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編集方針
本レポートは日本マイクロソフトの 2011 年の企業市民
活動の中から、特にステークホルダーの皆さまにお伝
えしたい取り組みを中心に紹介しています。その他のさ
まざまな取り組みは日本マイクロソフトの企業市民活動
ウェブサイト（ht tp: //www.mic roso f t .com/ ja -
jp/citizenship）をご覧ください。

IT ができること、マイクロソフトができること。

こんな時代だからこそ、私たちは自らの気持ちをはっきりと伝えたいと思う。

いま、日本はかつてないほどさまざまな問題に直面している。

世界に類をみない超高齢社会の到来、雇用、教育、地域活性化、

そして未曾有の体験であった、東日本大震災からの復興再生。

その変わり続ける社会で、なくてはならない役割を担う IT。

私たちマイクロソフトは、IT の持てる力をすべて活かし、

日本の社会に貢献したいと真摯に考えている。

日本が抱えるこれらの課題に立ち向かっていくためには、

ひとつの企業の力では限りがあることも確か。

だからこそ、私たちは連携の絆を大切にし、

国や自治体、NPO、業界団体や企業、地域の人々をパートナーに、

ともに日本の未来をつくっていきたい。

その日本マイクロソフトの決意と取り組みをこのレポートで紹介します。

ともに日本の未来を



04 05

樋口　東日本大震災からの復興を始めとし

て、世界に類をみない少子高齢化やそれ

に伴う労働人口の減少、円高による国内空

洞化やデフレの長期化など、日本が直面し

ている課題は山積しています。しかし、日

本にいる外資系企業の視点から言わせてい

ただくと、最近特に気になるのが日本の国

や企業の国際競争力が低下しているにも

関わらず、まだ内向き志向が強いことです。

経営手法や情報システムがグローバルな基

準から見ると古く、中国や韓国と比較して

も動きが遅くハングリー精神も足りない。改

革の必要性は感じても世界のベンチマーク

を知らないから、自分たちのどこを変えるべ

きなのかもわからないという印象を受けます。

岡田　人間が動き出すときって本当に切羽

詰まったときなんですよ。ギリギリになる

まで頭ではわかっていても動き出せない。

J リーガーでも過去の栄光を引きずって結

果を残せないとき、「このままじゃいけない」

と思って新たなスタートを切れる選手と、そ

のままダメになる選手がいますよ。実は J 

リーグも最近は少し閉塞感があって、皆

が健全経営の名のもとにリスクを犯さない。

だから素晴らしい選手も育ちにくいし、でき

る選手は海外に出ていってしまう。ものす

ごく危険な状態です。

数々の課題を抱えながら日本社会はどこへ向かおうとしているのか。
そして、社会インフラとして ICT の重要性が高まる中

日本マイクロソフトは日本のために、日本の企業のために、日本人のために何ができるのか。
世界を相手に日本の強さを証明し、今は日本の未来のために奔走する岡田武史氏に伺った。

志高い山に登れ
樋口　スポーツの世界だとそういうときには

外国人の監督や選手を呼んでドラスティッ

クに変えてしまうことがありますよね。同じ

ことは企業でもありますが、日本の文化は

独自でビジネス プロトコルも違いすぎるの

で、グローバルではすごく活躍できるけれ

ども日本ではお客さんと上手くいかないと

か、日本では成績が良くてもグローバルで

は活躍できないとか、両方で活躍できる人

材がなかなかいない。世界の視点を持ちな

がら日本人の気持ちもわかる人材が今の日

本にはもっと必要だと思うのです。

岡田　最近は若い人たちが草食系とか弱

いとか言われていて、確かに弱い部分はあ

るんですけどポテンシャルは持っているんで

すよ。ただ、チャンスを与えられていない。

彼らに 1 回任せてみればいいんです。そ

りゃ失敗すると思いますが、私だって監督

経験がなかったのに 41 歳で日本代表の

監督になって、失敗もしましたし散々言わ

れましたがなんとかやらせていただきました

から。少子高齢化というのは若者にごちゃ

ごちゃ言う上の世代が多いということです

から、彼らはたいへんですが、J リーグで

も日本社会でもこれから風穴を開けてくれ

るのは突拍子もない発想を持った若者た

ち。彼らに強くたくましくなれるチャンスを

与えることが、社会として必要だと考えます。

樋口　若者にチャンスが与えられていない

という指摘はおっしゃるとおりで、グローバ

ルな視点や潮流に触れられる環境が今の

日本には少ないんですね。ですから私たち

社会の責任として
若者に経験と機会を

日本の今と
日本人のこれから

樋口 泰行
日本マイクロソフト株式会社
代表執行役 社長

岡田 武史
日本サッカー協会理事
元サッカー日本代表監督。
現在は日本サッカー協会理
事のほか、青少年にスポー
ツを通じた学びの場を提供
するなど、活力に溢れた日
本社会を実現するために
様 な々活動に取り組んでい
る。2010 年 8 月から文
部科学省参与。

樋口 泰行×岡田 武史
巻頭対談
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日本マイクロソフトの企業市民活動

マイクロソフトは企業ミッションとして
“世界中のすべての人 と々ビジネスの持つ可能性を、最大限に引き出すための支援をすること”を掲げています。
これに基づき、私たちは、世界各国で各地域の状況に合わせたさまざまな企業市民活動を推進しています。
日本マイクロソフトでは、日本が直面する多様な社会課題の解決に焦点をあてた取り組みを、
政府機関や地方自治体、教育機関、NPO、業界団体や企業など、
数多くのパートナーと協働、連携して実施しています。
そして、テクノロジによるイノベーションを創出し、人々やビジネスの新たな可能性を開き、
ひいては日本のよりよい未来へ貢献できるよう、支援活動を行っていきます。

「自社製品、サービスでの取
り組み」「パートナーシップ」
「セキュリティ啓発」の 3つ
の領域で、安心、安全なイン
ターネット環境の実現に取り
組んでいます。

セキュリティ

各国における法令遵守はもとより、独自にさらに高い水準の行動
規範を策定しています。その他にも医療の効率化や社員による
地域社会への貢献などにも取り組んでいます。

その他

小中高等学校、高等専門学校、大学機関を対象に、教
育現場での効果的な IT 活用を支援し、次世代を担う
若い才能の可能性の実現に貢献します。

教育
ソース コードへのアクセス権
やライセンス提供、研究助成
基金により、知的財産の創出
や保護、適切な利用による日
本の産業振興を支援します。

知的財産

障碍者、シニア層、女性、無業の若者、NPO などを対
象に、IT の活用を通じて一人ひとりの多様な生き方と
新たな可能性の実現を支援します。

社会参画
エネルギー削減・省電力化
に特に注力し、「社内の省電
力化」や「クラウドや IT を活
用した省電力化ソリューショ
ンの展開」などに積極的に取
り組んでいます。

