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ジェトロ共通システム基盤の最適化計画 
平成 24年 2月 10日策定 

独立行政法人日本貿易振興機構 

 

1 最適化の経緯 

独立行政法人日本貿易振興機構（以下「機構」という。）においては、「独立行政法人日

本貿易振興機構 中期計画」（平成 15 年 10 月 1 日策定、平成 18 年 3 月 31 日一部改

定）に基づき、業務運営の効率化を図るため、 

①利用者の利便性向上のため、各サイトのログイン統一化、画面構成の向上を

進める。 

②各種データベースについて、利用者の利用状況の把握・分析や貿易投資相談

内容の国別・テーマ別の集計により、利用頻度が高い、あるいは相談件数が

多いデータの内容を充実させる。 

③内部の管理業務について、電子決裁範囲の拡大、顧客管理システムによる利

用者に関する情報の一元管理やイントラネットによる内部情報共有化等を図

る。 

④経済産業省の策定するオンライン実施方策の提示等の条件整備を受け、業

務・システムの最適化を推進する。 

という情報化の取り組みを、ジェトロ本部システムならびにアジア経済研究所システムの

整備を通じて進めてきた。 

また、「電子政府構築計画」（平成 15 年 7 月 17 日各府省情報化統括責任者（CIO）連

絡会議決定、平成 16年 6月 14日一部改定）、「今後の行政改革の方針」（平成 16年 12

月 24 日閣議決定）及び「IT政策パッケージ－2005」（平成 17 年 2 月 24 日 IT戦略本部

決定）に基づき定められた「独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策」（平成 17

年 6 月 28 日情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定）において、独立行政法人の主要な

業務・システムに関する最適化実現方策が定められたことを受け、機構における機構内ネ

ットワークの最適化を推進するため、平成 19 年 3 月 29 日に業務・システム最適化計画

「ジェトロ共通システム基盤の最適化計画」（以下、「旧最適化計画」という。）を策定し、「本

部システム」及び「アジア経済研究所システム（PC、サーバ）」を統合した「ジェトロ共通シス

テム基盤（PC・サーバシステム）」等を構築した。また、旧最適化計画においては、その中

間評価を踏まえ、平成 22 年 6 月 18 日に最適化計画策定後に実施した事項を反映する

等の改訂を行った。 

今般、旧最適化計画の計画期間の終了時期（平成 22 年度末）を迎えることから、次期

（平成 23 年度～平成 26 年度）の業務・システム最適化計画（以下、「本最適化計画」とい

う。）を策定するものである。 

 

2 業務・システムの概要 

本最適化計画が最適化の対象とするジェトロ共通システム基盤の概要は、以下のとおり

である。詳細は、添付資料「現行体系 業務説明書」を参照のこと。 

ジェトロ共通システム基盤は、機構の情報システム基盤であり、電子メール基盤、ファイ

ル共有基盤、インターネット接続基盤、認証基盤、情報共有基盤、Web 公開基盤、LAN 基

盤（ネットワーク機器）、本部と研究所、国内事務所等を接続する WAN 基盤、Web アプリ
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ケーション基盤及びデータベース関連基盤等から構成される。また、ジェトロ共通システム

基盤には、海外事務所等の海外で用いられている PC も含まれる。旧最適化計画を開始し

た時点で予定した範囲に比べ、最適化計画の対象となるジェトロ共通システム基盤の範囲

は拡大している。 

 

3 最適化における基本的な考え方 

ジェトロ共通システム基盤の最適化に当たっては、わが国企業・経済の国際化を支える

社会的基盤である機構業務の全体最適に資する情報システム基盤を提供することを基本

理念とする。特に、経済のグローバル化や技術的な進展を背景に、個々の専門性を活かし

つつ組織としての総合力を発揮する「点」から「面」への顧客支援が必要となっていることか

ら、そうした業務ニーズを反映した情報システムの構築を図ることが重要である。また、昨

今の変化の激しい国際情勢を踏まえ、国内外のニーズや状況の変化にいち早く対応でき

る柔軟かつ機動的な業務運営の実現に資する情報システム基盤を実現する必要性が高

い。こうした環境を踏まえ、システム基盤・サービス・人材に係る投資分野を集中化すること

により、安全性・信頼性を担保しつつ、利便性の向上と職員の運用負担等を勘案した総負

担の観点から情報化投資の効率化の両立を目指しジェトロ共通システム基盤の最適化を

進める。 

 

