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【１】はじめに

○本書の位置づけ
本書は、これまで取り組んできた北九州 e-PORT 構想（以下、「旧構想」という）におけ

る成果と問題点を総括し、今後１０年間をかけて取り組んでいく基本的な方針を示したもの

である。従来の旧構想に基づく取り組みは 2014 年度をもって一旦終了する。2015 年度

以降は、本書に掲げる北九州 e-PORT 構想 2.0（以下、「e-PORT 2.0」という）により、

ICT を利活用した新たな地域課題解決プラットフォームを構築し、様々な ICT サービスの

創出に取り組んでいく。

○ e-PORTから「北九州 e-PORT構想2.0」へ
北九州 e-PORT 構想は、データセンターを中心とした ICT サービス基盤を集積させ、

ICT サービスを電気や水道のように、いつでも簡単、便利に使える社会基盤を提供すること

を目指したものである。

2002 年からの 12 年間の取組みの結果、八幡東区東田地区は全国でも有数のデータセ

ンター集約を実現し、コールセンターや情報倉庫など、ICT サービス基盤の形成は実現した

と言ってよい。しかし、この ICT サービス基盤を利活用した、いつでも簡単、便利に使え

る ICT サービスの提供という目標は、未だ道半ばである。この目標達成のために、ICT サー

ビス基盤の拡張を図りつつ、ICT サービスを生み出していくべく e-PORT 2.0 に取組むこ

ととする。 

新たな仕組みを必要とする背景には、旧構想がスタートした 12 年前には ICT の適用範

囲（人・場面）は限られており、また、個々人の利用も限定的であったものが、スマートデ

バイスの普及に伴い、個人の生活のあらゆる局面で ICT は当たり前に存在し、利用せざる

を得ない社会となっているという状況がある。

また、適用範囲の拡大だけではなく、クラウドサービス※ 1、位置情報サービス、ウェア

ラブルデバイス※ 2、センサー、ソーシャルメディア等の、新たなサービスやデバイスが次々

と登場し、ICT が急速に進化するとともに、利用形態も大きく変化してきたことがある。

その一方で、急激に進んでいる ICT の広域化および高度化に市民や企業のすべてが対応

できているわけではない。ICT の利用者（個人及び企業）のみならずサービスを提供する側

の事業者においても、充分な ICT 利活用が出来ているとは言い難い。

加えて、急激に変化する社会状況に起因する社会問題や、ビジネスを取り巻く環境の変化

に対して、旧構想における取り組みだけでは ICT による有用なサービスやソリューション

を提供することが困難な状況になっている。

※ 1. 従来利用者が手元のコンピュータで利用していたデータやソフトウェアを、ネットワーク経由で、サービスとして利
用者に提供するもの。

※ 2. 服やカバン、腕時計のように身につけて (wear) 利用するコンピュータ。

❶ は じ め に
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このような状況に対応するため、e-PORT 2.0 では、サービス事業者向けの ICT 利活用