環境

IT ベンチャー企業、IT 分野での就職を目指す学生を
中心に、地域の IT 産業を支援し、日本発のイノベー
ション創出をサポートします。

地域活性化

東日本大震災の被災地を中
心に、IT インフラの復旧や
ライフラインの立て直しなど、
全世界のマイクロソフトが一
丸となった中長期的な支援
を続けていきます。

災害支援

は学生を対象とした世界規模の IT コンテ

ストを開催したり海外でのインターンを実施

したり、世界を経験できる場を提供してい

ます。同時に、意外に思われるかもしれま

せんが日本では家庭環境などが理由でパ

ソコンに触れたこともないという若者が増

えてきています。それが理由で情報を手に

入れられず、就職も不利になってしまうと

いうデジタル デバイドが生まれている。日

本の将来を考えるとき、彼らにちゃんとした 

ICT の教育を届けるのも、私たちの使命だ

と考えています。また、労働人口が不足す

るこれからの日本では、障
しょうがいしゃ

碍者や女性、シ

ニア世代の社会参加がますます重要になっ

てくるでしょう。障碍のある人がこれまでで

きなかった作業が、ICT を使えばできる

ようになる可能性がある。離れた場所にい

ても仕事ができるので、子育て中の女性も

就労しやすい。シニアの方々もこれまでは

情報弱者と言われましたが、ICT の技術

を身につけることで豊富な経験を活かして

もっともっと活躍していただける。そういう

ところで私たちは非常にお役に立てると考

えており、中長期的な活動を進めています。

岡田　なるほど。ICT の可能性は私も感

じているところです。現在、日本や世界で

起きているさまざまな問題を見ていると、今

の形の資本主義というものが少しずつ行き

詰まっているのを感じます。そんな中、震

災後の人々の動きもそうですが、社会や経

済がある程度分散型になってきていますよ

ね。つまりローカリズム。しかし、一方でそ

れがグローバルともつながっていて、その

両立を可能にするのが ICT なのかなと。

樋口　グローバルな競争力を語るときに欠

かせないのが、日本の地域社会の活性化

ですね。コミュニティの崩壊はむしろ地方

の方が加速していて、ICT の力でそれを

食いとめられないか我々もさまざまな提案

をさせていただいています。グローバルに

目を向ければ、たとえば、現在、トヨタ自

動車さんとマイクロソフトのクラウドを使っ

たグローバル プラットフォームの構築に取

り組んでいます。これは人と車と住宅をつ

ないでエネルギー消費をコントロールしてい

こうという世界規模のプロジェクトです。ま

た富士通さんともマイクロソフトのプラット

フォームを使ったグローバルなクラウド コン

ピューティング サービス事業で提携しました。

パートナーの皆さんには、我 を々足場にして

どんどん世界展開していっていただきたい。

岡田　ICT は社会を変えますよ。もう既に

ソーシャル メディアなどを通して人や技術

やサービスがものすごいスピードで出会った

り協力したりしていて、既存のシステムには

なかった関連性だったり信頼といった価値

観が重要になっている。新しい資本主義と

いうかそういうステージに入ったような気が

しますね。

樋口　私はメーカーの技術畑出身でもあり、

日本の技術力は今でも世界一だと思ってい

ますが、それだけではモノが売れない時代

になりました。ICT でつながった先には人

がいるわけですから、バーチャルでつながっ

た先のリアルに何を感じ、そこでどうコミュ

ニケーションやコラボレーションできるかと

いう能力は、これからますます重要になっ

ていきますね。

岡田　そういう社会で、企業活動のありよ

うも変わってくると思うのですが、日本マイ

クロソフトは社会の中でどういった存在に

なっていくのでしょうか。

樋口　企業なので利益を追求して株主の

期待に応え、それによって従業員もハッピー

になるという基本はあります。しかし、そ

れ以上に日本マイクロソフトは日本でビジネ

スをさせていただいている企業市民ですの

で、パートナーの皆さんと力を合わせ日本

の課題に対して ICT の力で何とかして貢

献していきたいと考えています。賛否両論

あると思いますが、日本の将来を考えると

やはり世界で強くならないとダメだと思うの

です。日本の素晴らしい文化や人々の優し

さは残しつつ、ビジネスの舞台では国際標

準のやり方を取り込んでいく。相矛盾する

難しい話ですが、そういうことができる企

業や人材の支援に私たちは力を注ぎたい。

岡田　冒頭で、追い詰められてから新たな

スタートを切れる選手とそのままダメになる

選手がいると言いましたが、チャレンジし続

けられる選手というのは何か「志」みたいな

ものを持っているんですよ。リーダーにも目

標だけでなく「登るべき山を持つことだ」と

よく言うのですが、樋口さんや日本マイクロ

ソフトには先ほどおっしゃっていたような志

の高い山に登る姿を見せ続けて欲しいです

ね。人は聖人君子についていくわけじゃな

く、山に必死で登る生き様を見るから、そ

の人やそのチームやその企業のファンになっ

たりサポーターになったりするんです。ICT 

の存在感がますます強くなるこれから、期

待しています。

樋口　経済的な成功以上に、もう一段高

いところを企業として実行し続けるために

も志は必要だと私も思います。日本マイクロ

ソフトだけではできないことも、パートナー

と力を合わせればきっとできると信じてい

ます。本日はありがとうございました。

ICT が導く新しい資本主義

日本マイクロソフトが登る山

　責任ある企業活動　UP  −  デジタル インクルージョンの推進※

[方針 ]

[注力分野 ]

※ UP - デジタル インクルージョンの推進について
Microsoft Unlimited Potential (UP) は、マイクロソフトがグローバル コーポレート シチズンシップの一環で取り組む、デジタル格差解消 ( デジ
タル インクルージョン ) に向けた地球規模のキャンペーンです。日本では、少子高齢化への対応や国際競争力の向上、地域社会の活性化など
日本社会特有の課題について取り組み、誰もが IT の恩恵を享受し活躍できる社会の実現を支援しています。
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　2011 年 3 月 18 日 16 時。文部科学省の会議室に IT 企業の担
当者 20 数名が集まっていた。クラウド サービス担当である佐藤と官
公庁担当である細井は、日本マイクロソフトを代表してその場に駆け
つけていた。
　東日本大震災に伴う福島第一原発の事故発生とともに各地の放
射線情報に国民の関心が集まり、文部科学省では 47 都道府県の放
射線モニタリング情報の即時公開に取り組んでいた。しかし、それら
をグラフ化してわかりやすく伝えるためには膨大な作業が必要だった。
細井が当時を振り返って語る。

「その問題を IT で解決できないかという打診があったのです。話
を聞いてすぐに頭に浮かんだのが、私たちのクラウド サービス、
W
ウ ィ ン ド ウ ズ

indows A
ア ジ ュ ー ル  

zure™ P
プラットフォーム

latform。当社なら実現可能だと思いましたが、
即決できることではないので社に戻って検討することにしました」　

　佐藤は帰社すると、すぐに社長の樋口に報告した。「ぜひやるべき
だ」と即答があり、プロジェクトが動き始めた。しかしこの日、マイクロ
ソフトは震災の影響を考慮して在宅勤務を奨励し、約 8 割の社員が
在宅勤務をしていた。

