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　発表者（記事登場順）

NECネクサソリューションズ株式会社 代表取締役社長　渕上 岩雄 氏

キリンビジネスシステム株式会社 常務取締役　横溝 治行 氏
 （ITコーディネータ）
株式会社 富士通北陸システムズ 経営執行役　林 良隆 氏
 （ITコーディネータ）
共立コンピューターサービス株式会社 常務取締役　野村 龍一郎 氏
 （ITコーディネータ）

企業内ITコーディネータは
どこでどのような役割を発揮しているか

〜 ITCカンファレンス2008の事例発表で明らかになった
ITコーディネータの経営への貢献〜

　企業に勤務するITコーディネータ（以下、企業内ITC）は、全ITCの75％以上を占
めている。各企業ではITC資格者をどのように捉え、どのように業務に活かそうとし
ているのだろうか。
　昨年10月に開催されたITCカンファレンスでは、4社の役員がこの問いかけに応え
てくれた。この4社は、ITユーザー企業から分社化してできたいわゆる情報子会社2社
と、大手ITメーカーの系列企業2社。生い立ちこそ異なるが、いずれも受託開発が主
体のシステム専業企業である。
　今特集では、4社のビジネス環境や、社内における個々のITCの立ち位置の違いを踏
まえながら、企業内ITCの役割、存在意義、ふるまい方などを探る。

　2001年2月にITC資格制度が誕生
してから8年目に入った。ITC資格
の保有者は、2008年12月末現在約
6,500人に達している。
　こうしたなか、経営者やCIOの
ITCを見る目も変わり、社員に資格
を取得させるだけでなく、積極的に
活用していこうという動きが目立っ
てきた。システムインテグレーショ
ンを専業とする企業のみならず、情
報処理を外部に委託しているいわゆ
るユーザー企業にも同様の動きが見
られる。

　背景はさまざまだ。大きな流れの
ひとつは、経営サイドがSIerや自社
内の情報部門に期待する役割が変化
してきたことである。
　一言でいえば、従来、主流だった
業務改善レベルのニーズに対応した
システム開発から、経営戦略や事業
戦略を実現するためのシステム開発
に重点を移した開発をしてほしいと
いうこと。それには、経営とは何か
を理解し、業務の中身だけでなく戦
略までも立案できるシステムの専門
家がどうしても必要だ。その役目を

ITCに担ってもらいたいと考える経
営者が増えている。
　ITを 活 用 す る 立 場 に あ る ユ ー
ザー企業の不満や疑問がたまりにた
まってきた、という背景もある。
　「生産性はなかなか向上しないう
え、テクノロジーの進化も実感でき
ない。工期も経営のスピードに合わ
ない。IT投資が本当に効いている
のか効果も見えづらい。経営課題の
解決にもつながらない。
　そんなシステム開発はもううんざ
りだ、もっと役に立つシステムをつ

ITCを積極的に活用する企業が増加
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くってほしい」
　これは、あるユーザー企業の経営
者のコメントだが、こういったユー
ザーの不満を何とか解消したいと考
えたSIerが、ITCの活用に動いてい
るケースもある。
　企業間の生存競争が激しくなると
ともに、システム統合を伴う合併案

件が増加したという事情も見逃せな
い。システム統合をスムーズに成し
遂げるには、双方のビジネスの進め
方を企業文化のレベルまで理解する
と同時に、新会社の事業戦略を経営
者の目線でシステムに落とし込める
能力を持った人材が必要になる。
　ITCは、「経営者の立場に立って、

経営とITの橋渡しをし、真に経営
に役立つIT化投資の推進・支援を
行うプロフェッショナル」と定義さ
れている。この定義通りの人材が、
今、システムの現場で求められてい
るのだ。ITCを社内活用する企業が
増えている大きな理由がそこにある
と考えられる。

　では、具体的に、どんな形でITC
を活用しているのか。いくつかの事
例を見てみる。
　NECネ ク サ ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ

