【CHECK】 【PLAN】

【ACTION】

パフォーマンスチューニング

サービス

・属人性の排除が可能。

・投資対効果が向上。

監視ソリューション

(DatabaseLifeGUARD)
ボトルネックアセスメント

サービス

キャパシティプランニング

サービス

【DO】

データマイグレーション

サービス

大手企業が手を出さないSQL改善

まで行うことにより、根本的な

問題解決が可能

サ ビス
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問題解決が可能。

弊社のノウハウ蓄積書籍。



キーゴールにおけるクラウド活用事例と課題キーゴールにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

クラウド環境での稼働検証実施 活用のメリットと課題

①各種クラウド事業者様の環境で動作検証
を実施展開中。

②オンプレミスからプライベースクラウド、パブ

*データベース種類毎の管理ツール技術を取
得する必要がなく、均一的かつ等品質な監
視が可能。②オンプレミスからプライベ スクラウド、パブ

リッククラウドまで拡張可能であり、ハイブ
リッドな環境でも透過的な監視が可能。

視

*オープンソースをベースにした監視ツールで
あるため仮想化やクラウド化に伴う監視対
象機器の増加に対するライセンス費用削減
可能プライベート パブリック 可能。

*SQLからNoSQLへ技術展開によりリレーショ
ナルデータベース依存から脱却しビッグデー
タ環境への拡張が急務。オンプレミス

ラ

クラウド

リ ク

クラウド

Zabbix

私のコメント：私のコメント： 今後今後 情報産業廃棄物の処理が大変になる情報産業廃棄物の処理が大変になる

①ＤＢの稼動状況について、時系列な傾向を把握。リソースの閾値超えを通知。

即座に障害の予防保全等とともに不要な情報のクレンジングなどの重要性が高

まり ＤＢ管理がセキュリティ・投資運用コスト削減の上でも大切な役割を担う
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まり、ＤＢ管理がセキュリティ・投資運用コスト削減の上でも大切な役割を担う。

②当社は、山口における監視要員のオフショア機能を模索しており、今回紹介。



企業紹介⑥企業紹介⑥ ：株式会社：株式会社 ウエイブウエイブ

設立・事業所設立・事業所 ：：200200０年９月０年９月 本社 宇部市今村南2-1-1
山口事業所 山口市中園町7-40 山口ｹｰﾌﾞﾙビジョン別館

東京本部 千代田区紺屋町5 野水ビル5F
従業員 ：２４名
売上高 ：１００百万円（2011年７月期）
事業概要 ：①業務システムの提案、構築 ②ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｺﾝﾃﾝﾂの企画・提案および構築

③情報処理サービ ④BPO(ﾋﾞｼﾞﾈｽ ﾌﾟﾛｾｽ ｱｳﾄｿｰｽ）、システム運営保守
強み、特長 ： Web系のシステム構築、スマホ・携帯向けサイト構築を得意とする。

