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記念 冊子編 集チー ム

10 周年に寄せて
日本 システ ムア ナリ スト協 会(JSAG)は、1999 年より 活動 をはじ め、2000 年 11 月 11 日
の設立 総会を もっ て正 式にそ の活動 を開 始し ました 。その 設立 総会 におい て司会 の大 役を
務めた ことを 、私 は今 も緊張 した心 地で 憶い 出しま す。
あれ から 10 年が 経 過しま した。 IT コー ディネ ータ制 度も 定着 し、 ITSS/UISS な ど が
定義・普及 する 中で 、経産省・産 業構 造審議 会の「高度 IT 人 材育 成小委 員会 」な どで 、IT
人材に 関する 議論 があ りまし た。その 結果 、情報処 理技術 者試 験制 度が変 わって 、
「 シス テ
ムアナ リスト 」試 験は なくな り、新 しく「IT ストラ テジス ト」試験 が実施 される よう にな
りまし た。私 たち JSAG はこれを 機に、「 日本 IT ストラ テジ ス ト協会 （JISTA）」 と 名称
を改め 、いま 、10 周 年を迎 えるこ とに なり ました 。
各地域支部での定例会の開催だけでなく、非会員も参加歓迎のオープンフォーラムを
開催し たり、 雑誌 への 寄稿特 集や、 書籍 編纂 への参 画、さ らに は、 経済産 業省の パブ リッ
クコメ ント募 集に も、 本会メ ンバー の意 見を 集約し て提出 する など 、この 10 年 間で 多く
の活動 を実施 し、 広く 世間に 情報発 信を 行っ てまい りまし た。
今こ こに、 本会 およ び各地 域支部 の 10 年 間の歩 みを振 り返 ると ともに 、会員 の皆 さん
から募 集した 原稿 を掲 載する ことで、JISTA（旧 JSAG）の 10 年 間の想 いを共 有で きる よ
う に な っ た よ う に 思 い ま す 。 新 し く 入 会 さ れ た 方 々 に も 、 こ の 10 年 間 の 想 い を 感 じ て
いただ き、さ らに 今後 の 10 年間 を共に 歩ん でいき たいと 思い ます 。
この 記念冊 子の 編集 中であ った 2011 年 1 月 13 日に 、本会 の設 立に大 きく貢 献さ れた
初代会 長・清水 順夫氏 が逝去 されま した 。10 周年記 念の全 国大 会に 出席い ただけ なか った
ことと、本誌をお手元にご覧いただけなかったことが大変悔やまれますが、ここに氏の
長年に 渡る貢 献と 努力 に感謝 を申し 上げ ると ともに、追悼 の意を 捧 げさせ ていた だき ます 。
2011 年 2 月
日本 IT ストラ テジ ス ト協会 会長
安藤秀 樹
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第１部 JSAG 誕生秘話
１ ． JSAG 胎 動(1999
春 ころ)
動
ころ
島本栄 光
そも そもの 始ま りは 、ニフ ティの フォ ーラ ム「情 報処理 大学 」だ った。
この「情 報処理 大学」にて、1994 年 第一回 シ ステム アナリ スト 試験 前後に 初代会 長

清水

順夫さんを中心に私的な集まりが形成されていった。やがて、集まる場はニフティから
清水さんの個人のホームページに移り、場所の名前も『システムアナリストサロン』と
なった 。70 名ほど の 登録者 による 自 由 な 意 見 交 換 、 交 流 が 可 能 な 環 境 が 整 い つ つ あ っ た 。
1999 年の 上級シ ス アド連 絡会立 ち上 げの 刺激も あり、そろ そろ システ ムアナ リス トと し
て組織 の正式 立ち 上げ をとい う機運 が盛 り上 がって くる。まず、
『シ ステム アナリ スト サロ
ン』を『シ ステム アナ リスト 連絡会（ JSAG）』として リニュ ーア ル 。そして、清水 さんに よ
るメー リング リス トの 開設。 ただ、 メン バー は少し ずつ増 えて いく ものの 、連絡 会と して
の活動 はなか なか 盛り 上がら ない。 やは り直 接顔の 見えな いメ ーリ ングリ ストで はし んど
かった のか。 とい うこ とで 1999 年 3 月 、清 水さん からメ ーリ ング リスト に一通 の投 稿。
「4 月 17 日 に東京 に 行くの で、名 刺交 換で もしま せんか ？」。
さっ そく東 京在 住の メンバ ーは場 所の 確保 。まも なく、 銀座 6 丁 目ルノ アール のマ イス
ペース（貸 し会 議室 ）での開 催が決 定 。定 員 7 名の 部屋で 1 時 間 1,100 円（飲 み物 代は別 ）
は大変 お得だ った （ル ノアー ルのマ イス ペー スは、 その後 の東 京に おける 設立準 備会 議の
場とし てたび たび 登場 するこ とにな る）。そし てここ での議 論は 大変 内容の 濃いも のと なっ
た。そ の後 の JSAG の ルーツ はここ にあ ると いって も過言 では ない くらい に。
その 時の議 事メ モを 以下に 示す。
1999 年 4 月 17 日
出席者 ：清水 、安 藤、 長倉、 細貝、 村井 、島 本
＜ＳＡ の活動 分野 ＞
・本当 のシ ステム アナ リスト として の活 躍す る分野 はある はず 。た とえば ある業 種の とる
べき戦 略とは どう いう ものか。その業 種の ど の企業 はどう いう 戦略 をとろ うとし てい る
か。こ のあた りは 、シ スアド の分野 では ない し、中 小企業 診断 士の 分野で もない 。
・業種と いう意 味で は 金融が おもし ろい。金 融監督 庁のホ ーム ペー ジで、公 的資金 注入各
銀行の 経営改 善計 画を 見るこ とがで きる。こ れだけ 各企業 の経 営戦 略が横 並びで 公開 さ
れてい るのは めず らし い。こ れで 、優 劣を 論 じるパ ネルデ ィス カッ ション でもや った ら
おもし ろそう 。
＜会の 運営そ の１ ＞
・現状 では、 清水 をハ ブに放 射状に つな がっ ている 感じ。 これ はな んとか しない と。
・他団体 との連 携、特 に似た ような 状況 にあ る上級 ＳＤと の合 同も 考えた が、構成 メン バ
ーはか なり異 なる 。当 面はゆ るやか な連 携で いくし かない か。
・関東、関西以外はかなり事情が違う。単独では人もいない。当初から 各資格連携を考
えない と苦し いの では 。
＜会の 運営そ の２ ＞
・参加意 識の向 上の た め、やは り会費 は必 要 か。会費 に見合 う見 返 りがあ るかと いう 意味
では、 参加目 的（ ｒｏ ｍだけ 、オフ も等 々） により 会費を 別に して もいい か。
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・名簿 をみる とそ うそ うたる メンバ ーで あり 、主体 的に動 くの に気 後れす る。
＜会の 活動＞
・受験 者の支 援と いう 面もあ ってい いの では ないか 。
・オフ ライン 活動 は支 部中心 に
・当面 は費 用のか から ないも のが中 心に なら ざるを 得ない が。でき そうな ところ から 順に 、
ＰＲ活 動、人 材育 成・ 試験対 策、意 見交 換・ 研究会 講演・ セミ ナー 、会報、出版 などが
考えら れる。
・当面の 活動と して、次は関 西で名 刺交 換＆ フリー トーク、それ か らその 他へ広 げて いき
たいが 、北 海道、九州 となる と清水 が出 かけ るのは 苦しい 。ま た、他の団 体と合 同す る
必要も あるか と思 われ るので 、その 場合 、清 水に人 脈があ る限 り呼 びかけ る。

この 4 月 17 日の 名 刺交換 会以降 、主に清 水さん の人脈 を介 して 、関西 、東京で 何回 か の
集まり を持つ こと にな る。そ の結 果、
「シス テ ムアナ リスト 連絡 会」に参加 する各 メン バー
の顔が 少しず つ見 え始 めた。 そして 、一 度で も顔合 わせが でき れば 、メー リング リス ト上
でのや りとり も血 の通 ったも のにな る 。この あたり から 、JSAG 設 立 総会に 向けた 各メ ンバ
ーの熱 い魂が 音を 立て て回り 始める こと にな る。
年は 明けて 、2000 年 2 月 22 日 、虎ノ 門 の某所 にて IT コ ーデ ィネー タに関 する 説明 会
が開催 された 。 IT 関 連資格 情報に 感度 の鋭 い、「シ ステ ムアナ リ スト連 絡会」 のメ ンバ ー
の間で は、事 前に メー リング リスト で説 明会 開催の 情報が 流れ 、多 くのメ ンバー が参 加す
ること になっ てい た。 そして 、説明 会終 了後 はお約 束のオ フ会 。説 明会会 場に程 近い レス
トラン「ア サヒ ビアケ ラー 」に集 まっ たの は 14 名の メン バー 。こ の 面々に より 、シ ステム
アナリ ストと シス テム アナリ スト連 絡会 の将 来につ いて、 自由 気ま まに意 見交換 が展 開さ
れる。 もとも と話 題豊 富なメ ンバー たち の議 論は尽 きるこ とは ない 。当然 その中 には 設立
総会に 向けた 議論 も避 けては 通れな い。18 時から 始まっ た会 合も あっと いう間 に 21 時 を
過ぎる 時刻に。やが て 、2000 年 内に 設立総 会 開催に 向け、今 後議 論 を具体 的に進 めて いく
という ことが 、こ の場 の合意 事項と なる 。
この 2000 年 2 月 22 日の議 論を受 け、3 月には 大阪に て有 志に よる設 立準備 会開 催。 こ
の場で は、
「シス テム アナリ スト連 絡会 」で はなく「シ ステ ムアナ リスト 協会 」と いう名 称
を名乗 ろうと いう こと が議論 される 。そ して 、東京 では 5 月以 降、 月次定 例とい う形 で設
立総会 への準 備検 討会 が開催 されて いく こと になる 。
2000 年内 設立総 会 開催へ 向けて 一気 に加 速する 、まさ にそ んな 状況で あった 。
○2000 年 2 月 22 日オ フ会出 席者
安藤秀樹、原善一郎、中西佳世子、原純江、打矢隆司、岡野成利、鈴木孝義、田中茂、
齊藤尚 志、原 田奈 美、 上野健 一郎、 清水 順夫 、島本 栄光、 増江 保憲
同じ時期、関西でもほぼ月例の集まりが定着し、２０００年３月には『設立準備会』を
実施。関 東・関西 中心 のオフ 活動だ けで なく 、ＭＬ上 の全国 レベ ル の取り 組みが １１ 月の
設立総 会へと 結実 して いきま した。
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２ ．「 システムア ナ リスト 連絡会

