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IT を使った効率化による
セキュリティコスト捻出
サイバーセキュリティを固めるために資金を投入したいのだが、

そのための余裕がない、ということも考えられるでしょう。

しかし、インターネットを利用することによる効率化を上手く

取り入れれば、その分で浮かせたコストを、セキュリティ用の投
資に回すことができます。

具体的な例をいくつかご紹介しましょう。
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1

社内・社外の
セキュリティ向上

セキュリティ思想を取り入れ、負のコストを発生させない

業績を圧迫するコストとは、どう

負のコストの発生例

やって発生するのでしょう。一つは
業務を遂行する上で支払わなければ
いけないお金が増えるときです。も
う一つは、イレギュラーな事態が発

生して、そのリカバリのために人、

ウイルス感染で
スキャンに数時間

お金、時間を割くときです。

この後者のロスというのは、なに

感染したマシンが
サイバー攻撃に使
われて一日聴取

か問題が発生してそれに誰かが掛か
り切りになり、その期間中「利益を

生む」ことができなくなることで発
生する完全なる負のコストです。

ただ、トラブルを根本的に防ぐこ

とは難しいので、その発生を予期し
て備え、利益を生まない負のコスト
による業績の下ブレをなくす努力を

ウェブサイトが
改ざんされメン
テに数時間

この間、お仕事で 1 円も稼げず……

利益を生むためのコストは必要ですが、備えをしなかったために発生し、そのリカバリの
ために多大なるマンパワーを割くことは
「利益を生まない」
完全なる負のコストです。そういっ
たことを起こらないように準備するコスト
（費用）
は、実は利益を生むための投資なのです。

インターネットの利点を生かしてコストを減らす

するわけです。

距離の概念がないので移動に
かかる時間が仕事に振り分け
られ稼ぐことに回せる！

サイバー攻撃による突発的なトラ

ブルは、まさしくこの例に当てはま
ります。したがってサイバーセキュ
リティを強化して備えるメリットは
ここにあるのです。

「セキュリティを強化する」といわ

セキュリティを高める
投資に回す

れても
「正直うちが攻撃されるなん
て万に一つもないだろう」
というの
が小さな会社や NPO の運営者の本
音ではないでしょうか？

その考え方が甘いのは、はじめに

お話したとおりです。攻撃者は冷酷
にセキュリティが甘い所から、企業
や団体の規模にかかわらず攻撃して

クラウドサーバから
データ流出して取引
先で丸一日お詫び

より安定した事業運営
インターネットのメリットを生かして、利益を生まない負のコストを減らし、その分をセキュ
リティの為の投資に使いましょう。距離とその移動に必要だった時間がなくなるという点を
生かしましょう。多くの場合、無駄な移動とそのための時間をなくすことから始まります。

きます。サイバー攻撃の数も被害額

なりつつあります。企業の IT シス

事態に備えるのです。

近年では
「セキュリティ・バイ・

段階でセキュリティ対策を組み込ん

りません。持続的な運営を行うため

も年々増加傾向にあるのです。

デザイン」
という考え方が一般的に

テムや業務プロセスなどを設計する
でおき、サイバー攻撃による不測の
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小さな会社や NPO も例外ではあ

に、きちんと備えましょう。

IT を使った効率化による セキュリティコスト捻出
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第5章

インターネットの特性を生かして投資資金を捻出する

しかし、
「セキュリティに事前に

備えるといわれてもそんな資金ない
よ…」という経営者の方も少なくな

面倒なことをアウトソース
（外部委託）
するのも一つの手

いのではないでしょうか？

ならばインターネットの特性を生

かしコストを減らす手段もあります。
例えば、私たちが家から会社に出

勤する場合、通勤時間と運賃が必要
になります。しかし、インターネッ
トとは
「距離とその移動に必要だっ
た時間が消えた世界」です。デジタ

ル化できないものを除き、すべてこ
のインターネットの利点を生かすこ

とで、時間や移動費をカットでき、
それが
「コストを減らす＝利益を生
む」
わけです。

また、この考え方で「在宅勤務」を

持ち歩き用軽量 PC などは移動の
負担にならず、どこでも使える

評価して見て下さい。視点を変える
とそのメリットが分かるでしょう。
コストの視点を持って、インター

ネットの特性をあてはめると、業務

上の様々なものでコストを削減でき、
そこで浮いた分をセキュリティへの
コスト」
を発生させない、仕事の質

ができるわけです。そして下ブレの
無い経営も安定するのです。

さらに、今使っている業務にまつ

わる環境が、本当に現在の事業にとっ

て効率を上げているかを再検討しま
しょう。

IT を導入する目的は、本来従業員

の生産性を上げることのはずです。
しかし、検証すると、オフィスに導
入している業務システムが業務の効
率を上げているどころか下げている
という例も少なくありません。

逆転の発想で、各種 IT 機器や広

いオフィスが本当に要るのか、専用

IPA では
「中小企業のためのクラウドサービス安全利用の手引き」
を公開しています。
詳しくはこちらをご参照下さい。→ https://www.ipa.go.jp/security/cloud/tebiki_guide.html