4 最適化の実施内容 

ジェトロ共通システム基盤について、以下に掲げる最適化を実施する。 

（ア） 研究所と本部・地方・海外事務所間の業務シナジー効果向上のためのシステ

ム環境整備 

グループウェア・イントラネットのコンテンツの統合化・一元化 

グループウェアやイントラネットといった情報共有ツールについては、本部、研究

所、国内事務所のコンテンツの統合化・一元化を行うことで、機構全体としての情

報共有を更に推進していく。 

加えて、効率的な情報共有のためには、地域単位、組織単位での情報共有も必

要であることから、地域別情報共有、組織別情報共有のあり方についても検討し、

実装を進める。 

本部、地方事務所、研究所の共同作業環境の拡充 

本部、地方事務所、研究所等のすべての職員が利用できるファイルサーバ等の

共通システム基盤環境を整備・拡充することにより、容易に共同作業を実施可能と

し、シナジー効果の向上を図る。 

統合アドレスブックの整備 

本部、国内事務所、海外事務所、研究所等の全ての職員の電話番号、メールア

ドレス、業務内容等を容易に検索することができる統合アドレスブックを新たに整

備し、職員間のコミュニケーションの活性化を図る。 

（イ） 迅速な意思決定支援のためのシームレスな情報アクセス環境の整備と情報伝

達手段の強化 

役職員等による外部からのアクセス方法の統一・利便性向上 

本部と研究所において、異なる方式によって行われている外部からの機構内ネ

ットワークへの接続方式の統一を進め、利便性の向上を図る。 

SSL 等によるネットワーク通信の暗号化と、ワンタイムパスワード、端末の個体
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認証等の二要素認証の併用を原則とし、より安全かつ利便性の高い技術を用いる