設立 準備会 ＠ 関西 」（2000/3/18）
）
（
山本修 司

「団体 名は、 シス テム アナリ スト『 協会 』に しまし ょう」
今で は、誰 の発 言だ ったか も定か では ない 。
しかし 、これ が現 在の 「日本 IT ス トラ テジ スト協 会」へ つな がる 源流の ひとつ とな った
ことは 間違い ない 。時 は、西 暦２０ ００ 年３ 月１８ 日（土 ）。場 所は 、大阪 天満橋 近く の「 エ
ルおお さか」（大阪 府 立労働 センタ ー） ６０ ３室会 議室。
この日の「システムアナリスト連絡会 設立準備会」には、清水 順夫・阿部 政夫・
岩佐 修 二・小 林 達 弘・四反田 元司・谷村 照隆・藤 井 智 比 佐・山 本 修 司・山 本 裕 計 ・
若松 敏 幸の 10 名が集 ってい た。
当時 、１年 前の 1999 年から スタ ート した 清水
氏主宰 のメー リン グリ スト「 システ ムア ナリ スト
サロン 」を核 とし て、 東京や 大阪で オフ 会が 行わ
れリア ルな交 流が 始ま っては いたが 、ま だ団 体と
しての体をなしているとは言い難かった。この
状態を なんと か打 開し たい、 という 思い が本 会合
の原動 力であ る。
準備 会に向 け、 関西 で活動 中の「 シス テム アナ
リスト サロン 」メ ンバ ーへ案 内を行 った 名簿 が残
ってい る。2000 年３ 月５日 現在で 、２８ 名 がリス トアッ プさ れて いる。初 期の アクテ ィ ブ
なメン バーの うち 、当 日都合 がつか ず参 加で きな
かった 一部を 除い た「 １０人 のサム ライ」が 集い、
気勢を あげた 一時 だっ た。
設立 準備会 は、 午後 ２時か ら５時 まで の３ 時間
をかけ 行われ た。 清水 氏の挨 拶に続 き、 出席 者の
自己紹 介、会 則の 叩き 台をも とにし た会 運営 案の
検討、 設立総 会の イメ ージ合 わせの 順で 討議 が進
み、こ の流れ の中 で冒 頭の「『 協会 』と名 乗 ろう」
との意 見が出 てき たわ けであ る。
もと もと、 任意 団体 として 活動し てい るこ とも
あり、 すでに ９７ 年に 発足・ 活動開 始し てい た
「上級 システ ムア ドミ ニスト レータ 連絡 会（ ＪＳＤ Ｇ）」
になら い、当 日の 横断 幕にも 「シス テム アナ リスト 連絡会 」の 名が 見える 。しか し、 正式
発足を 機に、 これ から 「シス テムア ナリ スト 」を代 表する 存在 を目 指す志 を初め て意 識し
た瞬間 だった 。ま た、 関西支 部の「 行動 する ＤＮＡ 」への きっ かけ とも言 える貴 重な 場と
なった 。
小規 模かつ 内輪 での 集まり であり 、今 思え ば自己 満足的 なも のだ ったか も知れ ない 。し
かし、11 月 の設 立総 会につ ながる 一石 とな った。
なお 、準備 会開 催は 地方版 ながら も日 刊工 業新聞 の記事 に取 り上 げてい ただき 、参 加メ
ンバー にとっ てお おい に励み になっ た。
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３ ． 初代関東支部長 が 決 まった 日 （ 2000/5/27）
）
中西佳 世子
2 月 22 日の第 1 回 会合を きっか けに 、シ ステム アナリ スト を組 織化す る動き は一 気に 加
速しま した。
まず は設立 総会 を開 催しよ う。夏 ごろ がい いだろ う、7 月か 8 月 の週末 。基調 講演 は高
島利尚 先生に お願 いし よう。 実行部 隊が 必要 だ。関 東支部 を設 立し よう。 関東支 部長 も決
めなめ れば… と熱 気に 満ちた メール のや りと りが続 き、と にか く顔 を合わ せて話 し合 おう
と、5 月 27 日 に関 東 近辺の メンバ ーが 集ま りまし た。目的 は、設 立総会 の開催 日を 決め る
こと。 そして 関東 支部 長を決 めるこ と。
設立 総会に つい て意 見交換 をした あと 、
清水「高 島先 生、つ きま しては 7 月 ○日 か 7 月 △日か 8 月 □日 あたり はいか がでし ょう か？ 」
高島「（ 手帳 をめく り ながら ）…あ 、僕 その 日、全 部ダメ だよ 。夏 の週末 は全部 だめ 」
一同「 ・・・ ・・。」
清水「 い、い つな ら… ？」
高 島 「 そ う だ ね ~。（ 手 帳 を め く り な が ら ） ウ ー ン 、 秋 も ず ー っ と 詰 ま っ て い る よ 。・ ・ ・
あ、こ こなら あい てる 、11 月 11 日」
・・・ という わけ で、 設立総 会は 2000 年 11 月 11 日に 決定 。
では 、関 東支 部長を 誰にす るか？ 「 今日 来てな いけど 、安藤さ んがい いんじ ゃな いで す
か」「い いで すね、 安 藤さん なら」「そう で すね」 と、そ の場 にい なかっ た安藤 さん をみ ん
なが推 挙。私 自身 は安 藤さん を一度 見た だけ で、ど んな方 だか ほと んど知 りませ んで した
が、皆 さんが そう おっ しゃる なら大 丈夫 でし ょうと 「そう です ね… 」とあ いまい に賛 同。
その 夜、第 二部 とし て飲み 会が開 催さ れま した。 そこに 安藤 さん が遅れ て参加 。島 本さ
んらが 「安藤 さん 、関 東支部 長決ま った から ね」と 本人に お伝 えし 、ビッ クリ仰 天、 だっ
たそう です。
こう して、 安藤 さん が初代 関東支 部長 に決 まりま した。 …が 、実 はちょ うどこ の頃 、安
藤さん は業務 の都 合で 、しば らく関 東を 離れ ること が決ま った ばか り。そ の後 2002 年か
らの１ 年間は 、“関 東 にいな い”関 東支 部長 となっ たので した 。
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４ ． JSAG 設 立総会 （ 2000/11/11）
）
原田奈 美
2000 年 の夏 から秋 にかけ て、規 約の整 備 、会員名 簿整 理など 各 種の仕 組みの 整備 と、設
立総会 のため の役 割分 担や手 配が行 われ まし た。
西暦 2000 年 11 月 11 日午後 1 時、 飯田橋 のコー トメダ リオ ンに おいて 、日本 シス テム
アナリ スト協 会の 設立 総会が 開催さ れま した 。出席 者総 数は 、62 名 、司会 は初 代関東 支部
長の安 藤さん 。清 水会 長のシ ステム アナ リス ト宣言 に続き 、高 島先 生の基 調講演 など 、私
たちの ミッシ ョン を明 確にし 、希望 に燃 える 内容が 語られ たた め、 会場内 は熱気 に包 まれ
ました 。
当日の 、懐か しい 資料 をご覧 くださ い。
○式次 第
13:00～ 13:20

代表挨拶
日本システムアナリスト協会

13:20～ 13:50

ご来賓挨拶

14:00～ 15:00

基調講演
中小企業診断士
（休憩

ＴＭＩ主宰

会長

清水順夫

高島利尚

殿

１０分）

15:10～ 15:15

祝電披露

15:15～ 15:30

規約、組織、役員、各支部長紹介

15:30～ 16:50

活動計画および質疑応答
１）各支部活動計画
北海道支部／関東支部／中部支部／関西支部／九州支部
２）研究会テーマ報告
３）その他活動計画

16:50～ 17:00
17:00～ 19:00

システムアナリスト宣言

清水会長

懇親会（別会場）

○シス テムア ナリ スト 宣言
●情報 戦略と シス テム 化計画 の立案 を通 じ、 企業と 社会の 発展 に貢 献しま す。
●たゆ まぬ実 践と 自己 研鑚に より、 自ら の知 識・ス キルを 向上 させ 、常に ベスト ソリ ュー
ション を提供 しま す。
●様々 な情報 技術 関係 者と相 互協力 し、 人材 育成を 行うと とも に、 真の情 報化社 会を 実現
するた めの情 報発 信や 提言を 行いま す。
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○協会 の活動 範囲

企業と社会の発展に貢献
情報戦略と
情報戦略とシステム化計画
システム化計画の
化計画の立案

研究会

ベストソリューションの提供

例会開催 知識・スキルの向上 ML運営
たゆまぬ実践
たゆまぬ実践と
実践と自己研鑚

受験支援

年次総会

人材育成

会員増強
支部活動 情報技術関係者と
情報技術関係者と相互協力
HP拡充

情報化社会実現のための情報発信や提言
○協会 の活動 範囲
情報技術関連団体連合会
上級システム
上級システム
アドミニストレータ
連絡会
ITコーディネータ
コーディネータ
協会

日本
システムアナリスト
協会

連携

社)
(社
中小企業診断士
協会
情報診断士の
情報診断士の会

日本
システム監査人
監査人
システム
協会
社)
(社
日本技術士会
IT21の
の会

コンピュータ研究会
コンピュータ研究会
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情報工学部会

第２部 日本 IT ストラテジスト協会の歴史
10 年の 歴 史 を まと め まし た 。 こ の資 料 は 、 後援 依 頼 等 に使 用 し て いる 、JISTA の公 式
紹介用文書からの引用です。
(1) 沿革
・「日本システムアナリスト協会（JSAG）」として設立： 2000 年 11 月 11 日
・個人会員数： 587 名（2010 年 7 月 1 日現在）
・情報処理技術者「システムアナリスト試験」の合格者、または合格を目指す者にて 発足 ・
展開し、現在は新区分「IT ストラテジスト試験」合格者・受験予定者に加え、関連資格
の保有者で趣旨に賛同いただける方に広く参加をいただいている。
・会員の所属業種は主に IT ベンダー、ユーザー企業のシステム部門、独立系など
(2）活動の歴史
年度

日時

イベント

1999

1999 年 3 月 9 日

協 会 設 立 （メーリングリストによる活 動 開 始 ）

2000

2000 年 11 月 11 日

設 立 総 会 開 催 （会 員 数 ：150 名 ）

2000 年 11 月 ～継 続

同 友 館 「企 業 診 断 」誌 に「IT 経 営 キーワード ＆ニューワード」連 載 開 始

2001 年 3 月

日 経 ＩＴ２１創 刊 号 「IT 用 語 集 」作 成 協 力

2001

2002 年 2 月 23 日

第 2 回 総 会 開 催 （会 員 数 ：262 名 ）

2002

2002 年 5 月
～2005 年 1 月

2003

2003 年 5 月

日 経 BP 社 「日 経 コンピュータ」誌 に「不 条 理 なコンピュータ」連 載 開 始
会 員 共 著 ：「情 報 処 理 用 語 辞 典 」日 経 BP 社 より刊 行

2003 年 7 月 14 日

JSAG オープンフォーラム 2003 –OSAKA- 開 催

2003 年 7 月 31 日

APS-SC 2003 に協 賛 。ブースを設 置

～8 月 1 日

(APS-SC ： Accounting Personnel Sales - Sale Customer)

2004

2004 年 7 月 10 日

JSAG オープンフォーラム 2004 東 京 開 催 （会 員 数 ：401 名 ）

2005

2005 年 5 月 28 日

JSAG&SAAJ 中 部 合 同 オープンフォーラム 2005 開 催

2005 年 11 月 11 日

JSAG 設 立 ５周 年 記 念 発 表
「システムアナリスト試 験 」への提 言
メソドロジ研 究 会 （Ｍ研 ）研 究 発 表
IT 業 界 の「マーフィーの法 則 」 システムアナリスト大 賞 の発 表

2006

2007

2008

2009

2010

2005 年 12 月 11 日

JSAG 設 立 ５周 年 記 念 オープンフォーラム

2006 年 7 月 8 日

JSAG オープンフォーラム 2006 in 福 岡

2006 年 12 月 10 日

JSAG 関 東 支 部 オープンフォーラム

2007 年 7 月 14 日

JSAG オープンフォーラム 2007 in 札 幌

2007 年 12 月 9 日

JSAG 関 東 支 部 オープンフォーラム

2008 年 7 月 26 日

JSAG オープンフォーラム 2008 in 関 西

2008 年 12 月 7 日

JSAG 関 東 支 部 オープンフォーラム

2009 年 10 月 24 日

JSAG 全 国 大 会 2009 in 仙 台

2009 年 12 月 6 日

JSAG 関 東 支 部 オープンフォーラム

2010 年 2 月 1 日

新 試 験 制 度 の IT ストラテジスト試 験 合 格 者 を迎 え入 れる体 制 とし、
本 会 の名 称 を、「日 本 IT ストラテジスト協 会 （JISTA）」に改 称

2010 年 11 月 6 日

JISTA 全 国 大 会 （10 周 年 記 念 大 会 ）
SABOK ver1.0 リリース
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(3) 日本 IT ストラテジスト協会設立の目的
日本 IT ストラテジスト協会は、情報処理技術者試験であるシステムアナリスト試験の
合格者を中心とするメーリングリストから発展したもので、以下のような目的をもつ仲間
の集まりです。
○情報化戦略・情報化計画等についての情報交換や相互研鑚によって
実務能力の向上と人脈形成を図る。
○会員相互の議論や実践的な内容を通じ、IT ストラテジストの人材像、
役割を明確化する。
○社会的な貢献を目指して情報発信、提案等の活動を行う。
○情報処理に関する他の有資格者や、その他の専門家の諸団体とも
積極的な交流を図る。
(4) 事業内容
本協会は次のような活動を行います。
①メーリングリストおよびホームページ運用
本協会の会員間の情報交換・活動内容の議論・意思決定は、主としてメーリングリスト
により行います。
メーリングリストには、メーリングリスト管理者ならびに議長をおきます。
また、外部への広報、会員間のコンテンツ共有のため、ホームページを開設します。
ホームページには、ホームページ管理者をおきます。
②プロジェクト活動
本協会において承認の得られた活動は、プロジェクト活動として推進するものとします。
プロジェクト活動としては、下記のようなものがあげられます。
研修会の開催、 出版物・その他資料の刊行、その他本協会の目的を達成するために
必要な活動
③地域別活動（支部活動）
各拠点における、相互研鑚・親睦のための定期交流会や研修会等の活動
④その他の活動
①②③に該当しない活動であり、本協会の承認を得られたもの。
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第３部 各支部の歴史
１ ． 北海道支部
北海道支部長
１． JISTA 北海道支部沿革

