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ライフスタイル×IT 

「IT に何ができる？」

企業市民活動で取り組む
社会課題（注力分野） Part 1

プログラム紹介 Part 1

パートナー×MS 

「共鳴する人がいる。」

未来への課題×IT 

「IT ならきっとできる。」

企業市民活動で取り組む
社会課題（注力分野）とプログラム紹介 Part 2

日本中に拡がる、共鳴の輪

世界に展開する、共鳴の輪

企業市民活動の概要
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p17-20

p21-22

p23-24

p25-26

p27

p28

【echo】

成長一辺倒から持続可能な発展へ

物に囲まれた豊かさから心の豊かさへ

競争から協働へ

社会は確実に変化している

よりよい未来に向けて

1 人ではできないことも

1 つの企業、組織ではできないことも

1 つの国ではできないことも

思いが響き合い、つながれば

さまざまな課題を乗り超えられる

新しい世界が見えてくる

マイクロソフトは

さまざまなパートナーとともに

IT を通じた企業市民活動を展開しています

そこに共鳴（echo/エコー）を起こし

可能性を引き出せると信じて

このレポートではその取り組みを紹介します

c o n t e n t s

プログラム参加者の 9 つのストーリー

パートナーシップの 5 つのケース

日本での活動

世界での活動
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IT に何ができる？

ライフスタイル × IT

困難を乗り越えて学ぶ
地域や NPO を支援する

環境活動を広める
シニアライフを支える
ものづくりを伝える

IT が思いをつなげる
マイクロソフトの企業市民活動

プログラム参加者のストーリーを紹介します

國光 良さんは、DO-IT Japan 参加者で、現在、同志社大学 文化情報学部 2 回生。筋ジストロフィーという病気を抱えながら、大学に通っている。
学内では障

しょうがい

碍学生支援室の学生スタッフが國光さんをサポートしている。
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　「シニアの ICT 研修。最初はパソコンで何ができ
るのか全然イメージできなかったんですけど、実際に
行ってみたら、いやー、こんなことができるんだ！って」
ナルク鳥取は、シニアによる助け合いの NPO。そこ
に所属するパソコン初心者が、鳥取県とマイクロソフ
トが協働で主催したシニア パソコン セミナーに参加
したのは約 1 年前のことだ。
　「仕事でパソコンを少し使っていた人はいたけれど、
パソコンと仲良くなるためには、ブログやツイッターで
毎日遊ばないと」自らブログを立ち上げ、デジカメから
の画像アップは当たり前。最近は、動画も始めようか
というところ。1 年前からは想像できない変貌だ。「最
初はパソコンの箱の中だけの世界だったのが、ICT 
を知って空間が広がった感じ」仲間同士が写真やブ
ログの腕を競い合って楽しくつながる姿は、生き生き
している。
　「この先、気軽に買い物や外出ができなくなったら、
ネットのつながりはもっと重要になる」高齢化社会で
の ICT 活用。鍵は楽しく日常の一部に取り入れるこ
と。「今度は自分たちが周りに教える番」と語ってくれた。

　「“テクノロジーで社会問題を解決しよう”というテーマ
に惹かれて応募しました。ジェンダーの平等に問題意識
を持ったのがきっかけです」イマジン カップは、世界中の
若者の情熱と想像力を支援する、いわば学生の IT オリ
ンピック。「最初は国際大会とは知らなくて･･･ビックリしまし
た」寺田さんは2009年度の国内大会を通過し、カイロで
行われた世界大会に。彼女にとって初の海外渡航だった。
　世界中から集まった 400 名以上の学生が競い合う世
界大会で、寺田さんは見事写真部門の 3 位に輝く。作品
のコンセプトを練り上げ、アイディアを膨らませるのが一番
好きだという彼女。
　「自分の伝えたいことが世界の人にも伝わることがわ
かって大きな自信になりました。海外の学生は意識が高く、
将来に明確なビジョンを持っているようで刺激を受けまし
た。日本にこだわらず、海外で仕事をしてみるのもいいな
と思いました」今年、就職活動を控えた寺田さんの視線
は彼方を見据える。

「私の伝えたいことが、
世界でも伝わった！」

寺田 志織さん
武蔵野美術大学　視覚伝達デザイン学科 4 年生

参加プログラム：イマジン カップ

参加プログラム：アクティブシニア プログラム

　週末農業のため山梨と東京を往復する生活を送っていた大嶽さんが、本
格的に農業に取り組むようになったのは 4 年前。「自分たちの商品が、生産
者価格の 5 〜 6 倍以上で売られていることを知りました。農家の女性の労
働はなかなか評価されにくく、自分たちの自由になるお金もない。今の日本の
農業に、自分ができることは何かを考えました」
　そんなとき、マイクロソフトが支援する IT による農業起業支援講座に参加。
集まった 24 人の農家の女性の中には、パソコン初心者も多くいたが、どうに
か皆で学び合い、ネット ショップを立ち上げた。手塩にかけた果物や手作り
ジャムなどを、家にいながら直接お客様に販売する。「地方の農家にとってパ
ソコンやインターネットは、知らない世界を知り、つながることができる貴重な
窓なんです。継続して自分の収入を得られれば、自立するための大きな一歩
になるはず。農家の女性が自分で 100 万円の収入を得るようになったら、日
本の農業に新しい希望が生まれると思います」

「農家の女性にとってパソコンは
知らない世界とつながる窓なんです」

大嶽 ひろ美さん
山梨とれたて直送便　やまなしときめきネットショップ　メンバー

「パソコンはシニアの玉手箱」
山根 美惠子さん　長沢 紀美子さん　大山 寿満子さん　金田 倫子さん

特定非営利活動法人　ナルク鳥取

國光 良さん
同志社大学　文化情報学部 2 回生

　筋ジストロフィーという難病を抱えながら大学で勉学
に励む國光 良さん。高校 3 年のときに DO-IT Japan

（東京大学先端科学技術研究センター主催）に参加した。
DO-IT のプログラムでは大学の授業を模擬体験。また、
共催したマイクロソフトを企業訪問し、障

しょうがい

碍のある人の学
習に役立つ IT の講習などを受けた。
　「高校では障碍があるのは自分だけでした。DO-IT 
を通してさまざまな障碍を持ちながら大学進学を目指す
仲間に出会ったことは、大きな励みになり、大学進学へ
の思いがより強くなりました」その想いがかない、同志社
大学に合格。DO-IT 参加者は Windows Live®を活
用したウェブ上のコミュニティを持ち、その後も進学相談
などをし合う。今は後輩たちにアドバイスを送る立場だ。
　今年 2 回生の國光さんは文化情報学部に籍を置く。

「脳科学も研究してみたい。文化は人間の脳が生み出
すものですから」広がる未開の学問に目を輝かせている。

「パソコンで、さまざまな学問の領域
を研究してみたいです」

参加プログラム：DO-IT Japan

　「シンガポールの学校では、授業や校務に ICT が当たり前に溶け込ん
でいました。産官学が連携し、足並みを揃えて ICT 活用が進んでいま
すね」
　2010 年 3 月にシンガポールで開かれたマイクロソフト主催の国際教育
会議。参加した松本先生は、ICT を使った小学生用の学習プログラム
を紹介した。「まちおこし」と題して児童が ICT を使って自分たちの住
むまちについて学習する。ウェブ サイト上で収集した情報を元に、児童た
ちは実際にまちに繰り出す。「情報の活用や処理のスキルが上がるのは
もちろんですが、これまで接する機会がなかった人や情報に出会うことで、
ものの見方、考え方、感じ方が広がります。この広がりは ICT の大きな
可能性でしょう。価値観形成が柔軟になると思います」
　調べたことのブログ発信では、知らない大人から書かれるコメントへの
対応など扱いづらい部分ももちろんあった。しかし松本先生いわく「やっ
てみないことには始まらない」子供に良い変化をもたらすには、大人が殻
を破る必要がある。