ことにより、外部からの利用を促進する。 

費用対効果を勘案の上、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の携帯性に優

れた端末からのアクセス可能範囲を順次拡大する。 

効果的、迅速な伝達・連絡を支える基盤環境整備 

職員の在席状況確認機能、テレビ会議の利用拡大等、迅速な意思決定支援の

ための基盤環境整備について検討を進める。 

（ウ） 国内外におけるシームレスな情報アクセス実現に向けた検討の実施 

海外事務所及び海外勤務職員に対する支援の拡充 

情報セキュリティを確保した上で、国内外におけるシームレスな情報連携を実現

するため、海外事務所や海外勤務職員が利用できる情報システムの拡大を目指

す。そのため、本部の情報資産へのアクセス方法や提供するサービスの範囲など

のセキュリティ確保の考え方等について再検討を実施し、海外におけるセキュアで

利便性の高い情報システム基盤のあり方を明確にする。 

（エ） 本部と研究所の情報システム基盤の共通化・集約化・最適配置による情報化

投資の効率化 

システムの共通化・集約化 

現在、本部と研究所で個別に構築しているメール等のシステムについて、本部と

研究所をつなぐネットワーク回線の増強を前提にハードウェアの共通化・集約化を

進める。個別に構築しているアクティブディレクトリについては、管理方法の見直

し・統一を行ったうえでドメインを統合する。また、ウィルス対策ソフト等、異なるソフ

トウェアを採用しているものについては共通化を進める。また管理の共通化を進め

ることによって、情報化投資とシステム管理の効率化を継続実施する。 

共通化にあたっては、セキュリティレベルの低下や利便性の低下につながらない

ようにすることが必要である、そのため、次期 PC・サーバシステムの仕様作成に

あたっては、現状異なる仕様となっている背景を十分調査、整理を行ったうえで実

施する。 

業務の特殊性に応じた最適化 

研究系職員が利用する端末の仕様は、その業務特性を鑑み一般職員が利用す

るそれとは別のスペックを採用することも可能とするが、管理については情報シス

テム部門の配下に置くことで、技術標準の統一性維持を継続する。 

システム資源の最適配置（物理配置の最適化） 

サーバを本部と研究所に最適配置することで、システム管理の効率化とフロアス

ペースの有効活用を進める。 

対外サービス（フロント系）アプリケーションの基盤集約化・最適配置 

対外的なサービス提供に用いるドメイン名、URL 等については、利用者に与え

る影響、機構としての組織の在り方、ブランド戦略等の面から、本最適化計画とは

別途検討が進められる予定である。本最適化計画では、当該検討の結果によらず

柔軟に対応できるシステム基盤の整備を行う。同時に対外的なサービス提供に用

いているフロント系システム（Web サイトや Web サイトで提供している検索サービ

ス）の基盤集約化を進め、情報システム投資とシステム管理の効率化を図る。 

WAN 及びインターネット接続の最適化 

サーバの集約化・最適配置にあわせ、WAN 及びインターネット接続の見直しを

行う。 

（オ） システム資源の標準化、有効活用及び最適なソーシング戦略選択による情報
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化投資の効率化 

業務アプリケーション開発の基盤となるソフトウェアの採用標準の作成 

オペレーティングシステムやミドルウェア等の業務アプリケーション開発の基盤と

なるソフトウェアについて、採用標準をあらかじめ定義しておくことで情報投資の発

散を防止するとともに、システム開発・運用時の作業負荷の軽減を図る。 

採用標準の作成にあたっては、複数の事業者が納入可能なソフトウェアを優先

し、また、オープンソースソフトウェア等の積極的な活用により、技術的・価格的に

柔軟性に富んだシステム環境の整備を進める。 

システム資源の有効活用を目的とした仮想化アーキテクチャ活用の継続 

仮想化技術を採用することで物理的な機器集約化を実現し、サーバ及びストレ

ージの設置台数の削減を進める。これにより、機器の集積度を向上させ、サーバ

ールームコストと機器導入経費の低減化を目指す。また、新たな資源要求ニーズ

に対して、システム基盤としていち早く弾力的に提供することを可能とする。 

外部サービスの活用 

システム基盤再構築時には、機構固有の要件が尐なく高い可用性（24 時間

365 日運用）が求められるアプリケーションについて、SaaS・ASP・クラウド等を用

いたアウトソーシングの利用可否を検討し、情報セキュリティ及び費用対効果を勘

案の上アウトソーシングを進める。 

（カ） 情報セキュリティに関する規程の確実な運用及び環境変化に応じた見直しの

実施 

規程類の遵守状況の確認 

情報セキュリティへの取り組みを経営トップから指示することにより、組織一丸と

なって取り組む態勢を醸成し、職員が規程類に従って運用を行うことにより、機構

として必要な情報セキュリティを確保する。 

環境変化に応じた、規程類の見直し検討 

「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」等の改訂、技術的な進

展や社会情勢等外部環境の変化に即した形で、情報セキュリティ規程、情報セキ

ュリティマニュアル等の規程類について定期的な見直しを行う。 

対策実施手順書の整備 

個々の技術要素について対策実施手順書を整備し、随時実施状況を管理・改善

していくものとする。 

（キ） 情報セキュリティ監査及び自己点検結果に基づく業務改善等の実施 

自己点検及び監査結果に基づく業務改善 

自己点検や監査結果による情報セキュリティに関する規程類の遵守状況の確認

結果を踏まえ、その結果を業務へ反映することで継続的な改善を徹底させる。 

規程類の定期的見直しを含めた対策の実施 

自主点検及び監査結果を踏まえ、規程、ガイドラインの改正を含めセキュリティ

リスクを最小化するために必要な現状を鑑みた合理的な対策を実施する。 

（ク） 導入技術の定期的な見直しによるセキュリティ確保 

技術進歩や脅威の拡大に対応したツールの見直し 

現在導入しているツールや要素技術についても、その技術動向やセキュリティ関

連の情報を定期的に収集し、必要に応じて利用ツール、技術の見直し等により、

潜在的なリスクを含めた対策を講じることで、システムの安全性と信頼性を確保す

る。 
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（ケ） 機構役職員への情報セキュリティ教育の実施 