2000 年
JSAG 発足と共に北海道支部創立
定例会

支部創立会、他 1 回

当初 4 名？から出発

2001 年
支部＋αでメーリングリスト hokkaido-it を運用開始
定例会
清水会長（当時）来札歓迎定例会、他 3 回

ITC つながりで SAAJ-H （渡部支部長（当時））との連携を開始
2002 年
定例会

6回

ITC 北海道との共同勉強会の実施開始
（支部長の寺中が ITC-H 研修委員長を兼務（当時））

2003 年
定例会

6回

JSDG と連携開始
システムアナリストセミナー in 札幌 2003

47 名参加

北海道経済産業局他後援

8 月 28 日

かでる２７

18 時～ 21 時

支部独自でのオープンフォーラム

2004 年
定例会

3回

2005 年
定例会

1回

支部長多忙で活動が低調。存続の危機！

2006 年
定例会

4回

2007 年
定例会

4回

JSAG 全国大会（北海道初） 7 月 14 日
66 名参加

エルプラザ

13 時～ 18 時

北海道経済産業局他後援

2008 年
定例会

3回

九州支部福田さんに定例会参加をいただく

2009 年
定例会

3回
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寺中武裕

2010 年
定例会

4回

九州支部の大熊支部長、福田さんに個別に定例会参加をいただく

植物工場見学ツアー
ニセコ合宿

12 名参加

35 名参加

ITCA 後援

ITCA 後援

7 月 28 日

8 月 21,22 日

浦臼方面

ニセコいこいの村

道外から 3 名の参加
２． JISTA 北海道支部の活動とその特色
北海 道支 部は 、旧 JSAG 発足 と同 時に 立 ち上が りま した 。それ 以来、 北の 地札 幌にて
主に年数回の定例会（勉強会）・懇親会（情報交換）を中心に活動を続けています。現在の
ところ北海道地区の JISTA 登録会員はすべて札幌での勤務となっていて、まさに一点集中
という感じです。地方都市の宿命で会員数が少なく、また他支部との交流についても海を
渡る必要があり活動はどうしても地域限定の小規模なものとなっています。
■支部状況紹介のための SWOT 分析
強み
メンバーは広い分野に渡っている（ IT 系だけではない）
女性比率が高い（アクティブメンバーでは約３０％が女性）
話し好き（しゃべりたい人々）が多いため活発な討議ができる
他地域団体（ SAAJ 、 ITC 北海道、 JSDG 、中小企業診断協会）との共同活動実績
弱み
なんといっても人数が少ない（登録、アクティブメンバー共）
他支部と物理的（距離・時間）に離れているので交流の機会が少ない（含む全国大会）
地方のため、転勤が多くメンバーの減少が多い（資格を取ると東京に転勤？）
メンバーの固定化によるマンネリ化
機会

IT ストラテジスト試験が始まり新会員の加入が期待される
コミュニティ活動がクローズアップされてきている
脅威
不況の影響により転勤、長期出張の増加

IPA 予算削減
学生の IT 企業離れ
北海道支部では定例会への出張者、旅行者の飛び入り参加大歓迎です！
ご連絡お待ちしております。
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２ ． 東北支部
東北支部長

舘田あゆ み

東北支部は 、2006 年 4 月に発足しました 。現在の全国 支部の中 で一番若く、 ちょっと 頼り
ない支部かも しれませ ん。
発足のきっ かけは、現在支部長を 務めさせ ていただいて いる私（ 舘田）が、アナリスト 協会
入会時のコメ ントとし て「東北には支 部がな いんですね・・」と、全国のメール でつぶや いて
しまったこと だったよ うに思われま す。その 後、個人的 には東京の オープンフォ ーラムな ど に
たまに顔をだして満足していたのですが、当時の会長（清水さん）、本部会計（庄司さん）
など、仙 台にお仕 事で 頻繁にいらっ しゃる方 との飲み会の 席で 、「 東北支部を作 ろう！支 部長
は舘田さんが やりなさ い！」と（半ば 強引に ）決まってしま ったの でした。しかも 、当日 アナ
リスト協会のこともよく知らず、誘われるままに飲み会に参加していた仙台のメンバーが、
その場でアナ リスト協 会に入会させ られ 、会 費を現金で徴 収される 、という 状況とな り、東北
支部は 6 名程 度の会員 からの出発と なりまし た。
出発が飲み 会からだ ったためか 、その後の 活動も懇親会 が中心で 、和気あい あいとした 雰 囲
気が東北支部 の持ち味 です。ただ 、残念な が ら支部の例会 は仙台の みでの開催と なってし まっ
ており、活 動が東北全 域には及んで おりませ ん。現時点 で東北支部 に登録されて いる会員 数 は
16 名ですが、 活動の中 心は仙台の 6 名前後の メンバーです 。
そん な 東北 支 部 です が 、2009 年 度 は 、全 国 大 会開 催 とい う 大 役を 仰 せつ か りま し た 。全国
から 36 名 にご参加 い ただき、大変 盛り上が ったのはいう までもあ りません。さ らに、東 北支
部メンバーと して仙台 以外に山形 、秋田、岩 手から普段お 会いでき ない方が応援 に駆けつ けて
下さり、親交 を深める ことができま した。
東北支部の 1 年間の主 な活動をご紹 介します 。
1 月：1 年 間の活動計 画、体制の決 定
2 月以降： 隔月に 1 回の例会（原 則奇数月 ）→勉強会

＋

懇親 会！！

6 月：シス テム監査 人協会東北支 部と合同 合宿
→

勉強会＋ ソバ打ち ！サクランボ 狩り！（ 恒例行事にな りつつあ ります）

10 月：ITC みやぎ、 システム監査 人協会東 北支部と合同 のワーク ショップ開催
→

2 日間に 渡り仙台 で各種講師を お呼びし て実施(毎年 恒例の一大 イベント)

※2010 年 開催実績
→

参加者

総計 77 名

2 日間で 11 コマの講 演

安 藤会長に も BABOK につ いてご講 演いただきま した。

さて、ス トラテジス トとしての活 動はまだ まだできてい ない東北 支部ですが 、普段の仕 事 で
は知り合えな い仲間と 語り合える貴 重な会で す。新しいメ ンバーも いつでも大歓 迎です！
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３ ． 関東支部
関東支部

辻本

一

JISTA 最大の会員を有する関東支部は、2000 年 11 月の設立総会以前から会合を持つ存
在でした。このあたりの事情については、
「初代関東支部長が決まった日」をご覧いただく
として、まずは歴代の支部長をご紹介します。
初代

安藤秀樹さん（ ～ 2006 年 1 月）

二代目

阿部智英子さん（ 2006 年 2 月～ 2008 年 1 月）

三代目

久保田勝さん（ 2008 年 2 月～ 2010 年 1 月）

四代目

大家正巳さん（ 2010 年 2 月～ ）

関東支部における活動の特徴としては、以下の３点が挙げられます。
◆定例会を毎月開催
定例会は、 2009 年 7 月で 100 回目を迎えました。
会場は、当初中央区月島近辺の区民会館を転々としていましたが、TAC 株式会社様のご
厚意により、2001 年 8 月頃から、空いている教室をお借りできるようになりました。2005
年 9 月に同社の教室が逼迫してお借りできなくなったため、財団法人文民教育協会のご協
力により、現在の「子どもの文化研究所（文京区目白）」に落ち着いています。
定例会のスタイルは当初から変更しておらず、支部や協会全体の運営等を話し合う定例
会と講演会、各研究会の活動の場である分科会の３本立てとなっています。講演会は、
当初、３つの研究会が持ち回りで企画することにして、会員自身が講演するか、外部から
講師を招聘するかのいずれかで運営していました。研究会が休止状態になってからは、
持ち回り制をやめましたが、支部として同じ要領で企画しています。2009 年からは、最新
のキーワードについて、ファシリテータを設定し、全員で意見を出し合うグルーブディス
カッションも採り入れました。
定例会後には毎回懇親会を行っており、夏場は JSDG とジョイントでビヤパーティーと
して開催しています。
◆オープンフォーラムを定期開催
定例会で行っていた講演会を一般向けに公開する場として、 2003 年 12 月にスタート
しました。この時の参加者は、会員 24 名と非会員 8 名の計 32 名でした。 2004 年からは
オープンフォーラムとして、毎年 12 月に開催しています。外部からの集客を意識して、
「マーフィーの法則に陥ら
テーマを設定するようになったのは 2005 年からで、テーマは、
ないために～システムアナリストにできること～」でした。各回の参加者は以下のとおり
です。

2004 年； 57 名（会員 31 名、非会員 26 名）、 2005 年； 74 名（会員 41 名、非会員 33 名）
2006 年； 91 名（会員 40 名、非会員 51 名）、 2007 年； 91 名（会員 47 名、非会員 44 名）
2008 年； 90 名（会員 58 名、非会員 32 名）、 2009 年； 87 名（会員 50 名、非会員 37 名）
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また、 2004 年 7 月と 2010 年 11 月に全国大会を兼ねて開催し、前者は 127 名（会員、
非会員の内訳不明）、後者は 159 名（会員 93 名、非会員 66 名）を集客しました。2010 年
の 159 名も画期的でしたが、 2004 年の開催後は大成功と感激して、準備スタッフ全員で
喜び合ったことを記憶しています。
このようにフォーラムを毎年開催することで、役割分担や WBS などの開催ノウハウを
蓄積してきており、まさに「継続は力なり」を実感しています。
◆研究会を常設
当初は、「メソドロジ研究会（ M 研）」「セキュアド研究会（ S 研）」「 IT コーディネータ
「人材育
研究会（ ITC 研）」がありました。現在は、「 SABOK 研究会（全国プロジェクト」
成研究会」「マーケティング研究会」が活動しています。
研究会については、これまで所定のテーマをメンバーで勉強する会が中心となっており、

SABOK を除いては、成果物や外部への情報発信が十分とはいえません。今後活性化を図
りたい活動のひとつです。
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４ ． 中部支部
中部支部長

石井成美

日 本 IT ス ト ラ テ ジ ス ト 協 会 中 部 支 部 （ JISTA-C ） は 、 日 本 シ ス テ ム ア ナ リ ス ト 協 会

(JSAG) の設立と同時に誕生しました。歴代の支部長は、以下のとおりです。
初代

原善一郎さん

2000 ～ 2001 年

二代

関口幸一さん

2002 ～ 2003 年

三代

岡田弘基さん

2004 ～ 2005 年

四代

下谷幸信

2006 ～ 2010 年

五代

石井成美さん

2011 ～

中部支部では、日本システム監査人協会（ SAAJ ）と重複して加入している会員が多く、
ソフトピアジャパン（岐阜県大垣市）でのセミナー、合同合宿等、ジョイントしてイベン
トを開催し、中部地区での IT 関係者の交流を深めています。 2005 年には SAAJ 中部支部
と合同で、オープンフォーラム（ JSAG 全国大会）を開催し、全国から多くの方に参加し
ていただきました。

2006 年ころ、 活動が 停滞した時期 もありま したが、少し ずつ新し い会員の方が 増え、
活性化してきました。 2009 年からは、 JISTA のアピールと社会貢献活動の一環として、

IT ストラテジストを目指す地域の IT 技術者向けに、IT ストラテジスト試験対策勉強会を
開催しています。この勉強会に参加された方が新たに JISTA に入会していただき、会員の
新規獲得にもつながっています。
中部支部の 1 年間の主な活動は、以下のとおりです。

2 月： 1 年間の活動計画、体制の決定
2 月以降：隔月に 1 回の例会（原則偶数月）

＋

懇親会！！

6 月：恒例のビアガーデン（バドワイザー・カーニバル）
→

ビアガーデンには、少し寒い時期ですが『超激辛たこやき』で熱くなります！

7 月、９月： IT ストラテジスト勉強会
12 月： SAAJ と合同合宿
2011 年は、体制も一新し、また全国大会の開催という大役を仰せつかりました。全国大
会も精いっぱい努めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
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５ ． 関西支部
関西支部長

松原敬二

１．関西支部の概要

(1) 歴代支部長
関西支部は、日本システムアナリスト協会 (JSAG) の設立とともに発足しました。これま
での支部長は次のとおりです。 JISTA の事業年度に合わせて、任期は 2 月から翌年 1 月
までの 1 年間です が、 これま でのと ころ 2 期 2 年 間ご とに交 代す る慣例 になっ てい ます 。
山本 裕計さん… 2000 年～ 2001 年

若松 敏幸さん… 2002 年～ 2003 年

山本 修司さん… 2004 年～ 2005 年

椋野 誠司さん… 2006 年～ 2007 年

幸田 至弘さん… 2008 年～ 2009 年

松原 敬二

… 2010 年～

(2) 支部員
現在の関西支部員は 32 名で、ほぼ関西地区の在住・在勤者に限られています。支部設
立から年月がたって支部員の参加状況が不明確になっていたため、2011 年 2 月に支部員の
再確認と整理を実施しました。
２．主な活動実績

(1) 定例会
定例会は日常の中心となる活動で、 2006 年までは隔月でしたが、 2007 年以降は毎月と
なっています。平日夜に大阪市内の公共施設等の会議室で開催しています。たまに休日に
開催することや、京都や神戸で開催することもあります。
主な内容は支部会員による発表で、発表者がテーマを決めて資料を用意し、口頭で発表
するスタイルをとっています。そのほか、MOT( 技術経営 ) ビデオの鑑賞、IT ストラテジス
ト試験対策の勉強会、全国大会の開催準備なども行ってきました。
また、定例会後には懇親会を開いています。