「ものの見方、考え方が変わることで、
人としての生き方が変わる」

松本 博幸さん
印西市教育センター

参加プログラム：Innovative Teachers Program

ライフスタイル× IT

プログラム参加者の 9 つのストーリー

参加プログラム：コミュニティ IT スキル プログラム

山梨とれたて直送便　やまなしときめきネットショップ　http://www.y-tokimekinet.com/
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「製造現場の職人技術を
 IT でサポートしたい」

　地元の公共施設に集まる「NPO Day こうちリーダーズ」。
県とマイクロソフトの協働で開催された「NPO Day in こ
うち」から 1 年、IT リーダー育成講座を受けた NPO や
中間支援組織の職員が有志で組織を超えて結成した集
まりだ。
　会議では活発な意見と情報共有が図られる。“つやや
かなネットワーク”がキャッチフレーズの元気な女性たちが
中心。自らが IT リーダーとなって、地域の NPO に IT 活
用を広め、地元 NPO や市民活動団体の経営力向上を目
指している。地元の NPO にとっても身近に IT 活用の相
談ができる人材がいるのは心強い。
　「高知は市民活動が盛ん。ユニークな活動も多いのです
が、IT の活用はまだちょっと…」一口に高知と言っても東
西に長く距離がある。IT の活用は、地理的なハンディを超
えるうえでも、限られたリソースを効率化するうえでも重要だ。
　2009 年 12 月には、地元の NPO に対して、こうちリー
ダーズとして初の IT リーダー育成講座を独自で開催し
た。「IT を使えば効率のいい活動ができるし活動も広が
る。そうやって地域の NPO が少しずつ力をつけていくと、
高知ももっと変わっていくと思います」

「IT を使って
高知の市民活動を広げたい」
坂本 真由美さん（特定非営利活動法人　とさはちきんねっと）

有藤 葉子さん（社会福祉法人　土佐あけぼの会　サポートぴあ）
武田 真木子さん（高知県ボランティア・NPO センター）

NPO Dayこうちリーダーズ　メンバー

　ものづくりが盛んな岐阜県のプラスチック用金型メー
カー、セントラルファインツール。三浦さんの勤務する同社の
システム開発室では、業務効率を上げるさまざまなシステム
の自社開発を行っている。
　「製造現場の技術や勘まで IT 化できるわけではありま
せん。ですが、現場の仕事を IT でサポートすることはでき
ます」入社 2 年目の三浦さんが現在取り組むのは、金型
成型時の「測定検査」を IT でシステム化し、開発に活か
せないかという大きな構想だ。
　システム開発室の入居するビルから車で 10 分ほどの所
には岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー/情報科学芸
術大学院大学（IAMAS）があり、三浦さんはここの卒業生
だ。IAMAS はマイクロソフトの岐阜イノベーションセンター
と連携して、地元製造業を対象とした IT 講座を実施して
いる。三浦さんはその受講者として知識や技術を磨くだけ
でなく、IAMAS在学中には講師として参加。地元の企業
に IT のノウハウを伝え、地域産業全体の活性化にも貢献
している。

三浦 剛史さん
株式会社　セントラルファインツール　システム開発室

ライフスタイル× IT

参加プログラム：マイクロソフト イノベーション センター

参加プログラム：地域活性化協働プログラム

　「パソコンは覚えてほしい、でも自由に使わ
せるのは怖い」、「操作は学校で教えてくれる
けど、セキュリティについてまで教えてくれるの
か」、今の子供の親は、誰もがそんな不安を感
じている。
　東京都中野区にある放課後クラブ「中野江
原こどもクラブ」では、NPO 法人 CANVAS 
が主催、マイクロソフトが支援する出張講座「イ
ンターネット安全教室」が行われた。
　スクリーンには 3 匹のこぶたをモチーフにし
たセキュリティ教材が映し出される。「ブー太
郎君に知らない人からメールがきました。さあ、
どうする？」ネット社会での基本的な防衛手段
を知ってもらうクイズは、「楽しく」というのが
ポイント。小学生たちは嬉 と々して、次 と々正
解を言い当てる。
　「ネットの何に気をつければいいのか、本当
のところは親にもわからないですから、たいへ
ん助かります」
　一人ひとりが正しい知識を持ってインター
ネットを利用すれば、安心して世界中の情報に
アクセスし、コミュニケーションが取れる安全な
インターネット社会が実現する。

「わが子に安心して
インターネットを使わせたい」

早川 文恵さん　光明君

　ナマケモノ倶楽部は、動物のナマケモノをお手本にしたスロー ライフ
やスロー ビジネスを提案する環境文化 NGO。2008 年秋から始めた

「アンペアダウン プロジェクト」は、家庭の電気の使い方を見直そうという
省エネ運動だ。マイクロソフト NPO 協働プログラムに応募し、キャンペー
ンへの助成が決定。資金の他に、技術的なアドバイスなども行われた。
　「おかげで魅力的なキャンペーン サイトが完成しました。マイクロソフ
トの Silverlight®という技術を使って、今までのウェブ サイトにはない
新しい表現が可能になりました。アンペアダウンに賛同した人々の写真
を掲載し、一人ひとりの表情まで見せられるようになりました。楽しんで
いる顔が見えると、さらに賛同者が増えていきます」限られたリソースで
活動する NGO や NPO にとって、インターネットは重要な PR 手段で
あり、活動の場そのものでもある。「これまで活動は各地に足を運んで
いましたが、限界はあります。でもインターネットにはそれがない。NPO 
がインターネットを活用すれば、可能性がもっと拡がると思います」

馬場 直子さん
ナマケモノ倶楽部　事務局長

参加プログラム：インターネット安全教室

「スローライフのキャンペーン
“顔の見える”サイトで共感者を増やしたい」

プログラム参加者の 9 つのストーリー

参加プログラム：マイクロソフト NPO 協働プログラム

アンペアダウン プロジェクト　http://www.sloth.gr.jp/a-down/
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昨今の経済状況、少子高齢化や大都市へ
の人口集中による地域格差の広がりによ
り、多くの地域経済は厳しい状況に置かれ
ています。日本全体が元気になるためには、
地域経済がもっと活性化する必要がありま
す。こうした中、課題を乗り越え、また課題を
チャンスにし、地域発の新しいビジネスや産
業を生み出そうとする動きが各地で始まっ
ています。その中でもバイオや環境と並んで、
IT 分野が注目されています。

地域経済と

産業の創出

シニアが、ITを活用することで、より社会や
地域で元気に楽しく活躍できるよう、社会
参加機会の拡充やシニアの IT スキルの向
上を支援することが求められています。

公益の新たな担い手として期待される NPO 
は、経営基盤の強化が求められています。社
会的課題を解決し豊かな地域社会を作るた
めに、NPO のさらなる活躍が重要です。

2015 年には国民の 4 人に 1 人が 65 歳以
上という世界に類をみない高齢化社会を迎え
る日本で、労働力や経済の活性をいかに保つ
か。1 つには IT で 1 人あたりの生産力を効
率化することです。IT はインフラとして広く普及
しました。しかし、IT にアクセスしたり活用したり
できないために、社会的、経済的機会が得ら
れない人 も々多くいます。すべての人が学びた
いときに学べ、働きたいときに働ける環境を作
り、社会参加を促進させる必要があります。

労働力人口の減少が進む中、女性が能力を
発揮し、充実した職業生活を送れることが注
目されています。母子家庭やDV（ドメスティッ

ク バイオレンス）被害を受けた女性などが、
社会的、経済的困難な状況から脱却し、社
会参画できることも重要です。また、就職した
くてもその機会が限られた若者も増加してお
り、誰もが働きたいときに働ける環境づくり
が必要です。