支援の具体的な仕組みを提供する。この仕組みを用いてサービス事業者を支援することで、

いつでも簡単、便利に使える ICT サービスの創出を実現する。

e-PORT 2.0 においてサービス事業者支援を通じ提供を目指す ICT サービスとは、北九

州地域における個人及び企業等が抱える課題の解決に資するものである。つまり、e-PORT 

2.0 における最終的な目的は、ICT サービスの創出による地域課題の解決である。言い換え

ると、e-PORT 2.0 とは、こうした地域課題の解決を次々に実現可能とする、サービス事

業者支援の仕組みを地域解決型のプラットフォームとして北九州地域に構築する取り組みで

ある。

地域課題とは、個人及び企業等が抱える諸問題であり、個人の生活の利便性向上だけを指

すのではない。それは、企業・行政の効率化や新たな付加価値を創出するものなど多岐にわ

たり、その中には地域産業の振興も当然内包されるものである。

e-PORT 2.0 の実施にあたっては、利活用できる ICT インフラ環境を整えるという受動

的な取り組みだけではなく、より積極的に、かつ、より具体的に ICT 利活用や新たなサー

ビスの創出を支援する。これらの支援は結果として地域経済活動の活性化を促し、市民の

ICT 利活用を、より自然な形で実現して利便性を向上させるものである。

e-PORT 2.0 においても、旧構想で培ってきた ICT インフラや人的ネットワークを活用

して、事業に取り組んでいく。これまでの 12 年間における成果を発展的に活用しつつ、新

たな人的資源や団体との連携を構築し、事業者が、より容易に新規サービスを展開すること

が可能となる環境（風土）を構築する。そのため、e-PORT 2.0 の名称は、従来の「北九

州 e-PORT 構想」の更なる発展を期して「北九州 e-PORT 構想 2.0」とする。

これらから明らかになる e-PORT 2.0 の目的とは、「ICT サービスの創出による北九州地

域における地域課題の解決」であり、この目的の実現に向けたアプローチとして「サービス

事業者支援を通じた市民の ICT 利活用利便性の向上」と、「地域産業の ICT 利活用による成

長」に取り組むことである。

＜北九州 e-PORT 構想 2.0 の目的＞

●　「ICT サービスの創出による北九州地域における地域課題の解決」

　＜北九州 e-PORT 構想 2.0 のアプローチ＞

　▶　北九州における「サービス事業者支援を通じた市民の ICT 利活用利便性の向上」

　▶　北九州における「地域産業の ICT 利活用による成長」
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○北九州市で地域課題解決に取り組むということの効果
北九州市は五市対等合併という希有な成り立ちにより成立した。近年では、重厚長大な鉄

鋼・窯業を中心とした製造業の地位低下に対して、公害を克服した経験を基にして環境産業

への転換を図ってきた。

五市合併後の計画人口１２０万人に対して、１９７９年の１０７万人をピークとして人口

は減少し、特に少子化の影響をもろに受け人口の年齢構造は逆ピラミッドの構成となり、人

口減少が加速している。

この結果、政令指定都市として最も高い高齢化率となるほか、計画人口に基づくインフラ

整備や五市対等合併に伴う公共施設等の重複と老朽化など、他の大都市に先駆けて様々な課

題に直面する、まさに課題先進都市となった。

これらの課題を、e-PORT 2.0 を通じて解決することにより、今後同じ課題を抱えるこ

ととなる国内外の都市へ、課題解決モデルを提供することが可能となる。

課題先進都市である北九州市において実証されたモデルは、国内外で同様の課題を抱える

都市への適用が可能である。地域課題解決を目的とした新構想を北九州市で展開していく効

果は、地域課題解決の手法や知見を北九州市発の「e-PORT」というブランドのもと、新し

いビジネスモデルとして国内外へ展開し、展開先の地域における地域経済社会の活性化が図

られることにあり、新たなサービスの展開を志す事業者にとっては北九州市こそが格好の実

証フィールドと言うことができる。

つまり、地域課題の解決を目指す市内外の課題を抱えた人々に対し、e-PORT の活用に

よる新たな支援を提供することで、北九州地域内の経済活性化をはじめ、先進モデルとして

国内外への展開することで得られる経済効果と、同時に国内外からの人材や資本の流入を呼

び込む効果が期待できるのである。
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【２】北九州 e-PORT 構想 2.0 とは

○基本コンセプト
e-PORT 構想は、海の港（seaport）、空の港（airport）に続く、第 3 の「情報の港（e-PORT）」

を整備し、ICT サービスを電気や水のように、いつでも簡単・便利に使える社会づくりを目

指すことをコンセプトとしている（2002 年策定、北九州 e-PORT 構想資料より）。

図 1 　従来の北九州 e-PORT 構想イメージ図

e-PORT 2.0 においても上記の基本コンセプトに変更はないが、これに加え、「情報の港

（e-PORT）」に入出港する船（ひと＆情報≒事業者）を支援し、多くの船が寄港するために

「e-PORT チャレンジ」という名称で具体的なプログラムに取り組む。

この「e-PORT チャレンジ」プログラムによって行き交う船、つまり事業者に対する価

値提供と、港町である北九州市のにぎわいづくりを実現し、来航する船同士、あるいは地域

の文化が融合することで、新しいサービス事業が次々と生まれていく土壌を形成する。

「e-PORT チャレンジ」では、旧構想の成果であるデータセンター等の ICT 基盤（港）を

下支えとして利用しながら、事業者（船）への支援を主眼とした、従来とは異なるアプロー

チに取り組んでいくことで、ICT サービスを創出し、地域課題の解決を実現する。

❷北九州 e-PORT 構想 2.0 とは
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○「e-PORTチャレンジ」とは
　▶全体像について