（株）。2001年4月にNECグループの
情報サービス系子会社5社が統合し
て発足した会社である。
　06年6月、社長に就任した渕上岩
雄氏は、「いつもお客様とともに、
全てはお客様の満足のために」とい
う理念を掲げた。そして、テクノロ
ジーの領域を武器にシステム構築を
していた従来の業態から、「ビジネ
ス領域で顧客が必要とするサービス
を、顧客視点で提供する業態に変え
る」ことが統合の目的にかなうと、
構造改革に着手する。
　その打ち手のひとつが、顧客規模
別組織体制（図1）の採用である。
　自社の強みは中堅企業のマーケッ
トでこそ最大限に発揮できると考

え、このマーケットをいかに攻略す
るか、戦略実行のための新しいバイ
ブルが作成された。それは、「仕組
みの改革」と「スキル改革」のふた
つの要素からなり、図2で示すよう

にスキル改革では上位マネジメント
層のITCスキル確保、ITCスキルの
強化と組織的活用、ITCスキルの日
常活動への浸透、といったものが柱
になっている。

ITC活用プログラムの導入で社内の組織風土を変える

NECネクサソリューションズ株式会社
代表取締役社長　渕上	岩雄	氏

顧客規模別組織体制の採用
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図１　NECネクサソリューションズ株式会社　「変革シナリオ」

図２　NECネクサソリューションズ株式会社
　　　「変革における社内ITCの役割」
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　この変革を確実なものにするた
め、「ITCチャレンジプログラム」、

「ITC活用プログラム」、「ITC-SIG
（Special Interest-Group）」という3
つのプログラムも作成した。
　チャレンジプログラムはITC資格
取得を支援するプログラム。受験対
策や申請手続きのヘルプなど、申請
から取得までをフルサポートする。
合格率は直近の実績で82％。全受験
者の平均が50％前後だから群を抜い
ている。
　ちなみに、同社の場合、07年度下
期から「ITC増強計画」を実施。会
社が本腰を入れて資格取得を支援し

ている。まず、営業幹部から取得を
進め、SEなどにも順次広げていっ
た。現時点で、100名以上が資格を
保有している。
　活用プログラムは、ITC資格取得
者が中心となって変革を実現するた
めのもの。社内のITCが組織横断的
にチームをつくり、顧客に提案する
レポートなどを事前にレビュー、経
営戦略とIT戦略の整合性がとれて
いるかなどをチェックする。ITC-
SIGは、ITC資格所有者による自主
的な学習プログラムである。
　こうした取り組みが功を奏し、同
社の顧客対応力は着実に向上した。

顧客の評判も上々だ。従来は、「琴
線に触れる提案がない」「経営レベ
ルの視点に立っていない」「ビジネ
スモデルを変えるような提言がほし
かった」「構築・導入が済んだら一
段落という雰囲気で、効果が上げら
れたかどうか関心が薄い」といった
声を顧客から聞くこともしばしば
だった。
　最近は、「今までと違うね」「課題
の再確認ができた」「これなら任せ
られる。中長期プランを共同作成し
よう」といった声が寄せられるよう
になったという。

　キリンビジネスシステム（株）。
同社は、07年に親会社のキリンビー
ルが持ち株会社化したことに伴い、
グループ内での位置づけ、役割が大
きく変わった。
　すなわち、グループ唯一の情報シ
ステム会社となり、機能分担会社と
しての位置づけが明確になった。グ
ループ各社の情報システム機能のう
ち、開発・運用・ITインフラ構築、管
理などの機能はすべて同社に集約さ
れ、グループ各社には情報戦略立案、
IT予算管理、システム監査などの一
部機能を残すのみとなったのだ。
　キリンビジネスシステムの横溝治

行常務によれば、このとき、ホール
ディングスの加藤壹康社長から、次
のような指示を受けたという。
　「今までのように、各事業（会社）
から言われたことだけをやっている
だけではいけない。グループ各社の
情報機能を担っているという強い意
識を持って、積極的に提言してほし
い。システムのプロから見ておかし
な点や不要と思われることがあった
ら、遠慮なく指摘してくれ」
　一方、キリングループは持ち株
会社に移行した07年を起点とする中
期経営計画をスタートさせる。07年
度に1兆8000億円だったグループ売 上高を2015年度に3兆円にまで引き