「このような状況でも、当社では M
マ イ ク ロ ソ フ ト

icrosoft L
リ ン ク

ync™ というユニファイド
コミュニケーションのしくみで、どのような状況下でも自在に連絡を取り
合う環境が整っている。ですから、通常の業務と何も変わらない感覚

でプロジェクトが立ち上がりました」
　佐藤と細井の呼びかけはすぐに広がり、営業から開発まで社内横
断的なメンバー 20 数名が結集する自発的なプロジェクト チームが発
足した。その夜の 20 時、社内および在宅のプロジェクト メンバーを
Lync でつないだテレビ会議がスタート。

「検討課題となったのは、文部科学省が用意するモニタリング情報の 
Excel® データを自動でグラフ化する仕組みの開発と、関心の高まりと
ともに変化するであろうアクセス数増減への対応。どちらも Windows 
Azure Platform で可能との結論が出ました。そこで、文部科学省の
担当者にマイクロソフトとして取り組む意志を伝え、翌 19 日 10 時に
お伺いして打ち合わせをすることにしたのです」

　19 日未明。プロジェクト チームは眠ることなく、夜を徹した作業を
続けていた。開発を一手に引き受けた渋谷から、システムの構築手法、
グラフのスケールや色合いに関する相談があれば、それをメールで受
け取った他の開発チームのメンバーが即座にアドバイスする。細井も
明日提出する資料を作成しながら返信をする。他のメンバーからも報
告や資料などのメールが次 と々送られてくる。

「当初、翌朝の文部科学省とのミーティングでは、システム図などの資
料だけで説明するつもりでした。しかし、この勢いならば翌朝までに
システムのプロトタイプを完成できるのではないか、であれば最後まで
仕上げてしまおうと、メンバーの手が止まることはありませんでした」

　3 月 19 日 10 時、文部科学省でのミーティング。その直前にプロト
タイプ完成のメールを受け取っていた細井は、ノート PC を操作して 
Windows Azure Platform にアクセスするとプレゼンテーションを始
めた。Azure 上にグラフが次 と々生成される様子を担当者は驚きの
表情で見つめる。

「 "これでいきましょう" という返事をその場でいただきました」
　その後も、文部科学省から次々に伝えられる要請を反映させなが
らシステムの細部を改善していく。そして、「全国放射能水準マップ」
の公開がスタートしたのは 3 月 19 日 23 時のことだった。それは、あ
の会議室での打診からわずか 28 時間後。細井はプロジェクトを振
り返って、次のように語る。

「Windows Azure Platform というクラウド アプリケーションの存在、
自発的に集まった人材の能力、IT を駆使した効率的な業務環境など、
成功の要因はいくつかあげられます。しかし、私が最大の理由だと思
うのは、人と人とのつながりを大切にする当社の雰囲気です。部門を
超えたチームワークが生み出す力、そして、それを支えた IT の可能性
を改めて感じました」
　このプロジェクトは、メンバー一人ひとりの日本を想う気持ちから立
ち上がり、その想いをひとつにして加速していった。私たち日本マイク
ロソフトは、この国で生まれ育てられてきた企業として、これからも日本
の未来に貢献していきたい。

国民への情報公開を IT の力で速やかに

社内横断的なプロジェクト チームが立ち上がる

プロジェクト メンバーの夜を徹した作業が続く

28 時間での最短公開を可能にした理由

プロジェクトに関わった中心メンバー
写真左より

郵政事業統括本部
郵政事業担当部長

プリンシパル テクノロジー ストラテジスト
倉科 忠宣

パブリックセクター統括本部
テクノロジーソリューション本部

澤田 慶子

パートナーソリューション営業統括本部
業務執行役員　統括本部長

佐藤 恭平

パブリックセクター統括本部
テクノロジーソリューション本部

官公庁TS部 部長
細井 智

パブリックセクター
テクノロジーソリューション本部

自治体TS部
シニアテクノロジーストラテジスト

小松 健司

クラウド＆ソリューションビジネス統括本部
インキュベーション・セールス部

テクノロジースペシャリスト
渋谷 青巨

公共営業本部
官公庁営業部

村上 孝子

特集

文部科学省の要請に応え「全国放射能水準マップ」を構築

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は

東北地方に未曾有の被害をもたらしただけでなく、

エネルギー問題やコミュニティのあり方など数えきれないほどの課題を私たちにつきつけています。

ICT が社会インフラとなった今だからこそ、マイクロソフトにできることは少なくないはず。

ここでは震災発生直後から半年余りの期間に、

私たちが単独で、あるいはパートナーと協力して実施した支援活動の一部をご紹介します。

日本マイクロソフトは今後も日本の復興再生に向け、一丸となって取り組んでいきます。

東日本大震災への
マイクロソフトの対応

28 時間での公開を可能にした
人の想いと IT の力
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震災直後の混乱の収束と中長期的な支援を実現するため、日本マイ
クロソフトは ICT 業界に呼びかけ「ICT キャラバン隊」を結成 （協
力/賛同企業 27 社）しました。政府や NPO とも連携し、受け取っ
たらすぐに使える PC 約 3,000 台を被災地に届けるとともに、PC を
寄贈するだけで活動を終わりにさせないため、それらを使いこなすた
めの説明員の派遣やヘルプデスクの設置など、包括的な人的支援も
実施しました。

緊急災害時動 物救 援本部
や、富士通株式会社のクラウド 
サービスと連携し、震災によっ
て飼い主と別れてしまった、あ
るいは飼い主を失ったり飼う
ことができなくなってしまった
ペットの情報を掲載し、元の飼
い主を探したり新しい飼い主
を募集したりする「MSN® ペッ
トサーチ」を開設。これまで 
138 件の再会や出会いを生み
出しました。

有限会社ページワン、株式会社CSK Winテクノロジと共同で最小限
のネットワーク環境と PC 環境を用意するだけで、被災者からの要望
や問い合わせを管理・情報共有し、現地での課題やニーズを把握・
管理できる NPO/自治体向け「復興活動支援クラウド」や、避難者・
支援物資・ボランティアの管理など避難所の運営をスムーズに行える
ようになるクラウド サービス「震災復興支援システム」を無償で提供
しました。

被災地の復旧支援を行う非営利法人を対象に、Windows 製品、
Office 製品およびサーバー製品など、総額 1 億 4,730 万円相当の
ソフトウェアを無償で提供しました。今後も被災地支援を行う NPO、
NGO 向けに継続して支援を行っていきます。