e-PORT 2.0 では、地域課題解決のためのサービスを提供する「e-PORT コンソーシアム」

と、その運営・推進主体であり、全体を管理する「e-PORT 推進機構」がその中心的組織

となる。この周囲を取り巻く産学官民金の人的ネットワークである「e-PORT パートナー」

が存在し、「e-PORT パートナー」は、個別の事業に対して e-PORT コンソーシアムに参

画する。

「e-PORT パートナー」が「e-PORT コンソーシアム」へ参画・連携して、個別サービス

の展開主体者である「事業体」への支援を行うプログラムが「e-PORT チャレンジ」である。

この「e-PORT チャレンジ」での支援対象となる「事業体」は、ベンチャー企業や起業家、

第二創業フェーズにある中小企業など、新しい事業の立ち上げを行う企業・団体を指す。

支援内容としては、資金調達助力や事業マッチングなどを行う「地域事業支援サービス」

と呼ばれるサービス群と、データセンターや共同利用可能なパブリック・アプリケーション

などの「地域情報基盤」と呼ばれるインフラ群の提供を行う（詳細は後述）。

図 2　 e-PORT チャレンジ全体像

　▶ e-PORT推進機構の概要について
「e-PORT 推進機構」は e-PORT コンソーシアムを運営し、事業体に対する適切な事業

プロデュース、資金調達サポート、リサーチやネットワークの構築といったマーケティング

側面からの支援や、共通利用可能なアプリケーション（パブリック・アプリケーション）の

活用アドバイス、地域内データ（シティ・データ）を利用するにあたってのデータ連携調整

といった ICT 側面からの支援を実施する。

e-PORT 推進機構内は、推進機構長・顧問会・サービス担当・情報担当および事務局で
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構成される。それぞれの役割分担は以下の通り。

表 1 　e-PORT 推進機構体制

推進機構長 最高執行責任者。e-PORT 2.0 事業の最高責任者として、各種サー
ビスや事業支援実施の決定を行う。

顧問会 日本および世界の情勢を踏まえ、北九州地域において取り組むべき課
題や推進方針、将来像の助言を行う。

サービス
担当

地域事業支援サービスの推進担当として、サービスメニューの策定、
イベントの企画、広報や営業を行い、外部コーディネーターやサービ
ス事業者などの調整を行う。また、マーケティングの観点から事業者
支援を行う。

情報担当
地域情報基盤の統括担当として、基盤構築の企画およびシステム事業
者の調整を行い、運営時の管理を担当する。また、事業者に対して地
域情報基盤利用の支援を行う。

事務局 経理処理、財務処理、契約処理など、各種事務作業を行う。また、イ
ベント実施時の運営や推進機構への問い合わせ窓口を担当する。

図 3 　e-PORT 推進機構内の構成

e-PORT 推進機構は、「e-PORT チャレンジ」の推進機関として全体をマネジメントして

いく機関であり、運営には、様々な人材と人脈を必要とし、その経費も必要となる。

「e-PORT チャレンジ」全体が軌道に乗れば、地域事業支援サービスや地域情報基盤から

の収入によってこの経費を賄うことも可能と考えるが、スタート時においては公益財団法人

九州ヒューマンメディア創造センター（以下、「財団」という）の事業として、財団の持つ

人的リソースや資金をその運営に充てる他、行政（国、県、市）の補助も活用する。

また、「e-PORT チャレンジ」から産み出されるビジネスモデルに投資し、そのリターン
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を次の運営及び投資資金とすることを視野に入れている。

図 4 　e-PORT 推進機構運営における費用の流れ

○「e-PORTチャレンジ」の基本戦略
「e-PORT チャレンジ」の実行に向けては、「スマート・イノベーションの推進」が、そ

の基本戦略である。この基本戦略の実現に向けて「実践型 ICT 人材の創出」「リーン・スター

トアップの実践」を進める。

　▶スマート・イノベーションの推進
スマート・イノベーションとは、特定の個人や年代層・企業のみが恩恵を享受するという

対処療法的なイノベーションではなく、すべてのひとや企業が恩恵を享受可能な社会全体の

価値を底上げする、多面的かつ根本的なイノベーションである。

スマート・イノベーションは単一の視点からは生まれにくい。なぜなら、イノベーション

の本質は“モノゴトの新しい捉え方”による価値創出に他ならないからである。だからこそ、

実践型 ICT 人材を中心に、地域の人びとが参加し、多様性のある対話を重ね、そこから生

まれる地域の知恵を活かすことが求められる。

実践型 ICT 人材を創出し、リーン・スタートアップを産業文化とすることで、こうした、

地域の知恵を活用したスマート・イノベーションが活発に創出される地域社会の実現を目指

すことを、「e-PORT チャレンジ」の基本戦略とする。

　▶実践型 ICT人材の創出
実践的 ICT 人材とは、ICT と現場の双方を理解し、社会活動内のどの様な場・時・対象

に対して ICT を利活用すべきかを考え、周囲との連携を図りながら課題解決を実現する人

材である。
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「e-PORT チャレンジ」では、ICT によって地域資源を結び付け、利活用し、新たな価値