(2) 全国大会の開催
2003 年度と 2008 年度に、関西支部が幹事となって全国大会を開催しました。
・ 2003 年度「日本システムアナリスト協会オープンフォーラム 2003 OSAKA 」
テーマ：“システムアナリストってなんやねん ? ”
開催日： 2003 年 7 月 12 日

場所：大阪産業創造館

・ 2008 年度「日本システムアナリスト協会オープンフォーラム 2008 in 関西」
テーマ：“関西発 ! グローバル IT 戦略～経営戦略と IT 戦略、おうてまっか !? ”
開催日： 2008 年 7 月 26 日

場所：ドーンセンター

(3) 学生向けセミナー
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2004 年～ 2007 年の毎年 11 月に龍谷大学へ出向いて、毎回 3 名程度の支部員が就職セ
ミナーの講師を務めました。学生向けに、各自の経験をもとに IT 業界の紹介や就職への
助言を行いました。

(4) 関連団体との交流
日本システムアドミニストレータ協会、関西情報技術士会などの IT 関連団体と、定例
会共催やイベント協賛を行いました。
３．今後の展望

(1) 定例会の活性化
以前は毎回 10 名以上の出席者があった定例会ですが、このところ参加者が固定して、
人数も減り気味です。定例会を魅力あるものとして参加者を増やし、再活性化していきた
いと考えています。

(2) イベント開催
他支部にならって、合宿などの大型イベントを開催し、支部員の交流を深めたいと考え
ています。
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６ ． 九州支部
九州支部長：大熊伸幸
日 本 IT ス ト ラ テ ジ ス ト 協 会 九 州 支 部 （ Ｊ Ｉ Ｓ Ｔ Ａ Ｑ ） は 、 日 本 シ ス テ ム ア ナ リ ス ト
協会の設立（ 2000 年 11 月）の１ヵ月後の 2000 年 12 月に発足しました。当初のメンバー
は７名、その後少しずつ支部員数を増やし、 2007 年に５０名を突破、 2010 年 12 月現在
では８０名を超える規模にまで成長してきました。
これはひとえにこれまでの歴代支部長のご尽力のおかげだと考えています。
＜歴代支部長のご紹介＞
初代

平山克己さん

2000 年

二代

村井俊文さん

2001 年～ 2003 年

三代

美田佳奈さん

2004 年～ 2006 年

四代

河崎幸徳さん

2007 年

五代

上野健一郎さん

2008 年～ 2009 年

六代

大熊伸幸

2010 年～

九州支部では、この１０年の間に各種イベントを行って参りました。特に沖縄合同定例
会と湯布院合宿については、全国イベントとして毎年実施させていただいております。
・沖縄合同定例会（ＩＴＣ沖縄との共催）
すでに６回実施しているイベントです。本土から参加する人にとっては、普段とは違う
環境で勉強しつつ沖縄の方との交流を深めてもらう目的で、沖縄の人にとっては、九州
をはじめ全国の方との交流を深めてもらうことを目的としたイベントです。
定例会の前後の日程で有志によるオプショナルツアーも企画されており、ご好評いただ
いております。
・湯布院合宿
今年で 3 回目となるイベントです。某社の保養所を貸し切りにさせていただき、勉強は
もちろんのこと温泉につかって、豪華マッサージチェアを堪能し、美味しい料理を食べ、
卓球やｉＰｏｄ大会で深夜まで盛り上がるというイベントです。
各イベントには九州在住の方だけでなく、全国各地からご参加いただいておりありがた
い限りです。
＜九州支部のイベント年表＞

2000 年

九州支部発足

2005 年

第１回沖縄合同定例会開催（ＩＴＣ沖縄との共催）

2006 年

全国大会（オープンフォーラム２００６

2007 年

福岡 IT コーディネータ推進協議会との合同セミナー開催

2008 年

第１回湯布院合宿開催

2009 年

ＡＩＰカフェ利用開始（定例会会場）

2010 年

長崎合同定例会開催
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ｉｎ

福岡）開催

この他にも、定例会の中で IT ストラテジスト勉強会の開催や、専門学校の生徒さん
向けの面接指導などを行っております。
九州支部も１０年の節目を迎えさらに発展していくよう、役員をはじめ支部員一同で
盛り上げていきます。
これからも九州支部では皆さんに興味を持っていただけるようなイベントを企画して
いきますので、ぜひ九州に来ていただければと思います。
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第４部 10 周年記念論文
記念論文 の 編纂 にあ たり
2010 年は「日本 IT ストラテジスト協会」への名称変更、 10 周年記念全国大会の開催、
記念冊子 (JSAG&JISTA10 年のあゆみ ) の編纂などの記念事業を進めており、その一環とし
て会員からの投稿による記念論文の募集を行いました。
論文は以下の３つのテーマについて、合計 19 編の寄稿をいただきました。

(a)JISTA の今後について（他、コミュニティと自身の関わり等）
(b) 日本の IT 業界の行方について（他、 IT 業界への課題提起や提言）
(c) IT ストラテジスト ( システムアナリスト ) に合格して変わったこと
以下に全 19 編を掲載します。
掲載論文一覧
番号

執筆者

タイトル

No.1

山本 修司

「日 本 システムアナリスト協 会 」設 立 総 会 前 の思 い出

No.2

山本 修司

会 員 管 理 はじめて物 語

No.3

廣澤 東

これまでの10年 とこれからの10年 -インターネットの進 化 からクラウドの進 化 へ

No.4

原 善一郎

私 はこれで JISTA にいます

No.5

山本 修司

第 1回 全 国 大 会 －オープンフォーラムｉｎ関 西

No.6

山本 泰

JISTA に期 待 すること

No.7

村井 俊文

「自 分 創 り」の新 たな１０年 へ

No.8

上野 則男

ＳＡＢＯＫに期 待 する

No.9

榊原 雄

プログラムの価 値

No.10

原 善一郎

技 術 者 交 流 で時 代 を創 ろう

No.11

竹下 和孝

１ドル８０円 を生 き延 びたモデルの提 案 と実 現

No.12

竹下 和孝

期 待 される人 材 像 は職 務 定 義 から

No.13

福永 正也

日 本 のＩＴ業 界 に望 むこと

No.14

島本 栄光

日 本 の IT 業 界 の行 方 について

No.15

榊原 雄

IT ストラテジストに合 格 して変 わったこと

No.16

津田 竜賜

システムアナリストとは何 かを考 えるようになった

No.17

田中 茂

コミュニティにおける人 との出 会 いと貴 重 な経 験

No.18

大家 正巳

システムアナリストに合 格 したら何 が変 わったか？

No.19

東 崇城

IT ストラテジストになって
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テーマ(a)JISTA の今後について

No.1 「 日本シ
日本システムアナリスト協会
ステムアナリスト 協会」
協会」 設立総会前の
設立総会前の思い 出
氏名：山本

修司

日本システムアナリスト協会（ＪＳＡＧ）は２０００年１１月の設立総会を以って正式発足
しましたが、メーリングリスト開始の１９９９年よりさらにその前身として初代会長である清
水さんの私的な集まりがありました。
もともと、ｎｉｆｔｙのパティオという機能を利用し、９４年の第 1 回試験以来個人的なつな
がりで徐々にメンバーを増やし、７０名ほどの登録があったように記憶しています。
99 年当時、パティオは清水さんの個人ホームページの一角に移り、「システムアナリストサ
ロン」という名で細々と（？）継続されていました。当時清水さんは、ことあるごとに「情団
連」
（情報処理関連資格保有者のトータルな組織化）構想を発信されていましたが、アナリスト
は私的ネットワークの位置づけ的から踏み出したとは言いがたかったように思います。
しかし、９９年からＭＬをスタートし、98 年発足の「上級システムアドミニストレータ連絡
会」にも刺激を受け、我々もなんとかしっかりとした組織化を果たしたい．．．という気運が徐々
に盛り上がってきていました。
そのもやもや感の発散というだけではないのですが、関西の有志メンバーで「設立準備イベ
ント」をしよう、ということが話題になりました。多少見通しが明確でなくてもまず行動する
関西特有の美点（？）により、この企画は実を結び、２０００年３月に約１０名のメンバーが
大阪天満橋の労働会館（現エルおおさか）の会議室に集い、無事設立準備会を開催できました。
合格者による任意団体に過ぎませんが、これからその名に恥じない活動をすればよい、とのこ
とで「協会」を名乗ろうという提案を固めたのもこの場だったと記憶しています。また、参加
者のつてにより、この準備会はローカルな専門紙ながら新聞記事にも取り上げていただくこと
ができました。
その後、質量ともに充実した関東メンバーに推進の中心が移り、中部や九州などのメンバー
からも多大な協力をいただいた結果、１１月の設立総会につながっていきました。これまでと
は違い、
「正式な組織」として告知したことも効いたのか、設立総会時点で会員は１４０名強ま
で広がり、その後順調に会員が増えていきます。
ＪＳＡＧ発足から数え、今年はついに１０周年を迎えます。任意団体でもあり、いわゆる公
的機関からは全く認知がないところからスタートしましたが、１０年間の活動の重み、またそ
れ以上に多士済々な会員が本業も含め様々な局面で実績を挙げた結果、かなりのところまで名
が上がったと思います。１０年という節目で改めて振り返ると感慨深いものがあります。
しかし、今年はＪＳＡＧ１０周年であると共に、ＪＩＳＴＡとしては２年目の「創業期」で
もあります。
「１０周年」というまたとないインパクトを発信できる機会を活かし、ＪＩＳＴＡ
がその目指す姿に近づくための前進を図らなければならないと感じています。
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テーマ(a)JISTA の今後について

No.2 会員管理はじめて
会員管理 はじめて物語
はじめて物語
氏名：山本

修司

２０００年１１月の日本システムアナリスト協会（ＪＳＡＧ）正式発足準備にあたり、大き
く課題となったのが会員名簿の整理でした。
それまで、清水初代会長の私的ネットワーク的な「場」であった「システムアナリストサロ
ン」というホームページがありましたが、非常にゆるーい管理だったと記憶しています。
（その
ゆるさがネットワークを広げる１要素だったと思いますが）
このままではメーリングリストの維持も困難ですし、何より旧サロンからの移行に対する意
思を表明いただかなければ初期メンバーが定まりません。
そこで、当時のサロン参加メンバーから会員名簿整理プロジェクトのボランティアを募り、
旧サロンメンバーの意向確認とともに、
「ＪＳＡＧ」名簿の必要情報の整理を行うことになりま
した。結局、５～６名のボランティアが集まり、当時のサロンメンバー名簿を基にフォローの
分担を行い、新組織（ＪＳＡＧ）への参加意思や最新のＭＬ用メールアドレスに加え、緊急連
絡先等この折に定めた必須項目をご回答いただく取り組みを行いました。
最初に検討したのが、新会員名簿における必須項目です。２０００年当時ですので、現在の
ように個人情報管理についてあまり意識はなく、コンセプトは「会員が相互に名刺交換できて
いる状態をバーチャルに実現しよう」というものでした。このため、所属企業名やその住所・
電話番号等を必須項目とし、かつ名簿を会員は自由に閲覧できる状態で運用してきた経緯があ
ります。
（なお、現在は法律ができただけでなく当時のようなこぢんまりとした組織ではなくなってい
るので、必須項目や運用は見直されています）
私（山本）は、名簿整理プロジェクトの取りまとめに手を挙げたのが縁で、ＪＳＡＧ発足後
も数年の間 入会管理・名簿管理の役員を務めさせていただきました。準備段階で移行者が１
００名ほどおられましたが、かなりの方との直接メールのやりとりをさせていただきました。
１１月の設立総会で初めてお目にかかった方も多数ありましたが、まったくそんな気がしなか
ったことを覚えています。
その後も、入会受付の手続きの中でファーストコンタクトがあるので、全国大会のような場
でリアルのお会いしても打ち解けやすさを感じていました。
入会受付・会員管理は地道で派手さはなく、かつそれなりのレスポンスが要求される「しん
どい」仕事であることは確かですが、ＪＳＡＧ（ＪＩＳＴＡ）における人脈づくりという面で
最高の場でもあります。比較的入会後の日が浅い方にぜひ経験いただき、この役得を実感頂け
れば．．．と思います。
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No.3 これまでの 10 年とこれからの 10 年
～インターネットの進化からクラウドの進化へ～
氏名：廣澤