Salesforce.comを活用したビジネス支援 。

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

首都圏の中小企業のシステム

構築案件を、宇部市で対応

首都圏・地方分業の先進例 本社 東京本部

構築案件を、宇部市で対応

Web系システムは、途中経過を、

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ経由でお客様と確認

しながら、構築可能。

安価なサイトの運営、運営代行

首都圏連携を活かしたプロモー
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首 連携 し

ション支援を実施。



ウエイブにおけるクラウド活用したシステム構築事例等ウエイブにおけるクラウド活用したシステム構築事例等

クラウド等の活用クラウド等の活用クラウド等の活用クラウド等の活用

①PaaSを積極的に利用 ①テスト環境は、サーバー購入することなく

ぐ構築 能

活用のメリット等活用のメリット等

すぐ構築可能。

HP（CMS)、通販サイト、SNSなどの構築。②SaaSを自ら社内利用すると共に販売

③Salefoece comを活用して 顧客管理
②商品プレゼンから、見積までの仕組みを

③Salefoece.comを活用して、顧客管理
SFAなどのシステム提供。

Force.come上のでシステム構築。

タブレットにて対応

勤怠管理システム

通販サイト 等 の開発実績

④タブレット端末の社内プロセス利用

⑤営業支援としてのスマホ利用・提案

③キャラクターを利用した簡単ゲームアプリ

ショッピングモール・お店紹介

等 の開発実績

私のコメント私のコメント ；； クラウド技術を社内へ積極導入、そして販売クラウド技術を社内へ積極導入、そして販売

等 開発実績

① Web系のビジネスアウトソースを首都圏、地方分業により受託

② 新しもの好きの社長さんのリーダシップにより、地方で好影響

③ 「ち うごく地区クラウドビジネス推進ネ トワ クの事務局 を中国経済産業局
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③ 「ちゅうごく地区クラウドビジネス推進ネットワークの事務局」を中国経済産業局

から受託等 山口のクラウドビジネスに貢献



企業紹介⑦企業紹介⑦ ：安全センター株式会社：安全センター株式会社

設立・事業所設立・事業所 ：：19871987年年66月月 本社 東京都大田区山王1-3-5NTTデータ大森山王ビル
山口センター 山口県下関市一の宮町3-4-12 ニシテンビル

従業員 ：330名
売上高 ：21億19百万円（2011年3月期）
事業概要 ：①緊急通報サービス ②電話による健康・医療・介護相談サービス

③家族介護支援サービス ④特定保健指導 ⑤在宅医療機器サポートサービス

強み、特長 ：看護師が24時間常駐の受信センターの運営、
高齢者向け緊急通報サービス導入実績No.1

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

受信センタ 風景お独り暮らし高齢者見守りの強化（有資格者による対応）

24時間高齢者見守り体制を日本で初めて確
立。正看護師がコール対応を行う「ナースコー
ル感覚」でのサービス運用により、コール品質

受信センター風景お独り暮らし高齢者見守りの強化（有資格者による対応）

ル感覚」でのサ ビス運用により、コ ル品質
（医療相談を含めた）の向上を実現。４００余
りの地方自治体のお独り暮らしの高齢者の見
守り強化に繋がる。

高齢者お一人お一人の症状を、看護師などによ
る定期お伺い電話の中で記録することで、緊急
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時のより正確な通報対応を実現。



安全センターにおけるクラウド活用事例と課題安全センターにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

ご利用者情報の共有に活用 活用のメリットと課題

①全国コールセンターにおけるご利用者情報

の共有

・山口センターと他のセンターで、情報共有

をして24時間継続したサービスを提供。

・他の地域の専門スタッフ(管理栄養士など)が

連携して対応
②災害時には他の地域

にあるバックアップセ

ンターで受信対応が

連携して対応。

・バックアップセンターは東京のNTTデータビル内

にオフィスがあり、「ループ受電方式」、「非常用

発電機設備」、「ビル側のUPS(無停電装置」な

できる。 ど万全の体制。

・課題は、利用者宅に設置する緊急通報装置は
アナログ回線対応のため、回線により設置でき
ない場合がある。

私のコメント：首都圏と地方との古くて新しい分業モデル私のコメント：首都圏と地方との古くて新しい分業モデル

①お独り暮らしの高齢者の機微な情報を扱う医療スタッフ、管理栄養士など・・

ヒューマンレイヤのクラウドサービスとセキュリティが充実。

②総務省「情報家電の研究」において 安全センタ 様と共同実証実験結果が高く
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②総務省「情報家電の研究」において、安全センター様と共同実証実験結果が高く

評価。 http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictR-D/pdf/h20_11_14.pdf



設立 事業所設立 事業所 年年 月月 山 県宇部市常盤台山 県宇部市常盤台

企業紹介⑧企業紹介⑧ ：株式会社：株式会社Transition State TechnologyTransition State Technology

設立・事業所設立・事業所 ：：20092009年年66月月 山口県宇部市常盤台山口県宇部市常盤台22--1616--11
（山口大学工学部ビジネスインキュベーション棟206）

従業員 ：４名
売上高 ：２０百万円（2011年3月期）
事業概要 ①計算化学 受託研究 ②理論解析事業概要 ：①計算化学の受託研究 ②理論解析

③化学系システム開発 ④HPC、コンサルテーション等
強み、特長 ： 山口大学発ベンチャー。CASS(Computer Aided Synthesis)を主体とした独