を創出することが求められる。当然ながら、その活動を実践する人材は、事業を実施する側

とそれを支援する側の双方に不可欠であり、この人材を北九州市内外に求め、また、創出し

ていくことが重要かつ欠かせない戦略となる。

実践型 ICT 人材は、ICT に対する知見を持っているだけでは不十分である。社会において、

どのようなサービスが、どういった人びとによって提供され、利用されているかという、現

場に対する理解が不可欠であり、また、非常に複雑な現代社会で発生する地域課題解決に関

しても、様々なスキル（技能や知見、経験）が必要であり、これらのスキル群を一人の人材

でその全てを兼ね備えることは不可能である。

したがって、「e-PORT チャレンジ」を実現するためには、様々なスキルを持った実践型

ICT 人材が数多く存在することが必要である。

e-PORT 2.0 においてはコミュニティの醸成や風土づくりなどの取り組みを通じて、こ

の実践型 ICT 人材を北九州市内外に求めるほか、今後拡大する需要に備えて人材育成プロ

グラムを構築し、様々なスキルを有する実践型 ICT 人材を創出していく。

　▶リーン・スタートアップの実践
リーン・スタートアップとは、最低限のコストと短いサイクルで仮説の構築と検証を重ね、

市場やユーザのニーズを探り当てていく手法である。

チャレンジを行うにあたり、初めから市場やユーザのニーズが把握できていることは稀で

ある。チャレンジにおいては、技術シーズを世の中に広める、社会で発生している問題を解

消する、など目的は存在しながらも、実際としてそのニーズが市場にあるか、という点につ

いては正確には把握できていないことが大半である。

一方、労力や資金を費やしてニーズを予め調査しても、変化の激しい現在の情勢では製品

やサービスの開発期間中にニーズ側が変化していくことも想定される。

したがって、事業は可能な限り効率的、かつ迅速に立ち上げ、軌道修正を行いながら事業

継続を行うリーン・スタートアップが必要である。

これまでは、①「基礎技術としてのシーズは持ちながら何処にニーズがあるのか分から

ない」というケース。あるいは、②「この問題を解決したいという明確なニーズは持ちなが

ら適用可能なシーズを探せない」というケース。さらには、③「シーズ、ニーズともに持ち

ながらもスタートさせるための資金・人を確保できない」といったケースが数多く存在して

いる。つまり、シーズ、ニーズ、資金・人のアンマッチが発生しているのである。

このような状況を解決する仕組みとして、リーン・スタートアップで取り組むことが有効

であると考えられるため、「e-PORT チャレンジ」における基本的な戦略として、リーン・

スタートアップの実践を挙げ、今後の北九州市の産業文化としていく。
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「e-PORT チャレンジ」においては、ニーズやシーズ間のマッチングやリソース（資金・

人等）のサポートといったビジネス展開に必要なサービスと、事業展開や推進を下支えする

システム等を提供することにより、チャレンジの負担を低減することで柔軟かつ迅速なリー

ン・スタートアップを支援する。事業者にとっては、リーン・スタートアップを基本とする

ことで、地域課題解決への様々なアプローチを繰り返しチャレンジすることができ、最終的

な成功を手にする可能性が高まるのである。

○ e-PORTチャレンジ実現の仕組み
「e-PORT チャレンジ」では、地域課題解決に向けて、「スマート・イノベーションの推進」

という基本戦略のもと、「実践型 ICT 人材の創出」と「リーン・スタートアップの実践」の

ための仕組みを提供する。一つは、「地域事業支援サービス」と呼ばれる事業者向けのサー

ビス群であり、もう一つは「地域情報基盤」と呼ばれるサービスインフラ群である。

図 5 　e-PORT チャレンジにおける戦略と実現の仕組み

　▶地域事業支援サービス
事業者向けの支援サービスである「地域事業支援サービス」は、事業者のビジネスフェー

ズに応じた、「インキュベーション・サービス」「マッチング・サービス」「シェアード・サー

ビス」で構成される。これらのサービスは、e-PORT 2.0 事業開始時点ではモデルケース

としてスタートさせ、事業拡大と共に人員・サービス内容の拡充を行なっていく。各サービ
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スの内容については以下の通り。