障碍者や高齢者にとって、IT の役割は大き
く、さまざまな場面で重要なツールとなりま
す。しかし、障碍者や高齢者の IT の利用率
はまだまだ高くはありません。誰もが使いや
すい IT 機器やサービスなどの開発や環境
整備を行い、支援することが重要です。

国際社会での競争力、21 世紀に必要なスキ
ルを身につけるには、教育への ICT 活用が不
可欠です。世界では既に、教育への ICT 導入
が積極的に進められています。学校の ICT 環
境を整備し、ICT を活用した学力向上、効果的
な授業や、子供たちが ICT を活用して積極的
に学習できる環境の実現が期待されています。

しかし、まだまだ ICT 環境の整備には課題
があり、教職員の ICT スキルの向上や効果
的な ICT の活用、優良な教育用デジタル教
材の整備など、学校現場の情報化が進んで
いません。子供を取り巻くインターネット上で
の被害を防ぐためにも、早くから子供たちの
情報活用能力を向上させることが重要です。
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労働力人口の推移

2003年までは総務省統計局「労働力調査」、2005年以降は厚生労働省職業安定局推計（2002年7月）

企業市民活動で取り組む社会課題（注力分野） Part 1

一方、社会の構造やニーズが変化する中で、
大学に求められる役割も多様化しています。
知識を基盤とした社会である 21 世紀は、
「知」の重要性がますます増しています。豊
かな明日の日本社会を形成するために、多
様化したニーズに応え、高度に「知」を運用
する新しい大学のあり方が求められています。

IT は、「教育」や「研究」、「大学運営」にも
大きな影響を与えています。大教室での一
方的な講義から、新たな教育方法や教育環
境を検討する必要があります。大学運営で
は、IT を積極的に活用し、IT 戦略の策定
や全学的な IT ガバナンスの確立と実現が、
大学機能の強化と革新の鍵を握っています。

地域発の新しいビジネスを生み出すには、
リスクをとって新規事業に挑戦するベン
チャー企業の創出が不可欠です。日本のイ
ノベーション創出を担うため、産官学が連
携したいっそう強力な支援が必要です。

新たな基幹産業としての IT が期待される
一方、日本では、IT を活用して高い付加価
値を創造できる高度 IT 人材が不足してい

ます。日本の IT 分野の競争力を失わないた
めにも、産官学が一体となって高度 IT 人材
を育成していくしくみが求められます。

競争が激化するグローバル経済の中で、日
本が今後も活躍していくためには、革新的
で付加価値の高い IT を創出し続けていく
必要があります。政府では、さまざまな分野
で基盤となる IT の研究開発を推進し、未
来を見据えた計画が進行しています。

学校教育の

地域にイノベーションを

不況下での就労機会の創出

未来を担う子供を育てる

知識社会での大学

高度 IT 人材の不足

誰もが使いやすい IT に

大学革新のための IT

IT 技術立国ニッポンを

NPO の基盤強化

北海道 東北 関東 東海 北陸 近畿 中国 四国 九州・沖縄

地域別情報通信業事業所数
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※ 地域区分は総務省統計局「事業所・企業統計調査」地方圏の分類による

総務省統計局「平成18 年 事業所・企業統計調査」より作成
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※ 平成 21 年度補正予算の執行は数値に反映されていません

文部科学省「平成20年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果【速報値】」より作成

情報化に遅れ

誰もが参加できる豊かな社会

の社会参画を支援
定年後

日本の未来に
ITで応えたい
マイクロソフトは、本業である IT の持つ可能性を活かして、社会課題に対応したプログラムを展開しています。

地域社会に根差したよりよい企業市民となるべく、日本の課題解決に貢献したいと考えています。

教育

社会
参画

地域
活性化

これらの課題に対応したプログラム
次ページへ

しょうがい
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社会
参画
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/challenge/

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、自分のアイデアで世界に
挑戦できるプログラムです。これまでに 7 回
開催、2009 年度のエジプト大会は 100 か
国以上、約 30 万人の学生が参加しました。

地域活性化を目指す自治体と協働で、地域
の課題に合わせた ICT の活用プログラムを
提供しています。過去 6 年間に 34 以上の自
治体と協働し、2010 年度は、新たに 3 つの
自治体と協働しています。

政府や自治体中心の公的ベンチャー育成
制度と連携し、次世代の IT 産業を担うベン
チャー企業や、中小企業を支援しています。新
規事業や新商品の開発に必要なソフトウェ

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 7 
回実施し、計 50 団体に助成しています。

アクセシビリティとは、障碍のある方や高齢
者を含めたすべての人々がコンピューターを
使い、自己の可能性を最大限に引き出すた
めの機能や活動を指しています。マイクロソ
フトでは、自社製品のアクセシビリティ機能
の拡充や、さまざまなプログラム、他の支援

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、IT を活用して社会参画や就
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

碍者、DV 被害者や母
子家庭の母親、高齢者、無業の若者、NPO 
スタッフなどを対象とした 15 の個別プロ
ジェクトを実施し、これまでに 56 万人を支
援しています。

アの提供や技術支援、技術取得のためのセ
ミナーへの招待、開発後のマーケティング支
援などを実施しています。2003 年より 20 自
治体と協働で、84 社を支援しています。

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 7,000 人の学生、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 630 社の IT 関連企業に対してさまざま
な支援を実施しています。

マイクロソフトが主催する全世界の学生を対

技術開発企業様との連携を通じて、業界全
体のアクセシビリティ向上に取り組んでい
ます。

超高齢社会の中、多くのシニアが、社会や地
域で元気に楽しく活躍するために、便利なコ
ミュニケーションの手段や、趣味をより深める
手段として IT を活用できるよう、支援を行っ
ています。パートナーと共に、地域で活躍する
“パソコンに詳しい身近な先生”を育成するセ
ミナーなどを実施しています。

アクセシビリティ機能の拡充

シニアへの IT 講習

年間7,000人
に IT トレーニング

学生約30万人が参加

34以上の自治体と協働

84社のベンチャー支援

マイクロソフト IT ベンチャー支援プログラム

マイクロソフト イノベーション センター

イマジン カップ

地域活性化協働プログラム

56万人を支援
コミュニティ IT スキル プログラム

NPO

50団体に助成金

アクセシビリティ

アクティブシニア プログラム

ITでさまざまな
可能性を拡げたい
日本の抱える社会課題を解決するために、

政府機関や地方自治体、NPO、業界団体などのパートナーと連携して活動を推進しています。

IT の恩恵を受ける余地の大きい人々に対し、

新たな可能性を開くための支援を続け、多くの成果が生まれています。

プログラム紹介 Part 1

地域
活性化
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/lse/

NPO 向けプログラム

教育
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/education/

学校における ICT 活用スキルの向上を図
るさまざまな支援です。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

る大学共通の課題についての議論を行いま
す。これまでに 8 回のシンポジウムを開催
し、大学革新のための提言書や CIO ハン
ドブックをまとめ、ウェブサイトで広く提供し
ています。

マイクロソフトリサーチ（MSR）が産官学で
連携して共同研究してきた実績をもとに立
ち上げたプログラムです。共同研究、人材育
成、学術交流、ならびにカリキュラム開発の 
4 つの柱で、テクノロジー分野での新たなイ
ノベーション創出を目指します。

修プログラムでは、既に 5 万人の教職員の
方々が受講。教務、校務での ICT 活用を支
援しています。

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。年間 
2、3 か所の教育機関と連携し、取り組み事
例や成果を広く共有。効果的な ICT 活用
の提示を目指しています。

大学の CIO、情報担当理事、情報関連機
構、センターの責任者が参加し、IT に関す

5万人の教職員を支援

教育機関と連携

これまでに8回の
シンポジウムを開催

Innovative Teachers Program

Innovative Schools Program

大学 CIO フォーラム

IT 人材育成に産官学連携
MSR アカデミック連携プログラム
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  共鳴する人がいる。