情報セキュリティの理解及び自発的な活動の醸成 

情報セキュリティの目的と必要性について機構全体の理解を促進し、情報セキ

ュリティ対策への積極的な協力を得る。 

環境の変化等により規程類と齟齬が発生した事項について、機構役職員等の自

発的な発見や連絡を得る風土を醸成する。 

（コ） 本部と研究所のシステム管理の統合 

管理組織の統一 

情報システム課と研究情報システム課の共通システム基盤関連業務を統合し

（以下、基盤関連業務が総合された組織を「情報システム部門」という）、業務効率

と投資効果を向上させる。 

システム管理スキルの共有化 

情報システム部門においては、スキル・ナレッジの共有を進め、技術スキルの標

準化・向上を図る。 

統一 SLA の作成 

システムの監視・診断等運用・管理等に係る定常業務については費用対効果を

考慮した上で、更なる外部委託を進めることを念頭に、機構全体として統一された

SLA（Service Level Agreement）を作成し、サービスレベルの管理を徹底する。 

（サ） 情報システム部門、原課、外部ベンダーの役割分担の明確化 

業務アプリケーションの企画業務を原課の役割として明確化 

情報システム部門と原課との役割分担を明確化する。各業務アプリケーションの

個別企画業務は原課を中心として行うこととし、情報システム部門は共通システム

基盤および全体最適化のための全体企画・ガバナンスを中心とした業務を行うこと

とする。 

情報システム部門による研究系職員への企画業務支援 

研究系職員については、研究業務への集中が望ましいと考えられることから、研

究系職員は研究フェーズにおけるアプリケーションの企画・初期設計を担うものと

し、調達等の事務については情報システム部門がその役割を担うか、研究部門等

へアプリケーション担当者を配置して役割を担うか、組織統一の際に検討する。 

ガバナンスの強化 

全体最適のための全体企画・ガバナンス業務とは、「（ソ）基盤ソフトウェア及び

アプリケーションの方式統一による業務アプリケーション投資の効率化」、「（タ）業

務アプリケーションの共通化、パッケージ活用等による情報化投資の効率化」等が

確実に実施されるよう、原課を支援、監理する業務のことである。こうした支援、管

理を効果的に行える体制及びプロセスの検討を進める。 

あわせて、情報システムの管理にあっては、構成変更等を常に反映した情報シ

ステムの可視化（ドキュメント化）を行い、現状を把握可能な状況とし、透明性を確

保する。以上により、組織としてのガバナンスの一層の強化を図り、全体最適を促

進できる体制を強化する。 

また、本最適化計画の実行状況をモニタリング（進捗状況を確認）し、必要に応

じ実行の促進や軌道修正を行う。 

（シ） 情報システムに係る人材のスキル標準、キャリアパス明確化と、人材確保・

育成計画の作成と実施 

情報システム部門等の人材の確保・育成 

情報システム部門及び主要な業務・システムを担当する人材に必要な業務スキ
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ルを体系化し、個々の職員のキャリアパスを明確化する。また、情報システム関連