の机がいるのか、いるとしたらなぜ

いた従業員にテレワーク環境を提供

机が必要なのは書類を置くスペー

務連絡を行うことが可能になったり

なのかを検証しましょう。

スが必要だからで、書類をデジタル
化できれば固定の机はいらなくなる

したり、スマホを利用して安全に業
します。

そうしたシステムでは、事務所経

といった発想です。

費や事務コストを抑えつつ、小規模

ムをクラウド業務スイートに切り替

ベルのセキュリティを確保できるの

また、近年では企業の業務システ

えるケースが増えています。クラウ

ド業務スイートは、業務用ソフト、

の事業者でも大規模な企業と同じレ
です。

そのように業務効率を改善すれば

クラウドストレージ、ウェブサーバ

会社の業績も改善され、さらに高い

され、どこからでもノートパソコン

資に回すことができるようになる、

などが一つのパッケージとして提供
などでアクセスして業務が行えます。
これにより従来は会社に縛られて
101

レベルのセキュリティを実現する投
それが企業や団体にとっての生存戦
略の一つになるのです。

5

章

を高める
「さらなる投資」にすること

先進的な IT 企業では、デスクトップパソコンを廃し、パッケージ版のソフトウェアを廃止
し、軽量なノートパソコンと携帯電話回線、そしてクラウドベースのソフトウェアやシステ
ムに活用することで、固定的な机も、オフィスも、出勤すらもなくしているケースもあります。
また、社内や団体の業務もアウトソースすることで、一層身軽になることもできます。

第

投資に回すことで、不必要な「負の

お金はかかるが、ストレスと
リスクは減る

2

適切な個人情報の
取り扱いのために

個人情報の取扱いに関することは、

「負のコスト」
を発生させないための
重要な要素です。

個人情報の保護に関する法律（い

わゆる個人情報保護法）では、以前

は 5 千人以下の個人情報しか管理し

ていない事業者は対象外でしたが、
平成 27 年の法改正により平成 29 年

5 月から管理数に関係なくすべての

事業者が対象となっており、すべて
の事業者がその管理には細心の注意
を払うことが必要になりました。

これは中小企業だけでなく、個人

事業主、NPO 法人、あるいは町内会・
自治会、学校の同窓会なども対象と
なり個人情報を取り扱う際のルール

を遵守することが義務づけられます。
個人情報保護法では個人データを

第三者に提供する場合、本人の同意
を得る必要があると規定しています

（第 23 条）
。

これに違反しますと、個人情報保

護委員会から指導などを受け、会社
の社会的信用を損なう可能性があり
ます。

個人情報保護委員会では、平成

29 年 6 月に
「はじめての個人情報保

護〜シンプルレッスン〜」
として、

「中小企業向け
『これだけは！』10 の

チェックリスト」
を公開しています。

出典：個人情報保護委員会ウェブサイトより https://www.ppc.go.jp/files/pdf/1711_simple_lesson.pdf

タの保管は、システムを最新に保つ、

には、個人情報を取り扱うパソコン

その中では、特にパソコンでのデー

セキュリティソフトを入れる、ログ
インパスワードの設定やデータを暗
号化するといった事項が掲載されて
います。この本で書かれているセキュ

リティ事項をクリアしていれば大丈

夫ですが、より安全に保護するため

人情報を記録したパソコン、もしく

を明確にし、不必要にネットにつな

付け記憶装置を使っている場合はそ

げたり、USB メモリを使ってデータ

を抜き出すことができないようにす
ることが必要です。

また、使用していないときは、個
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はデータが自動的に暗号化される外
れを、物理的に鍵がかかるロッカー
などに保管して、流出事故を起こし
て完全なる負のコストを発生させな
いようにしましょう。
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取引先の監督を徹底

自社のセキュリティを高めていた

取引先が自分と同じリテラシーを持つとは…

のに、大事なデータを渡していた関
連会社や取引先がずさんな管理を行
なっていて、個人情報を流出させて
しまった……。

そんなときに
「関連会社がやった

から……」
というのでは、国民や社

会の理解を得ることができないのは、
これまでの情報流出の事例を見ても
明らかです。

自社が持っている個人データの取

り扱いを、利用目的の達成に必要な
範囲内において委託する。そのこと
に伴って取引先に当該個人データを
提供する場合には、本人の同意に基

づき取引先に提供する場合と異なり、
記録義務はありませんが、一方で取
引先を監督する義務を負います。
具体的には

受託業者

大
丈
夫
か
な
？

受託業者が同じリ
テラシーを持つと
は限らない

個人情報やプライバシーに関して、きちんと管理しなければならないことであるという意
識は広がりつつありますが、それは自社や自団体の中だけにはなっていませんか？
その意識は取引先や委託用務先まで徹底されてるでしょうか？
自社や自団体と委託先は別ではなくて、例えば宛名を渡して発送業務を行う場合でも、そ
の個人情報にまつわる監督責任が発生します。また、委託先が自社や自団体と同じリテラシー
を持つと安易に考えないで、確認を怠らないようにしましょう。
専門性のある委託先に業務をアウトソースしてコストを抑えるのはよいことですが、抑え
るべきポイントは抑えましょう。