上げるこの計画は「KV2015」と名
付けられ、グループの大きな目標と
なった。
　こうして、新たな役割を担うこと
になった同社は、その役割を全うし、

「KV2015」の目標を達成するために
情報子会社としてどうふるまい、ど
うサポートすべきかを考え、必要な

“改革”を開始する。
　グループガバナンス力の強化、
IT資産の集中管理、コストセンター
化、生産性の向上、外部パートナー

キリンビジネスシステム株式会社
　常務取締役　横溝	治行	氏
（ITコーディネータ）

今までのように各事業（会社）から言われたことをやっているだけではいけない。グループ各社
の情報機能を担っているという強い意識を持って、積極的に事業に提言して欲しい。おかしな
点や不要と思われる点があったら遠慮なしに提言して欲しい。
（キリンホールディングス社長他）

システムに関しては、我々は自分の事業のことしか分からない。全事業のシステムの熟知して
いるKBSには、複数事業間のシステム統合などの提言を期待する。
（国内酒類、飲料事業担当者他）

新たな役割への期待

図３　キリンビジネスシステム株式会社　「経営理念の浸透、意識改革」

ITCとして求められる役割は経営者の日々の業務そのもの
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とのコラボレーション強化など、取
り組みは多岐にわたるが、そのひと
つが、グループの経営理念と同社の
経営理念をともに理解し、自分の行
動のなかで常に体現できるようすり
合わせること。理念の理解なくして
システムの設計、構築はできないか
らだ。
　「スキルワーカーからナレッジ
ワーカーへの自己変革を」という人
材育成の基本理念も定めた。
　「正直いって、人材育成に課題が
残っていた。それは、人材育成に
関する基本理念が欠けていたため、
個々の社員が将来どんな能力を身に

つければよいのか、目標が描けてい
なかったからだと気づき、ナレッジ
ワーカーになろうという明確な目標
を指し示したのです」
　同社の横溝治行常務はこう語る。
ナレッジワーカーとスキルワーカー
との違いは図4に示したが、取り組
みの成果は着実にあがってきている
という。
　同社の場合、04年度から当時の経
営層自らが率先してITC資格に挑戦
してきた。横溝常務もその一人であ
る。その後、部長推薦を受けた社
員が毎年1 〜 2名受験してきた結果、
資格所有者は現在、7名までに増え

た。社内コミュニティを形成して勉
強会やチームサイトを利用した情報
交換などを行っている。
　ITCは、同社がグループ各社に対
して果たすべき新しい役割を考えた
とき、大きな戦力になると考えられ
ている。すでに、さまざまな改革の
場面でITCが議論をリードするなど
活躍している。
　「ITCとして求められる役割は、
経営者の日々の業務そのものだと痛
感しています。今後も積極的に資格
取得者を増やし、当社、ひいてはグ
ループ各社の発展に寄与したいと考
えています」（横溝常務）