・インキュベーション・サービス

　新たな会社や事業の立ち上げフェーズにおける支援を目的として、ビジネスモデ

ルの分析・評価・改善提案や必要となるネットワーク（パートナー・提携先、フィー

ルド）の紹介、資金調達に関する助力、低廉なインフラ環境の提供、サービス展開

にかかるプロジェクト支援などを行う。

・マッチング・サービス

　既にサービス化された事業や製品化された技術の更なる展開を行う拡大フェーズ

への支援を目的として、事業マッチング・イベントの開催や、相談受付、コミュニティ

形成によって事業者（企業・個人・その他団体）間のつながりを促進する取り組みを

行う。

・シェアード・サービス

　ビジネスの各フェーズにおいて共通的に発生する事務処理や各種作業への負担軽

減を目的として、コールセンターやヘルプデスク、経理事務、法務処理、人材育成な

どを行う。

　▶地域情報基盤
地域情報基盤は、地域のヒト・モノ・カネ・データ・技術・場などあらゆる情報を集積し、

個々の事業展開に必要な機能をあらかじめ提供する事によって、事業者における個々の ICT

環境整備コストを最小化する。

地域情報基盤は、コンセプトや必要となる機能のデザインを行った上で、既存のデータセ

ンター環境を利用しながら、構築していく。この際、すべての機能を独自に開発するのでは

なく、外部団体の知見やパッケージを導入することで提供までの期間を最小化し、実際に運

用していく中で必要な機能追加や改修を行っていく。

地域情報基盤で提供される機能と構成を以下に例示する。これらに加え、実際に取り組み

を進めていく中で、必要となった機能等については適宜見直しを行い、地域情報基盤自体の

価値向上を図る。
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表 2 　地域情報基盤機能
データセンター 物理的なサーバ、ネットワーク環境

シティ・データ
（地域データ群）

北九州におけるオープンデータ※ 3（イベント情報、公共施設情報、地
理 ID 等）・ビッグデータ（交通情報、センサーデータ等）をはじめ、
e-PORT 上で実施されている各種事業のアウトプットデータと、各
データにアクセス可能なデータカタログ

基幹エンジン データ検索や解析に必要な API ※ 4、開発で用いる SDK ※ 5 など

セキュリティ 認証、アクセス制御、暗号化などのセキュリティ共通機能

仮想環境 分散処理を行うための環境（クラウド環境）

パブリック・アプ
リケーション

e-PORT 2.0 で提供する、事業展開において共通利用可能なアプリ
ケーション群。各種データ・アプリケーションの地域情報ポータル
サイトや、関連する情報・コミュニティへのディレクトリ・サービ
ス※ 6、新規事業を立ち上げる際の資金調達を可能とするクラウド・
ファンディング※ 7、販路拡大に繋げるための地域内顧客（企業・団体）
共有システムなど

図 6 　地域情報基盤の構成

※ 3. 何らかの権利に基づく制限を課されることなく、誰でも自由に入手、加工、利用、再配布などを行えるよう公開され
たデータ

※ 4. Application Programming Interface：あるコンピュータプログラム（ソフトウェア）の機能や管理するデータな
どを、外部の他のプログラムから呼び出して利用するための手順やデータ形式などを定めた規約。

※ 5. Software Development Kit：あるシステムに対応したソフトウェアを開発するために必要なプログラムや文書な
どをひとまとめにしたパッケージ。

※ 6. 既存の情報を提供側の視点ではなく利用する人の視点で情報を目的別に再利用可能な形で整理して提示するもの。
※ 7. 資金を必要とする企業やプロジェクトが不特定多数の個人から少額の資金を募る手法。一般的にはインターネット上

に実現対象を紹介する Web サイトを作成し、賛同者を募る。
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○ e-PORTチャレンジにおける地域課題解決の進め方
「e-PORT チャレンジ」における地域課題解決の進め方は、大きく分けて「テーマの設定