パートナー × MS

次世代の育成
安心、安全なネット社会

地域の活性化
企業の社会貢献活動
NPO の経営力強化

企業市民活動では思いを共にするさまざまな
パートナーと協働して

プロジェクトを進めています
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　3 月に開催されたマイクロソフト主催の国際教育会議。百ます計算で有名な
隂山 英男先生が審査員の 1 人として参加した。「かなり衝撃を受けましたね。
日本の ICT 教育は完全に抜き去られている」アジアを中心に各国の ICT 教
育の実情を目の当たりにした。
　「しかし、あくまでネットワークとしてのパソコンが主で、学習ツールとまでは進ん
でない。たとえば文具のように学習に特化した使いやすいデバイス、ここに ICT 
の可能性がある」副校長を務める立命館小学校は、2006-2009 年に ICT を
活用した未来の教育ビジョンを探るマイクロソフトの実証実験プロジェクトに参
加。タブレット PC を活用した漢字学習を取り入れた。「漢字の練習にタブレッ
ト PC は強力なツールだと確信しました」使用した手書きができるタブレット 
PC は、ペン入力した漢字の筆順を判別し、正しく書けるまで繰り返し練習できる。

「『わからない』から『わかった』までの時間が短いほど、子供たちの理解は早ま
ります」ICT の特性を活かした効果的な学習方法に、教育の可能性が拡がる。

「パソコンが文具のようになれば、
教育は変わる」

　山 英男さん
立命館大学　教育開発推進機構　教授

立命館小学校　副校長

協働プログラム：Innovative Education Program

矢島 秀浩さん
独立行政法人　情報処理推進機構（IPA）　セキュリティ センター長

　IT の発展と共に、サイバー攻撃も常に巧妙化している。IPA（独立行政法人 情報処理推進
機構）は、情報セキュリティ強化と社会全体のセキュリティ啓発、向上に取り組んでいる。
　「我々が目指すものの 1 つは、セキュリティに関するユーザーの意識を高めること、そして、こと
さらセキュリティを意識しなくてもよい安心、安全な社会を作ること」IPA では、官民を超えた啓
発活動を行い、業界をあげたボット ウィルス対策に取り組む。マイクロソフトも協力企業の 1 社だ。
　「これからはスマート グリッドのように重要な社会インフラが情報ネットワークに接続されていく。
家電や自動車などは IT 化が進んでおり、既にネットワークでつながり始めている。IT の安全は、
もはやパソコンだけの話ではないのです」進む高度情報化社会、IT のインフラとしての安全性
を確立しなければならない。

「IT 社会の安心、安全を築くには、
官民を超えた業界全体の連携が不可欠」

協働プログラム：安心、安全なインターネット環境の実現

　「本当は一番 IT 力をつけなければいけないのが NPO」。本人は“アナロ
グ人間”な田尻さんは意に介さず続ける。「誰かに聞くとか、やってもらっても
いい。周りにその環境を作ることが重要なんです」
　NPO の中間支援団体である日本 NPO センターが今力を入れるのは、
NPO の経営基盤づくり。少ないリソースでいかに活動を回していくか。業
務効率化は IT の最たる特徴、IT 力をつけることは、すなわち基盤の強化だ。
　一方で「特定非営利活動促進法」施行から 12 年。全国の NPO 法
人は 4 万弱まで増えたが情報発信は後回しになっている。この現状に、IT 
化を通じたネットワーク形成も重視している。
　マイクロソフト主催の NPO Day では、NPO 向けに、こうした IT の活
用方法が紹介される。同センターは企画運営を担当。「業務効率化と共に、
IT 化によりコミュニケーションが活発になることで、担い手（ヒト）も資金（カネ）
も回って、活動に厚みが出てくるのです」

「ネットワークこそ
NPO の活動を促進する」

田尻 佳史さん
特定非営利活動法人　日本 NPO センター　理事・事務局長

協働プログラム：NPO 基盤強化プログラム

　「資本が集まる東京などとは違って、地域を活性
化するには、ICT を使った“絆”づくりが大事なん
です」佐賀県は以前から ICT 化を推進している。
ビジネス上の効果以外にも、あらゆる市民の社会参
画、高齢化社会での ICT の持つ可能性など、ICT 
を使って地域を振興したいという考えがある。しか
し、そのためには ICT 活用を実地に広めるリーダー
の育成が急務だった。
　そうした思いが、ICT による地域活性化をテーマ
に活動していたマイクロソフトと一致し、2009 年の

「地域活性化協働プログラム」の実施に至る。プロ
グラムでは、シニアや市民団体において ICT 利活
用を指導する人材の育成支援などが行われた。
　「今回の成果は、シニアの意識変化が大きい。60 
代以上の方にとって、パソコンは身近なものではな
いんです。しかし、今回は約 40 名ものシニア講師
が生まれ、教え学び合う団体の会員数も増えた。身
近なコミュニティでの最初のきっかけ、これがあると
今後の広がりが期待できるんです」

「ICT への初めの一歩が、
地域に大きな力をもたらす」

川島 宏一さん
佐賀県　最高情報統括監（CIO）

　金融機関を支える IT。UBS 証券では、業
務上常に最新のテクノロジーを必要とするため、
パソコンの切り替えペースも早い。堀さんと利根
川さんは、業務には使えなくなったが一般ユー
ザーには十分使えるパソコンの再活用を検討し
ていた。「コミュニティへの貢献活動の一環とし
て、虐待を受けた子供たちなど、社会的に弱い
立場にある子供たちにパソコンとソフトとをセット
で提供したいと考えていました。ちょうどそのとき、
マイクロソフトが、再生したパソコンへソフトを寄
贈するプログラムを実施していることを知り、相
談に伺ったことがきっかけです」（堀さん）
　利根川さんたちの IT チームは、自ら再生
作業を行ったパソコンを持って寄贈先を訪れ、
セットアップを行う。スタッフや子供たちからの
使い方の相談にも細やかに対応する。
　「本業のスキルを使って、なおかつチーム
として地域社会に貢献できる。送った先に喜
んでいただけることはもちろんうれしいですが、
チームのコミュニケーションが密になったり、現
場の生の声を聞けて発想が広がったりと、私た
ちも多くのものを得ています」（利根川さん）
　環境にも優しいプロジェクトだ。パソコンのリ
サイクルを通した異業種間の企業連携は、今
後さらに波及していくだろう。UBS 証券は、そ
の先陣をきっている。

堀 久美子さん　コミュニティ アフェアーズ＆ダイバーシティ　ディレクター
利根川 裕美さん　インフォメーション テクノロジー部　ユーザーサービス&オペレーションズ　ディレクター

UBS 証券会社

協働プログラム：コミュニティ MAR プログラム※

協働プログラム：地域活性化協働プログラム

「本業のスキルを使って社会貢献。
社員の結束も強まりました」

パートナー× MS

パートナーシップの 5 つのケース

※ コミュニティ MAR プログラムは、2010 年 5 月より、名称が Registered Refurbisher Program に変更になりました
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　IT ならきっとできる。

未来への課題 × IT

環境、資源、エネルギー、少子高齢化……
さまざまな課題が

私たちの前に立ちはだかっている

そこにどんなソリューションを
IT は提供できるのか

医療と地球温暖化の分野での
マイクロソフトの取り組み
そのいくつかを紹介します
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未来への課題× IT

かかりつけ医

患者、家族
急性期病院

（地域医療支援病院）

慢性期病院
回復期リハビリ病院

その他 地域医療施設
（訪問看護ステーションや

老人保健施設）

患者に密着した
医療の提供

病状が安定したら
かかりつけ医へ

専門的な検査や
治療が必要な場合

IT ネットワークを使った連携

お互いの現在の状況がわかることで最適な連絡手段を選択可能に

〈地域医療連携のイメージ〉

かかりつけ医
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（地域医療支援病院）

慢性期病院
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その他 地域医療施設
（訪問看護ステーションや