東

ティム・オライリーが自身のブログに「 What is Web 2.0?」を投稿したのは 2005 年 9 月 30
日だった。いま振り返ると、インターネットのプレゼンスが 1 段階上がった転換期だったと言
える。その 10 年前、つまり、1995,6 年当時、インターネットは冷ややかな目で見られていた。
「あんなものビジネスで使えるわけないじゃないか」、「自分のクレジットカード番号をインタ
ーネットに流そうとは思わないよ。恐ろしくてね」。というのが世間一般人の評価だった。いや、
「インターネットって、何？」という人の方が多かったのが正しいかも知れない。しかし、イ
ンターネットは進化していった。1999 年には i モードが登場し、ケータイでもインターネット
が普通に使えるようになった。チープ革命により、性能は向上し、ハードは安価になり、回線
は太くなった。その便利さに気づき、多くの企業が、多くの消費者がインターネットを使いだ
した。今や、インターネットはまるで空気のような存在になっている。つまり、
「あって当たり
前、ないと困る」という存在である。
2010 年、今はクラウドの勢いがすさまじい。大手ベンダーはクラウドに大きく舵を切った。
セミナーではクラウド関連のものが大流行だ。残念ながら今のクラウドで基幹業務を稼働させ
るには課題がまだ多い。可用性をはじめ多くの課題が出てきている。しかしその一方で、これ
からの課題を解消する動きも出てきている。ベンダーは、新しい技術を使った製品を次々に発
表しているし、経済産業省や総務省も独自の検討会を開始している。国をあげてクラウド普及
を推進しているといってもよいだろう。
2006 年 11 月、当時サン・マイクロシステムズの CTO のグレッグ・パパドポラス氏が自身
のブログに「世界に“コンピュータ”は 5 つあれば足りる」旨の記事を投稿した。「少数の、
非常に競争的で高度に専門的なインフラの提供者に頼った方が、より効率的だとほとんどの企
業が気づくときが来る」というものだ。日本企業の IT 投資は固定的費用が 7 割を占めている
（出典：アクセンチュア「ハイパフォーマンスのための IT 投資： CIO を対象としたグローバ
ル調査」（ 2005 ））。システムを維持していくためのコストが高すぎる現状では、クラウドにシ
フトしていくのは自然な流れと言える。現在のクラウドは、 1996 ､ 7 年当時のインターネット
のプレゼンスと似ている。課題が多くありながら、その課題を多くの人がよってたかって解決
しようとしている。ということは、10 年後にはクラウドのプレゼンスは大きな転換期を迎える
ことになると予想できる。
以上のことから、 JISTA が創設されてからの 10 年はインターネットの進化と共に歩んでき
た 10 年と言える。そして、これからの 10 年はクラウドの進化と共に歩んでいく 10 年と言え
る。さて、 10 年後、クラウドが当たり前の時代になったときに IT ストラテジストにはどのよ
うな役割を求められるのだろうか。システムを“組み上げる”方式から、システムを“組み合
わせる”方式に切り替わったときにはどのようなスキルが必要になるのだろうか。しかし、残
念ながら現時点で唯一無二の明快な解を持ち合わせていない。ただ、どうするのかをその時に
なって考えるのではなく、その前に考え、そのための準備をしておくことが肝要だと思う。も
ちろんワクワクした気持ちを持って、である。
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No.4 私はこれで JISTA にいます
氏名：原

善一郎

昔、ニフティサーブに FLIC （ライセンス資格フォーラム）というのがありまして、そこに
「情報処理大学」というのがありました。そこの議長（学長）が清水順夫さんでした。つまり、
日本システムアナリスト協会初代会長清水さんです。
もちろん、清水さんだけではなく、あの方も、この方も、そこの参加者だったのではないで
しょうか。論文ありの試験が近づくと、「論文 CUG（参加者限定フォーラム）」が特設され、2
ヶ月間ほどは、特訓がありました。多くの合格者の経験とノウハウの蓄積が行われていきまし
た。受講生の方から論文を提出いただくとゼミ形式で意見交換が行われていました。講師の立
場で参加した方から多くのコメントが出されていました。これは 2 段階で行われ、「表現力」
のチェックが即時に行われました。
「内容」のチェックは、清水さんなどの講師陣が数日をかけ
てじっくりと読み込んで指摘されていました。別名「論文虎の穴」といわれ、虎穴に入らずん
ば虎児を得ずということで、厳しかったようです。有料のパソコン通信ですから、利用者に不
快感を与えるような議論はタブーなのですが、ここでは CUG であり、入室審査で厳しいとい
うことを了解されているのでした。
さて、本名ではなく、ハンドル名でのお付き合いでしたから、実は、JISTA メンバーだという
方がいらっしゃれば、同窓会をやりたいですね。
hando といえば搬道などと Web サイトの書いていらっしゃったのが、h_ando さんで、安藤
会長でした。まさに、インターネットだからお会いできた人です。
関東在住ながら SAAJ 中部の活動へも参加いただいていた原田奈美さんは、いろんな機会で
お世話になっています。受験関連本の棚へ行くと、原田さんの名前がたくさんありました。ち
なみに、技術士（情報工学）を取得することになったのは、原田さんの本のおかげです。
勤務先ではこなせない仕事を、IT 関連団体のお知り合いにお願いしているケースもたくさん
あります。関係の各位にはお礼申し上げます。
情報技術者団体連合会、通称は「冗談連」または「情団連」という構想がありました。地方
の支部では実質的には実現している構想ですが、全国レベルで実現したいという考えは時々出
てきます。これの実現を目指して活動をしたいと昔から清水さんと話をしてきました。構想は
よいのですが、これを実現するためのパワーと能力が不足しているようでして、いまだにただ
の冗談連にしかなっていません。マルチライセンシーの方がたくさんいらっしゃいますので、
ぜひ、大勢のお知り合いで、
「 いつかは情団連」の実現に参加いただきますようにお願いします。
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No.5 第 1 回全国大会－
回全国大会－オープンフォーラムｉｎ
オープンフォーラムｉｎ関西
ｉｎ 関西
氏名：山本

修司

日本システムアナリスト協会（ＪＳＡＧ）は、２０００年１１月の設立総会で正式発足した
後、０２年２月に第 2 回総会を行いました。これは共に東京開催でした。
メンバー数は確かに関東が最大ですが、総会運営の負担感からも、他地域での開催検討を行う
ことになり、関東に次いで会員の多い関西支部で具体的な論議を行いました。様々な意見交換
の結果、より外向きなイベントとしての「オープンフォーラム」を目指すことで意見が一致し
ました。
・議決事項をリアルの場から切り離し、「総会」という名前は使わない
・一般向けに開放した全国レベルの一大イベントとしていく
・関西の活性化につながるような発信を外部発信も含め行う
初めての試みでもあり、メインテーマの設定からなかなか意見がまとまりませんでしたが、
「基調はまじめに、だが大阪らしく堅苦しくはない」ようにしよう、との方向にし、ＪＳＡＧ
設立当初からの課題を取り上げ「システムアナリストってなんやねん」とすることに決定。
コンテンツ設定も、当初構想から最終決定までにかなりの紆余曲折がありましたが、最後は
関西で活躍されているシステム監査人やＰＭ、上級シスアドといった様々な立場から「システ
ムアナリスト」について語っていただく「リレースピーチ」と、全国の会員をパネラーとした
パネルディスカッションという手作り感溢れるものに落ち着きました。
そして、２００３年７月１４日（土）、大阪産業創造館にてオープンフォーラムを開催。東京
や中部など、遠方からも会員を中心とした参加者に集まっていただき、
「やってよかった」と思
える内容になりました。翌年以降、各支部持ち回りのオープンフォーラムが定着し、２００９
年の東北支部開催で全支部の担当が一巡しました。とかく沈滞気味と言われる関西ですが、
JISTA 関西支部がこれからも「何か新しいことをやる」存在と思ってもらえるよう、一味違う
活動をしていければと感じています。
また、第１回オープンフォーラム後の懇親会は、たまたま同じ日に別のイベントを行ってい
た関西情報技術士会の面々と合同で行い、相互交流という意味で大きな契機になりました。そ
の後、先方の２０周年記念行事にお招き頂く等、交流が続いています。
今後も、他団体とのヒューマンネットワークを大切に、何かことあれば立場を超えて連携し合
えるような結びつきを築いていきたいと思います。
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No.6 JISTA に期待す
期待 すること
氏名：山本

泰

今年の９月に会員になったばかりなので、JISTA の今後についてというより、JISTA に期待
していることを書きたいと思います。

ユーザー企業
ユーザー 企業の
企業 の 情報システム
情報 システム部門
システム 部門を
部門 を 支援してみて
支援 してみて
情報システム部門 ( 担当 ) は、私の経験ではコンピュータの便利屋的存在である場合が多くあ
ります。パソコンの調子が悪いので見て欲しい、ネットワークがつながらない、ちょっとデー
タを集計して欲しい、そんな業務に追われているのです。むしろ、これらが本来の業務である
と思っているようにも感じます。
経営層の方も、 "ＩＴはわからないから "とか "システムに任せている "と発言され、結局 " ＩＴ
投資 " の判断を誰もしない事態が見うけられます。
本来は、企業の経営方針、目的から定められる、企業戦略の具体的実施策として、情報シス
テム、インフラストラクチャ等への投資計画を中期的に立案して、経営の判断を仰ぐべきでし
ょう。
ですが、そもそも方針や目的を理解できているかさえ疑問に感じることがあります。また、
そのような状態でも企業は存続しています。

企業にとって
企業にとって、
情報 システム部門
本当 に 必要なのか
必要なのか
にとって 、 情報システム
システム 部門は
部門 は 本当に
情報システム部門がないとすると、事業部門は自分達で必要と思う情報システムを導入する
ことになります。自ら決めて導入するので、 SaaS にしろ、パッケージにしろ、どのような解
決策でも不満は出ないように思えます。
部門にシステム担当 ( 詳しい人 ) がいて対応すれば、一見特に問題がないように思えます。不
満があるとすれば、部門間異動で操作性や ID 登録などが煩雑になる点でしょうか。
経営者から見た場合、複数事業部門間のＩＴ投資の優先順位が付けられない、あるいは外部
委託先が複数になり無駄が発生しているのではないか、といった課題が残ります。経営層の課
題を解決するには、情報システム部門ありきではなさそうです。主な事業部門が１つの場合に
はなお更です。

経営に
ＩＴ"のために
経営 に 役立つ
役立 つ "ＩＴ
ＩＴ のために JISTA に 期待すること
期待 すること
”ＩＴ”を経費削減に利用するのか、売上増等の儲かる仕組みの実現に活用するのか。ある
いは、コンプライアンスの実践に役立たせる必要があるかもしれません。いずれにしても、限
られた経営資源を配分する中で、優先順位を決定する必要があります。
意思決定を行う責任を持つ人に、その人が判断できる条件を整理して提示する。言い換えれ
ば、経営目的、目標の実現策の一環として、最適な”ＩＴ”投資を企画でき、それを意思決定
する責任者がわかる言葉で説明できる。実質的にこの役割を担っている人、または組織があれ
ば、”ＩＴ”に関する投資もそれ以外の投資と同様に判断できると思います。
JISTA での活動を通して、このような資質を身に付けたい。その経験の場を JISTA に期待
しています。
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★ 優秀賞★
優秀賞 ★

No.7 「 自分創り
自分創 り」の新たな１０
たな１０年
１０年へ
氏名：村井

俊文

協会の設立から１０年がたった。これまでを振り返り、今後の活動内容として新たな方向性
を提言したい。

模索してきた
模索 してきた１０
してきた １０年
１０ 年
久しぶりに書斎を片付けていたら、日本システムアナリスト協会の設立準備会の資料が出て
きた。いま思い起こせば、１９９９年の春、清水さんや安藤さんと銀座のルノアールで「シス
テムアナリストのための団体設立」について相談したのが始まりだった・・
当時は、どんな思いで団体を作ろうとしたのだろう。振り返っても思い出せない。ただひと
つ言えるのは、当時から「私がシステムアナリストです」と言えるだけの役割や実績を積んだ
人がほとんど存在しなかったことである。
システムアナリストはどんな役割を負うべきなのか、それがビジネスになるのかを模索して
いた。それは今でも変わっていないのではないか。

自分探しから
自分探 しから自分創
しから 自分創りへ
自分創 りへ
試験制度の改訂に合わせて、協会の名称が IT ストラテジストに変わった。しかし、自分
探しの旅は終わっていない。「 IT ストラテジストはどうあるべきか」これは永遠のテーマなの
かもしれない。文字どおり、IT ストラテジストとして真の意味で活躍すれば、社会に大きなイ
ンパクトを与え確固たる地歩を得ることができるだろう。
しかし、営利追求を目的とする企業に勤めながら、キレイごとばかりは言っていられない。
IT 戦略に合わなくてもシステムを導入してもらいたい場合もある。システム開発が丸投げでも
受けたい場合もある。これが、多くの会員の本音ではないだろうか。
うがった言い方をすれば、平日のすさんだ戦場で疲れ果てた人たちが魂の浄化を求めて集
まる場所。それが協会の月例会のように見えなくもないのである。
最近、４、５年のブランクはあったが、月例会に出席するようになった。久々に参加して
感慨深かったのは、参加者の多くが顔見知りではないことである。
「やはり５年もたてば代替わ
りするな」、素直にそう思い、若手の方々がリードしている姿を見て頼もしくもあり一抹の寂し
さも感じた。
と同時に、今後に向けての活力を感じずにはいられなかった。たとえそれが１００％正しい
方向性ではなかったとしても、動きを大きくしようとする意思が感じられる。しっかり見守り
サポートしていきたい、そう思った。
協会が名称を一新し今後の１０年を考えるとき、何を目指し、どのような歩みをしていけ
ばいいのだろうか。
これまでの延長線上にある自分探しの旅はやめて、ビジネス創出やコラボレーションをする
プラットフォームとして機能する組織に変えていくことを提言したい。そのことによって、IT
ストラテジストを社会に欠かせない人材としてビジネスの仕組みに組み込んでいける。そのた
めには、会員の強みを組み合わせたサービスモデルの開発が必要である。私にも貢献できる独
自の強みがある。
小さなことでも動いてみて変化しなければ、大きな変化は呼び起こせない。協会に属する個々
人の新たな取り組みが、いま求められている。
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No.8 ＳＡＢＯＫに
ＳＡＢＯＫに期待する
期待 する
氏名：上野