自の反応シミュレーション技術を保有。製薬・化学産業を中心に研究開発を受託。

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

TSDB等独自のシステム・特許法などを用国内製薬、化学産業企業の受託研究を実施 TSDB等独自のシステム・特許法などを用
いて、反応解析シミュレーションを実施。
高精度かつ短納期で解析結果を提示。
量子化学計算には、計算資源(高速なク
ラスタ計算機)が必要。

国内製薬、化学産業企業の受託研究を実施

（医薬品、工業原料、触媒、化粧品など）
その他、化学関係のDBやナレッジベースの構築、

クラウドを使った計算システムの開発等を実施。
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自社で計算資源を調達（5TFlops）



TSTSテクノロジーにおけるクラウド活用事例と課題テクノロジーにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

計算資源のスケールアップに活用 活用のメリットと課題

①Amazon EC2等

クラウドサービス。起動時間に対して課金。
Largeインスタンスなら、4EUCで、$0.34 

*納期が重なると計算資源が枯渇することが
ある。これを補うため、計算資源の一時的な
スケールアップ手段としてクラウドを利用。a geイン タン なら、 UCで、$0.3

/時(米オレゴン) =2万円/月台(1ECU = 
Xeon 1GHz程度) 

②CloudSynthe等

スケ ルアップ手段としてクラウドを利用。

利用料が従量制で一時的利用に適してい
る。

②CloudSynthe等

自社開発のクラウドエンジン(ジョブスケ
ジューラ)。EC2に対応し、待ちジョブの量
に対して、必要な量のクラウドサーバの起

*クラウドサービスの価格はやや割高。大量の
データ転送には不向きで転送料金も割高。
市販ソフトウェアの場合、クラウドで利用可
能かのライセンス上の問題がある。

動・停止を自動的に実施。
能 問題 。

私のコメント：私のコメント： 競争力上ではスピードが重要か競争力上ではスピードが重要か

①当社のクライアント評価は高い。今後の拡大には、多様性・精度・スピードの全体最
適化が重要か？

②ＧＰＵ利用など 計算資源とアプリケ ション・アルゴリズムとの分離とベストミックス
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②ＧＰＵ利用など、計算資源とアプリケーション・アルゴリズムとの分離とベストミックス

の試行錯誤の継続。情報共有できるコミュニティ作り。



企業紹介企業紹介⑨⑨ 株式会社ヨシイ・デザインワークス株式会社ヨシイ・デザインワークス

設立・事業所設立・事業所 ：平成：平成55年年 山口県宇部市小串山口県宇部市小串7474--33 キャメロットビルキャメロットビル2F2F
従業員 ：4 名（事務1名）
売上高 ：60百万円（2011年6月期）
事業概要 ：デザインコンサルティング業務［各種印刷物、シンボルマーク・ロゴタイプ、

商品開発、HP、サイン、映像等の企画デザイン、イベントプロデュース］

強み、特長 ： 高い理解力と表現力を基本に、幅広い領域に対応できる為に統一的な情報発信に
大きく貢献。

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント
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例例