老人保健施設）

患者に密着した
医療の提供

病状が安定したら
かかりつけ医へ

専門的な検査や
治療が必要な場合

IT ネットワークを使った連携

お互いの現在の状況がわかることで最適な連絡手段を選択可能に

〈地域医療連携のイメージ〉

病院内外の
コミュニケーションを円滑化、

医療ミス防止にも効果

医療機関のネットワーク化によって
地域医療を再生

大学の省エネルギーを IT で支援する

　高齢者によく見られる大腿骨頸部骨折の治療には、一般に手術と長期にわた
るリハビリテーションが必要です。複数の病院でケアを受けることが多く、手術後の
転院先が見つからなかったり、転院してしまうと手術を受けた病院側で経過を知
ることができないなど、病院間の連携が課題でした。岡山県の倉敷中央病院で
は、マイクロソフトの技術を導入し、同病院を核とした地域連携システムを構築。同
病院のポータルサイトを通じて地域の他病院の空床状況を把握でき、診断内容や
レントゲン画像情報などのデータも共有できます。これによって迅速な転院が図れ、
転院後の経過や診断内容もわかり、早期回復や患者の満足度向上につながって
います。同病院では今後このシステムを他の分野にも応用していく予定です。
　こうした地域医療連携が広がっていくと、初期医療を担う地域診療所や開業医
などのかかりつけ医、救急医療センター、中核病院や専門病院、リハビリ病院など
との間で情報がリアルタイムで共有され、効率的で質が高い診療が実現すること
になります。中核病院に患者が集中することもなくなり、問題になっている医師の
疲弊の緩和、医師不足問題などにも寄与し、患者にとっての利便性も高くなります。

　数多くの学生、教職員を抱え、附置研究所や附属病院なども持つ国立大学は、地域において
も突出してエネルギー消費が大きい存在。大阪大学の 2008 年度の CO₂ 排出量は 9 万 4,000 
トンに及び、その 7 割は空調、照明、IT 機器を中心とした電力消費に起因しています。大阪大
学サイバーメディアセンターとマイクロソフトが協働して開始した Green IT Project は、同センター
施設内にある パソコン、照明、空調の電力消費量を可視化し、エネルギー マネジメントと意識向
上によって、エネルギー消費低減を狙ったパイロット プロジェクトです。この取り組みが大阪大
学全体、さらに他大学に広がれば、キャンパスからの CO₂ 排出は大きく減ることでしょう。

　大病院の医療現場では、医師や看護師、医療スタッフたちが
広い病院内を移動しつつ、忙しく働いています。その連絡手段
として使われることが多いのが PHS ですが、たとえば、カテーテ
ルの挿入処置や調剤の最中に PHS への着信が入ると、作業
が中断し、命にかかわるミスにもつながりかねません。東京都世
田谷区の国立成育医療研究センターでは、「Microsoft®Office 
Communications Server」を導入し、院内外のコミュニケーショ
ン システムを 1 つのプラットフォーム上に統合化。相手の状況
が、連絡可能、取り込み中、退席中の 3 種で表示されるだけで
なく、受信側がどういった形で連絡を受けるかも設定でき、メール、
ボイス メール、インスタント メッセージなどを使い分けます。相手
の状況が事前にわかることで、作業への影響なく確実な情報伝
達ができるようになります。また、ウェブ会議の導入で場所や移
動時間の制約なしに情報共有も可能に。この技術を発展させ
院外からのアクセスが可能になると、医師の在宅診療支援にも
道を開き、急患への対応のほか、女性医師の子育て支援にも活
用できると考えられます。

環境
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/education/

　地球温暖化問題は、21 世紀の人類が取
り組まなければならない大きな課題の 1 つ
です。影響を最小限にとどめるため、今世紀
末までに平均気温の上昇を 2℃以内に抑え
るには、2050 年までに世界全体の二酸化
炭素（CO₂）排出量を 1990 年比で半減させ
なければならないとされています。こうした中、
多くの国々では再生可能エネルギーやエネ
ルギー利用の効率化に先端的な技術やシス

マート メーターサービスを展開しています。
Hohm™ は今後のスマート グリッドの発展
に重要な役割を果たす技術です。

　サーバーやストレージなどのハードウェア
を自社で持たず、ソフトウェアもネットワーク
を通して利用する「クラウド コンピューティ
ング」が注目されています。ユーザーはいつ
でも好きな所で、多種多様な端末からネッ
トワークに接続し、データを呼び出し、ソフ
トウェアを利用することができます。クラウ
ド コンピューティングは、コストだけでなく 
CO₂ 削減にも寄与します。従来のように企
業が個別にサーバーを持つよりも、大きな
データ センターに集約し、省エネルギー策
を施せば、トータルで大幅に電力消費を減
らせるからです。また、クラウド サービスを
提供するデータ センターでの CO₂ 削減の
取り組みも加速しています。アメリカ各地に
あるマイクロソフトのデータ センターは、省
電力タイプのサーバーや機器類、効率的な
運用とソフト、ハード両面における最新の省
エネ技術の導入、風力発電や水力発電など
の再生可能エネルギーの活用によって、消
費電力を大きく減らすことに成功しています。

テムを導入し、CO₂ の排出削減を新しい産
業の発展に結びつけようとしています。ここで
も IT の貢献が期待されています。

　電力の需要は時間帯によって大きく変動
します。電力自由化が進み、太陽光発電や
風力発電のような自然条件に左右される電
源が増えていくと、電力供給側だけの対応
では需給バランスをとることが難しくなって
きます。そこで需要側と供給側が一体となっ
たネットワークにより、需要調整と共に家庭
の持つ太陽光発電やバッテリーの制御も
行い、効率的な運用をしようという考え方が
生まれてきました。これが「次世代電力網＝
スマート グリッド」です。スマート グリッド
では、太陽光発電、バッテリー、エアコンや
給湯器、電気自動車に至るまで、電力網全
体を構成する機器すべてが“知能”を持ち、

ネットワークを通じ
て連携することで、
電力消費の削減に
も寄与します。アメ
リカの電力会社エ
クセルエナジー社
は、約 340 万の顧
客世帯を対象にマ
イクロソフトのエ
ネルギー プラット
フォーム「Hohm™」
を 使 用して 電 力
使 用 量 などの 情
報を提供する、ス

地球温暖化を
防ぐために IT にできること

IT が実現する

電力ネットワーク

クラウド コンピューティング
による CO₂ 削減効果

　近年、医療現場での過重労働、勤務医
不足、医師の偏在などが大きな社会問題と
なっています。特に、地方における医師不足
は深刻化しており、過疎地においては住民
が十分な医療を受けられないといった事態
も懸念されています。高齢化社会に向かい
今後も患者数の増加は続くことが予想され
る一方、高度な医療サービスへのニーズも高
まっており、医療の持つ重みは増しています。

　医療データは個人情報や専門的な診療
情報を含むため、電子化、情報共有化が難
しかった分野です。しかし IT の活用により、
情報セキュリティを保ちつつ、作業の効率
化、情報伝達の迅速化、共有化を図ること
ができます。開業医と中核、専門病院などが
役割分担していく「地域医療連携」のネット
ワーク構築には IT が不可欠です。
　このように、医療分野への IT 導入は、医
師の負担軽減、診療内容の充実、医療ミス
の回避や患者満足など医療サービスの向
上と医療コストの削減につながると期待さ
れています。

医療 地球
温暖化

医療の効率化や

ネットワーク化に IT の力を

“賢い”
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企業市民活動で取り組む社会課題（注力分野）とプログラム紹介 Part 2

