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※一部の表示をサンプル用に加工しております

■IT サービス業界トレンド情報（2014 年 4 月）■
株式会社日本能率協会総合研究所
マーケティング・データ・バンク

調査結果
MDB 所蔵資料は 4 月以降にＭＤＢが入手した資料ですので、発行日は 4 月以前のものも含まれます。
データベース資料（記事のインデックス）は発行日で抽出可能なので「2014.04.01～2014.04.30」となります。
資料コピーを送付できるものがございますので、興味関心のある資料があればお気軽に問合せ願います。
ご検討よろしくお願いいたします。

【MDB 所蔵資料】ご提供料金は最終ページをご参照ください。閲覧室でもご覧いただけます。
●ビッグデータ(2129568)
・業界・市場動向
・計画 ････ 「世界最先端 IT 国家創造宣言」(「オープンデータ」と「パーソナルデータ」の活用促進)
・その他(産業) ････ データ活用の進化イメージ図、「ビッグデータ」の重要な価値

-------------------------------------------------------------------------------●IoT(モノのインターネット化、世界)(2129696)
【記事見出し】IoT インテル、収益源に
・市場規模 ････ インターネットに接続する機器数量(2009 年実績・2020 年予測)
・予測(量) ････ IoT 市場規模金額(モノから収集されるビッグデータによる経済効果額、2020 年予測)
・業界・市場動向 ････ IoT 実現後の飲料メーカーのイメージ
・企業・団体事例 ････ IoT 事業動向(インテルなど)

-------------------------------------------------------------------------------●クラウドサービス(ネット通販業よる開発動向、世界)(2129703)
【企業名】アマゾン・ドット・コム<海外>
【記事見出し】猛烈アマゾン クラウド旋風
・市場規模 ････ 金額(2013 年 4 月～6 月期)
・予測(性) ････ 将来にネット通販市場を上回る可能性
・企業シェア ････ 世界シェア(2013 年 4 月～6 月期)
・企業・団体事例 ････ アマゾンウェブサービス(AWS、クラウドサービスを提供するアマゾン子会社)による利用者/開発者会議への IT
関係者の集結人数(2013 年 11 月 13 日)
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●ビッグデータ(新分析ツール、アメリカ)(2129714)
【企業名】タブロー・ソフトウエア<海外>
【記事見出し】データサイエンスに挑む
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ CEO インタビュー(新技術・戦略、売上高)

-------------------------------------------------------------------------------●IT 企業(2126185)
・企業ランキング ････ IT 顧客満足度ランキング(PC サーバー分野)、自動車分野のアフターサービスにおける企業ランキング
・企業リスト ････ 顧客満足度・アフターサービス別 1 位企業(ジャンル別)
・調査・アンケート ････ (IT推進責任者調査)IT部門の新しい役割、(法人の情報システム部門/経営・企画部門勤務者調査)イノベーショ
ンに ICT を利活用する際の課題、(企業調査)過去 1 年間の ICT 関連投資の見直し内容、BYOD の許可状況、データ通信に利用した
いデータ端末、モバイルで利用したい業務アプリ

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(購買データの外部提供)(2126262)
【記事見出し】購買データ提供し新商品
・予測(性)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ カルチュアコンビニエンスクラブ(CCC、会員の購買データを外部企業に販売)、ヤフー・アスクル(通販の購買デ
ータの無償提供)等

-------------------------------------------------------------------------------●情報漏洩対策サービス(企業向け、システム大手・監査法人の連携)(2126269)
【記事見出し】情報漏洩、監査法人と対策
・予測(量) ････ 情報漏洩対策サービス市場規模金額(2017 年予測)
・業界・市場動向
・商品開発事例・動向
・企業・団体事例 ････ 日本 IBM・新日本監査法人による企業向けサービス開始(標的型サイバー攻撃など対策)

-------------------------------------------------------------------------------●マイナンバー制度(システム開発集中「2015 年問題」)(2128496)
【記事見出し】IT 技術者「2015 年問題」 マイナンバー対策
・その他規模 ････ システム整備に対応できる国内のシステムエンジニア(SE)数
・予測(量) ････ マイナンバー制度導入によるシステム整備での特需予測(関連の IT 投資額)、システム整備での不足 SE 数(自治体向
け予測)
・予測(性) ････ 2015 年問題(システム開発業務の集中により SE が不足する懸念)
・業界・市場動向
・法規・制度 ････ 社会保障・税番号制度(マイナンバー)
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●システムインテグレーター(業績予測)(2128555)
【企業名】野村総合研究所
【記事見出し】銘柄研究
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 決算(売上金額・営業利益・経常利益・当期純利益、2010 年 3 月期～2013 年 3 月期実績・2014 年 3 月期～2015 年 3
月期予測)

-------------------------------------------------------------------------------●インターネットサービス(経営戦略)(2128582)
【企業名】サイバーエージェント
【記事見出し】課題は全部「合宿」で潰す
・業界・市場動向
・経営動向 ････ 社長インタビュー(事業別動向・戦略)