ヨシイ・デザインワークスにおけるクラウド活用事例と課題ヨシイ・デザインワークスにおけるクラウド活用事例と課題

クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例例例クラウド等の活用事例クラウド等の活用事例

デバッグサービスの業務運用に活用 活用のメリットと課題

①業務上でのデータバックアップ

安全面・セキュリティ面に優れているため、
デザインデータ等のバックアップ用としての

*コスト低減（特にハード面）

*クラウド化により 情報発信はさらに加速デザインデ タ等のバックアップ用としての
活用を検討中。

②遠方クライアントとの情報・データのシェア
東京での仕事増加にともない 端末機種

*クラウド化により、情報発信はさらに加速

しかし、企業、そして商品そのもののブラ

ンドイメージが構築されていない場合、

負の情報（イメージ）を社会へ発信してしま
東京での仕事増加にともない、端末機種
等に依存せずデータ共有可能なクラウドの
活用を検討中。

負の情報（イメ ジ）を社会へ発信してしま

う危険性がある。イメージ戦略という視点

を持った情報発信が不可欠であると考える。

私のコメント：私のコメント： ブランディング上、重要なデザインブランディング上、重要なデザイン

① ブランディング戦略上でデザインは大きな役割を果たす機能。

② 文化庁カレンダーのデザイン受注など、コアとなりうるデザイナーの地方での存在。

③ 中国・台湾と日本とでは 好みの色合いが違うため 海外進出において 色合い
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③ 中国・台湾と日本とでは、好みの色合いが違うため、海外進出において、色合い

の使 い方次第でアクセス数が変わることを意識していく必要がある。
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パティスリーケンジ / 宇部ダイヤ
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日本の世界遺産カレンダー表紙日本の世界遺産カレンダー表紙//文化庁文化庁



企業紹介企業紹介⑩⑩ ：：専門学校専門学校YICYICグループグループ

設立・事業所設立・事業所 ：：19901990年年44月月開校開校 山口情報ビジネス専門学校（現山口情報ビジネス専門学校（現YICYICビジネスアート専門学校）ビジネスアート専門学校）
学校法人昇陽学院学校法人昇陽学院 YICYICビジネスアート専門学校ビジネスアート専門学校 （宇部市）（宇部市）

YICYIC公務員専門学校公務員専門学校 （山口市）（山口市）
専門学校専門学校YICYICリハビリテーション大学校リハビリテーション大学校 （宇部市）（宇部市）

学校法人中央学院学校法人中央学院 YICYICキャリアデザイン専門学校キャリアデザイン専門学校 （周南市）（周南市）
YICYIC看護福祉専門学校看護福祉専門学校 （防府市）（防府市）
YICYICビューティモード専門学校ビューティモード専門学校 （周南市）（周南市）

学校法人京都中央学院学校法人京都中央学院 専門学校専門学校YICYIC工科大学校工科大学校 （京都府）（京都府）
YICYIC京都ビューティ専門学校京都ビューティ専門学校 （京都府）（京都府）

学校法人学校法人YICYIC学院学院 多々良幼稚園多々良幼稚園 （防府市）（防府市）
株式会社株式会社YICYICトラストトラスト 宅老所希望苑宅老所希望苑 （宇部市）（宇部市）

在校生 ：1,641名 （H23年4月現在 以下同じく）
卒業生総数 ：6,795名
教員数 ： 366名
学科総数 ：33学科（IT、デザイン、看護、介護、リハビリ、ビジネス、ペット、自動車

パティシエ、医療事務、ビジネス、ブライダル、美容、エステ、公務員）
強み、特長 ：YICとは Your Institute of Community Education

「地域の発展に貢献する地域の皆さんのための教育機関」

当社の強み・アピールポイント当社の強み・アピールポイント

①山口県内最大の総合専門学校グループ

②毎年９５％以上の高い就職率を維持（専門教職員、キャリアコンサルタントの支援）

③経済産業省主催情報処理技術者試験をはじめとする各種検定での高い合格実績
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③経済産業省主催情報処理技術者試験をはじめとする各種検定での高い合格実績