人材の中長期的な確保・育成計画を作成・実施することにより、情報システムに係

る人材の確保・育成を継続的に推進する。 

原課における情報システム関連人材の育成 

原課において情報システム化企画を担うことから、その実施のために必要なス

キルの整理、教育研修を情報システム部門にて実施していく。また、必要に応じ企

画プロジェクトに参画し、支援を行うとともに OJTによる人材育成を図る。 

（ス） 機構役職員等全体への IT リテラシ教育の実施 

IT リテラシ研修の実施 

全ての機構役職員等が最新の情報技術の知識を積極的に獲得し、日常業務に

適用することにより、機構全体の業務力を高める。 

そのために必要な研修を情報システム部門にて実施する。 

（セ） 業務アプリケーションの方式統一による投資の効率化 

業務アプリケーションのアーキテクチャを Web アプリケーションに統一 

今後調達する業務アプリケーションについては、原則 Web アプリケーションに統

一することとする。 

業務アプリケーションの共通システム基盤上への実装 

新規構築する業務アプリケーションについては、原則「（カ）システム資源の標準

化、有効活用及び最適なソーシング戦略選択による情報化投資の効率化」にて定

めた採用標準ソフトウェアを用いるものとし、情報システム部門にて整備する共通

システム基盤上において稼働させるものとする。 

特に、人事システムの稼働環境を独自ハードウェアから共通システム基盤に移

行予定である。 

（ソ） 業務アプリケーションの共通化、パッケージ活用等による情報化投資の効率

化 

業務アプリケーションの共通化 

本部と研究所における類似した業務に係る業務アプリケーションについて、業務

アプリケーションの共通化を図る。 

そのために必要な原課への支援を情報システム部門にて行う。 

また業務アプリケーション以外の業務についても本部と研究所で類似した業務

がある場合は、双方の業務を調整し、業務効率を向上させるよう検討を進める。 

各システム毎の具体的な計画は以下のとおりである。 

（図書館・ビジネスライブラリシステム） 

アジア経済研究所図書館及びビジネスライブラリの業務システムにおいては、統

合に向けた検討を以前より進めてきたことから、必要となるシステム上の考慮点が

すでに明らかとなっている。また、標準的な定型業務部分も多い。そのため、次期

システム更改時（2013 年 12 月）以降に両図書館のシステム統合の準備を進め、

遅くとも 2015年 4月までに実施する。 

（出版物販売管理システム） 

出版物販売管理業務においては、取次店との受発注等の共通した業務が本部

と研究所に存在する一方で、取次会社の範囲・取引条件、出版物管理を中心とす

る外部委託の業務範囲、発行者名などの相違もあることから、まずそれらの整理、

共通化・統合のための課題の洗い出しを実施し、研究所でも本部使用システムを

導入する方向で検討を進める。 

（コンテンツ管理システム） 
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情報提供コンテンツの管理に用いているアプリケーションの共通化に関しては、