則男

以下の表は、ご存じのように公表されているＢＯＫ（知識体系）の一覧です。
名称

対象領域

発行者

初版ﾘﾘｰｽ

ＰＭＢＯＫ

プロジェクト管理

米国 PMI

1996 年

備考

(Project Management Institute
ＳＷＥＢＯＫ

ソフトウェアエンジニア

米国 IEEE（米国電気電子技術者協会）

2001 年

リング
ＢＡＢＯＫ

ビジネス分析

2004 年にＩＳＯ１９
７５９となる。

カ ナ ダ

IIBA(International

Institute

of

2005 年

米国 DAMA（Data Management Association

2009 年

Business Analysis)
ＤＭＢＯＫ

データ管理

International）

ここに当協会が発行するＳＡＢＯＫがあるはずなのです。今のところ完成時期は未定のよう
です。
ＳＡＢＯＫはＳＡ（システム分析またはシステム企画）を対象にするのであれば、共通フレ
ーム２００７で言えば、企画プロセスと要件定義プロセス、ＩＰＡ（情報処理推進機構）の定
義に従えば、要求定義と要件定義が対象となるものでしょう。
ＢＡＢＯＫは、ビジネスからの要求を引き出す部分に焦点が当てられていて（それはそれで
価値あることです）、ＩＣＴシステムにつなげる部分の解説が強くありません。第９章のＴｅｃ
ｈｎｉｑｕｅｓに該当のものは登場しません。要求定義が主対象なのです。
ＳＷＥＢＯＫは、守備範囲としては要求定義・要件定義も含んでいます。ビジネス要求から
ソフトウェア要求を導き出すようになっていますが、その方法は極めて抽象的・論理的に記述
されていて（この論理性は素晴らしいものです）、おそらくＳＷＥＢＯＫの解説だけで的確なソ
フトウェア要求を導き出せる人はいないでしょう。後半のソフトウェアエンジニアリングの部
分は、総括的解説書（ガイド）としては問題ないものと思われます。
ということは、ＳＡＢＯＫは、ＢＡＢＯＫとＳＷＥＢＯＫをつなぐものとなることが、存在
価値を発揮することになると思います。
すべてのＢＯＫについて言えることですが、ＢＯＫは知識体系と称しているように、何をす
べきか（Ｗｈａｔ）を解説していますが、そのＷｈａｔをどうして実行すればよいか（Ｈｏｗ）
は記述していません。
そこで、ＳＡＢＯＫの開発方針は、以下のようにすることがその有効性を高めることになる
と思われます。
１．ＢＡＢＯＫとＳＷＥＢＯＫを研究し、その弱い部分を補強する。
２．日本的な価値基準に従い、具体的なＨｏｗｔｏをガイドする。
２番目の条件は、私が１９８４年からＭＩＮＤ－ＳＡというシステム分析方法論の提供を事
業として実施してきた経験から言えることです。
なお、ＭＩＮＤ－ＳＡは、システム分析（またはシステム企画）の手順書（６アクティビテ
ィ・２３タスク）、手法（３０種類）、事例集を含んでいます。現在は事例を除いて、システム
企画研修㈱のホームページで無償公開しています。一度ご覧になってみてください。
存在価値あるＳＡＢＯＫを早く完成させませんか！！
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No.9 プログラムの
プログラムの価値
氏名：榊原

雄

私は IT 系の会社から金融系の会社の情報システム部門で仕事をしているため、純粋な IT 業界
の動向は実はわからない。よってこれから述べることは正確ではないかもしれないが、ご容赦
いただきたい。

プログラムの
プログラム の 価値
IT 業界には、業務アプリケーション（業務を効率化するビジネスシステム）を開発するもの、
コンシューマ向けの Web システムを開発して商売を行うもの（いわゆるネットビジネス）、コ
ンシューマ向けのアプリケーションを開発するもの（パソコンソフトやスマートフォン用ソフ
トの開発）などがあると思っている。今回はプログラムの価値というものを取り上げ、IT 業界
の未来（というよりは私の希望）を論述したい。
私は、IT における根幹はプログラムだと考えている。プログラム開発が完全に自動化される
まで、誰かは何らかのプログラムを作らなければならない。また、プログラムを作る上では必
ずアルゴリズムが必要となる。アルゴリズムには、１＋１＝２のような簡単なものから、非常
に複雑なものまで幅広いものがある。
特に業務アプリケーション開発や Web システムの開発の場合に多いのではないかと思うが、
プログラムを作る際、作るプログラムやシステムの価値を、生産する工数（人月）で計算して
しまう。当然製造原価を考えればそれが一番やりやすいのかもしれない。また、われわれユー
ザー企業にとっても、判断（計算）しやすいのかもしれない。
しかし、プログラムやソフトウェアの価値はそんなものなのだろうか。簡単なアルゴリズム
もあれば、難しいアルゴリズムもあるのではなかろうか。私はその難易度に見合った価値が他
にあるのではないかと思っている。現時点でこれでしっかり測れるという指標はわからないが、
少なくとも過去の経験から何人月、といったような計算をするのは、何か納得がいかない。
私も学生時代や社会人になってからプライベートで、たくさんのプログラムを書いた（残念
ながら仕事ではインフラ系の SE だったため、ほとんど作ったことがない）。音声信号を処理す
るプログラムや、Web システム、携帯やスマートフォン向けのユーティリティアプリケーショ
ンを作ったりした（今はスマートフォン用のアプリケーションを作ることに力を注いでいる）。
技術的に難しいものもあれば、そもそもアルゴリズム自体が難しいものもあった。
アルゴリズムは人の知力の結晶だと思う。そこに対して、正しい価値の尺度が設定できれば、
IT 業界はもっとよくなるのではいかと思う。仕事というのは、適正な対価が支払われなければ
ならない。そういうところに人は自然と集まる。
未来を担う優秀な人材を（他の業界との戦いに勝利して）IT 業界に取り込むためには、そうし
た仕組みが必要だと思う。私はどちらかというと金融業界に分類されるが、IT 業界の発展でき
るよう、真剣に考えていきたい。
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★ 優秀賞★
優秀賞 ★

No.10 技術者交流で
技術者交流 で、時代を
時代を創ろう
氏名：原

善一郎

「ドッグイヤーだから、IT の時の流れは普通の 7 倍早い」といわれたときすらもすでにずい
ぶん昔になってしまいました。 JSAG （日本システムアナリスト協会）と SAAJ （日本システ
ム監査人協会）合同の中国科学院計算技術研究所訪問団として北京の研究所を訪問したのは、
2003 年のことです。それから 7 年が過ぎました。当時は、
「中国に追い越されるかも知れない」
といわれていましたが、実は、インターネット接続人数は追い越されていたのです。今年は、
GDP 自体でも追い越されました。日本が負けたというより、世界の構造がアメリカ中心からア
ジア中心に切り替わっていく時代のど真ん中にいると考えたほうがよさそうです。旧来の常識
が壊され、新しい常識が作られていく過程を体験しているのです。
まさに、革命的な出来事が起きています。IT 革命といわれたときは、インターネットやパソ
コンという情報媒体の画期的な変化が起きていたのです。そして、それにより、ある意味では
国境のない社会になってきました。この IT も通信手段だけではなく、もっと社会に深く情報
を届け、社会を変化させる力となるでしょう。何が正しくて何が正義であるかということを世
界中の人と合意しないままに、この高度情報社会が進展するのは危険です。 IT に関わり、 IT
の戦略を理解している私たちも、そのことを肌で感じるし、感じなければなりません。そして、
IT の光と陰と強大な力を知る技術者同士として、国境や国際政治や経済の枠を越えて、世界中
の IT 技術者と交流を深め、共通理解を深めていく活動が希望のある未来を作り出していくの
ではないでしょうか。
アジア、とりわけ中国は当分の間はすざましい勢いで変化をしていくでしょう。老人大国と
なろうとしている日本が、若者が活躍する国々と対等に生き延びるためには、他の国にとって
日本国が存在価値のある国であると認めてくれることが必要です。振り返ってみれば、私たち
は近隣諸国の本当のことを知っているでしょうか。日本人は自分自身のことすら知らないのか
も知れません。国際的なニュースは流れています。私たちは傍観者として見ていませんか。私
たちの豊かな社会は外国の所得の低い人たちの労働によって支えられているということを実感
しているでしょうか。私たちはその人たちに価値のあるサービスをしているでしょうか。私た
ち、つまり、日本国を存在価値のある国であると認めてくれるでしょうか。
インターネットも経済も国境がなくなっています。今こそ世界はひとつであるといえます。
狭くなりすぎてしまったこの地球で私たちは、IT という共通語を駆使して、新しい隣人とある
いは直接的に、あるいはサイバースペース経由で交流を深めることを期待される時代になりま
した。
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No.11 １ドル８０
ドル８０円
８０円 を生き 延 びたモデル
びたモデルの
モデルの提案と
提案と 実現」
実現」
氏名：竹下

和孝

１ドル８０円になった時、どのように生き延びてきたか振り返ってみます。
当時、欧州では、1992 年市場統合後の販売やサービスの仕組みの切り替えを終え、物流自由化
への対応を進めている時でした。湾岸戦争の影響もあり、経済活動は低迷。しかし、欧州内を
移動するトラックは、国境を越えて通過する時に必要だった税関へ立ち寄り書類の提出と荷物
検査は廃止され、輸出入の関税も廃止され免税店もなくなり、大分簡素化されていました。
しかし、EU 加盟国の共通通貨 Euro の登場はまだまだ後の話。日本の消費税に相当する VAT 、
つまり付加価値税の税率は各国ごとに異なるため、請求書を作る時の計算式は依然として国ご
とに違っていました。各国語、または２ヶ国語を併記して示し、現地通貨と Euro 換算を併記
する書類もありました。
これらの変化は、当然、企業の事務処理では大きな負担増でした。
また、各国の通貨が残る限り、通貨ごとの支払いや残高管理も必要となる。
たとえばドイツから出荷する場合の売上は、ドイツマルクまたは仕向地の現地通貨や米ドルで
す。この為替相場の扱いは売上計算や月末および入金時の為替差損（差益）の再計算が必要で、
管理も複雑でした。
また、パソコンなど電子機器を出荷する時も、 OS、キーボードは現地仕様とし、マニュアル、
説明書などは、英語、独語、仏語、伊語などの現地語を揃える必要があります。今でこそ、５
－６カ国語をまとめて記載した説明書を見る場合があるが、分厚い説明書には消費者の反応は
複雑でした。
当時、１ドル１２０円がわずか半年の間に８０円近くまでの急上昇です。
湾岸戦争の影響で経済の低迷が続き、とりわけドイツでは旧東ドイツと統合の後、失業、倒
産が続出して社会保障費は増大。企業の需要は冷え込み東西ドイツ融合後のお祭りムードや買
い増し需要はすっかり消えていました。
生き残るための業務のスリム化、欧州全体を統合するモデルの構築しかない。
中間工程を省略した大規模な改革である。従来、国ごとに販売拠点と物流倉庫を配置して管理
していたが、工場で統括管理するため需給調整機能を集約する業務改革でした。大規模な BPR
（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）。
しかし競争力を維持する必要からも、すぐには拠点を廃止できない。
国境を越えた議論をはじめ、IT 基盤は、域内を機能で集約統合する基本設計とし、域内８カ
国、８拠点のコンピュータを国際ネットワークで接続して、中央に受給調整機能を持たせデー
タベース化するよう計画しました。当時はまだ CIO という役職はなく、伝説の CIO は、各国
拠点の責任者（社長）８人の合意を得ながら統括プロジェクトを推し進め、その役割を果たし
ていきました。
今なら、CIO として、またストラテジストとして、どのような業務改革の提案をして、目標成
果を早期に達成するように実践していくでしょうか。
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No.12 期待される
期待される人材像
される人材像は
人材像は職務定義から
職務定義 から
氏名：竹下