自分たちも相手もトラブルにならないために

時々チェックしに
行くからね！

1．プライバシーマークを取得す
2．取扱の内容を契約書に明記す

ること

3．契約の内容が守られているか

定期的に監査すること

が義務づけられます。

詳しくは個人情報保護委員会の

ウェブサイトなどを参照して欲しい

個人データを取り扱う業務を委託する場合は、委託先を監督する義務が発生し、一定条件
を満たしプライバシーマークを取得しているかなどを確認し、個人データの取り扱いに関し
て契約書に明記し、その内容が守られているか定期的に監査するなどの対応が必要となります。
なお、プライバシーマークに関しては一般財団法人日本情報経済社会推進協会 (JIPDEC) のウェ
ブサイトの、プライバシーマーク制度のページに詳しく記載されているので、参照してみて
ください。また、実際に取得する場合は、職種によってはそれぞれの職種の団体を通じて取
得申請をする場合があります。
日本国内であっても海外の方の個人情報を取り扱う場合は、EU の GDPR( 一般データ保護規則 )
など、さらに注意が必要な法制度がありますので、業務を行う前に精査しましょう。
・プライバシーマーク制度
（一般財団法人日本情報経済社会推進協会）
https://www.jipdec.or.jp/project/pmark.html
・GDPR(General Data Protection Regulation: 一般データ保護規則 ) 個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/GDPR/

わなければなりません。

のですが、こういったことをきちん

ループ内であっても同様で、問題が

う姿勢として委託先に示されること

「委託先が」といって責任を逃れるこ

ての負のコストや、それに対処する

な義務を果たし、また、流出した情

ないコストとして、自分たちに跳ね

と行うことが、個人情報を厳密に扱
で、不正な個人情報の流出への抑止
力になると考えて下さい。

P71 で紹介したように、企業のグ

発生したときに「関連会社が」とか、
とは許されず、会社や団体の社会的
報に関してはきちんとした責任を負
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流出がおきれば、実際のお金とし

ためにマンパワー、信用喪失が見え
返ってくるのです。

5
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える能力のある業者を選定すること

第

るなど、きちんと個人情報を取り扱

1

４

テレワークと
アウトソーシング

テレワークの活用

インターネットは
「距離とその移

大きなモニターを使ったコミュニケーションの活用

動に必要だった時間が消えた世界」

ホントにそこに
いるみたいだな

です。したがって、ネット上でやり
取りできる業務形態であれば、その
特性をフル活用できるわけです。

ポイントは、やり取りするデータ

が
「デジタルの情報」にできること。
また、移動に必要な時間やコストに
よって失われていた仕事の機会を取
り込むことです。

オフィスに出勤しなくても、メー

ルや業務用の文章、表、プレゼン資
料、チラシ、印刷物、写真、ビデオ

にまつわる作業はすべて可能です。

「オフィスで顔をつきあわせないと
コミュニケーションが取れない」
と

いう方も、大きなテレビやモニター
を活用したテレビ電話を使えば、ニュ

アンスを含めたコミュニケーション

ビジネスは顔をつきあわせるのが基本とは昔からよく言われることですが、大きなモニター
に表示されるリアルタイムの等身大映像は、そういったコミュニケーションに迫ります。最
初は実際に訪問し挨拶を交わし、メールや電話ではニュアンスが伝わらないと思ったら、こ
ういったコミュニケーションを導入する提案をしてみましょう。手元で作業ファイルを共有
しながらコミュニケーションすることもできます。

ネットがあればどこでもテレワークできる
冬休みとあわせて
1 〜 2 月は北海道で

I ターンしましたが、
仕事は続けたいので
いいですか？
花粉症がつらいので、
その季節は実家の
沖縄で働きます！

仕事ができる所なら
どこでも OK ！

が取れますし、それは 1 対 1 に限ら
ず、多人数でも可能です。

パソコンやタブレット
を持って
どこにでも行こう！

現在はクラウドを有効活用する業

務用ソフトウェアがセットになった

「スイート」
が発達しているので、世
界中のどこからでも、同じデータを

共有して作業をすることができます。
必要なものをしいてあげれば
「高速

回線があればデータは
どこからでもアクセス
可能です

業種、職種にもよりますが、オフィスがあってそこに出勤しなければならない理由を、逆
に考えてみましょう。顔を合わせなければいけない、きちんと仕事をしているか分からない
といった要因は、ネットを使って映像をつないでおくと言ったことでも十分に管理できます。
それよりはネットの特性を生かし、社員や会員のモチベーションを上げる選択から組み立て
てみましょう。いろんなところにいるがゆえに、生まれるアイデアもあります。

なインターネット回線」でしょう。

難になったりした場合でも、自宅に

もしれませんが、花粉症の方や、梅

理的距離の制約がありませんから、

を続けることもできます。

け、花粉が飛ばない地方、梅雨がな

機会を取り込むという面では、物

世界中のどこにいる人とでも会社を

いながら空いた時間を活用して仕事
さらに、世界中にあるコワーキン

作ったり、腕に覚えがある人を見つ

グスペースや、サテライトオフィス

結婚、出産、子育て、Ｕターン、Ｉ

ることも可能ですし、そうでない方

けて一緒に仕事することができます。
ターンなどで、引越したり通勤が困

を活用して、旅行しながら仕事をす
にはあまり切迫感が感じられないか
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雨、寒さが苦手の方は、その季節だ
い地方、温暖な気候の地方に行って、
仕事をすることもできます。

場にとらわれない働き方ができる、

ということを前提に、仕事の仕方を
組み直してみるといいでしょう。

IT を使った効率化による セキュリティコスト捻出
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効率的なアウトソーシング