震災直後に 200 万ドル相当の支援を行うことを決定。また、社員か
らの支援金に会社が同額を上乗せして寄付するマッチング ギフト プ
ログラムを実施。NGO 「ジャパン・プラットフォーム」 に寄付しました。マッ
チング ギフト プログラムは世界各国で実施され、世界中の社員から 
1 億円の募金が集まりました。

緊急情報、避難所情報、計画停電の情報、放射線情報などを発信す
るウェブサイトは、アクセスが集中することで高負荷状態になりダウン
する危険性が高まっていました。日本マイクロソフトはクラウド サービ
スを活用して新規サイトや複製サイト （ミラー サイト） をスピーディに構
築。ミラー サイトの構築では被災地域の岩手県庁のほか、東北電力、
日本赤十字などおよそ 20 のウェブサイトを支援しました。

財団法人電力中央研究所の協力のもと、Windows® PC の消費電力
検証を実施し、検証結果と節電効果について発表。その検証結果を
もとに、インストールするだけでどなたでも簡単に PC を節電用設定 

（約 30% の節電が期待できる）に変更できるプログラムを無償で配
布しました。Windows 7 を搭載した PC では 5 年前に発売した PC 
と比較した場合平均 53% の節電効果があることもわかりました。

震災被害や放射能の影響によって屋外で
自由に遊びまわることができない子供たち
のために、「Xbox 360® Kinect™」のハード
ウェアと「Kinect スポーツ」などのゲーム ソ
フトを被災地のコミュニティ スペースなどに
提供しました。また、中長期的視野に立って
被災地のコミュニティの復興と子供の学び
と遊びの機会を支援することを目指して活
動する「プロジェクト結」に賛同しています。

日本デジタルオフィス株式会社と協力し、被災者の方が携帯電話や
スマートフォン、PC を利用してご自身の位置と音声をあらかじめ登
録したメール アドレスに自動送信できる、被災時緊急連絡用アプリ

「J!ResQ」 （ジェイ レスキュー）を開発し、無償提供しました。

27 社との連携で情報インフラを提供

被災したペットのポータル サイトを開設被災地支援のソリューションを開発、提供

マイクロソフト製品を無償提供 マッチング プログラムによる寄付活動

クラウドを活用してウェブサイトの構築を支援「Windows PC 自動節電プログラム」を配布

Xbox 360 Kinect を無償提供

緊急連絡用アプリを提供

特集

東日本大震災への
マイクロソフトの対応

命をつなぐ情報を自らの手で届ける

離れ離れになった犬や猫を
飼い主の元へ

緊急時に強いクラウド システムを
現地のスタッフへ

現地で活動する
NPO、NGO を支援

企業市民として

重要な情報を発信する
サイトを守る

節電をサポート

ストレスを抱える子供たちに笑顔を

安否確認を
誰でも早く確実に

全身を使って遊べるゲームは避難所での
コミュニケーション活性化にも一役買いました

各地の災害ボランティア センターでは届けられた PC やクラウドを活用し、
支援情報の管理や情報共有が行われました

初期設定からデスク
トップに掲載する情
報の準備まで細やか
に対応し「開けてす
ぐに使える PC」をお
届けしました

日本全国から集まったボランティアや現地スタッフが、被災者と
触れ合いながら情報を提供できる体制も構築しました

サイトでは Facebook とも連動し、被災したペット
の情報の拡散を行っています　

MSN ペット サーチ   http://pet.msn.jp「復興活動支援クラウド」で
は被災者からの要望や問い
合わせ内容をもとに、課題
やニーズを可視化しました

PC 寄贈

あらかじめ送信先のメール 
アドレスを登録しておくこと
で、アプリの起動からメール
送信までを 15 秒以内に完
了することが可能。被災時
に身動きがとりにくい状況で
も利用できます。また、送信
先以外の人もウェブサイトか
らメール内容を確認すること
ができます

ICT
ボランティア

現地派遣

災害
ボランティア

センター
避難所

寄贈 PC 用
技術サポート

提供
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　世界 6 つの拠点に 850 人以上の研究者
を擁するマイクロソフトの研究機関、マイクロ
ソフト リサーチ (MSR)  。ここでは将来のイノ
ベーションのために最先端の基礎研究に取り
組むとともに、企業の枠組みを超えたアカデ
ミックな人材育成に力を注いでいる。修士・
博士課程の学生を対象としたインターンシップ
もそのひとつ。

「情報検索の分野ではマイクロソフトの評価は
非常に高い。他の企業と比べても MSR は
新しくて面白い研究が多いというのが、私の
認識です」
　加藤 誠さんは、京都大学大学院の学生
だ。現在、情報学研究科の博士課程で、ア
ナロジー ( 類推・類比 ) による情報検索の研
究に取り組んでいる。学会で MSR の担当
者と知り合ったのがきっかけで、2010 年から
翌年にかけて MSR の 2 つの研究所で合計 
11 か月間のインターンシップを経験した。

「最初に 6 か月間過ごしたのは中国・北京に
ある マイクロソフト リサーチ アジア (MSRA)  
です。ここの研究員である酒井 哲也さん
は、情報検索分野では飛び抜けて評価され
ている日本人研究者。なんとその酒井さん
が私のメンターとなってくれたんです。しかも、
MSRA ではインターン生も研究者として対等
に扱われるので、毎日のように酒井さんと議
論を重ねて研究を進めるという刺激的な日々
を送りました」
　オープン スペースには息抜きのためにビリ
ヤード台やサッカー ゲームが置いてあったり、
ソファでは異なる分野の研究者が議論してい
ている光景が日常的に見られたりと、フランク
な雰囲気も MSRA の特徴。そんな環境の
中、各国から集まってきた同世代のインターン
生との出会いも新鮮だった。

「彼らは研究も遊びもすごくエネルギッシュ。
自分も負けていられないという気持ちになり
ました」

　中国の MSRA に続いて行ったアメリカ レド
モンドの MSR では、さらなる驚きが待っていた。

「私が加わったチームのリーダー、スーザン デュ
メイは情報検索分野では世界でも指折りの研
究者。他のメンバーの 2 人も世界的に著名な
研究者で、まさにドリーム チームのような環境
で研究に取り組むことができました」
　最先端の知識を吸収するばかりでなく、
研究のスタイルやメソッドを間近で学ぶこと
ができたのも貴重な経験だったという。

「彼らの研究スタイルは、最初に疑問があり、
それを解くにはどうすればよいかをずっと考
えていく。つまり、アプローチがきわめて科
学的なのです」
　加藤さんがこれまで取り組んできたのはど
ちらかというと技術が先行した実用的な研究
だった。企業の研究所が科学的なアプロー
チを大切にしていることが驚きで、自身の
研究に対する考え方が大きく変わったという。
そして MSR での 11 か月の経験を経て、加
藤さんの視線は自然と世界へ向かい始めた。