による地域課題解決」と、「技術シーズの持ち込みや ICT 利活用相談を起点とした地域課題

解決」の 2 つである。

　▶テーマの設定による地域課題解決
テーマの設定による地域課題解決についての流れは以下の通り。

①　e-PORT コンソーシアムにおいて、地域内ニーズ・シーズの調査結果や利用可能な

事業者内ネットワークや地域特性データ（統計データ等）といったシティ・データを

基に、地域課題を発掘・分析して、取り組むべき“テーマ”を設定する

②　テーマについて、e-PORT コンソーシアム内に対象フィールド事業者や技術シーズ

保持者、ファシリテーターなどからなる研究会を組織する。この際、テーマに関連し

協働の意思がある e-PORT パートナーが参画する

③　研究会内では課題解決方法検討を行い、その課題解決方法に沿った仮説レベルのビジ

ネスモデルを立案するとともに、事業展開にチャレンジする事業者と、実証のための

フィールド選定を行う。また、立案されたビジネスモデルに最適な技術シーズを適用

するなどし、実際にビジネスモデルを事業として展開することを目指す事業体と共に

実証を進める

④　事業体は主体としてビジネス化へのチャレンジを行っていくが、そこで必要となる資

金調達サポートや、実証フィールドの提供あるいは調整といった各種支援は、研究会

のメンバーおよび他の e-PORT パートナーが e-PORT 推進機構と協力して実施する。

これらの流れの中で、e-PORT 推進機構は、コーディネーターによる課題分析や連絡調

整などの各種支援・調整を実施する。

図 7 　テーマの設定による地域課題解決アプローチ
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この研究会においては、e-PORT パートナーである産学官民金の各団体との連携を基調

とし、それぞれの役割を明確にし、テーマに対するニーズをきちんと捉えた上で実効性の高

い方策を作り上げていく。また、研究会内では団体の規模に関わらず実際に活動を行う担い

手を尊重し、各々が保持する各分野のリソース（ヒト・モノ・カネ・場所・仕組み）を提供

して推進することで、形骸化および重鈍化を防ぐ。

この中で産学官民金それぞれに求められる役割は次図の通り。

図 8 　産学官民金連携図

　▶技術シーズの持ち込みや ICT利活用相談を起点とした地域課題解決
「e-PORT チャレンジ」ではテーマの設定による地域課題解決だけではなく、技術シーズ

の持ち込みや、地域課題に対する ICT 利活用相談に対する事業支援を起点として地域課題

解決を行っていく。この際の流れは以下のとおり。

① e-PORT 推進機構へ技術シーズが持ち込まれた場合は、まず、適用可能な地域課題が存

在するかを検討する

②適用可能な地域課題が存在した場合は、e-PORT 推進機構が e-PORT コンソーシアムへ

持ち込み、コンソーシアム会員や e-PORT パートナーとのマッチングを通じた事業主体

の選定や PoC ※ 8 の組み立てなどの事業プロデュースを実施する

③適用可能な地域課題がその時点で見当たらない場合は、当該技術シーズについては一旦ス

トックし、今後提案または発掘される地域課題での活用を図る

一方、地域課題に対する ICT 利活用相談の場合は、利活用可能な技術シーズやサービス

を検討し、技術シーズ持ち込みケースと同様に事業プロデュースを実施する。

※ 8. Proof of Concept( 概念実証 )：新しい概念や理論、原理等が実現可能であることを示すための簡易な試行。
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図 9 　技術シーズ持込および地域課題 ICT 利用相談の流れ
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【３】北九州 e-PORT 構想 2.0 の展開