もう一つのインターネット時代の

どこにいる人とでも仕事ができる

メリットは、気軽に専門的な業務を
アウトソーシング
（外部委託）できる
ことです。

従来であれば、なにかモノを発注

する、業務を委託するといった場合、
物理的な距離に縛られました。しか
し、現在では、自分が望むサービス

をインターネット上で検索すると、
さまざまな専門の業者を、オンライ
ンで見つけることができます。

例としてあげると、例えばチラシ

やパンフレット、および印刷物全般
などは、オンラインの印刷業者がウェ

ブサイトを設けており、そこで目的
のものを探して紙質などを指定する
と、どれぐらいの部数がどれぐらい
の印刷日数で、いくらぐらいででき
るかが明確になっています。

あとはこれらの業者が、印刷原稿

として受け付けている形式のデータ

会計事務所

社員がどこにいても仕事ができるのと同様に、地方に住んでいる専門分野の人たちと仕事
をする制約も少なくなります。場所ではなく求める技術を基準にフリーランスの人を探して
仕事を依頼することもできますし、自社で原稿だけを作り、制作や印刷といった後工程の業務を、
遠方のプロにオンラインで発注することもできます。場合によっては特定の業務を行う自分
の手間と発注のコストを計算して比較して、それをアウトソーシングすることで、自社や自
団体が自らが得意とする分野に注力して能力を向上し、逆に選んでもらえるプロになりましょう。

セキュリティ系業務もアウトソースできる

日常的なサイバーセキュリティに関する業務も、専門業者にアウトソースすることが可能です。
どういった企業に依頼したらいいか判断しにくい場合に備えて、経済産業省と IPA では一定の
基準を設け、これを満たした企業のリストを公開しています。詳しくは P148 を参照してください。

製品を扱うなら全世界が市場

を作るスキルがあれば、24 時間 365
日印刷物が発注できるわけです。

また、経理処理なども会計ソフト

第

会社がオンライン対応になることで、
取っておいたレシートをスキャナや

5
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スマホの撮影機能経由で提供されて
いるクラウドサービスにダイレクト
にアップロードすると、基本的な伝
票入力が行われた状態で会計ソフト
に返ってくるようになっているもの
もあります。

仕事で使う資材でも、図面を送信

すれば、金属板をレーザーでカット
して穴開けまでしてくれたり、簡単

な折り曲げ加工をしてくれるもの、
あるいは従来ならば専門店でしか購
入できなかったものが、オンライン

で購入できるようになっているので、
まずは、ダメ元だとおもって検索を

自社や自団体が何かの製品や物品をつくって販売や提供する場合も、ネットを活用すれば
その対象が全世界になるといっても過言ではありません。昔であれば距離の壁に阻まれ小さ
なマーケットに閉じ込められていた地方都市の小さな会社でも、ネットの時代の特性を活かして、
世界的にビジネスを行えるようになった例もあります。
もちろん発信する情報を翻訳したり、時には海外の方とコミュニケーションする必要もあ
りますが、そういった言語的な問題はいずれ IT 技術で解決されるでしょう。とくに伝統技術
などは「存在が知られていない」
ことが、海外でのチャンスを逃がしていることもあるのです。

してみましょう。

そうすることで、いままでの業務
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の効率化が行え、必要だったコスト
や時間を省くことができます。

５

フリー素材と
コンテンツ利用のスキル

インターネット上の素材を利用す

る上で、知っておくべき概念として、
いわゆる
「フリー素材」とよばれてい
るものがあります。

「ネットにあがっているモノは著

作権が無く勝手に使っていい」
とい

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとは

すべての著作物には著作権があり、著作権は守られなければなりませんが、インターネッ
トには著作権者によって
「条件を満たせば比較的自由に使って良い」とされているコンテンツ
が多く存在します。そのルールを示しているのが、クリエイティブ・コモンズという国際的
非営利組織とそのプロジェクトの、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスです。
クリエイティブコモンズライセンスでは、その条件をわかりやすくするためにマークを定
めています。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスの表示あることを示し、
すべての著作権が保護される ©All Rights Reserved から、著
作権保護期間が終了しパブリック・ドメンになる間の Some
Rights Reserved の条件を、下のマークと合わせて示す。