　加藤さんはインターンシップを経験して、
情報検索分野における国際的な研究者に成
長することを人生の目標とした。

「MSR で世界的に活躍している方 と々出会っ
たことで、彼らと同じステージで研究を続け
たいという欲求が強くなりました。酒井さんや
スーザンへ近況を伝える手紙のように、次々
と論文を発表していきたいと思っています」
　現在は、MSR での成果をまとめた論文に
取り組んでいる最中。狙っているのはもちろ
ん世界トップクラスの学会だ。

「じつは私はいつも部屋にいるのが好きで旅
行も大嫌い。こんな自分が海外で 11 か月間
も刺激的な生活を過ごし、今は世界を目指し
ている。MSR のインターンシップを経験した
ことで、研究者としてだけでなく人としても成
長できたことを実感しています」

［21 世紀型スキルを育成するための実証研究］

子供たちのために産官学が連携
次世代を担う子供たちの「21 世紀型スキル」
の育成を目指して、日本マイクロソフトはレノ
ボ・ジャパン、東京大学、豊島区教育委員会
と合同で ICT を活用した実証研究を開始
しました。「21 世紀型スキル」とは、世界の教
育研究者や国際教育機関などで特定したこ
れからの国際社会で活躍するために子供たち
が身につけていくべき能力 (コミュニケーショ
ン力、コラボレーション力、課題発見解決力、
ICT 活用力、情報リテラシーなど) のことです。

［イマジン カップ］

35 万人以上の学生が参加
マイクロソフトが主催する全世界の学生を対
象とした技術コンテストで、各国の予選を勝
ち抜いた学生が、国連ミレニアム開発目標を
達成するためのソリューションを競い合いま
す。9 回目を迎えた本年も、情熱、想像力を
持った 35 万人以上の学生が参加。ニュー
ヨークの世界大会には、日本代表 2 チー
ムが参加しました。
2012 年の世界大
会はオーストラリア
で開催されます。

［Innovative Teachers Program］

5 万人以上の教職員を支援
学校における ICT 活用スキルの向上を図
るさまざまな支援を行っています。小中高等
学校の教職員を対象とした e ラーニング形
式での研修プログラムでは、既に 5 万人以
上の教職員の方々が受講。教務、校務での 
ICT 活用を支援しています。

［Innovative Schools Program］

教育機関と連携
教育機関の抱える共通の課題を ICT でど
う解決できるか、先進的な ICT 活用を通し
てその効果検証に取り組んでいます。教育
機関、研究者と連携し、効果的な ICT 活用
の提示を目指しています。

［大学 CIO フォーラム］

大学の国際競争力を高めるための
IT 戦略を議論
大学の CIO や情報担当の方 と々ともに、IT 
に関する大学共通の課題について共有・議
論し、大学における IT 戦略の策定や IT ガ
バナンスの確立を支援しています。これまで
の議論をもとに、大学革新のための IT 戦
略の提言書等を提示しています。

憧れの研究者が
自分のメンターに

ドリーム チームから学ぶ
新たな研究スタイル

世界を知り、変わっていく自分

グローバルなステージで戦える日本人になるために

MSR の大学連携プ
ログラムでは、世界
各国の 100 を超える
大 学から 3,000 名
以上のインターンシッ
プを受け入れています 
( 写真は MSRA)

情報検索を研究している加藤さんにとっ
て、検索エンジンを持つマイクロソフトだ
からこそ可能になる研究は非常に魅力的
だったそうです

就業期間中はさまざまなトレーニングや
オフサイト イベントを実施することで、
研究者間のネットワークづくりを支援す
るのも MSR の特徴のひとつです

京都大学 情報学研究科 社会情報学専攻
田中研究室 博士課程後期三回生
加藤 誠さん

プログラム紹介

ドリーム チームが
私を変えた

マイクロソフト リサーチ（MSR）

教育を
支える
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　超高齢社会が日本にやってきた。2015 年に
は 4 人に 1 人が 65 歳以上になるという。社
会全体に対する労働人口の減少で、障碍者や
高齢者の社会参画の重要性が叫ばれている今、
ICT はいったいどんな役割を担うべきなのか。

「障碍者や高齢者の方 と々地域コミュニティを
つなぐ絆は ICT にこそあると思っています」
　そう語るのは広島市企画総務局 情報政策
部の天野 博司さん。広島市は「ICT 先端都市
の実現」を政策の柱に掲げ、市民が ICT を利
活用して豊かな生活を送れるようにするための
取り組みを、全国の自治体に先駆けて進めて
いる。企業や大学との連携にも力を注いでおり、
企業などから企画提案を募集する「ICT 地域
連携プロジェクト」もその施策のひとつだ。
　日本マイクロソフトはこのプロジェクトに応募
し、初の採択企業となった。そして、2010 年 
2 月から約 1 年間にわたって市と協働で実施
したのが「障碍者と高齢者の ICT 利活用プ
ロジェクト」だ。障碍者や高齢者の ICT リテ
ラシーの向上や就労サポートなどをテーマに、
ICT 指導者の育成講座、視覚障碍者のため
のセミナーなど各種プログラムを開催した。

「市では高齢者を中心とした ICT 初心者の 
ICT 力向上のために、公民館を拠点に活動す
る "ICT まちづくりボランティア" を立ち上げたと
ころでした。マイクロソフトのプログラムはそのボラ
ンティアを育ててくれる内容で、我 が々民間企業
に期待していたノウハウそのものだったのです」

　その「ICT まちづくりボランティア」の一人が岡
本 眞理子さん。3回にわたって実施された「高齢
者向け ICT 指導者スキルアップ講座」に参加した。

「Windows 7 や Office 2007、2010 の最新機
能をわかりやすく学ぶことができました。 " 知
識 " を学べたことはもちろんですが、ICT なら
ではの " 教え方 " を学べたことは私の大きな
財産になりました。初めて気づくことも多く、そ
の後の活動でも非常に役立っています」
　岡本さんはボランティアとして広島市北西部

にある藤の木公民館で ICT を教えている。ま
た、広島市立藤の木小学校で先生方へ ICT 
活用支援を行ったり、特別非常勤講師として
子供たちに PC 操作や情報モラルなどを指導
している。公民館での受講者の約 9 割は高
齢者だそうだ。彼らの学ぶ姿勢は驚くほど熱
心で、毎回のように通う人もいるという。

「ホームページが見られるようになった、孫とメー
ルを交換できたと嬉しそうに話してくれますよ。
高齢者とは縁遠く思われがちな ICT が、むし
ろ彼らの交流を深めるきっかけとなっているの
です」
　岡本さんは最近、ICT を利活用した小学校
と公民館の連携にもチャレンジしている。つま
り、子供たちと高齢者をつなぐより大きくて強
固な地域コミュニティづくりだ。

「コミュニティを元気にさせるために ICT は欠
かせないと思っています。今後も勉強を続けて
それを活かす活動ができればと思っています」

　今回のプロジェクトでは、障碍のある子供た
ちに向けて、マイクロソフトを始めとした民間企
業で働く障碍者による講演会や交流会も開催
された。それがとても評判がよかったと、天野
さんは振り返る。