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(2129071)
【企業名】ラック、インフォマート、GMO ペイメントゲートウェイ、インターネットイニシアティブ(IIJ)
【記事見出し】2.業界分析 <IT サービス業界(ビジネスソフト)>メガトレンドを踏まえ、注目できるビジネスソフトの中小型株
・市場規模 ････ 分野別ビッグデータ活用によって創出される潜在的な経済効果
・企業ランキング ････ IT サービス業界の売上高・営業利益率上位 10 社
・企業リスト ････ クラウドベンダー別強みの領域、同業買収による主な事例(2013 年 3 月)、M&A による海外市場への主な進出事例
・業界・市場動向 ････ 業界別活用動向(製造・小売・公共・情報システム・データセンター・セキュリティ・クラウドサービス)
・技術動向
・企業・団体事例 ････ 企業のビッグデータ活用事例
・経営動向 ････ 業界売上トップ 10 企業の IIJ サービス提供情況、GIO 売上金額(IIJ、2011 年度第 1 四半期～2013 年第 1 四半期実績・
2013 年第 4 四半期～第 1 四半期予測)、売上高・セグメント利益(ラック、セキュリティソリューションサービス事業・全体別、2011 年度
第 1 四半期～2013 年第 1 四半期実績・2013 年第 4 四半期～第 1 四半期予測)、ASP 受発注売上高・セグメント利益(インフォマート、
2011 年度第1 四半期～2013 年第1 四半期実績・2013 年第4 四半期～第1 四半期予測)、稼動店舗数・決済件数(GMO ペイメントゲー
トウェイ、2011 年度第 1 四半期～2013 年度第 3 四半期実績・第 4 四半期予測)、注目企業別売上高・営業利益・経常利益・純利益・修
正 EPS(2011～2012 年度実績・2013～2015 年度予測)

-------------------------------------------------------------------------------●IT 知材(特許紛争、世界)(2124590)
【記事見出し】IT 知材紛争 集団戦
・企業リスト ････ 主な関連企業
・その他リスト ････ 最近の主な IT 関連特許紛争(原告・被告・内容)
・業界・市場動向
・広告・販促動向
・企業・団体事例 ････ アップル、グーグル、マイクロソフト、ブラックベリー、エリクソン、ソニー、ロックスター
・その他(産業) ････ 主な特許紛争関係図
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●地理空間情報システム(3 次元データ活用、需要動向)(2128508)
【記事見出し】3 次元位置情報
・予測(量) ････ 地理空間情報システムで拡大が見込まれる主な市場規模金額(生活支援サービス・観光サービス・施設管理サービ
ス・モバイルコンテンツ・3 次元データ測位による次世代 ITS 別、2013 年予測)
・業界・市場動向
・商品開発事例・動向
・企業・団体事例 ････ システム開発動向(日立、三菱電機など)
・用途動向
・その他(産業) ････ 地理空間情報システム、地理空間情報に関する展示会「G 空間 EXPO 2013」(2013 年 11 月 14 日開幕、東京)

-------------------------------------------------------------------------------●インターネット接続サービス(経営戦略)(2124547)
【企業名】GMO インターネット
【記事見出し】会社がわかる
・業界・市場動向
・価格・料金 ････ 株価(2012 年 10 月～2013 年 10 月)
・経営動向 ････ 売上金額・最終損益・連結子会社数(2000～2012 年実績・2013 年予測)、事業別営業損益(2009～2012 年)、ドメイン登
録契約件数・レンタルサーバー契約件数(2009～2013 年 9 月)、社長インタビュー

-------------------------------------------------------------------------------●IT 市場(ハードウェア・ソフトウェア・サービス)(2126272)
【記事見出し】13 年、横ばいの見込み
・市場規模 ････ 金額(全体・ハードウェア・IT サービス・ソフトウェア別、2012～2017 年実績・予測)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(対日進出)(2121296)
【記事見出し】日本でビッグデータ事業 米クレイ、半額スパコン投入
・市場規模 ････ 金額(2011～2020 年度実績予測)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ クレイ

-------------------------------------------------------------------------------●漁業(IT 化)(2124400)
【記事見出し】Solution BUSINESS MAP
・その他規模 ････ 海面漁業生産数量(1988～2008 年)、漁業経営体数(1988～2008 年)
・予測(性) ････ IT 化の可能性のある分野
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ ITベンダーによる漁業のIT化への取組み(ミツイワ、日本IBM)、鹿児島県水産技術開発センター(漁師向け漁獲
支援システムの構築)
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●対日オフショアソフト開発(中国)(2126712)
【記事見出し】TOPNEWS 中国の対日オフショアソフト開発 「対国外から対国内へ」が鮮明に
・予測(性)
・業界・市場動向 ････ 中国のソフト開発の動向(3 つのシフトの同時進行)
・企業・団体事例 ････ 「中国アウトソーシングサービス協会(中国服務外包協会)」(仮称)の発足(2014 年予測)
・貿易動向 ････ ソフトウェア輸出累計伸び率(2013 年 1～9 月、月別)
・その他(産業) ････ 中国の主要ソフト開発拠点図