うことではなく、ネット上では「誰

もが自由に使えるように、著作権者
の好意で提供されているさまざまな

パブリックドメインを意味し、著作権の保護期間切れを示す。
つまり自由に使ってよいコンテンツである事を意味する。(PD)
と表記される例もある

コンテンツ」
があり、これを見つけ
ることができるということです。

この点を良く理解せず、確認しな

この場合、
「表示ー非営利ー改変禁止」
となり、ク
レジット表記をした上で、非営利目的で改変しな
い限りにおいては、再配布が可能、という意味に
なる。

いままコンテンツを勝手に使ってし

まい、その結果炎上案件となると、
不必要な負のコストを生んでしまう

「表示」(BY) を意味し、著作者のクレジット表記などをすることを条件とする。
営利目的での使用可。改変も可。再配布可。

ことになります。

一口に
「コンテンツ」
といっても、

「非営利」
(NC) と意味し、非営利目的の使用に限って利用が許可される。非
営利であれば、改変、再配布も可。

その中身はプログラムや画像、映像、
動画、音、音楽など多岐にわたり、

「改変禁止」
(ND) を意味し、オリジナルのまま使用することを条件とし、改
変や切り抜きレタッチなどはできない。そのままであれば営利目的での使
用も可。

また、その内容も、完全な著作権フ
リー
（著作者を明記せず、その用途

も私的、業務的を問わず、販売も可
能）といったものから、著作権は明

記しなければならないものや、私的
利用のみ可や、改変していいかの可
否、業務で使ってもいいが販売は不
可、著作権保護期間切れなどさまざ
まなものがあります。

「継承」
(SA) を意味し、改変を行った場合は元のライセンス条件を継承する
ことで再配布を認める。条件を守れば営利目的の利用も可。

参考：クリエイティブ・コモンズ・ジャパン ウェブサイト
https://creativecommons.jp/
クリエイティブ・コモンズに関して、詳しくは上記ページを参照してください。

無断使用は著作権侵害で賠償も

どうせバレないだろ

このあたりは
「クリエイティブ・

コモンズ・ライセンス」というプロ

使用料、お支払い
いただきます！

ジェクトがポピュラーです。

クリエイティブ・コモンズ・ライ

センスではそれぞれ「どう使ってい
いか」が、マークなどで明記されて

いるので、その範囲で活用させても
らいましょう。

人によっては、どこで使ったか教

私が撮った写真
勝手に使いましたね

インターネットでは「パクリ」
と呼ばれる著作権物の無断使用が散見されます。無断で使っ
てもばれないだろうといった軽い気持ちや、時には自らの作品と偽って公開しているものも
います。しかし、私たちが普段インターネットの検索エンジンを使って、世界中のウェブサ
イトにある情報を検索できるように、画像などが使われている場所も検索できます。そもそ
もそういった行為は著作権に関する法律に違反していますし、無断使用に対する使用料請求
が行われますので、きちんと許可を取って使用するか、上記のようなコンテンツを使いましょう。
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えて欲しいという方もいるので、そ
の場合は、コンテンツを使わせても
らったお礼としてモチベーションを

第5章

レイヤーとはアニメのセル画のようなもの

上げてもらえるように、感謝を伝え
ましょう。

なお、著作権には保護期間があり、

これを過ぎると基本的には自由に使
うことが出来ます。

コンテンツを入手したら、次に知っ

ておくと便利なのが、制作するコン
テンツにおける
「レイヤーの概念」で
す。レイヤーとはアニメ製作におけ
る
「セル」
と呼ばれるものと同じ概念
で、透明な板にそれぞれ別個にコン
テンツを並べて重ねることで、それ
ぞれ自由に拡大したり、変形するこ
とが自由にできるのです。

自分が作りたいコンテンツに似た

画像や印刷物は、紙にペンで書くようにイメージすると修正は難しいのですが、アニメの
セル画と同じ考え方をするレイヤーという概念を学ぶと、微調整や修正は簡単になります。
レイヤーの一部だけに手を加えれば、全体を書き直さなくても手早く修正可能です。

ベクトルとペイント系の差とは

ベクトルは

ペイントは

ものを見つけたら、そのコンテンツ
をこのレイヤーの要素に分解したら
どうなるのかを考えてみましょう。
例えば吹き出しがある人間の画像

があったとしたら、背景、人間、吹
き出し、文字をそれぞれ別にレイヤー

とすることで、文字だけを修正する、

点をそれを結ぶ線
その内側が塗られているか
のデータ

背景だけを差し替える、人間のサイ

塗られたデータ
小さな■の集合体
拡大すると

第

ズを変えるといったことが簡単にで

5
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き、一度作ったコンテンツの調整が
手軽に行えます。

そして最後に知っておくのは「ペ

イント
（絵）
系」
と
「ベクトル系」とい

う概念です。同じレイヤーを持った
画でもペイント系はそれぞれの要素
が画になっていて、そのレイヤーの
中では不可分です。拡大縮小変形は

できますが、それぞれのレイヤの中、

きれいに大きくできる

■が見えてしまう

ベクトルで書かれたものは文字でも絵でも、大きさを修正しても細部が荒くなりません。ただし、
微細なタッチの表現はできません。一方、ペイント系は微細な塗りの美しさはありますが、
描かれた解像度のドット以上の情報がないので、拡大すると細部が階段状に荒くなります。

例えば人物の顔を変更する場合は書

要素も自由自在に変更できます。例

率が上がり、制作にかかる自分のコ

一方、ベクトル系は、数学でいう

たり、目を大きくしたりといったこ

自由になるので、まず自分が作りた

き直す必要があります。

ところのベクトルで描かれた線と、
その線で囲まれたエリアを塗ったも
のの集合体であり、レイヤーの中の

えば人物の眉だけをちょっと動かし
とも可能です。

コンテンツを作る際に、この概念

を知っているだけで、かなり制作効
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ストが少なくなり、その分の時間が
いものを見つけたら、どういった要