「地方では、社会で活躍している障碍者の方
から直接話を聞ける機会なんてなかなかありま
せん。視覚障碍のある子供から " 自分もパソ
コンを習いたい " という嬉しい声もいただきま
した。担当課では、今後は広島市の事業とし
て継続させていこうと考えています」
　ICT は地域コミュニティの活性化に不可欠
なツールであること、そして市民の ICT 力の
向上のためには、まず身近なところから ICT 
の利活用を進めていくこと。岡本さんと同じ考
えを天野さんも抱いているのだ。

「地域コミュニティの活性化は多くの自治体の
切実な問題です。と同時に、地域づくりは行
政が押し付けるものではなく、そこで生活して
いる人たちが中心にならなければいけない。私
たちは ICT が持つ " つなぐ力 " で、市民が主
役となる広島市を実現したいと思っています」

地域活性化を
支える

つながったのは
地域の絆

［地域活性化協働プログラム］

45 自治体と協働
2008 年から、地域の活性化を目指す自治
体と協働し、地域の課題に合わせて複数の
プログラムを選定して、人材育成支援、地域
経済活性化支援、社会参画へのチャレンジ
支援活動を行っています。他のプログラムも
含め、日本マイクロソフトでは今までにおよそ 
45 以上の自治体と課題解決のために連携
しています。

［Microsoft Innovation Award］

IT ベンチャー支援プログラム参加の 
98 企業も挑戦
日本マイクロソフトが主催する Microsoft 
Innovation Award では、マイクロソフトのテ
クノロジを駆使し、イノベーションをもたらす
ビジネスを展開しているベンチャー企業を
毎年表彰することで、新たなビジネスの創出
やグローバルへの展開をサポートしています。
2010 年の IT ベンチャー支援プログラム参
加の 98 企業を始め、全国のベンチャー企
業からの多くの応募を募っています。2011 
年度に募集を開始した 第 5 回大会では、
一般部門に加え、新たに学生部門の表彰を
行い、起業を目指す学生を支援します。

［マイクロソフト イノベーション センター］

年間 20,000 人以上に
IT トレーニング
マイクロソフト イノベーション センターは、
国内の IT ソフトウェア産業に貢献すること
を目標として、IT 関連開発企業や大学、起
業家などをさまざまな形で支援しています。
年間約 20,000 人以上の学生、開発者、IT 
管理者に対してトレーニングを行い、これま
でに約 1,000 社の IT 関連企業に対してさ
まざまな支援を実施しました。

公民の想いが広島で重なり合う

公民館から地域へ広がる
コミュニティづくり

市民が主役になる社会を

コミュニティ再生のために ICT は何ができるか?
障
しょうがいしゃ

碍者と高齢者の ICT 利活用プロジェクト

アクティブシニア向けのパソコン講座で
使用する、さまざまな製品のテキストを
用意し、ボランティア講師の方に使用い
ただいています

障碍者や高齢者の ICTリテラシーの向
上を目指し、ICT まちづくりボランティア
員を対象に、パソコン初心者への指導
方法などの講習会を実施しています

ICT を活用して発達障碍者を支援する
というテーマの講演会も協働で開催。
345 名が参加し、関心の高さがうかが
えました

プログラム紹介

広島市企画総務局
ICT 連携推進担当課長 
天野 博司さん 

 
ICT まちづくりボランティア
岡本 眞理子さん
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［コミュニティ IT スキル プログラム］

70 万人を支援
これまで IT を活用する機会があまりなかっ
た人々に対し、社会参画や就労の機会を拡
げるための支援プログラムです。2003 年か
ら障

し ょ う が い し ゃ

碍者、DV 被害者や母子家庭の母親、
高齢者、無業の若者、NPO スタッフなど、参
加者の目的、レベルに合わせたプログラムを
実施し、2003 年から 17 のプロジェクトを
通して、約 70 万人を支援しました。

［NPO 向けプログラム］

NPO 44 団体に助成金
公益の担い手として注目される NPO の IT 
利活用促進を目指し、NPO を対象としたさ
まざまなプログラムを実施しています。これら
のプログラムを通じて NPO がスキルアップ
をし、社会的課題の解決がさらに加速するこ
とを期待しています。その 1 つである NPO 
協働プログラムは、2002 年より計 8 回実
施し、計 44 団体に助成しています。

［アクセシビリティ］

誰もが IT の恩恵を受けられるように
アクセシビリティとは、情報やサービスなどへ
の「アクセスのしやすさ」を表す言葉で、障碍
のある方やシニアの方を含めたすべての人々
が IT にアクセスし、その恩恵を受けられるよ
うに活動しています。自社製品のアクセシビリ
ティの拡充やパートナーとの連携、障碍のあ
る方の支援プログラムを通して、すべての方が 
IT で自己の可能性を最大限に引き出せるよう

に取り組んでいます。

［アクティブシニア プログラム］

地域で活躍する
「身近な先生」を育成支援
シニアの方も PC などの IT を身につけるこ
とで、便利なコミュニケーション手段を手に
入れたり、趣味をより深めることができます。
講習会や情報提供を行うことで、シニアの方
が IT を教わりやすい「PC に詳しい身近な
先生」を育成したりスキルアップするお手伝
いを、団体や自治体などとともに行っていま
す。2011 年 1 年間で 2,500 名を超えるシニ
アの方に IT 講習会等を行いました。

プログラム紹介

　工藤 啓さんは、新しい風を感じさせる 
NPO のリーダーである。

「学生時代にヨーロッパへ行き、中高年や若
者の就労支援に取り組む人たちに会いました。
彼らは、自分たちの仕事は " 社会投資 " だ
と言うのです。投資するのは自分たちの人生
や技術で、投資のリターンは社会がよくなる
こと。これは面白いと感銘を受けたのがきっ
かけですね」
　そして 2004 年、NPO 法人「育て上げ」
ネットを設立。若年者の就労支援や、学齢
期の若者への教育支援、子供がニート・ひき
こもり状態に陥った保護者の支援などの活動
を仲間とともに広げてきた。そんな工藤さん
のもとに、日本マイクロソフトの担当者から 1 
本の電話があったのは 2009 年夏のこと。

「あまりに突然だったので驚きました。私たち
の活動に関心を持っていて、" 若者支援に 
IT を活用して一緒に何かできないだろうか？" 
という話でした。そこからミーティングが始まり
議論を重ねていくうちに、若者の就労支援に
ついてマイクロソフトが我 と々同じ問題意識を
持っていることを知りました。何より同じチー
ムとして一緒にやっていこうという言葉がとて
も嬉しかったです」
　公的な事業を活用することで無償で支援を
提供できるようにすること、最前線で若者と接
する NPO スタッフを IT トレーナーとして養
成すること。プロジェクトを進めるにあたって、
工藤さんは実践的なプランを積極的に提案し
た。一方、マイクロソフトも、プログラムの内容
やプロジェクトの進め方、目標設置の方法など、
ともに議論を重ねながらノウハウを共有し、プ
ログラムやテキストの開発に取り組んだ。
　こうして 2010 年 1 月に立ち上がったのが

