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第 1 章 ISO20000 の背景

1.…ITIL と ISO/IEC20000

1.1…ISO/IEC20000 の背景

あるサラリーマンの 1 日

目に見えない IT の恩恵を授かっているある企画マンの 1 日……。DVD で録画し

ておいたニュース番組を見ながら朝食。今日は少し早く出勤するので、携帯電話で時

刻表を調べる。同時に、事故などで遅れが発生していないか、確認しておく。ポッド

キャストのニュース番組をダウンロード設定しておいたポータブルオーディオプレイ

Podcastポッドキャスト

パスモパスモ

社内ブログ社内ブログ テレビ会議テレビ会議

携帯ナビ携帯ナビ

株価予想株価予想

チケット予約チケット予約

ネット注文ネット注文
ネット調査ネット調査

ＰＤＡＰＤＡ

あるサラリーマンの 1日
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ヤーを手にする。食事の後片づけを済ませ、駅へと急ぐ。

IC カードで改札を通り、車内のモニタを見ながら新商品をチェック。会社に着く

と、缶コーヒーを片手にパソコンを起動し、社内ブログに目を通す。隣の席の同僚が

昨日撮ってきた渋谷のファッション店の店頭の写真が気になる。すでに他社の新商品

プロモーションが始まっており、エリアを食われている。巻き返しが必要なようだ。

デジタルカメラを使って、アパレルコーナーを行き交う人々の映像も撮ってるな。そ

うか、今年のトレンドは薄くて軽めのデザインがよさそうだ。そういえば、さっきポー

タブルオーディオプレイヤーで聴いたニュースで紹介されたパソコンのデザインも気

になってきた。ネットでサイトを調べておこう。

午前中は、九州エリアの販売部隊とテレビ会議に参加。先方の作成したパワーポイ

ント資料がリアルタイムで表示される。上４半期はほぼ予測通りの売上となりそうだ

が、7 月以降に新商品が出ないと他社との差別化が難しくなりそうだ。統計管理ソフ

トを使った販売予測グラフが、それを教えてくれる。

気が重くなった会議を離れると、昼食だ。すでに 12 時半を回っている。携帯電話

のナビを使いながら同僚と約束した店を訪ねると、すでに彼は来ていた。３次元表示

を見ながら、容易にたどり着く。注文した料理が来るまでに、話をしながら、携帯電

話の画面で株価をチェックする。昨日急暴落したために慌てて売ってしまった銘柄が、

今日は値を戻しているようだ。失敗だったか。同僚に話すと、株価予想ブログをチェッ

クしろと通には有名らしいサイトを教えてもらう。食事をそこそこに帰社し受信メー

ルを開いてみると、関西支部から明日来るようにと急な出張要請。先月販促を無理や

り押し込んだだけに、無下には断れない。早速 OK の返事を出して、ブラウザから新

幹線のチケットを手配する。結構込んでいるが、何とか車両中央部の通路側の席を確

保できた。ドアに近い所は人通りが多くて落ち着かないので、自分で指定できるこの

サービスは便利だ。これで車内でも読書に集中できそうだ。

ふと思い出したが、明後日は娘の誕生日だ。明日の帰りがけにプレゼントを買おう

と思ったが、出張であれば間に合わない。ついでにネットで娘の欲しがっていた本を

注文しておこう。パッケージギフトデコレーションを依頼すれば格好はつきそうだ。

午後からの会議は技術部門と打ち合わせ。CAD で設計されたデザインは今にも手

に取れそうだ。しかし、朝見た流行とは少し外れて濃いめでごつごつしている。修正

を依頼すると、代替案があったようですぐに画面上で修正がかかる。CAM とやらで

データを外注に転送すれば、次週には試作のモックアップが届くらしい。
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1� 時を回ると都内某所のインタビュールームで市場調査。次の企画は主婦にター