IT で果たす社会的責任
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。

IT は社会の至る所で必要不可欠な基盤とし
て発展しています。一方で、インターネットを
巡るさまざまな問題も増加しています。警察
庁の発表によると 2009 年中のサイバー犯
罪の検挙件数は 6,690 件で前年より 5.8％
増加。2005 年から過去 5 年間で約 2 倍の
数字です※。プライバシー情報や企業情報の
流出も後を絶ちません。

情報セキュリティやインターネットの安全な利用
は、各社それぞれの取り組みだけでは実現でき
ません。国や業界が中心となり、利用者を含め
た社会全体が協力して対策を強化する必要
があります。また、これからの情報化社会を生き
ていく子供たちが、インターネットを適切に活用
するモラルやリテラシーの向上が不可欠です。

自社の製品開発プロセスには、全社的な開発

安全なソフトウェアの開発

IT の安心、安全

※ 警察庁 「平成 21年中のサイバー犯罪の検挙状況等に
ついて」

社会全体で協力して取り組む

におけるセキュリティ ポリシーを策定し、各工
程でチェック ポイントを設けてセキュリティ向上
に継続的に取り組んでいます。

全世界でトップ クラスのセキュリティ専門家や
開発者と協力し、ソフトウェアの安全性を継続
的に高めています。セキュリティに関するグロー
バルな業界団体と連携し、IT 全体のセキュリ
ティ向上に努めています。
世界全体でセキュリティ情報を共有する一
方で、日本では産官学と組織を超えた連携を
行って、セキュリティ向上に努めています。

利用者や社会全体の IT セキュリティに対する
知識を深めてもらうために、オンラインでさまざま
なコンテンツを展開、ポータル サイトを運営し
ています。また、「親子で学ぶインターネット安全
教室」では、NPO と連携した出前授業、その他
パートナーと連携したイベントなどでもセキュリ
ティ啓発活動を実施しています。

ユーザーへの

セキュリティ啓発

行政、業界との

パートナーシップ

マイクロソフトでは製品の標準規格への対
応を強化すると同時に、知的財産について
も広くライセンスを提供するなど、相互運用
性を高める努力を続けています。また標準
化団体や業界団体などに参加し、オープン 
スタンダードに基づくプラットフォームの構
築を推進しています。こうした活動を通じて
世界中の電子政府、自治体における相互運

設計段階からの相互運用性

用性の向上にも取り組んでいます。
また、お客様の製品とマイクロソフト製品と
の間でデータを共有するために役立つ技術
をご提供しています。さまざまなシステムやプ
ラットフォームが共存する中で、相互に連携
する世界の実現を目指しています。

マイクロソフトは、自社製品の設計段階か
ら、環境への配慮を徹底しています。たとえ
ば最新 OS である Windows®7 は、ソフ
トウェアの徹底的な省エネ動作設計により、
Windows Vista®と比較して 30％の消費
電力削減を実現しています。世界中に最も普
及する Windows®OS がより省エネになれ
ば、大きな環境負荷低減効果が期待できます。

環境 省エネ設計
の Windows®7

マイクロソフトは 2007 年の売上高に対す
る CO₂ 排出量を、2012 年までに 30％削
減することを宣言しています。各オフィスで
省エネ、省資源を推進すると共に、350 台を
超えるサーバーが稼動する大手町テクノロ
ジーセンターでも、電力効率を最大化する
さまざまな工夫を施すなど、事業活動に伴う
環境負荷を低減する努力を徹底しています。

社内における
環境負荷低減への取り組み

「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。

知的財産 公益信託「マイクロソフト知的
財産研究助成基金」

マイクロソフトの開発した技術を広く活用し
ていただくため、自社が保有する IP（知的
財産）を積極的に公開し、ライセンス提供を
行っています。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、マイクロソフ
トのポリシーに従い、商業的に妥当な条件
の下にこれらの IP を提供しています。

知的財産の

ライセンス提供

災害復興支援や人道支援に携わる組織の
効率や活動の効果を高めるために、技術的
な面からの支援を行っています。加えて、甚
大な自然災害が発生した際は、社員の寄付
に会社が同額を追加して寄付するマッチン
グ ギフトも実施しています。

社会貢献
活動

被災地支援
マイクロソフトは現在、世界中の 100 か国
以上で事業活動を展開しています。その国
や地域の文化や特性に合わせて、地域社会
に根差したさまざまな社会貢献活動を行っ
ています。日本では、学生の職場見学や職
場体験を社員有志がサポートするプログラ
ムを実施するなど、社員の社会参加を奨励
し、力を入れています。

地域社会への貢献

セキュリティ
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/security/

相互
運用性
http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/interop/

http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/ca/relief/

http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/community/

http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/ip/

http://www.microsoft.com/japan/
citizenship/environment/
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日本中に拡がる、共鳴の輪
企業市民活動のプログラムの下、活動は全国各地で行われています。
その一部をご紹介します。

日本での活動

第 7 回大学 CIOフォーラム
Tokyo
少子化、国際化など大学を取り巻く環境の変
化に対応して大学改革を実現するため、大学の 
CIO、情報担当者が参加し、IT に関する大学共
通の課題についての情報共有や今後の方向性
を議論する場。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するフォーラムです。

マイクロソフト IT ベンチャー支援プログラム
Aomori
青森県と協働で県下の IT ベンチャー企業を支
援。最新の技術動向を学ぶ米国本社研修や IT 
ベンチャー コミュニティを提供するなど、青森県
から全国を、そして世界を目指す IT 企業になれ
るよう、活動を推進しています。同様に、高知県、
徳島県、鳥取県と協働で同プログラムを実施し
ています。

佐賀県 ICT リーダー養成講座
Saga
佐賀県と連携し、県内のシニアを対象に、ICT 
講師（リーダー）となる人材育成を実施。最新 
ICT 動向や教え方のコツ、ムービーメーカーな
ど ICT を楽しく活用する講座を開催。佐賀で
活躍する多くのリーダーが生まれました。

Aizu
会津 IT サマー フォーラム 2009
会津大学などと協力し、毎年夏に IT 先端技術
の情報発信会議を開催。マイクロソフトは実行
委員会として参画し、会津地域における IT 産
業の活性化のため、未来を切り開く最新技術
などについて講師を派遣しています。

マイクロソフト
学生就職応援プログラム ネットワーキング
IT 業界をはじめとし、社会で活躍できる人材として就職でき
るよう、インターンシップやソフトウェア提供などを通じた学
生就職応援プログラムを展開しています。大阪では、大学生
を中心とした学生を対象にオフ会を実施、技術を学んだり情
報交換を行うなど活発に活動が行われました。

Online
ソフトウェア寄贈プログラム

「NPO+Software」
日 本 NPO セン ターが 事 務 局を担う 
TechSoup Japan を通じ、特定非営利活
動法人を対象にソフトウェアを寄贈するプロ
グラムを展開しています。NPO がソフトウェ
アの力で団体の運営基盤を強化し、課題解
決が加速するよう、支援を行っています。

「C.I.A 
〜サイバー・インテリジェント・
エンジェルズ〜」

中高生を対象に、わかりやすい動画を使って情
報リテラシーとパソコン利用法を伝えるオンラ
イン啓発活動を展開。啓発のための冊子や学
習ツールへのリンクも用意し、安心、安全にイ
ンターネットを活用するための取り組みです。

Osaka

Innovative Teachers Day 
2009 in 大阪
教育委員会、教育リーダーが集まり、教育の
情報化の課題や取り組みを共有しました。

女性のための UP プログラム「若年無業女性支援事業」
Yokohama
全国女性会館協議会と協働で実
施。新規事業として、財団法人
横浜市男女共同参画推進協会に
おいて、働きづらさに悩む若い女
性を対象にパソコン講座と就労
に役立つスキルを身につけるため
の仕事準備講座を実施しました。