素にしたがって作られているのか、
見抜く能力を養いましょう。

６

情報発信と
プロモーション

ショップやレストランや一般の方

プロモツールは使いよう

向けのお店を始めたときに、重要に

言葉よりも画像
なら、画像系
SNS

なるのは顧客をつかむことです。ど
んなに腕に自信がある料理でも優良
な商品でも、顧客に辿り着かなくて
はビジネスはスタートしません。

考え方やポリシー
を語るなら、ブ
ログや長文 OK の
SNS

そうしたときもインターネットの

「距離とその移動に必要な時間がい
らない」
ことが役に立ちます。きち

んと情報発信を行えば、理論的には
世界中の人にアプローチできます。
情報発信で効果的なのはウェブサ

イトやブログ、さらには SNS。ネッ
ト上に情報を発信し、検索サイトか
らの流入などでお客さんに見つけて
もらうプロモーションです。

現在のインターネットでのプロ

モーションとは、平たくいえば「検

索エンジンのより高い位置に登場す
る」
ことと
「SNS で情報をシェア（拡
散）
してもらう」
ことです。

検索エンジンに取り上げら

れ る に は SEO(Search Engine
Optimization) という技術がありま

す。大切なことは、きちんと整って
必要な情報が揃った、センスのいい
ウェブサイトを作ることです。

拡散を望むなら
オープン系の
SNS

どの仕事でも、ウェブサイトで基本
的な法人の情報を、きちんと網羅し
つつ見やすく掲示することは、イン
ターネット時代のマナーと言えます

省コストのプロモーションには、ウェブサイト、ブログ、SNS はうってつけですが、全部
をやる必要はありません。特に、SNS にはそれぞれ個性と客層があり、画像系、考え方やポ
リシーを述べる系、そしてオープンで拡散することを目的とする系などなどがあり、活用し
始める前に自分たちにはどれがふさわしいかを調べ、広くやるよりはコンスタントに継続し
てコンテンツを提供できるようにしましょう。また、会社や団体の情報、所在地、責任者、
ポリシー、決算情報がかかれたウェブサイトの開設は、インターネット時代のマナーです。

センスはどう磨く？

・文章

・美術、絵

・写真

それを見た顧客が
「いいウェブサ

イトだな」
と情報を共有してくれる

数は、SEO 上重要な要素だからです。
ブログも同様ですが、こちらの場

合は共有してもらうためのセンスも
さることながら、きちんと定期的に

更新する
「継続は力なり」も重要です。
きちんと更新することで顧客が繰

り返し訪れてくれ、それによって

「良く 見 ら れ て い る こ と」も、同 様

著作権切れの文学作品
を公開しているウェブ
サイトや、国会図書館
などがある

海外の美術館や博物館
などでは、著作権切れ
の作品をパブリックド
メインで公開している

画像共有サイトや検索
エンジンでクリエイ
ティブコモンズ作品を
検索することができる

昔はお金がかかったセンス磨きですが、今は
「距離の概念が無い」
インターネットの特性を
生かして、様々な有益なコンテンツが無料で提供されています。著作権が切れた名作文学を
公開しているウェブサイト、所蔵品を閲覧できるようにしている美術館や図書館、画像系の
SNS ではプロカメラマンや世界各国の観光関連機関が、素晴らしい画像を公開しています。
そういったものを閲覧したり、SNS でアカウントをフォローして日々見続けるだけで、セ
ンスやどういったものが受け入れられやすいかといった感性が養われます。
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に SEO 上の重要な要素だからです。
継続は力なりは SNS でも同じです。
写真が主体の SNS なら写真に重

第5章

そして、まずはリスペクトしてトライする

きをおき、短いコメントが主体の

SNS ならウィットがある短い文章で

共有したくなるようにします。

その中でくどくならないように、

自分のビジネスを売り込むわけです。
この写真とウィットのある文章は

重要で、写真は
「センスの良い写真
を見る」
ことを続け、それを自分の

カメラで撮影して真似してみる、模
倣からスキルを向上させます。幸い
にデジタルカメラは繰り返し撮影し
てもお金はかかりませんし、トライ
した結果はすぐ出るので、最近では
カメラマンの修行期間は 10 分の 1
以下になっているぐらいです。

ウィットのある文章も同じ。良い

センスが磨けたら次は実践です。デジタル機器のメリットは、どれだけトライアンドエラー
を繰り返しても、ほとんどお金がかからないことです。写真であればさまざまな設定を変え
て何万枚の写真を撮っても、充電代しかかかりません。また、自分が作ったものを評価して
欲しければ
「距離の概念がない」
インターネットで、多くの人に見てもらうことができます。
例えば文章を書く能力を向上したければ、小説やエッセーなどを書いて小説投稿サイトや
SNS などに投稿すると、評価やコメントがもらえます。イラストやマンガは画像共有サイト
や画像系 SNS、写真や動画は画像系の SNS や動画共有サイトが使えます。
製品を作っている場合は、写真や動画を使ってアピールすることもできます。コメントや
評価を参考にしつつ、作品や製品の価値向上を行うことができるでしょう。
また、文章、画像、映像はマネタイズといって、公開して収入を得る方法も整いつつあります。
製品もオンラインショッピングのサイトを使うことで、マーケットが広がります。