和孝

新しい人材を採用しようとするとき、求人広告を出します。その広告の内容にはキーワード
を考えて、限られた空間をどのように活用するか工夫します。
求職中の人や転職を考える人の目に触れなければ、求人広告の役割は果たせないわけです。類
似する職種・職能の広告を見つけて、人材市場の求人求職の動向を見ると参考になります。し
かし、その前にまず、自分が採用したい人材像と職務内容を整理して、役割・役職、期待する
成果、責任の範囲、仕事の内容を記述した職務定義書を作ります。この作業が組織作りの最初
です。
業務部門の長は、自分の組織を構成する一人一人に対して、職務内容を定めて組織を作って
いく。仕事内容は決めてあるので、マネージャーという役割が出てくる。決められた役職の職
務と権限、職務定義のとおりに働いているか、手順を守っているか、複数のメンバーに対して、
具体的な仕事を指示し、途中で進み具合や仕事の進め方や結果を確認し、成果や効果を実現で
きるようにする。さらに会社として、組織としての目標設定と実践、結果の確認、仕組みを改
善する PDCA、マネジメントシステムの考え方を組み合わせます。
翻訳された経営管理の報告書や書籍を読むとき、組織作りの背景や仕組みが、日本では一般
的な人事採用や組織管理の仕組みとだいぶ事情が異なることを理解しておく必要があります。
キャリア採用、中途採用など経験者を募集する場合も増えており、今後は職務定義の考え方が
普及していくでしょう。
人事部門に対して、どのような人材が欲しいのか、いつまでに必要か、などの採用方法を相談
するにも、人材を紹介するヘッドハンティングを専門とする会社に相談するにも、この仕事内
容を整理しておかないと話が進まないのは当然でしょう。人材紹介の役割は、その会社が求め
る仕事に、経験を持つ人を紹介することで、即戦力となる人材を提供することになるわけです。
より専門性が高い職種の場合には、人材紹介会社が持つ転職を希望する登録データの中から、
必要な職能を満たす経験者を抽出することになります。
このような人材紹介や登録の仕組みに対して、日本でも抵抗がなくなってきたようです。し
かし、職務定義の部分は、見落とされているようです。
週末の求人広告に見かける「やる気のある人」
「まじめな人」という条件では、たくさんの応募
者が集まり、書類を選考するだけでも時間がかかります。欲しいスキルや技術の経験者や人材
を確保するためには、できるだけ採用したい人材像を明確に定義しておくことで、早く候補者
を絞ることができます。
CIO やストラテジストは、組織作り、人材育成の観点からも、その国の組織作りや人材採用の
仕組みを理解しておくことが、戦略の実践に役立ちます。
ストラテジストは、販売マーケティングなどの事業、経営管理 IT 以外の分野に興味を持ち、
その業務にのめりこむことで一層の貢献が期待されます。
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★ 特別賞★
特別賞 ★

No.13 日本の
日本のＩＴ業界
ＩＴ業界に
業界に望むこと
氏名：福永

正也

私は、ＳＥを１０年あまり経験してから特許業界へと転身した弁理士です。ソフトウェア特
許を中心に、既に１２年間世界を舞台として日本のソフトウェアを守る仕事をしてきました。
そんな私が感じるのは、なぜ日本のＩＴ企業の経営者は、世界市場をあえて見ないようにす
るのだろう、ということです。一時の台湾、昨今のインド、ベトナム、バングラデシュなどの
ＩＴ経営者は、おしなべていかに世界へ打って出るのかを常に考えています。彼らに国境なん
てありません。
それに対して、日本のＩＴ経営者の中にも「日本発のソフトウェアを世界へ」と志向した方々
も現れ始めました。私にとってはうれしい限りです。ただ、残念なことに、彼らのほとんどは
中小企業の経営者であり、資金力、影響力等でなかなか大企業を凌駕することができないとい
うジレンマがあるようです。
でも、考えてみてください。マイクロソフトがはじめから巨大企業だったでしょうか。アッ
プルもしかりです。
私には、経営者自らが世界へ出るための地図を描いていないだけのように感じます。
「ちょっ
と散歩に行ってくるわ」と目的も定めず出かけて、はたして富士山の頂上に到達することがで
きるでしょうか？それとまったく同じことだと思うのです。
たとえば「試しに中国へ輸出してみよう」、
「うまくいった」、
「次はどこにしようか、」
・・・。
このような繰り返しでゴールに到達する可能性なんて限りなく低いとは思いませんか？そこに
欠けているのは、大局的な戦略眼なのです。
誰が、何を、いつまでに、どの程度まで成し遂げておく必要があるのか、時間軸に沿ってプ
ランすること。このような目標到達までのメルクマールさえない状態では、世界の頂点にたど
り着けません。皆さんは、ＩＴコンサルと称して企業へ日々提案しているのですから、本気な
ら確実にできるはずです。
実はソフトウェア特許は、世界で戦うための武器として、どうしても避けて通れないものの
１つです。残念ながら、ソフトウェア特許の話をすると、日本のＩＴ経営者の多くは、
「うちに
は関係ない」、「そんな技術はない」などと非常に消極的です。確かにソフトウェア特許を扱う
弁理士は、数も質も不十分です。システム開発経験すらほとんどない弁理士が、
「私は専門家で
す」と堂々と名乗りを上げているのが実態ですから。
でも、皆さんとともに歩むことができる弁理士も探せばいます。そして、多くのＩＴ経営者
が、より大きな世界という市場で「日本発のソフトウェア」を提供する。これを単なる夢物語
で終わらせてほしくないのです。夢は実現してこその夢。会社を１つの国家と考えるなら、富
国強兵策としてのソフトウェア特許網を整備することは必然です。ぜひ、勇気を持って敢然と
夢に立ち向かってほしい。これが私の願いです。
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★ 最優秀賞★
最優秀賞 ★

No.14 日本の
日本 の IT 業界の
業界の行方について
行方 について
氏名：島本

栄光

日本の IT 業界を今後繫栄させていくためには、利用者（ユーザ企業）がもっと賢くならな
ければならない。他の業界でもそうだが、賢い利用者がいてこそその業界は発展する。これは
経済原則なのである。国家としても、業界発展に向けて施策を打つのであれば、まずは利用者
教育に力を入れるべきである。
ところで、日本の情報システム開発においてよく使われる言葉に「人月単価」
「工数」という
ものがある。情報システムの値段は、この二つの要素の掛け算で決定されることが多い。
「人月
単価」の主要なコストは一人あたりの人件費であり、IT エンジニアの給料にほぼ比例する。つ
まり IT エンジニアの給料を下げない限り「人月単価」は基本的に下がらないのである。仮に、
業者間の交渉で「人月単価」が下がったとすると、その分システム提供側は「工数」
（この場合
は人数）を増やすことでトータルの売上を確保（補填）しようと画策する。そうでもしなけれ
ば、システム提供側の死活問題になりかねないからである。少々極端だが、これが日本の IT
業界の構造なのである。つまり、日本の IT 業界は長らく、人材よりも人数を重視するような
ビジネスモデルに今もどっぷりとつかっているのだ。
また、多くのシステム提供者は、それぞれ独自の情報システム開発手法を持っている。その
開発手法には実は共通の傾向がある。要するに、複雑な情報システム開発の仕事を、なるべく
頭を使わなくてよい大量の単純作業に落とし込もうとする傾向である。それによって、安い未
熟練労働者を大量に使うことが可能となり、簡単に儲かるというビジネスモデルを構築しよう
としているのである。よいものが安くできるのであれば、極端に言えば、委託する側からは方
法について特に問う必要はない。しかし、こういったやり方でできてくる情報システムは、決
して良くもなければ安くもない。一般に、日本のユーザー企業は、質の悪い情報システムに法
外なコストを負担させられていると考えた方がよい。
ユーザー企業では、これまでこういったシステム提供者側の勝手なビジネスモデルに気づか
ないまま、いいように振り回されてきたのではないか。そして、気がつかなかった最大の理由
は、情報システムそのものが目に見えないという特性のためである。しかし、だからといって
仕方がないと言っていたのでは、今後も振り回され続けることになる。それがいやならば、ユ
ーザー企業側自身がもう少し真剣に IT と向き合わなければならない。
よく、
「情報システムは所詮道具にしか過ぎない」と言われる。確かに、ユーザー企業にとっ
ては本来の業務がしっかり整備できていて、それを情報システムに投影するだけでよいような
環境が整備されているのであれば、それは正しい。しかし、一般に現代の企業における情報シ
ステムは、そのインフラとして極めて大きな役割を担っており、今後も益々その重要性はクロ
ーズアップされていく。そのような中で構造の悪い情報システムを使い続けることは、耐震構
造が整備されていない超高層ビルで働いているような、極めて危険な状態なのである。この点
に気づいているユーザー企業は、その企業自身が IT 人材の育成に力を入れ始めている。
最後にもう一度繰り返して言う。 IT 業界の発展はその利用者がカギを握っている。
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テーマ(c)IT ストラテジスト(システムアナリスト)に合格して変わったこと

★ 特別賞★
特別賞 ★

No.15 IT ストラテジストに
ストラテジストに合格して
合格して変
して 変わったこと
氏名：榊原

雄

ソフトウェア開発技術者、テクニカルエンジニア（ネットワーク）試験に合格後、2009 年の
第 1 回 IT ストラテジスト試験に合格。

仕事上での
仕事上 での変化
での 変化
私はノンバンク系の金融会社に勤務しており、情報システム部門に所属し、インフラ系の案
件を中心とした個別システム化構想の検討や、システム導入に関する社内調整などの仕事に従
事している。構想検討時には、付き合いの長いベンダー数社に対し、提案や見積もりを依頼す
る。また、システム導入時には社内で調整した要件を提示したり、テストやリリースに向けた
社内の取りまわしなどを行っている。
このような業務を行っている中で、もともとインフラ SE（ 3 年半ほど前に転職）であったこ
ともあり、セキュリティや性能などの要件（インフラ SE としてこだわりの出る部分）に関し
ては、やや不必要なレベルでの要求を出してしまうこともあった。また、IT ベンダー各社との
やりとりが多いが、私は現在社会人 6 年目であり、社会人としてのキャリア、IT に関わるもの
としてのキャリアともに未熟であるため、ベンダーから甘く見られてしまうことが多く、不要
な機能や過剰なスペックのシステムを提案されたり、無理やり言いくるめようとされたりする
など、ベンダーに対する対応に苦慮することもあった。
（私の要求が悪かったからかもしれませ
ん。また、私の個人的な経験によるものですので、ベンダーの方、悪く思わないでください）
しかし、2009 年秋（社会人 5 年目）、IT ストラテジスト試験に合格すると少し状況が変わっ
てきたと感じることがある。まず、私が出す要求については、業務の重要度などからシステム
に求められる要求を整理することができるようになった。この点では IT ストラテジスト試験
に合格するために勉強したこと（ IT ストラテジストの視点）が活きている。
また、試験の話をした比較的親交の深い IT ベンダーの方は、以前より上記のようなこちらの
要求にそぐわない提案や発言が減ってきたように感じる。感じるだけか、試験に合格したこと
を伝えたからか、会社員として経験値が上がったからか、またはベンダー側の担当者のスキル
が向上したからかははっきりしないが、一定の効果はあったのではないかと思っている。
（ちな
みに、社内では情報処理試験自体の認知度が低く、資格試験も奨励されていないため、IT スト
ラテジスト試験に合格したことすら報告していない。）
今後は IT ストラテジストと言う名に恥じぬよう、事業戦略、施策（業務）に見合うシステ
ム構成を維持するために、社内での要求の整理・調整を行い、IT ベンダーに対して毅然とした
態度で接していきたい。

その他
その 他 の 変化
今年当協会に入会後、名古屋地区の IT ストラテジスト勉強会で 2 度もプレゼンテーションを
する機会をいただいた。会社以外で何かを発信できる機会をいただけたことは大変ありがたい。
今後も JISTA の活動の中で皆さんと一緒に社会へ少しでも貢献できるよう、頑張りたい。
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テーマ(c)IT ストラテジスト(システムアナリスト)に合格して変わったこと

No.16 システムアナリストとは
システムアナリストとは何
とは何 かを考
かを考えるようになった
氏名：津田

竜賜

私がシステムアナリスト試験に合格して変わったこととして、順番が逆かもしれないが、
“シ
ステムアナリストとは何か”について、改めてよく考えるようになったことである。

システムアナリスト試験合格
システムアナリスト 試験合格まで
試験合格 まで
私が 2007 年 10 月のシステムアナリスト試験に合格したのは、本業において経営企画部門に
異動して３年目、新天地での業務にも一定の経験を積んできた頃のことであった。この時期、
システムコンサルタント職について興味を持ち始めていた私は、その職を担う人物が合格を目
指す唯一の国家資格としてシステムアナリストが紹介されていたことを知った。また、試験の
論文では、経営における IT 活用が出題され、確かな情報を経営者にレポーティングし、経営
戦略を即座に戦術として実行するための IT 活用について、若輩ながら適切にまとめ、合格で
きた。
そのため、この頃はシステムアナリストとは「システムコンサルタント」「経営における IT
活用の分析担当」といった職務として考えていた。