パッケージソフトウェアを基本的にそのまま利用している研究所と開発によって豊

富なカスタマイズ機能を追加して使用している本部という違いがある。また、アプリ

ケーションが提供している機能範囲も本部と研究所では大きく異なっている。その

ため、コンテンツ管理システムについては、共通化のためのデータの移行費用とそ

の後の保守費用について費用対効果を明確にした上で共通化の検討を進めてい

くものとする。 

パッケージソフトウェアの導入促進 

業務アプリケーションの調達計画段階においては、市販のパッケージソフトウェ

アの活用により業務アプリケーション開発の効率化が図れないか、検討を徹底す

ることとする。また、調達仕様書の作成においては、パッケージソフトウェアを活用

した提案が可能な内容とする。 

ただし、パッケージでは効率的な業務運用が実現できない場合には、独自開発

を選択することが望ましい。 

そうした判断を行うために必要な原課への支援を情報システム部門にて行う。 

システムのライフサイクルを考慮した業務アプリケーション調達企画の推進 

業務アプリケーションの調達企画にあたっては、調達・構築・導入・保守・運用・

見直し・廃棄までの業務アプリケーションのライフサイクルと、当該業務のライフサ

イクル（要求される業務要件の変化や法的制約等）を考慮したうえで、アプリケー

ションに対する要求を定義することにより、業務の効率化、機動的な業務運営とラ

イフサイクルコスト面での情報化投資の効率化の両立を図る。 

対外サービス用業務アプリケーションの運用アウトソーシング検討 

機構のWeb サイトにおける情報検索サービス等、対外的にサービス提供してい

る業務アプリケーションについては、安定運用・可用性確保の面でアウトソーシン

グが望ましいと考えられる。一方、汎用的なアプリケーションに比較してアウトソー

シングの費用対効果が見込み難いことから、そのアウトソーシングの是非につい

て引き続き検討を継続するものとする。 

（タ） 効果的な業務運営のための個別アプリケーション企画 

顧客管理システムの有効活用 

「第三期中期計画」にも記載のように、調査、貿易相談から商談成立まで的確に

サービスを提供できるように、顧客管理システムの再構築を実施した。その所管を

情報システム部門から原課に移し、顧客管理システムの有効活用を進める。 

また、研究所の顧客管理システム、本部の会員管理システムとのデータ連携・役

割分担見直し等についても継続して検討を進める。 

予算管理・会計システムの構築及び有効活用 

会計決算業務の迅速化、事業ニーズに応じたタイムリーな予算管理等を目的に、

国内のみにとどまらず海外事務所でも利用する予算管理・会計システムの構築を

進めている。本システムを利用し迅速かつ正確な事務処理（業務の効率化）を図る。 

機構の専門性を活かした支援を提供するためのデータベースの企画検討 

機構の特徴ある強み（コア・コンピテンス）を活かし、研究所の研究会等において

収集した特許統計等の各データセットをデータベース化し、機構内での公開、ある

いは外部公開を進めていく。 
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5 最適化に係る効果 

平成 21 年度海外事業活動基本調査（経済産業省）によれば、わが国企業の海外現地

法人の数は、2001 年度（12,476 社）以来増加を続けており（2008 年度 17,658 社）、売上

高においても 2008 年度（約 202 兆円）は 2001 年度（135 兆円）の約 1.5 倍となっている。

また、ジェトロ中期計画においても、わが国企業の海外展開支援は機構の中心業務に据え

られており、海外における機構の役割は益々重要となってきている。このように、昨今の経

済環境、経営環境を鑑みれば、わが国企業・経済の国際化を支える社会基盤としての機

構が取組むべき業務は、その質・量共に従来に比して増加しているといえる。 

「4 最適化の実施内容」を実施することの主要な効果は、情報化投資の集中化を行い、

投資効率を向上させることで、上記の機構が取り組むべき業務の質・量の増加への対応を

可能にすることである。言い換えると、本最適化計画の実施により期待される主要な効果

は、激化する競争環境におけるわが国企業のサポートを迅速かつ的確に実施する体制を

情報システムの面から整備することである。 

具体的には、まず「システムの共通化・集約化」、「業務アプリケーション開発の基盤とな

るソフトウェアの採用標準の作成」、「システム資源の有効活用を目的とした仮想化アーキ

テクチャ活用の継続」、「管理方針の統一」、「システム管理の協同化」、「統一 SLA の作

成」、「ガバナンスの強化」、「業務アプリケーションのアーキテクチャを Web アプリケーショ

ンに統一」、「業務アプリケーションの共通システム基盤上への実装」、「業務アプリケーショ

ンの共通化」、「パッケージソフトウェアの導入促進」には、情報化投資の費用効率を向上さ

せることで、情報システム関連経費の増加を抑制しつつ、業務量の増加への対応を可能に

する効果が期待される。 

なお、情報化投資の費用効率の向上に関しては、従来から旧最適化計画に基づきジェト

ロ共通システム基盤の一括調達を実施し、調達負担及び端末ユーザあたりの調達価格の

削減に努めてきたところである。具体的には、１端末ユーザあたりの PC・サーバに係る年

間賃貸借経費を 158千円から 131千円へと約 17％削減した。このように旧最適化計画で

は、端末ユーザあたりの機器費用の削減が行われ一定以上の費用効率の向上が得られ

ており、本最適化計画でも情報システム機器の一括調達を引続き推進することで、費用削

減効果を維持していくものとする。 

あわせて、本最適化計画では、一括調達の範囲を、共通システム基盤上で稼動する業

務アプリケーションにまで拡大し、業務アプリケーションの共通システム基盤上への実装及

び業務アプリケーションの共通化を推進することで、投資効率の向上を継続していく。 

次に、「グループウェア・イントラネットのコンテンツの統合化・一元化」、「統合アドレスブッ

クの整備」、「本部、地方事務所、研究所の共同作業環境の拡充」には、職員間の情報共

有、コミュニケーションを活性化することで、業務の質の向上に寄与する効果が期待される。

「役職員等による外部からのアクセス方法の統一・利便性向上」、「効果的、迅速な伝達・

連絡を支える基盤環境整備」には、経営環境の変化に伴い意思決定の迅速化が求められ

ている民間企業等への対応を迅速化する効果が期待される。「国内外におけるシームレス

な情報アクセス実現に向けた検討の実施」は、主に海外事務所における業務の高度化、情

報セキュリティの向上、業務量の増加に対応するための実施事項である。 

これら海外事務所を中心とした業務の高度化、情報セキュリティの向上、業務量の増加

に対応するために、現時点で年間約 91 百万円の経費増加が見込まれる。その内訳は、

①海外事務所等における情報システムに係るリスクの低減に年間約 24 百万円、状況変

化に対してより迅速かつ的確に対応するため、②海外事務所等における円滑なサービス

提供のために必要な情報共有基盤の整備や、③ネットワーク回線の増強等の環境整備の
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ために年間約 42 百万円、④増加する業務に対してより効果的に業務運営を行うために必