センスの一つのアイデア：余分なものは削ぎ落す

と思うモノをたくさん読みましょう。
しかし、模倣しているときはビジ

ネスのアカウントで投稿せず、自分

なりのスタイル
（型）
やオリジナリ
また、地味な作業ですが、地図系

のサービスに自社の情報を掲載した

り、自社や自店の情報を検索して、
けたら、ウェブサイトや連絡先、営
業時間などを登録したり、自分のビ

まるで、透き通った
雑味の無いスープ

ジネスの商品の写真をアップロード
して、タグ着けをしてみましょう。
無料でできることでも、かなりの

プロモーションができるはずです。
それらを整えてまだ情報発信をし

たい場合は SNS の広告も検討しま
しょう。SNS はターゲット層を絞り
んで、比較的安価に広告を打つこと
もできるので、そういったサービス
を利用して、顧客へのリーチを図る
のもいいでしょう。
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業種でまとめているサービスを見つ

第

例えば
「なんかご
ちゃごちゃしている
な」
「すっきりしていな
いな」
と思ったら、そ
の要素を削ぎ落として
いってみましょう

ティができたらデビューしましょう。

試行錯誤をするときの一つのアイデアは、「引き算」といわれます。つまり、作ったものか
ら余分なものを引き算して、訴えたいことをクリアにする訳です。これは例えばスープを作
るときに、灰汁をとって整ったらふきんで濃し、徹底的に雑味を取り除いて澄んだスープを
作るのに似ています。
文章ならば余分な部分を削る、写真はそぎ落とす、動画ならば切り詰める、製品や作品を
見せる場合でも、見た人が写真を通して目移りせずに製品や作品の主題に自然に導かれるよ
うにするにはどうしたらよいか、試行錯誤してみましょう。
そしてプロモーションをする上で大切であり、少ない人数でも無理なくできる
「写真を撮る」
というテクニックは、磨いておくとさまざまなシーンで役に立ちます。人間は視覚的な情報
のほうが、より記憶に残りやすいからです。
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仕事をしてより利益を上げた

り、成果を上げたりしたいと思っ
た場合、大切なことはその道のプ

ロフェッショナルになることです。
しかし、アマチュアのスタートラ
インに立ったとき、プロはさなが

プロの仕事の謎を解明し身につける

これ、良い写真
ですねぇ。
撮るの大変なんじゃ
ないですか？

いやぁ、たいし
たことないよ
フツーフツー

ら高い山の頂に立っているようで、
そこに辿り着く道筋が見えず、く
じけてしまいそうになります。

また、プロはプロとして仕事を

して食べていくために、昔アマチュ
アだった自分がそこに辿り着いた

テクニックを、つまびらかには語っ

てくれません。まさしく他の人が
その場所に容易に辿り着けないこ

・目的地に予定どおりの時間に着
・撮影する場所
くタイムテーブル
・光の角度
・前日までの降雨による湿度
・日の出の時間
・場所取り
・例年の天気データ
・当日の温度
・一番きれいに写る機材と
・製品を撮る場合は光の当てかた
セッティングの選択
これができるのがプロのプロたるゆえん

とこそが、プロの飯の種だからで
す。

プロへ辿り着く一つの道は、プ

ロの仕事の要素を見破ることです。
先ほども出てきました、レイヤー

の概念や、ベクター系の編集ソフ
トの概念があると、チラシ一つ作
るにしても、何回でもやり直しで

きます。例えば文字一つを修正し
ようと思っても、全部一枚の紙に
描いていたら頭を抱えますが、そ
ういった編集ソフトを使っていれ

天気予報・開花予想
サービス

地図・ナビゲーション
サービス

GPS 連動天体移動 AR
日の出日没時間データ

機材の評価は
ショッピングサイトで

例えば、ある場所である日に思い描いたとおりの写真を撮るために、プロは上のよ
うな要素を総合的に判断して行っています。しかし、それはプロにとって当たり前な
ので、外に向かっては
「普通だよ」
「たいしたことしてないよ」
というわけです。この差
が私たちにとって
「プロのような写真が撮れない」
と思ってしまう理由です。
しかし、上記のような要素は、現在インターネット上の各種サービスを使えば、そ
の多くが机の前に居ながらにして調べることができます。要素を調べ、インターネッ
ト上のサービスを活用できるものは活用する。そしてプロの仕事に近づく。これは別
段写真に限らず、様々なプロフェッショナルな仕事に当てはまることなのです。

ば、数秒で済みます。

知識を持った上で、読み解いてい

の多くのプロである作家の作品を、

ても、画像編集ソフトで補正する

部分の、かなりの要素を追い込み

きます。

写真を撮ったら暗かったと思っ

方法を知れば、粘って一発で撮ら
なくても少し手を加えて望みの明

くと、プロのプロたらしめている
迫ることができます。

その上で、例えば芸術系の仕事

距離と時間を越えて見ることがで

特に海外で盛んな、美術館など

のアーカイブをひたすら見続ける
のも手です。

るさや色にしたり、映り込んだ邪

なら
「センス」があり、料理などの

まったり、人物を切り抜いて好み

オリジナリティとなる「美学」があ

か探しだし、見つけて自分のもの

しかし、そういった美学であっ

ンターネットの時代にこそ加速し

魔なものをキュキュッと消してし
の背景に載せ替えることもお手の
ものです。

このように、なにを使えばどう

いったことができるんだ、という

仕事なら「味覚」が、その他全般、
るのかも知れません。

そういった「どこになにがある

にする」というテクニックは、イ

ても、インターネットの時代には、 ます。時代の力を生かして、新世
デジタル化できる部分では、過去
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代のプロを目指してみましょう。