ゲットを当てた商品であり、インタビューを行う。ネット調査会社に委託して６人を

リクルーティングしてある。そのうちの 1 人は、6 つものネット調査会社に会員登録

をしており、常にインタビューに参加する強
つわもの

者だ。新商品の評価サイトで先日手に入

れたクッキーがおいしかったらしい。ブログに書き込みを行い、多くの共感を得たと

自慢げな話しぶり。もう 1 人は、もっぱら通販・新聞チラシ・子供の学校のお母さん

との井戸端会議から情報収集しているとのこと。半ばプロの後に話される普通の主婦

の意見は、なんだかほっとする。生の声をインタビューするのはよいが、これをどの

ようにまとめるかがいつも一苦労である。あまりに多くの情報が一度に頭に入り、少々

疲れる。

一緒に行った別の部署の先輩と、居酒屋に寄ることにする。段取りのよい先輩は、

ネットで見つけた割引券を印刷して財布に入れていた。まとめのコンセプトを話しな

がら、大いに盛り上がる。そこへ妻から携帯にテレビ電話がかかってくる。娘が寝る

のであいさつしたいらしい。おやすみを言って、明日は出張でいないことをわびる。

急に家が恋しくなり、居酒屋を後にする。今週の予定を PDA のスケジュール帳で見

ながら、家路に就く。

IT 産業の与える影響

冒頭のあるサラリーマンの 1 日を読んで、IT にかかわるサービスが欠かせないこ

とはお分かりだと思います。登場した 1 日を支えるサービスには、DVD による番組

情報の受信・探索・選別・録画サービス、携帯電話や PC で検索できる時刻表検索・

表示サービス、音声配信サービス、IC カード認識・処理サービス、ブログ・SNS な

どのネットコミュニティ、などがあります。これらは、日々の仕事でも生活でも欠か

せないものになっています。そして、さらには非常に便利な存在となり、私たちの生

活を豊かにしてくれています。今後家電・医療・福祉・交通など、私たちの生活は、

より IT への依存度を高めていくことになりそうです。仕事で IT に慣れた団塊世代

を中心とした層が高齢者化していく � 年後・10 年後を考えれば、ますます定着して

いくことは容易に想像できます。

さて、これほど IT の利便性が高まりその依存度が高まってくると、もしこれらの

サービスが停止してしまったら、その影響が大きいことは誰が考えても明らかです。

例えば、2002 年 � 月には 2 つの銀行が経営統合に伴いシステムも統合しようとし

ましたが、運用を始めたとたん技術的不備・虚偽報告・判断ミスなどが重なり口座振

1.1 ISO/IEC20000 の背景
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替ができないなどの障害が発生しました。

200� 年 � 月、羽田空港の航空管制システムにおいて、飛行計画情報処理システム

に障害が発生し、欠航 21� 便・大幅な遅延 1�00 便、実に �0 万人への影響が出ました。

航空システムについては、200� 年 8 月にも管制塔で電源が停止し、20 便以上が着陸

を別の空港へ切り替えるなどの影響が出ました。

また、200� 年 1 月の金融ネットワークサービスでは統合 ATM スイッチングサー

ビスに障害が発生し、全国 �0 の金融機関で他行のカードが取り扱いできなくなりま

した。東京証券取引所では、200� 年 11 月に売買システムに障害が発生し取引停止、

同年 12 月には大量誤発注で取引が大混乱、2006 年 1 月にはライブドア・ショックで

処理能力が限界近くに達し自主的取引停止、など多くの関係者に影響が出ました。こ

のトラブルは、当初想定していた以上に急速に拡大した証券市場の IT 化を如実に表

す事件として、私たちの記憶に新しいところです。

このような障害が起きるたびに、責任者が記者会見し、深々と頭を下げ謝罪してい

る映像がニュースで流されます。それほど、私たちの日常には IT サービスは身近な

ものとなっており、なくてはならない存在となっているのです。つまり、このような

都市銀行の
システム障害

羽田空港の
電源停止

証券会社
の誤発注

金融機関の
カード取り扱い
不能

証券取引所の
処理能力不足

IT 産業に与える影響
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障害を起こしてしまうと、世間からの厳しい叱責を受け、直接・間接の顧客の信頼を

一気に失ってしまうという状況になってきたのです。このような IT への依存は、急

激に訪れたものではなく、少しずつ技術が進化し便利になり、気が付けばそのような

社会になってきたと考えなければなりません。それは先に挙げたいくつかの事件から

も分かることです。また、このような障害は、サービスを提供する技術がサービスを

安定的に運用する技術より先に行ってしまっている結果とも考えられます。いずれに

しても、これからますます IT 依存度は高まっていき、それを支えるサービスを提供

している企業の責任が重くなっていくことは確実と考えられるのです。

そして、IT への依存度と社会における価値観は、今後も変化を遂げるでしょう。

例えば、回線と情報価値の問題がそうです。

インターネット元年といわれる 199� 年、プロバイダサービスが開始された当時は、

アナログ回線によるパソコン通信が主流であった時代でした。つながるまでに時間が

かかるどころか、つながらないことも多々ありました。また多大な通信費を請求され

た経験を持つユーザは、頻繁に回線を切断することに手間を惜しまなかったのです。

当時は、つながることに価値を感じた時代でした。しかし、今ではいつでもつながる

ことが当たり前であり、移動中でも携帯電話やパソコン用無線 LAN サービスの普及

により“ユビキタス（遍在性）”が実現間近になってきています。つまり、わが国で

は回線につながるということが、“蛇口をひねれば水が出る”ということと同じ意味

になってきたのです。

そのような当たり前のインフラとなると、価値観にも変化が現れてきました。

Google や Yahoo! など検索エンジンのアクセス解析・上位表示システム、Amazon.