要な海外ナショナルスタッフ等の増強に伴う情報機器の増強及び⑤原課の円滑な業務運

営を支援するための情報システムの運用に係るサービスの強化で年間約 25 百万円であ

る。 

最後に、「業務アプリケーションの企画業務を原課の役割として明確化」、「原課における

情報システム関連人材の育成」、「IT リテラシ研修の実施」には、業務ニーズにより適合し

た情報システムを実現することで、業務の質の向上につながる効果があると期待される。

「顧客管理システムの有効活用」、「機構の専門性を活かした支援を提供するためのデータ

ベースの企画検討」、「情報システム部門による研究系職員への企画業務支援」は、情報

システムを活用した対外サービスの向上をより直接的に目指したものである。 

上記における具体的な施策の内容については、本計画で検討を実施するものであるが、

本最適化期間中に取組みを実施する場合は、その為の費用増加が見込まれる。 
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6 最適化工程表案 

 

 

本最適化計画において検討した技術体系においては、一般的な PC-サーバ関連の製品

ライフサイクルと考えられる 4～5 年の償却期間を念頭に置き、早期に陳腐化する可能性

が低い技術動向・市場動向に合致したものを基調に構成されている。しかしながら、最適化

計画の検討に当たっては定期的に PDCA のサイクルを回していくことで技術の陳腐化や

運用の形骸化を防止することが重要であり、本最適化計画に基づくシステムの運用段階の

後期において再び次世代の最適化に係る取り組みを行っていくものとする。 

 

7 現行体系及び将来体系 

別添のとおり。 

 

2010年度 
（平成 22年度） 

2011年度 
（平成 23年度） 

2012年度 
（平成 24年度） 

2013年度 
（平成 25年度） 

2014年度 
（平成 26年度） 

ジェトロ共通システム最適化計 
画 

各種基準・ポリシーの改正 

WAN回線及びインターネット回線 
更改 

PC・サーバシステム更改 

メールシステム更改 

海外向けインターネット 
VPN環境構築 

LANシステム更改 

個別業務アプリケーション 

顧客管理システム刷新 

人事給与システムハード 
ウェアリプレース 

予算・管理会計システム 
構築 

研究所図書館システム・ 
ビジネスライブラリシス 
テム統合 

出版物販売管理システム 
共通化 

コンテンツ管理システム 
共通化 

運用 

運用 

運用 

ジェトロ共通システム最適化工程表案（2011年度～2014年度） 

順次改正 

運用 調達 試験 

次期計画策定 次期計画策定 

調達 試験 

運用 運用 
（6年間、～2016年末） 

調達仕様 
策定 

調達 

調達 構築 
試験 運用 

運用 
構築・試験 

次期検討 帯域見直し 

構築 試験 
                   共通システム基盤の更改（2012年度）にあわせ 

        試験（調整）運用予定 

調達 構築 試験 共通システム基盤の更改（2012年度） 
にあわせ試験（調整）運用予定 

ビジネスライブラリシステム 運用 

統 
合 

研究所図書館システム 運用 構築 試験 

共通化検討 検討結果に基づき実施 

統合時期については 
費用等を勘案し決定 

統合方法・時期の検討 

独自ハードウェア上で運用 

試験 

試験 共通システム基盤に移設・試験（調整）運用予定 

試験 

共通化検討 検討結果に基づき実施 
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8 その他 

本計画とは別途、「中央省庁業務継続ガイドライン」等を参考に、機構の業務継続計画を

策定し、それにもとづき、ジェトロ共通システム基盤及び個別業務アプリケーションの災害

対策を進める。 

 

添付資料 

1. 現行体系 

① 業務説明書 

② ソフトウェア構成図 

③ ハードウェア構成図 

④ ネットワーク構成図 

2. 将来体系 

① 業務説明書 

② ソフトウェア構成図 

③ ハードウェア構成図 

④ ネットワーク構成図 

3. 参考資料  

① 旧最適化計画における最適化工程表（２００６年度～２０１０年度） 