○事業マイルストーン
e-PORT 2.0 は 2015 年度（平成 27 年度）より 3 つのフェーズに分けて推進する。

各フェーズにおいては、アクションプラン（実行計画）を作成し、フェーズごとの取り組み

内容を精査した上で、可能な限り前倒しを図りながら事業を推進していく。アクションプラ

ンの中では、フェーズごとに事業支援における重点テーマを設定し、地域課題の解決を計画

的に進めていく。また、情勢の変化が激しい昨今に対応するため、e-PORT 推進機構の事

業計画は年度毎に立案し、軌道を修正しながら e-PORT 2.0 を推進していく。

　▶フェーズ1における方針について
2015 年度から 2017 年度のフェーズ 1 におけるキーワードは「形成」として、北九州

e-PORT 2.0 の立ち上げを行う。

フェーズ 1 では、地域事業支援サービスを北九州市内に提供し、「e-PORT チャレンジ」

としての事例を獲得する。これとあわせて、地域情報基盤のシステム設計を行い、「e-PORT

チャレンジ」プログラムを北九州市内に確立し、認知させていく。この中で、コミュニティ

風土の醸成を行い、ICT 人材同士がつながれる素地を形成していく。

フェーズ１における e-PORT 推進機構は財団が担うが、2017 年度までにフェーズ 2 に

向けた構想の見直し、アクションプランの作成、組織のあり方の検討を行う。

　▶フェーズ2における方針について
2018 年度から 2020 年度のフェーズ 2 におけるキーワードは「拡張」として、「e-PORT

チャレンジ」の取り組み範囲を文字通り拡張する。

具体的には、フェーズ 1 で設計した地域情報基盤のシステム構築を行い、提供する地

域事業支援サービスの幅を広げ、提供地域も北九州市外に拡大する。これにより、北九州

「e-PORT チャレンジ」から創出された人材や事業が全国レベルに展開されることを見込む。

また、東京オリンピック開催にあわせ、北九州をはじめとする九州地方の経済振興策を推進

する。

　▶フェーズ3における方針について
2021 年度から 2023 年度のフェーズ 3 におけるキーワードは「成熟」として、「e-PORT

チャレンジ」を一つの社会モデルとして成立させる。

地域情報基盤および地域事業支援サービスの提供を、行政の予算に頼らない事業として確

立し、独立採算型での運営に移行する。

また、「e-PORT チャレンジ」の取り組みの輪を、アジアをはじめ海外にまで展開する。

❸北九州 e-PORT 構想 2.0 の展開
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図 10 　フェーズ毎マイルストーン

○活動評価・分析方針
e-PORT 2.0 では、その活動成果をフェーズ毎に評価する。評価に当たってはその根拠

となる指標を設定し、達成度合いを調査・確認することで対応する。なお、年度毎の途中経

過・進捗状況も明示していく。

評価の観点としては以下の 3 つとし、北九州市の新成長戦略を前提に目標値をフェーズ

ごとに設定して、その達成度合いを評価する。

表 3 　活動評価観点

観点 説明 項目例

地域課題解決
e-PORT 2.0 の取り組みによる地域課
題解決の貢献度を定量的に評価

国実証実験の獲得件数、
地域課題解決事例の発信数
など

産業振興
e-PORT 2.0 による北九州市の企業活
動、および雇用に対する貢献度を定量
的に評価

事業マッチング数、新規事業創
出数、企業創業数、企業誘致数、
雇用創出数 など

人材育成 e-PORT 2.0 による北九州市での ICT
人材育成の貢献度を定量的に評価

育成・創出 ICT 人材数、企業数 
など

また、e-PORT 2.0 の活動規模や品質の評価も行うことで、フェーズ毎の見直しに活用

する。活動規模に関しては、提供エリア、事業パートナー数、ユーザ数、事業収益によって

評価する。品質に関しては、地域情報基盤の稼働率や満足度調査によって評価する。
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【４】終わりに