IT を使った効率化による セキュリティコスト捻出

第5章

コラム：ヘルスケアと経営者の効率化

中小企業にとってサイバー攻撃

手軽に健康状態を見える化して管理

も事業継続への不安要因の 1 つで

すが、経営者や代表者、業務の鍵
になる従業員がいなくなってしま
うのも避けたい事態です。

災害以外にもそういった要素は

あり、それが
「健康」
です。最近で

はその健康状態もデータ化して見

える化することで、ある程度防ぐ
手立てが生まれつつあります。

一年に一度は人間ドックを受診

したりすることはもちろんですが、
それと同時に日々の健康管理とし
てスマートウォッチやスマート血

圧計、スマート体重計などのヘル
スケア IoT 機器を活用して、自分
の健康状態を記録しましょう。

スマートウォッチには脈拍を計

マジ！？

測できる機能を持つ製品があり、
脈拍に異常があれば通知してくれ

社長、体重だいぶ減ったので
ピザ食べてもいいですよ。お医
者さまがおっしゃってました

たりします。それによって不整脈

や、脈拍の上昇など心臓に異常が
発生しているなどの兆候を、視覚
的に察知することが可能です。

ちいち自分で記録しなくても日々
の体重や血圧を記録してデータ化

してグラフで見ることで、その推
移を観察することが可能です。

今後、糖尿病などに対応するた

自分だけで判断せず、適時医師に相談するという前提ですが、様々なヘルスケア IT
機器は、基礎的な自分の健康状態を把握するのに役立ちます。
見える化されたデータは、少なくとも異変を察知する手がかりになりますし、自分
が保つべき基礎的な指針に、向かっているのか離れているのかといったことが明白に
なります。
今後ヘルスケア製品が進化すると、データが常時医師に送信され、病気にかかった
際にすぐに数値をチェックしてもらえるようになっていくでしょう。

め、血糖値も手軽に計測できるよ

タミンなどの栄養素ごとにグラフ

タル化された情報を示すことで、

が、まずは食べ物に関連したカロ

満たすようにバランス良く、そし

ヘルスケアは IT 業界でも重要な

うになるのではといわれています

が表示されるので、そのグラフを

話が早くなる場合もあります。

リー管理に取り組んでみましょう。 て楽しんで食事の記録を取ってい

テーマとなっているので、新しい

最近ではこうしたヘルスケア機

上手く活用して、健康な状態を守

スマホの健康管理アプリの中に

は食事の写真を撮るだけでカロ

きましょう。

リー計算してくれるものもあり、 器に明るい医師も増えつつあるの
また、摂取しなければいけないビ

で、そういった医師の場合、デジ
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情報をアンテナを高くキャッチし、
りつつ、安定した事業継続に取り
組んで下さい。

5

章

スマート血圧計を利用すれば、い

第

また、スマート体重体組成計や

コラム：認定情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）について

認定情報処理支援機関
（スマー

情報処理支援機関検索

ト SME サポーター）
とは、経済産
業省の外局である中小企業庁が運
営する、中小企業の IT 活用を支援
する IT ベンダーなどを中小企業等

経営強化法に基づいて
「情報処理
支援機関」
として認定する制度で
す。

近年、IT 技術の進展や通信回線

の高速化によって、サーバーなど
の設備を持たなくてもソフトウェ
アの利用が可能なクラウドサービ
スの提供が増えてきました。

クラウドサービスは、設備やソ

フトウェアを購入する必要が無い

ため、初期導入コストが低く、し
かも経営指導の専門家などとも情

報共有がしやすく、クラウドサー
ビス同士を組み合わせて活用する

ことができるなど、中小企業にとっ
ても数々のメリットがあります。

一方で、セキュリティ実装状況

や保存したデータの取扱い条件な

どに関する情報提供が、クラウド
サービスを提供する IT ベンダーに

よって異なり、中小企業にとって

は分かりにくい部分がありました。
中小企業庁では、専門家との検

討により、①クラウドサービスの

情報処理支援機関として認定された、みなさんの生産性を高める IT ツールを提供
する IT ベンダーが検索出来ます。
本書ではコンテンツを作る業種を例に挙げましたが、この検索を用いることで、業種別、
サービス別、そして地域別に、必要としているベンダーの情報を得ることが出来ます。
例えば、「東京都」で「飲食・サービス」業で、「予約」システムを提供してくれる会社
を知りたい、というように検索します。

安全・信頼性に関する情報、②セ

ついては、IPA が「中小企業のため

て公開されている情報を参考にし

サポート体制、④利用終了時のデー

引き」で解説していますので、参

企業にとって生産性向上に役立ち

キュリティ対策状況、③利用者の
タの取扱い、などの確認すべき項
目を定めて、スマート SME サポー

のクラウドサービス安全利用の手
照下さい。

便利な IT ツールでも、利用者が

ターの認定申請時に IT ベンダーか

データを取り出せなかったり、セ

庁が特設サイトにて公開していま

安心して使い続けることができま

ら申告させ、認定後には中小企業
す。

上記の項目の詳しい確認方法に

て、クラウドサービスなどの中小
安全・安心に使える IT ツールを上
手に選んで活用しましょう。

キュリティ対策がおろそかでは、 ● Smart SME Supporter 情 報 処
せん。

スマート SME サポーターとし
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理支援機関検索

https://smartsme.secure.force.
com/smartsmesearch/