「若者 UP プロジェクト」だ。厚生労働省の
事業である「地域若者サポート ステーション 

（サポステ）」を受託する NPO と日本マイク
ロソフトが連携して実施する若者の就労支援
プログラムである。

「若者 UP プロジェクト」では、サポステを拠点
に IT スキル講習や IT トレーナー養成など若者
の就業支援のためのプログラムを実施。現在で
は、各地の NPO が連携して、工藤さんの「育
て上げ」ネットが運営する 4 つを含め全国 24 の
サポステで展開し、着実に成果をあげている。

「事前に行った調査では、サポステに来る若者
の 2 割がパソコンのスイッチにすら触れたこと
がなく、5 割が Word や Excel の未経験者で
した。こうした若者に、 IT に触れる機会を提
供することは就労に大きく役立ちます。実際、
サポステの目標就労率は 30% ですが、「若者 
UP プロジェクト」を実施する拠点では 45.5% 
とはっきり効果が表れました。マイクロソフトは
その重要性を理解しているからこそ、プロジェ
クトや NPO にもちゃんと結果を求めます。そ
の代わりに協力を惜しまない。彼らからの多く
の学びがこの数字につながりました」

　今後の目標としては活動を継続して全国
に広めていくことがあげられる。工藤さんが 
NPO スタッフの IT トレーナー養成にこだ
わったのも、このような継続的な活動の基盤
づくりを考えていたからこそ。

「日本では、若者への就労支援は社会の " 経
費 " と考えられています。しかしそれは間違い
で、未来への "投資" です。仕事に就くことよっ
て若い人たちは社会的価値を発揮し、納税者
としても社会に貢献できる。それを支援する
私たちの仕事はまさに社会投資なのです」
　工藤さんは今回のプロジェクトでの経験値
を活かし、マイクロソフト以外にも他のさまざ
まな企業との連携を進めている。また、新た
に培ったノウハウをもとに被災地での就労支
援「東北 UP」プログラムを立ち上げた。少
子高齢化が著しいスピードで進む日本。震災
をばねに復興再生を急務とする日本。課題
解決に向けて前進するために、NPO の重要
性、NPO と企業の協働への期待がますます
高まってきている。

1 本の電話から動き始めた
パートナーシップ

社会に支えられる人々 を、社会を支える側に

IT 講師養成プログラムを受けたサポステ
スタッフは 45 名 （2011 年 5 月時点）。
サポステスタッフが IT 講師となることで、
講習の効果が高まります

若者への IT 講習では、 Word®/Excel/
PowerPoint® の他、Access® や HTML/
JavaScript など、付加価値の高いスキ
ルも段階的に提供しました

カウンセラーによる個別相談なども提供
することで、就労率の向上に加え、就労
に移行する期間も 3、4 か月に短縮 ( 従
来の平均は 5、6 か月)

NPO 法人「育て上げ」ネット 理事長
工藤 啓さん

若者の就労支援は
未来への投資

若者 UP プロジェクト

結果を残すことに意味がある

培ったノウハウを復興のために

社会参画を
支える
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企業市民活動の歩み
日本マイクロソフトは、自社の果たすべきさまざまな社会的責任に対して、積極的に取り組んでいます。

ユーザーのセキュリティ啓発

社員による地域社会への貢献

日本マイクロソフトでは、医療現場での過重労働や勤務医不足といっ
た社会問題や、高齢化社会で高まる医療ニーズに応えるために、IT 
による支援を行っています。石川県七尾市の社会医療法人財団董
仙会 恵寿総合病院では、2011 年 3 月に新しいコミュニケーション
ツールおよび情報共有基盤として、Microsoft Lync Server 2010 と 
Microsoft SharePoint® Server 2010 を導入しました。
Lync Server の導入によって、相手の在席情報を確認しながらインスタ
ント メッセージングやメール、テレビ会議、音声通話など、医療現場の
ニーズに即したコミュニケーションが可能になりました。また、SharePoint 
Server 導入によって、ポータル サイトを活用した検索性に優れたドキュメ
ント共有環境を実現し、業務効率の向上にも貢献しました。

インターネットを始めとする IT を安心・安全に利用いただくために、ユー
ザーのセキュリティ啓発に取り組んでいます。IT 関連団体や企業などが
連携した「セキュリティ対策推進協議会 （SPREAD）」の会員企業として、
セキュリティ対策情報をユーザーにわかりやすく迅速に確実に提供する
活動を支援しています。また、奈良県電子自治体推進協議会主催の研修
会で当社のチーフ セキュリティ アドバイザーが講演を実施するなど、自
治体などに向けたセキュリティ啓発にも力を注いでいます。

将来を担う若年層が社会人、職業人として自立するためのサポートとして、
小学生から大学生までを対象とした職場見学や職場体験を実施してい
ます。職場見学では社員有志が IT の未来についてや自身の仕事を紹介
することで、子供たちにグローバルな仕事内容や働きがい、IT の面白さな
どを伝えています。また、テレビ会議システムを活用し、小中高等学校およ
び大学に職場見学と同様のメニューをオンライン授業として提供してい
ます。
他にも、東日本大震災の被災地復興支援に積極的に取り組み、従業員
を対象にした品川本社での「チャリティ マーケット」や、社内カフェテリア
で被災地域から取り寄せた食材を魚介や地酒を味わう被災地支援交流
会、有志によるチャリティ ランなどを定期的に開催しています。

Outlook からポータル サイトの閲覧など
各機能が利用できるように

SPREAD サポーター資格を有する講師が
初心者向け PC 講座などで講義を実施

チャリティ マーケットには多くの社員が参加し、
大盛況でした

※ 企業市民活動は一部抜粋です。

2010 年 1月にプログラム開始以来、95 校、1892 名に参加いただきました

医療現場を IT で支援

省エネルギーへの取り組み
2011 年 2 月の本社移転に伴い、消費電力の削減やゴミ分別の徹底な
どによって、2012 年までにエネルギー消費を 30% （2007 年度比） 削減
する取り組みを始めました。そのひとつとして「機器に依存しないデータ収
集」「自動化された分析」「柔軟なデータアクセス」をポイントに、部門ごと
の消費電力の可視化システムを構築。計測データを集約して社員の意識
向上を図っています。

知的財産の適切な保護と活用
「知的財産」に関する研究活動への支援を通して、知的財産が有効に循
環する経済および社会システムの構築と、日本政府の「知的財産立国」
戦略の実現の一助となることを目的に、公益信託「マイクロソフト知的財
産研究助成基金」を設定しています。また、自社が保有する IP （知的財
産） を積極的に公開し、ソース コード、スキーマ、プロトコルおよびドキュメ
ントと、関連する著作権、商標、特許などについて、商業的に妥当な条件の
もとにライセンス提供を行っています。これらの IP の活用によって、アイデ
アの具現化をサポートし、開発コストの削減や期間短縮を可能にします。