システムアナリスト試験合格後
システムアナリスト 試験合格後から
試験合格後 から現在
から 現在まで
現在 まで
合格直後は本業における様々な経営課題に対し、さっそくシステムアナリストとしての見方
ではどう解決をはかっていくべきかを意見したいと意気込んでいた。だが、経営者の決断が迫
られるような経営課題には、組織的・人的リソースに主因があるものや、お客様の環境変化に
基づいた営業戦略の転換など、IT を活用した分析よりは、人手のかかる分析に基づいた改善が
必要であった。そのため、当初私が考えていた“システムアナリスト”の出番はほとんどない
のが実態であった。さらに、 2008 ～ 2009 年、サブプライムローンに端を発した景気縮退によ
り、システム投資は削減傾向となり、業務上必須のシステム運用や保守のほかは、合理化やコ
スト削減につながる IT 投資しかなくなっていった。この頃は、システムアナリストとは「業
務上の無駄を見つけ、システム活用による合理化やコスト削減をはかれる人材」、言い換えれば
「 BPR を最後まで実行できる人材」と考えるようになった。
そして 2010 年に入り、景気回復の波に乗ってお客様とともに成長していくために会社の変
革をはかることがどの企業も大きな経営課題となった。このような時におけるシステムアナリ
ストとは、企業が新たな成長を実現するための材料を IT 活用によって見つけ、それによって
「イノベーションを実現していく変革者」の役割が求められるのではないかと考えている。
合格後の３年間を通じて自分が特に感じているのは、実行力を発揮してこそのシステムアナ
リストであり、ただの評論家で終わってはいけないということである。まだ結果は出せていな
いので個人的な感覚の領域を出ないが、システムアナリストとは、
「分析した結果を論理的に経
営者に説明し、必要なリソースを要求し、問題となっていた経営課題の解決をはかるためにマ
ネジメントをやり遂げる。そこまでの実行力を身に着けた人物」だと考えるようになっている。
現在、自分としては本業の業務に取り組む上で、特に節目節目ではシステムアナリストに求
められる役割が何かをよく考慮して意見を言うようにしている。これが合格後に自分自身が変
わったことと感じている。
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テーマ(c)IT ストラテジスト(システムアナリスト)に合格して変わったこと

No.17 コミュニティにおける
コミュニティにおける人
における人との出会
との出会いと
出会 いと貴重
いと貴重な
貴重な経験
氏名：田中

茂

システムアナリストに合格して変わったことといえば、日本システムアナリスト協会の皆様
と出会いと、それがなければ得られなかったであろう、貴重な数々の経験、充実した人生を送
ることができるようになったということだと考えています。

システムアナリスト試験受験
システムアナリスト 試験受験のきっかけ
試験受験 のきっかけ
今から、１０数年前になりますが、従来のハードウェア開発、システム開発部門から異動に
なり、システム化計画の立案を推進するプロジェクトを立ち上げるユーザー側のリーダとして
アサインされました。学生時代には、興味があり、第 2 種、第 1 種情報処理技術者に合格はし
ていたものの、ＩＴが専門でない私は、はたと困りました。ふと、情報処理技術者試験のこと
を思い出し、確認してみると、システムアナリストのテキストに書かれている内容がまさに、
今からからプロジェクトとして推進しようとしていることではないかと考えました。そこで、
システムアナリスト試験を受験することを決意し、当時の基本テキストをしっかり勉強しまし
た。その内容は、体系的に整理されており、私にとって新鮮な内容が多く、非常に有益だった
と記憶しています。
また、当時、パソコン通信のＮＩＦＴＹのフォーラムで、
「論文虎の穴」と称される電子会議
室がありました。そこに論文原稿を投稿し、多くの方からコメントいただき、論文試験のノウ
ハウを得ることができました。その中には、今もこの協会で活躍されている複数の方のことが
いまも目に浮かび、その方々のおかげで、受験した初めてのシステムアナリスト試験に何と合
格することができたと考えています。まさに、人との出会いというのはこういうものなのかも
知れません。
合格とともに、体系的な勉強ができたおかげで、少し、自信を持ってプロジェクトに取り組
むことができるようになりました。

システムアナリストに
システムアナリスト に 合格して
合格 して
私は、ユーザー側であったこともあり、翌年始まった上級システムアドミニストレータ試験
も受験し、上級システムアドミニストレータ連絡会に発足メンバーとして入会、そして、その
後発足した日本システムアナリスト協会にも入会し、多くの方々にバーチャルの場だけでなく、
リアルの場でも接することができるようになりました。このようなことがなければ、社外のコ
ミュニティに参加することもなかったかも知れず、現在にいたるまでに、知り合った皆様との
出会いもなかったのではないかと考えています。そこで、得られる貴重な経験は限りなく、語
りきれませんが、私の人生を大きく変えたきっかけとなったことは紛れのない事実と考えてい
ます。
最後に、多くの方々に深く感謝するとともに、このような場が継続発展するとともに、より
多くの方々にその恩恵を享受いただけることを期待します。
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テーマ(c)IT ストラテジスト(システムアナリスト)に合格して変わったこと

★ 優秀賞★
優秀賞 ★

No.18 システムアナリストに
システムアナリストに合格したら
合格したら何
したら何 が変わったか？
わったか？
氏名：大家

正巳

１９９×年。当時、某弱小ソフトハウスで大手ＳＩｅｒの下請エンジニアをしていた私は、
「資格と能力は別物だい！情報処理試験なんて忙しくて受けてられっか！」とうそぶく生意気
盛りの若造でした。
そんな私が、
「そんなの、合格してから言わなきゃ説得力がない！」という同僚からの一言が
キッカケで一念発起。情報処理技術者試験合格を目指すことになりました。
最初に目指したのはデータベーススペシャリスト（当時）でした。初めの頃は午前対策も重
要ですから、様々な受験対策本を読んだものです。その頃気づいたのが、どの試験区分の対策
本も、執筆者陣が大体同じ人々であるということ、そしてその人達は多くの場合、高度情報処
理試験をほぼすべて合格しているということでした。
「す、すげえ。なんだこの人たち…」
まだシステムアナリスト試験合格者が２００人くらいしかいない頃です。そこは、私がこれ
まで見たことのないとても特別な「雲の上」に見えました。
「いつか、この人たちと同じ世界にたどり着きたい…」
巨大プロジェクトの末席で雇われエンジニアの悲哀を噛み締める日々を送っていた私は、本
気でそう思いながら通勤電車の中で参考書を読みふけったものです。
それから数年。最終目標だったシステムアナリスト試験にめでたく合格したのは２００４年
の秋でした。システムアナリスト協会（現在のＩＴストラテジスト協会）に準会員として参加
したのは、それより前の２００２年頃です。
初めてシステムアナリストの人々に会った時はびっくりというか、ちょっと拍子抜けしたこと
を覚えています。だって、かつて読んだ書籍の執筆者欄で名前だけ知っている人々が、実際に
会ってみるとごく普通のオジさんやおば…お姉さま達なのですから。皆さん気さくな方たちば
かりで、すぐに懇意にしていただき、感激したことを覚えています。思えばその頃からもう８
年。協会の皆さんとはすっかり旧知の間柄になりました。
他に当時と今とで変わったことと言えば…
・幼児だった長女や、まだいなかった次女がいつの間にか小学生になっている。
・本人の希望や願いとは無関係に、ウェストサイズと額面積の拡大が始まっている。 など
の自然現象はまあ置いといて。
最近ようやく、ごく自然に気負うことなく「ＩＴコンサルタント」を名乗れるようになって
きたかな、とは感じています。
しかしそれは「試験合格」そのものの成果なのではなく、それに伴って変化した環境の中で
の様々な経験（独立・起業もありました･･･）が生み出した結果なのでしょう。
人が成長するためにはやはり良い環境が必要です。もし私が、若造の頃と比べて少しでも成
長しているとすれば、当協会の存在はそこにとても大きな影響を与えていることは間違いあり
ません。そう思うと、昔仰ぎ見た「雲の上」に今、自然体で立っているのは確かなのかも知れ
ません。まあ、この手の話で良くあるオチの「たどり着いてみたら、実はそれほど『素晴らし
い』こともなく、『フツーの場所』だった！」感は否めませんけれど。
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テーマ(c)IT ストラテジスト(システムアナリスト)に合格して変わったこと

★ 特別賞★
特別賞 ★

No.19 IT ストラテジストになって
ストラテジストになって
氏名：東

崇城

昨年の 10 月の試験で IT ストラテジストに合格し、および IT ストラテジスト協会の入会資
格を得た。現在、「 IT コンサルタント」という肩書きで仕事をしている小職の、各ショート論
文テーマに対する個人的な見解を以下述べたい。稚拙な文章と思うが、最後まで読んでいただ
ければ幸いである。

JISTA の 今後について
今後 について
組織としての方向性、という観点であれば、さらに大きな組織に変貌してほしいし、自分の
力でそうしたいとも思っている。「 IT ストラテジスト協会って何？」と言われることなく、名
前のブランド力を高めたい。
そして現時点での究極のビジョン（というより個人的な夢）は国際的な知名度をあげていく
ことである。既知の事実として、日本は人口減少社会に突入し、中国をはじめとする新興国へ
の進出がどの業界も盛んである。IT 業界も例外ではなく、JISTA も将来的には何らかの形態で
海を渡る必要があるだろう。
そのときに必要となる武器は、日本で培ってきた＜ IT 力＞（抽象的な表現で申し訳ないが）
である。日本の IT 業界の力を結集して、海外に打って出るのは、 JISTA が本気を出せば可能
ではないか。リソース等、実現について困難事項はあるだろうが、それだけのポテンシャルは
あると考えている。

日本の
日本 の IT 業界の
業界 の 行方について
行方 について
あくまでまだ高々 15 年程度の小職のキャリアをベースにした見解だが、日本の IT 業界の将
来は明るくないと考える。
その理由の第一は、
「人材が育っていない」ことである。基本的な「話す」
「書く」
「説明する」
能力が、年々弱くなってきていると思う。自分もおそらくベテラン世代から見ればその「育っ
ていない」一人なのだろうが、そういう小職からしても弱化を切実に感じている。
システム開発とは基本的に組織的な作業である。一人のスーパーマンがいてなんとかなる場
合も無きにしもあらずだが、基本的には、プロジェクトやチームを組んで作業をするはずであ
る。ゆえに、チームプレーを各自意識して強化し、その流れで個々のスキルを十分に伸長でき
るような環境・雰囲気づくりを心掛けるのがいいと考える。
（まずは、学校の教育現場でグルー
プワーク学習の導入を！と言いたいが、それはまた別の機会にする。）
余談だが、
「もしドラ」があれだけ評価を得たのは、ある学者の見解だが、今の日本人はあの
ような雰囲気の組織、つまり「皆で集まって何かやってやろうぜ」の意思を各人が持った組織
に自分も属したいという人が多いかららしい。であれば、日本の IT 業界の各組織にその雰囲
気が蔓延すれば、 IT 業界の将来は明るいと思うのである。

IT ストラテジストに
ストラテジスト に 合格して
合格 して変
して 変 わったこと
毎月の JISTA 会合が実は結構楽しみである。普段の仕事と直接的に関係のない有能な方々と
接点を持つことは刺激的である。また、小職はいわゆる「学校より塾で勉強」してきた世代で
あり、会社（学校）とも家庭とも異なる、第３の場（ 3rd place）の役割を有する協会は＜塾＞
的な雰囲気を醸し出している。そして結果的に、学生時代の自分がそうだったように、その＜
塾＞に属することが自己のモチベーション維持につながっている。
本当は「 JISTA にいることで、IT ストラテジストと誰にも胸を張って言えるくらいに技術も
技能も身についた」と言いたいところだが、残念ながら小職はまだその域ではない。よって（？）、
これからもただ邁進あるのみである。
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編集後記
10 年 前 、 Nifty-Serve か ら 飛 び 出 し た バ ー チ ャ ル コ ミ ュ ニ テ ィ が 、 あ ち こ ち で 仲 間 を
集めながら結集し、現実世界でここまで大きくなりました。日本システムアナリスト協会
から日本 IT ストラテジスト協会（ JISTA ）となって、ここに、 10 周年記念冊子をまとめ
られたことを大変光栄に思います。
編集にあたっては、誕生秘話、論文の投稿や審査、各支部の活動にいたるまで、多くの
会員にご協力をいただきました。大変ありがとうございました。
これからも JISTA はさらなる発展を目指してがんばっていきますので、皆さまのご参
加・ご協力をよろしくお願いいたします。

2011 年 2 月吉日
日本 IT ストラテジスト協会 会長 安藤秀樹
記念冊子編集チーム 山本修司
原田奈美
齋尾和徳
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