森田健作千葉県知事と樋口泰行マイ
クロソフト社長で覚書を締結。IT 人
材育成、セキュリティ啓発、高齢者
向け ICT 利活用支援、NPO 基盤
強化支援を行い、千葉県での IT 人
材育成を通じて、地域の活性化を目
指しています。

「地域活性化協働プログラム」千葉県との覚書締結Chiba

Tokushima
徳島県 特別支援学校 教員研修会
徳島県内の特別支援学校の情報化担当教員を対象に、障
碍のある子供たちに ICT を活用した教育が提供できるよう、
最新アクセシビリティ機能の活用法や PowerPoint®での教
材作成講座を実施しました。

NPO 基盤強化プログラム
Kochi
地域で活動する中間支援組織や情報系 NPO を対象に、情報
発信や団体運営能力を強化する IT 活用のノウハウ講座を開催。
その後、受講者有志によるコミュニティが結成され、独自の講座
を開始。今後の高知県で IT による地域活性化を目指します。

旭川イノベーション センター セミナー 2009
Asahikawa

「“ 考える” から“ 直感 ”へ、IT の未来とデザイ
ンの力」と題したテクノロジー セミナーを開催。
連携を通じて “ ウェブデザインの街 ”を目指す
旭川市とマイクロソフトは、地域の IT 技術者育
成に積極的に取り組んでいます。同様に、札幌
市、岐阜県などとも連携し、イノベーション セン
ターを展開しています。

広島市
ICT 地域連携プロジェクト
締結式

Hiroshima

広島市の「ICT 地域連携プロジェク
ト」に採択され、広島市と協定を締結。
広島市の地域団体と連携し、障碍の
ある方とシニアの ICT 利活用促進を
目指し、ICT に関する講習や研修を
実施していきます。

鳥取県シニア IT 利活用講座
Tottori
鳥取県と連携し、県内のシニアが IT 
でより豊かなシニアライフを送ること
ができるよう、協力団体を対象にした
講座を開講。お互いを教え合う教室
が立ち上がりました。

Microsoft Innovation Day 2009
IT ベンチャー企業への具体的なノウハウ共有
をテーマに開催。Microsoft Innovation Award 
2009 の優秀賞受賞企業発表のほか、参加者
同士のネットワーキングの機会も提供。

職場見学プログラム
授業の一環としてマイクロソフトを訪問する小中
高等学校および大学生に、社員有志が自身の
仕事を紹介。未来を担う子供たちが社員と触れ
合い、仕事や IT のおもしろさを学ぶ場を提供
しています。

DO-IT Japan
障
しょうがい

碍のある高校生、高卒生の大学進学を支援
するプログラム。学習に役立つテクノロジーの
活用方法を学んだり、オンライン コミュニティで
つながる手伝いをしています。



25 26

世界に展開する、共鳴の輪
マイクロソフトはグローバル企業として、日本だけでなく世界各国で、
各地の課題に合わせた企業市民活動を行っています。
その一部をご紹介します。

女性や第一次産業にも明るい未来を
1,148 か所、24 万人が受けた IT 講習　［インド］

世界での活動

その他の世界事例は右記ウェブ サイトでご紹介しています　http://www.microsoft.com/About/CorporateCitizenship/map/app/

現地 NGO と協働して、IT スキルを身につけるプログラムを提供していま
す。女性、スラムに住む人々、農村漁村、人身売買被害者など社会から
取り残された 24 万人が IT 講習を受け、未来を切り開いています。この
プログラムの直接的、間接的な恩恵によって、IT 企業への雇用機会の拡
大や、農村 IT キオスクの誕生、インド刺繍のデザイン向上、農村漁村
の天候予測や作物管理などが進められ、およそ 3,440 万人の生活の向
上につながりました。

※ 高機能なコンピューターとプロジェ
クターが 1 つになったもの

Portugal Egypt

Lesotho

Uganda

India

Australia
先住民のデジタル デバイドの克服に向け
情報通信テクノロジー学習モデルを提供

［オーストラリア］
現地 NPO と共に、オーストラリアの先住
民アボリジニーに対し、学校、産業界など
のコミュニティを通じて、情報通信テクノロ
ジー学習モデルを提供しています。収入や
教育、健康面において水準が低く、社会
的弱者になりやすいアボリジニーのデジタ
ル デバイドの克服は、キャリアの開発や生
活水準の向上の足がかりとなっています。さ
らに、この現地 NPO がオーストラリア全
土 200 か所で展開するコミュニティ IT セ
ンターへの支援拡大も続けています。

正しい権利意識で、正しい ICT 環境を
次世代へデジタル社会のモラルを啓発　［中国］

経済成長著しい中国の学生にとって、デジタル コンテンツは既に生活の
一部ですが、知的創造物に対する権利意識は、十分ではありません。マ
イクロソフトでは、デジタル コンテンツの著作権などの正しい考え方を養
う無料の教育プログラム Digital Citizenship and Creative Contentを
立ち上げています。一環として、中国国内の高校生を対象に、知的財産
権の啓発を目的とした「知的財産調査コンテスト」を実施し、1,300 人が
参加。取り組みを通じ、約 10 万人に啓発を行いました。

USA
ICT スキル向上の支援プログラムで
200 万人に雇用と昇進のチャンスを　

［アメリカ］
経済危機に陥った米国では、就業に必要とされる ICT スキルを持たない
人たちが失業問題に直面しています。マイクロソフトでは、自治体政府ま
たは公的機関や民間団体と連携し、資格認定や ICT 技能訓練を提供す
るプログラムを 2009 年から開始。各州で無料の e ラーニングや認定
授業に利用できる引換券などを配布し、支援を実施しています。これにより、
200 万人に対し、雇用機会や就業後の昇進の手助けとなることを目指し
ています。

中小企業の市場成長と競争力を促す
マイクロソフトと UNIDO の連携支援　［ウガンダ］

手頃なハードウェア、適切なソフトウエア、十分な ICT 訓練がなく、市場
競争で取り残されたウガンダの中小企業に対し、UNIDO（国際連合工
業開発機関）と連携し支援を行っています。現在、中小企業のデジタル 
デバイドを克服するべく、8 つの地域でビジネス センターを展開し、ICT 
ソリューションの活用などのアドバイスを行っています。このプログラムは  
Africa Investor Award 2007 において、「中小企業開発支援に関するベ
スト イニシアチブ」として最優秀賞を受賞しました。

月々 15 ドルで貧困層にパソコンを
ICT スキルで雇用機会の向上を支援　［エジプト］
エジプトは貧困率が高く、多くの人々はパソコンを購入する余裕がありま
せん。そこでエジプト政府や銀行、国内外の企業とマイクロソフトが連携
して、月々の支払いをわずか 15 ドルに抑えたパソコン購入専用のクレジッ
トカード制度を展開。月々小額の分割払いでパソコンを入手可能にする
ことで、貧困層に 30 万台のパソコンが行き渡り、国内の IT 産業に約 
5,000 人の雇用機会を生み出しています。また、IT による生産性の向上
や競争力の増大で、エジプト経済全体の発展が期待されています。

自国を世界に通用する知的エコノミーへ
官民連携で ICT アクセスの向上に成功　［ポルトガル］

インターネット アクセスとコンピューター普及率の面で遅れをとっていたポ
ルトガルは、GDP 成長率が 1％、教育水準も西欧エリアとしては最低水
準でした。マイクロソフトは、関係省庁、国内企業と連携し、60 万人を
超える市民に低価格ノートパソコンとブロードバンド接続環境を提供し、
産業の活性化に寄与しました。ICT を通して国民の基礎力アップや人材
育成を図ったこの成功事例は、官民連携の「ポルトガル モデル」として、
広く知られています。