セキュリティ・知的財産・環境・災害支援・その他
社会課題の解決を目指して責任ある企業活動

■ 企業市民活動 ■ 事業活動 ■ 社会情勢
1995 ● 誰でもコンピューターにアクセスできる環境づくりを目指す「アクセシビリティ・ポリシー」

を発表。Windows 95 に標準機能として初めてアクセシビリティ機能を搭載
● Windows 95 (日本語版 ) 発売 ● 「インターネット」が阪神・淡路大震災支援で活躍。

　 「インターネット」が流行語となる● Office 95 (日本語版 ) 発売

● MSN 発表

1997 ● マルチメディア百科事典「Microsoft Encarta® 97 Encyclopedia」日本語版を全国の
公立校全 39,490 校に寄贈 

● Office 97 (日本語版 ) 発売 ● 「京都議定書」採択

1998 ● アクセシビリティの重要性の認識度向上のため、「アクセシビリティ・デイ」を開催 ● Windows 98 (日本語版 ) 発売 ● 「特定非営利活動促進法 (NPO 法 )」施行

● 国内インターネット人口が 1,000 万人を突破

1999 ● Windows の支援技術情報を公開し、障
しょうがいしゃ

碍者向け製品開発パートナーの製品開発を
支援

● Office 2000 (日本語版 ) 発売 ● 「男女共同参画社会基本法」制定

2000 ● 日本 IBM と共同で「リユース PC 寄贈支援プログラム」実施 ● Windows 2000 (日本語版 ) 発売 ● 日本の IT 政策を担う「IT 戦略本部」が内閣に発足
● 「IT 基本法」成立

2001 ● 大塚商会、アイ・オー・データ機器 と「リユース PC 寄贈・支援プログラム」を共同
で開始

● Windows XP (日本語版 ) 発売
● Office XP (日本語版 ) 発売

2002 ● NPO を対象に助成金プログラムを開始 ● 日本において Xbox® 発売 ● 「地球温暖化対策推進大綱」の策定
● 「知的財産基本法」成立
● 国連による「高齢化に関する世界会議」を開催

● ドメスティック バイオレンス当事者女性を支援する
「IT ボランティア・プログラム」開始

● 「Trustworthy Computing Initiative ( 信頼できるコンピューティング )」の方針発表

2003 ● 小中高等学校の教育現場における ICT 向上を目指し
「ICT 教育推進プログラム協議会」を設立

● 日本の NPO 法人数が 1 万を超える
● 「若者自立・挑戦プラン」開始

● グローバル規模のデジタル デバイド解消キャンペーン「Unlimited Potential (UP)」
を発足

● 人材育成の一環として学生向け技術コンテスト「Imagine Cup」を全世界で開始

2004 ● 小中高の教職員向け ICT スキルアップ研修を開始 ● 本社を東京都渋谷区代々木に移転 ● 東京都、ひきこもりのネット無料相談開始

● 公益信託「マイクロソフト知的財産研究助成基金」を設立

2005 ● 警視庁とサイバー犯罪対策に関する技術協力協定を締結 ● マイクロソフト ディベロップメント株式会社の設立 ● 「個人情報保護法」施行
● 人口減少社会に突入● 産学官連携による IT ベンチャー支援事業の立ち上げ ● 日本において Xbox 360 発売

● 研究開発における日本国内の大学との連携支援のため、
マイクロソフト産学連携研究機構設立

2006 ● NPO の基盤強化を目指し「NPO Day」を初開催 ● 生活者のインターネット利用率が 50% を超える

● 経済的に困難な状況にある女性の就労支援を全国で開始

● 東京大学との MEET ( マイクロソフト 先進教育環境寄付研究部門 ) プロジェクトで「情
報技術を活用した教育環境の創造」に関する先駆的な研究を実施、支援ソフトを無償
提供

2007 ● シニア向け施策「アクティブシニア推進計画」を発表
● 東京大学と共同で、障碍のある学生の IT による進学支援「DO- IT プロジェクト」開始
● 「Microsoft Innovation Award」設立
● 国内 IT 産業製品開発支援・加速を目的とした IP ( 知的財産 ) のライセンス提供を開始

● Windows Vista® および the 2007 Office System 
　 を一般向けに世界同時発売

● 65 歳以上人口が総人口の 21% を超え、
　 超高齢社会に

● 国際比較において子供の学力低下が認められる

● 「男女雇用機会均等法」改正

2008 ● 自治体との包括的連携による「地域活性化協働プログラム」を始動 ● 樋口 泰行が代表執行役 社長に就任 ● リーマンショック。世界同時不況へ

● 学生への開発ツール「Microsoft DreamSpark®」の無償提供開始

2009 ● 厚労省事業「地域若者サポート ステーション」と連携して、無業の若者の就労支援を
開始

● マイクロソフト 大手町テクノロジーセンターを開設
● Windows 7 発売

● 「新成長戦略 ( 基本方針 ) ～輝きのある日本へ～」
　 策定

● NPO 向けの無償ソフトウェア寄贈プログラムの提供を開始 ● 完全失業率 5.7% で過去最低を記録

● 社員ボランティアによる学生のキャリア教育支援、本格スタート

● 共同研究・人材育成等での連携のため、
「マイクロソフト リサーチ アカデミック連携プログラム (Mt. Fuji Plan)」発表

2010 ● クラウドを活用した 企業市民活動の推進を強化 ● Office 2010 (日本語版 ) 発売 ● クラウド元年

● 大阪大学サイバーメディアセンターとエネルギー消費の可視化に関する実証実験を開始 ● 日本において Xbox 360 Kinect 発売 ● 「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」策定

● 横浜市と「Innovative Schools Program」で共同、学生カルテによる学生支援向上
の実証研究実施

● 学生向けにインターンシップなどの応用力強化「Microsoft 学生就職応援プログラム」
を開始

● 「新たな情報通信技術戦略」策定

2011 ● 東京大学、レノボ・ジャパンと共同で、21 世紀型スキルを育成するための実証研究を
開始

● 日本マイクロソフト、25 周年を迎える
● 本社オフィスを品川に移転
● 新世代クラウド サービス「Office 365」提供開始
● Windows Phone 発売

● 日本の国際競争力が 6 位にダウン (WEF 調べ )
● 「障害者基本法」改正
● 日本のスマートフォン利用者、1,000 万人突破
● 世界人口 70 億人を突破

● 省電力の取り組みを強化。電力消費可視化ソリューションを無料公開

● 東日本大震災の復興復旧。再生支援を継続的に実施。東北三県における就労支援
を発表

1975 ● ビル ゲイツとポール アレン、マイクロソフト コーポレーション設立

1986 ● マイクロソフト株式会社設立 ( 本社: 東京都千代田区 )