com などの個人のし好に焦点を当てた関連情報提供システム、ブログや Wikipedia

のような不特定多数の自然発生的投票システムなどにより、過多となった情報から“自

分にとって有益なものだけを選別しよう”という動きが活発になってきています。ソー

シャルブックマーク、フォークソノミー、ソーシャルネットワーキングなどの考え方

に基づいたシステムが登場しています。しかし、一方でこれは“個人の選択の自由を

奪う”といううらはらさも秘めています。つまり、不特定多数であるうちはよいので

すが、誰かの意思が介在し情報操作が容易になる可能性をも秘めているのです。言い

換えると、『ｎ対ｎのオープンネットワークの素晴らしさを求め、それが実現した途

端に、あまりに情報過多になってしまった。そのために、情報を選別することに重き

を置き始めた。すると情報操作が容易になる危険性が高まってきた』という経緯をた
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どっています。これはまだまだ現在進行形であり、これから起こることに注意を払い、

遠い将来に歴史の振り返りを行わなければ結論が出ないような大きな価値観の変化で

す。このように、IT 技術の進化は社会を変え、社会は IT 技術の使い方を変え、それ

を繰り返している時代と言えるのです。だから、IT 革命と呼ばれているのです。

これまでの歴史の中で農業革命の起こったときも、産業革命の起こったときも、数

十年から百数十年という長い年月をかけながら、技術の進化と社会の価値観の変化が

同時に起こっていったのです。私たちは、そのような時代に今、身を置いているので

す。IT サービスは、今や止まってはいけない・動いて当たり前、という水道や電気

のようなインフラになりつつあるのです。そのように IT サービスを提供する立場に

ある側も、経営の根本から変わっていかなければならないのだと思います。

IT 産業の発展と役割の変遷

さて、インフラが確実にしかも急速に進化する中で、IT 産業はどのように発展し

てきたのでしょうか。それはまず仕事を中心に始まりました。

ここでは、1980 年代にパソコンが登場し、パッケージソフトの活用により事務生

産性が画期的に向上した時点を、基点として考えることにします。当時は、ネットワー

クという概念はありましたが、専用回線を使ったものが中心であり、基本的にはそれ

ぞれのパソコンは単独かせいぜい数台がつながっている程度でした。しかし 1990 年

代に入りインターネットプロバイダサービスが開始されると状況が一変しました。従

来の情報流通は“1 対 1”でしたが、1 人 1 人のパソコンユーザがインターネットに

つながることにより、情報流通は“1 対ｎ”となりました。さらに、IT が仕事から

生活へと一気に普及し広がったのです。

そして、ネットワークインフラへのコストが急速に低下し、速度も速くなるにつれ、

それは“ｎ対ｎ”へと変貌しています。この変貌により、IT に求められるニーズも、

初期の『システム中心』から『ハード中心』へ、そして『ネットワークインフラ中心』

へと変わってきているのです。今後は、さらに情報の内容そのもの、つまり『コンテ

ンツ中心』へとますます変革を遂げるものと予測されます。そうなると、従来のシス

テム・ハード・ネットワークインフラというものは当たり前のものとなり、商品とし

ての差別化が困難になるでしょう。そして、サービスとしても止まらないという信頼

感が強く求められるようになってくることが予想されます。

産業革命の主役であり、またわが国が有数の先進国となった時代の主役であった

製造業も、IT サービスを取り入れた商品化へと流れ始めています。現在はデジタル
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カメラ・DVD・大型ディスプレイなどデジタル家電が台頭したところですが、今後

IPv6 へ移行するとともにネットワーク家電へと移行し、商品そのものよりもそれに

付随する IT サービスが主役になっていくと思われます。製造業の商品開発プロセス

やマーケティングの分野では、すでにネットを中心とした IT サービスを利用し、メー

カの仕掛ける消費者コミュニティの創造・ブログやアフィリエイトを組み合わせたブ

ログによる販促・直接の声を商品に反映させる簡易調査などが、非常に活発になって

きました。ネット広告業界 1 つとっても、200� 年度では 2,800 億円を超える市場となっ

ており、対前年比 1��.8%の伸びを示しています。今後は、製造業にとっても IT サー

ビスを駆使したコンテンツ勝負の時代になっていくと予感させるものです。

IT 産業に話を戻しますと、その主たる対象者は、専用端末を有する企業向けの『シ

ステム担当者中心』→ PC を基本とした『専門家中心』→ネットワークを基盤とした

『消費者中心』→コンテンツを主体とした『個人中心』へと変貌を遂げていることは、

先に書いた通りです。したがって、ユーザが重視する点も「効率性」→「生産性」→

「サービス性」→「快適性」へと変わり、 販売の形態も「独自システム」→「標準製品」

→「付加価値サービス」→「カスタムサービス」へと変わってきています。

このような変化に対応してきたIT業界の市場規模は、 全体で�0兆円にまで成長し、

ビジネススタイルもハードウェア・ソフトウェア導入業者にとどまらず、情報処理サー

ビス・ソフトウェア開発サービス・システムインテグレーション・システム運用管理

サービス・サービスプロバイダ・通信事業者など多岐にわたっています。

個人
（コンテンツ）

消費者
（ネットワーク）

専門家
（パソコン）

システム担当者
（専用端末）

効率性

生産性

サービス性

快適性

独自システム

標準製品

付加価値サービス

カスタムサービス

販売形態

重視点

IT 産業の発展と役割の変遷
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