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(組織体制・事業展開)(2126713)
【企業名】ブレインパッド
【記事見出し】KEY PERSON ビッグデータを「つくる」会社に
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 社長インタビュー(組織体制・今後の事業展開)
・経営動向 ････ 企業概要、売上高・営業利益(2013 年 6 月期)

-------------------------------------------------------------------------------●建設業(IT)(2126715)
【記事見出し】Solution BUSINESS MAP Chapter6 建築業
・その他規模 ････ 建設許可業者数(2000～2012 年)、売上高に対する情報処理関係諸経費(全産業・建設業別、1997～2012 年度)、電
子商取引利用率(発注・受注別)、パソコン普及率 70%以上の企業の割合(内勤・現場別、2001～2006 年)
・企業リスト ････ 主な建設業向け EPR ベンダー
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(2116896)
【記事見出し】DATA&DATA
・市場規模 ････ 金額(インフラストラクチャー・ソフトウエア・サービス別、2011～2012 年実績・2013～2017 年予測)
・予測(量)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●IT システム(2116903)
【企業名】ミサワホーム
【記事見出し】改革の勘所
・業界・市場動向
・経営動向 ････ システム再構築プロジェクト背景・スケージュール、新システムで用いるアプリケーションと基盤一覧
・投資動向 ････ システム投資金額
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●IT サービス・製品(自治体調査)(2116905)
【記事見出し】第 4 回 日経 BP ガバメントテクノロジー 自治体 IT システム満足度調査報告
・企業ランキング ････ 顧客満足度(製品・サービス別)
・業界・市場動向
・調査・アンケート ････ (自治体調査)利用している製品/サービスのベンダー名・項目別満足度

-------------------------------------------------------------------------------●IT(世界)(2116906)
【記事見出し】寄稿 四半期業績で読むグローバル IT トレンド 10 億ドル以上の大型買収が相次ぐ アジア地域の減速が明白に
・その他規模 ････ 売上高伸び率・営業利益率(業界別、2012・2013 年各第 2 四半期)
・企業リスト ････ 主要ベンダー企業買収一覧(2013 年第 2 四半期)、直近四半期売上金額・営業損益・営業利益率
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 主要ベンダー別売上高伸び率(地域別)

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(経済効果)(2113080)
【記事見出し】貴重な人材 争奪激しく
・予測(量) ････ フル活用した場合の経済効果(年間金額)
・業界・市場動向

-------------------------------------------------------------------------------●ビッグデータ(顔認証)(2115186)
【記事見出し】雑踏でも瞬時に顔認識 NEC、ビッグデータ分析 10 倍速 スパコン技術など活用
・市場規模 ････ 金額(ハードウエア・ソフトウエア・分析構築サービス別、2011～2012 年実績・2013～2017 年予測)
・予測(量)
・業界・市場動向
・企業・団体事例 ････ 混み合う店内で瞬時に得意客の来店を把握できる顔認識サービスの開始(NEC)
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□□ＭＤＢ資料提供料金のご案内□□==================================================================

【
ＭＤＢ所蔵資料】

※全て閲覧が可能です。コピー費用（基本料金）は以下のようになります。
尚、「電子ブックサービス」の記述があるものは閲覧室のタブレット端末でのみ閲覧可能な資料
になります。詳細は「MDB 閲覧室電子ブックサービス」欄を参照下さい。
・閲覧室でのお受け取り（現金）

70 円／枚

・閲覧室でのお受け取り（その他）

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・郵送

120 円／枚＋基本手数料 200 円

・FAX

200 円／枚＋基本手数料 200 円

【MDB 提携データベース】

適宜ご紹介いたします。

【学術文献情報】

適宜ご紹介いたします。

【個別取り寄せが必要な資料】

適宜ご紹介いたします。

＜用語説明＞
「文献提供料」
「閲覧のみ」
「閲覧のみ（DB 等あり）」

※アンケート調査資料
ex.

発行元に著作権を支払う必要のある資料です（特別料金）。1
頁または 1 面につき、記載の料金が追加されます。
発行元の意向により送付できない資料です（コピー不可）。閲
覧室でご覧いただけます
発行元の意向により送付できない資料ですが、弊社取扱い
データベースにて有料で出力可能です。

【掲載頁】の合計頁数には、調査概要は含まれていませんのでご注意下さい。
【掲載頁】 54；55（計 1 頁） → 調査概要、該当頁をお送りする際には、計 2 枚になります。

◆MDB 閲覧室電子ブックサービス
該当資料をタブレット端末で閲覧いただくものです。1 時間あたり 1 カウントでご利用いただけます。
該当部分の印刷についてはデータベースサービスの費用が別途かかります（データベース料金についてはお見
積します）。
※上記金額には消費税は含まれておりません。別途ご負担いただきます。
Copyright(C) 2013 JMA Research Institute Inc. All rights reserved.
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