④厚生労働省や山口県から委託された職業教育訓練も実施



YICYICグループにおける情報教育グループにおける情報教育

ITIT系学科とクラウド系学科とクラウドITIT系学科とクラウド系学科とクラウド

クラウドへの取組みIT系学科・コース
C ジネ 専 学校 ①基礎的な技術力や社会人基礎力が前提

②クラウドに特化した授業は提供できておらず、
プログラミング、 Web技術、 DB等の要素

技術の基礎を中心に授業を提供している

YICビジネスアート専門学校
（H24年4月新山口駅前に移転）

ITクリエイター学科（２年制）
教育内容 技術の基礎を中心に授業を提供している

④教育現場でのクラウドの活用方法も模索中
（e-ラーニング、CBT、教務システム、etc．）

課題

教育内容
IT技術者としての基礎を学んだのちに応用
技術としてビジネスアプリやWebプログラミ
ングに取り組んでいる。

目標資格
課題

①クラウド技術者教育のカリキュラムが未開発

②クラウドを教える教員の確保が難しい

目標資格
ITパスポート試験
基本情報技術者試験
応用情報技術者試験 他

私のコメント：私のコメント： 社会人と専門学生用クラウドコンピューティング技術者育成社会人と専門学生用クラウドコンピューティング技術者育成

応用情報技術者試験 他

①クラウド時代の技術者育成プログラムの開発を検討

②専門学校を中心に、社会人向け・専門学生向けカリキュラムを共同で提供するに

あた て グリ ド協議会や今回紹介した企業群の貢献の必要性がある
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あたって、グリッド協議会や今回紹介した企業群の貢献の必要性がある。



グリッド協議会

山口セミナーに寄せて ＤＣなどの「ものづくり」に加え、「ことづくり」としての山口の可能性

専門家どうしが連携して、ユーザに最適な価値を柔軟に生み出す「こと（しくみ）づくり」

技術・価値観の変化に柔軟に対応できる「ことづくり」が出来るゆえに、任せてみたい。

ＨＰ／デザインＴＳテクノロジー

ヨシイ デザインワ クス

クラウド活用サービス

ミドルウエア、アプリケーション
フォークオリア

ウエイブ

安全センター

ヨシイ・デザインワークスヒューマンクラウド

サーバ

ジャネックス

フォ クオリア

アトミテック
地震が少ない！

大学がある！が、

山口では、匠たちの

絆が出来る！

ＩＴ研修ビル・電源・省エネ

ジャネックス

キーゴール

絆が出来る！ ストレージ

ジオパワ システム
研修

ＹＩＣグループ
ジオパワーシステム

１０社売上げは、

５０億円超

ヒューマンクラウド化

により事業拡大に期待
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企業紹介を通して

Ⅰ 今回のクラウド関連ビジネスモデル紹介を通して～

①首都圏に集中するクラウド環境 （DCは70％強が首都圏）

しかし、首都圏と地方とがうまく連携して、分業が進んでいる。

②中国語版変換機能、デザイン機能、省エネ技術など、コアとなる

創造的な機能が地方にもある。～アジア各国に近い～創造的な機能が地方にもある。 アジア各国に近い

③サッカー日本代表と同じく クラウド力は人の連携力！信頼関係を

構築できれば、大きなシナジー効果を生むと確信。

Ⅱ 今後の課題 ～更なる雇用拡大に向けて～

①人材ベースの誘致にシフト可能か？ITに係わる、公学の支援は？①人材ベ スの誘致にシフト可能か？ITに係わる、公学の支援は？

②創造的コアを中心にどのようにCROWD化していくか？

（例；あらゆるサービス、機能を中国語対応にするとか・・アジアの首都圏に向けて）

③学 公 大手企業含めた連携プ モ シ ンとヒ ンクラウド化③学、公、大手企業含めた連携プロモーションとヒューマンクラウド化。

連携により営業チャネルを拡大し、結果、誘致力を向上（雇用拡大）

無い機能は誘致、有る機能は育成！（産業振興の役割）
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具体的な取組み 補足

Ⅰ 本当に事業拡大が可能なのか～

①江戸時代に戻る！ 地域内でビジネスをまわす！ ２０％アップ

②融合の３つのポイント
・サロン会 → 自由な発想でビジネスパートナーを設定する

・協業連絡会 → 具体的な事業に対して、クローズドな連絡会

・技術連絡会 → 技術の目利きの効率化

グリッド協議会活用、助成金活用

今回の紹介企業に２社（アルファックスフードシステム、宇部情報システム加えると売上げが１２５億規模。

Ⅱ どんなクラウドを利用すればいいのか？ 大丈夫か？まだ判らないと

悩んでいる方のために～悩んでいる方のために

①ITサービスを支えるシステムは複雑化している！

従って、ITを活用して事業運営をする場合はクラウドチームに任せる。

自らは ア ンピタンスを追求自らは、コアコンピタンスを追求。

②好きなクラウドチームを選ぶ！

先行利用者の意見照会をする。
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