1 台の“コンピュージェクター”で、
アフリカの教育と学習に変革を　［レソト王国］
ペレア高原の中学校において、コンピュージェクター※による授業を実験
導入しています。1 つの教育ソフトを大型プロジェクターに投影するこのシ
ステムにより、教科書を複数人で共用する不便さが解消し、皆が等しく最
先端の授業に触れることで、教育の理解浸透が進んでいます。今後は、
地域住民の学習プログラムにも活用し、HIV 感染率が 24％、平均寿命
が 40 歳というレソトで、HIV 予防や治療といった公衆衛生改善への意
識啓発にも活用される予定です。

South Africa
南アフリカのインターネット アクセス率は全人口の 10％。多くの学校、中小企業、
NGO や慈善団体が、予算難で IT 環境を持ち得ません。
マイクロソフトと同国内企業は協働で、世界各国から無償で集められた中古パソコ
ンを再生し、正規 OS がインストールされたパソコンを最も経済的な方法で提供して
います。多くの学校や困窮した地域社会の IT 環境が整うことで、公共サービスは
向上し、人々への IT 普及が進むことで新たな就職機会の拡大にもつながっています。

正規 OS 搭載の再生パソコンが
人 と々企業の豊かな未来を拓く　［南アフリカ］

より多くの子供たちに楽しく身になる教育を
MultiPoint®が実現した新しい ICT 授業　

［タイ］
タイ国内の数千の小学校では、児童 100 人あたり 1 台のコンピューター
しか購入できず、授業の浸透度は低いものでした。そこで、マイクロソフト
では、1 台のパソコンに複数のマウスを接続し、1 台で 30 人をサポート
できる MultiPoint®を開発しました。これにより、多くの児童が ICT によ
る魅力的な授業の恩恵を受けることができるようになっています。このア
プリケーションは、タイの 140 の学校での試験利用を皮切りに、現在、
アジア各国で利用されています。

Thailand

China
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企業市民活動の方針
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。

日本では、IT 社会で人々やビジネスが直面する多様な社会的課題の解決に焦点を当てた取り組みを、

政府機関や地方自治体、教育機関、NPO、業界団体や他の IT 業界リーダーなど、

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、テクノロジー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、

ひいては日本社会全体が IT による恩恵を享受できるよう支援していきます。

※ 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。IT を活用し、世界中の 50 億の人々に社会的、経済的機
会を提供することを目指し、主に開発途上国向けに実施しています。日本では、日本社会特有の課題に対し、誰もが IT の恩恵を享
受できる社会の実現を支援しています。

UP － デジタル インクルージョンの推進※

注力分野

教育
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。

地域活性化
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。

社会参画
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。

責任ある企業活動

セキュリティ
「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。

知的財産
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。

その他（法令遵守、被災地支援など）

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。
その他にも被災地支援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。

相互運用性
製品の標準規格への対応やライセンス
提供などを通じ、さまざまなシステムや
プラットフォームが共存し、相互に連携
する世界の実現を目指します。

環境
「テクノロジーによるイノベーション」「パー
トナーシップ」「環境に対する責任ある企
業活動」の 3 つの領域で環境対策に取
り組んでいます。

企業市民活動の概要

しょうがい

ト ッ プ メ ッ セ ー ジ

マイクロソフト コーポレーション( 米国本社）
最高経営責任者（CEO）　

スティーブ バルマー（Steve Ballmer）

日本マイクロソフト株式会社
代表執行役 社長　

樋口 泰行

　マイクロソフトは、“ 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”を企業
ミッションとして掲げています。弊社は創
立以来、物事をよりよい方向へと変革し
ていくことにおいて強い責任を感じてきま
した。こうした姿勢を明確に体現している
のが、特にまだ恩恵を享受していない人々
を中心に、テクノロジーへのアクセス機会
を拡大し、生活向上への支援を行う企業
市民活動です。

　9 万人に及ぶ従業員と 100 か国以上
に 70 万社のパートナー企業を持つ世界
最大のソフトウェア企業として、マイクロ
ソフトは世界中の地域社会における社会
的、また経済的な発展を支援する上で重

　IT が社会の中で大きな役割を果たす
ようになった今日、お客様と接する中で

「マイクロソフトは、水道やガスを供給し
ている会社と同じく、社会にとって不可
欠なインフラを提供する会社であり、そ
の社会的責任と期待には、非常に大き
いものがある」というお言葉をいただい
ております。

　また、東日本大震災という未曽有の
災害に直面した今、情報インフラを担う
企業として、日本の復興に貢献していき
たいという強い使命感に駆られておりま
す。日本においては、少子高齢化が世
界に類をみない速度で進んでおり、雇
用の問題、教育の問題、環境問題など、
さまざまな課題が存在しています。こう
した時代だからこそ、一企業市民として
の社会的活動を継続していくことが重要
だと認識しています。我々マイクロソフト

要な役割を担っていることを自覚していま
す。政府や地域社会、また幅広い業種
の企業と緊密に協力して地域経済の活性
化に向けた取り組みを支援しています。そ
れを支えるのは、世界中のマイクロソフト
従業員の熱意と専門知識、そして弊社の
経済的リソースとソフトウェア リソースで
す。2009 年度には、マイクロソフトと従
業員は、世界各地で展開するさまざまな
寄贈プログラムやボランティア活動を通
し、総額 5 億 6,000 万ドル以上の資
金やサービス、ソフトウェアを世界中の市
民活動団体（NPO）に提供してきました。

　今日のような経済環境においては、企
業、政府、地域社会、そして市民一人ひ
とりが力を合わせ、教育やインフラ、テク

としても、「新しい公共」という考え方の
下、政府、自治体、教育機関、産業界、
NPO、市民とさらに強固なパートナーシッ
プを組んで、こうした課題に取り組んで
いきたいと考えています。

　マイクロソフトは 1975 年にビル ゲイ
ツが創設し、ベンチャー企業から始まっ
た会社です。今まで多くのステーク ホル
ダーに支えられて成長してきました。日本
法人としてのマイクロソフト株式会社も、
お陰様で 2011 年に設立 25 周年を迎
え、社名を「日本マイクロソフト株式会社」
へと変更いたしました。“日本 ”を冠した
名に改めることで、より一層日本に根差
し、日本のお客様、パートナー様とのリ
レーションシップを大切にし、日本社会
の発展に貢献できる企業を目指していく、
という我々の決意表明でもあります。
　今後も、一企業市民として、着実に

ノロジーを提供し、さまざまな機会の拡
大や持続可能な経済成長と繁栄を実現し
ていくことが重要になります。マイクロソフ
トは、今後も、従業員によるサポートや世
界中のパートナー企業との連携を通じて、
社会に対して積極的な貢献を続けていき
ます。

社会に還元していく活動を継続していき
たいと考えています。日本の企業を発展
させ、お客様の利便性を高め、日本か
ら多くのイノベーションを起こし、さらに
は日本が元気になり、活性化するための
お手伝いをしていきたい。より日本に根
づいた企業を目指して、IT による社会、
経済の発展を支援する企業市民活動を、
皆さんと共に、これからも推進してまい
ります。

日本マイクロソフト株式会社  会社概要

■ 設立 1986 年 2 月

■ 資本金 4 億 9,950 万円

■ 代表者 代表執行役 社長  樋口 泰行

■ 従業員数 2,443 名（男性：1,965 名  女性：478 名）（2010 年 5 月 25 日現在） 

■ 平均年齢 37.9 歳（男性：38.3 歳  女性：36.0 歳）（2010 年 5 月 25 日現在） 

■ 事業内容 コンピューター ソフトウエアおよび
  関連製品の営業、マーケティング 

■ 本社所在地 
 〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3 
　品川グランドセントラルタワー
 http://www.microsoft.com/japan/ 