2002 年からの旧構想による取り組みは既に 12 年目を迎え、その中で我々は地域の情

報基盤としてのデータセンター等 ICT 基盤の集積を実現してきた。これを活用し、新たな

ビジネスモデル創出を支援するという発展的な展開と、地域における問題解決の実現への挑

戦として「北九州 e-PORT 構想 2.0」という新たな構想と、その具体的な取り組みプログ

ラムである「e-PORT チャレンジ」を策定した。

これは、「北九州市新成長戦略」における目標像、すなわち「新たな技術と豊かな生活を

作り出す アジアの先端産業都市」の実現に貢献する。

一方、政府は「世界最先端 IT 国家宣言」において目指す姿として「革新的な新産業・新サー

ビスの創出と全産業の成長を促進する社会の実現」を掲げており、そのための施策として「人

材育成・教育」を取り上げている。

「e-PORT チャレンジ」は、まさにこれら「北九州市新成長戦略」における目標像と「世

界最先端 IT 国家宣言」における目指す姿に取り組むための一つのプログラムである。これ

までの資産、すなわちデータセンターという物理的な設備だけではなく、旧構想を進めてき

た中で培った地域内の関係性を活用するとともに、新しく産み出される技術やサービスを取

り入れることで地域課題を解決し、地域の自律により、地方創生の実現に貢献する。

北九州市において地域課題を数多く抱えているという事実を否定的に捉えるのではなく、

これをチャンスと捉え、解決へのチャレンジを実行することが今求められている。地域課題

には、行政だけではなく産学官民金が一体となり、互いの強みを活かして取り組むことでは

じめて、根本的な解決が可能となる。

チャレンジを継続するためには、それを支援するプログラムすなわち「e-PORT チャレ

ンジ」も継続的に成立していく必要がある。したがって、「e-PORT チャレンジ」ではビジ

ネスとして民間事業者からの対価を活動の源とするエコシステム※ 9 を、今後 10 年をかけ

て北九州に根付かせ、日本国内外に提供していく。また、合わせて行政からの一方的な補助

を受けるのではなく、行政コスト削減という効果をもって行政を支援するという共存共栄の

モデルを構築する。

こうした取り組みを続けていくことで、チャレンジしたいひとびと、そしてそれを支えた

いひとびとや資本が北九州を訪れるようになり、北九州で課題解決モデルを実証することで

他都市にも伝搬していくという、情報の港としての機能が実現される。これこそが、北九州

e-PORT 構想 2.0 の目指す姿である。

※ 9. 複数の企業が商品開発や事業活動などでパートナーシップを組み、互いの技術や資本を生かしながら、開発業者・代
理店・販売店・宣伝媒体、さらには消費者や社会を巻き込み、業界の枠や国境を超えて広く共存共栄していく仕組み

❹ 終わりに
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【４】終わりに

○次期 e-PORT構想検討委員会

北九州 e-PORT 構想が 2015 年 3 月をもって、第 3 フェーズが終了するにあたり、新

たな時代を築き、飛躍するための次期 e-PORT 構想の策定が急務となり、北九州 e-PORT

推進協議会　大橋正和会長の諮問により、次期 e-PORT 構想検討委員会を設立し、次期構

想およびアクションプランについての検討を行い、北九州 e-PORT 構想 2.0 を策定しまし

た。

○検討委員会の実施状況

　①キックオフミーティング（第 1 回）　 平成２６年５月２２日（木）

　　　・検討委員紹介

　　　・次期 e-PORT 構想（案）概要説明、意見交換

　　　・次期 e-PORT 構想アクションプラン（案）概要説明、意見交換

　　　・今後の検討委員会スケジュールについて

　②第２回検討委員会　　　　　　　　　平成２６年９月２５日（木）

　　　・第 1 回検討委員会の振り返り

　　　・次期 e-PORT 構想検討状況の報告、意見交換

　　　　（個別事業検討について、構想およびアクションプラン全体像検討について）

　③第３回検討委員会　　　　　　　　　平成２７年１月２８日（水）

　　　・北九州 e-PORT 構想 2.0 について

　　　・北九州 e-PORT 構想 2.0 フェーズ 1 アクションプランについて

❺ 構想の策定にあたり
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （50 音順）
所属団体名等 役　職 氏　名

新日鉄興和不動産株式会社　 九州支店副支店長 網岡　健司

技術研究組合北九州
スマートコミュニティ推進機構 専務理事 荒牧　敬次

株式会社安川電機　 人事総務部長 生山　武史

ＴＯＴＯ株式会社　 総務本部　本部長 石丸　靖彦

国立大学法人　九州工業大学　 理事・副学長 尾家　祐二

北九州 e-PORT 推進協議会 会長 大橋　正和

北九州市産業経済局　 企業立地・食ブランド推進担当理事 大川　博己

シスコシステムズ合同会社　 専務執行役員 木下　　剛

公立大学法人　北九州市立大学　 学長 近藤　倫明

北九州商工会議所　 中小企業部長 里村　　勉

九州 ITS 利活用研究会　 事務局長 渋谷　　健

株式会社高田工業所　 取締役兼執行役員技術本部長 下川　　徹

北九州情報サービス産業振興会　 会長 庄司　裕一

独立行政法人国立高等専門学校機構
北九州工業高等専門学校 校長 塚本　　寛

株式会社北九州銀行 地域振興部　次長 中川　新悟

公益財団法人
北九州産業学術推進機構　

産学連携統括センター
低炭素・エネルギー技術グループ長 野田　松平

株式会社ゼンリンデータコム　 顧問 林　　秀美

学校法人　産業医科大学　 学長 東　　敏昭

事務局　公益財団法人九州ヒューマンメディア創造センター　

❻ 検討委員会委員名簿（敬称略）
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