　（株）富士通北陸システムズは、
08年に創立25周年を迎えた富士通グ
ループの情報会社。技術者集団を標

榜し、『日経ソリューションビジネ
ス』誌の07年度ソリューションプロ
バイダ業績ランキングで技術者比率

人材育成の基本理念

「スキルワーカーからナレッジワーカーへの自己変革」とする。

社員がナレッジワーカーへと自己変革するために、採用・教育・制度等の
全ての施策を見直し、再構成していく。

量的目標
「どれだけやるか」

目　標 報　酬 モチベーションリソース 教　育

職能・資格
労働時間
業績（短期的成果）

上司からの評価
昇進

ＯＪＴ
スキル研修
階層教育

スキルワーカー

質的目標
「何をやるか」

ミッション重要度
業績（短期的成果）
能力（長期的成果）

自分なりの納得度
会社・グループ・
社会への貢献

個人主体の
継続的な学習ナレッジワーカー

図４　キリンビジネスシステム株式会社　「あるべき人材像の検討」

株式会社富士通北陸システムズ
経営執行役　林	良隆	氏
（ITコーディネータ）

ITCを中心に展開するフィールド・イノベーションで難題を解決

ITC研修・資格取得を　SE「幹部社員」の必須資格に位置づけ
SE幹部社員ITC資格取得：７割

●経営視点での考える力　　●お客様の立場（経営者の立場）に立った視点/提案力

●自部門の経営、成長戦略を自身で考えられる
●営業・ＳＥ・お客様との会話においても効果
（製品･シーズ以外の視点で会話できる）

ものつくりだけではなく

図５　株式会社富士通北陸システムズ
　　　「人材育成プログラムの中でのITC位置付け」
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1位、経営効率1位を獲得している。
　同社は、人材育成プログラムのな
かでITC研修・資格取得をSE幹部
社員の必須資格に位置づけている。
それは、経営の視点で考え、提案す
る力を幹部自らが率先して養うこと
が大切だ、と考えているからである。
　現時点で、同社のITCは約45人。
そのうちSE幹部社員は30人で、SE
幹部の取得率は7割を超えている。
　「私どもは、ソリューションプロ
バイダとして、お客様の価値創造に
資する的確な仕組みづくりを支援
し、永続的にお客様のビジネス展開
に貢献していくことが、自分たちに
与えられた役割、使命だと考えてい
ます。この使命を果たすためには、
真のプロフェッショナルとして、人
間的にも技術的にもお客様に認めら
れる人材である必要があります。そ
うした人材に一歩でも近づくために
もITC資格は重要なのです」
　自らもITC資格の持ち主である同
社の林良隆経営執行役は、ITCを重
視する理由をこう説明する。
　富士通グループは、フィールド・

イノベーションと称する独自の概念
を打ち出している。顧客や自分たち
の改革の対象となる領域をフィール
ドと位置づけ、人、プロセス、IT
の現状を可視化し、全体最適化、継
続的な改善につなげるアプローチ。
これが、フィールド・イノベーショ
ンである。
　このフィールド・イノベーション
を展開する際、同社はITCをファシ
リテーターとして活用している。関
係するメンバーの意見を募ったり助

言をしたりしながら課題を抽出し、
問題解決に導くのである。経営的な
見地から公平に物事を見ることがで
きるITCならではの目が、ここでも
重視されている。
　「ITCが中心となってフィールド・
イノベーションを行い、問題が解決
した例はかなりの数にのぼります。
当社にとっては、社内向けにもお客
様向けにも大事な人材。それがITC
なのです」（林執行役）

　これまでは主として社内でITCを
どう活用しているかという観点から
見てきたが、最後に、顧客向けのソ
リューションにおける活用事例を紹
介する。
　共立コンピューターサービス（株）
は、大垣共立銀行の情報子会社。岐
阜県を中心に100ほどある同行の営
業店から顧客の紹介を受ける形で事
業を展開している。
　顧客は業種も業態もさまざま、規
模もまちまちである。したがって、
どんな要望が入ってくるかわからな
い。このため、いかなるシステム需
要にも応えられるよう、常日頃から
スキルを磨き、準備しておく必要が

ある。現在展開しているサービスの
中身をおおまかに図示しておいたが

（図7）、少なくともこれだけのシス
テム需要をカバーしなければならな
いのだ。
　同社が、これからは上流から下流
までの一貫した支援態勢を整える必
要があると考え、「ITベンダーから
ビジネスパートナーへ」という事業
ドメインの転換に動いたのは、02年
4月。具体的には、コンサル事業に
進出し、事業エリアの拡大を図ろう
とした。
　「その1年前にITC制度が誕生して
おり、私どもの社員の1人が第1期の
ITCのインストラクターに採用され

ました。そんなことにも力を得て、
コンサル事業に進出したのです」
　自身もITCである野村龍一郎常務
はこう話す。
　「それまでは、お客様に仕様を切っ
てもらい、その仕様に基づいたシテ
ムを構築し、納入していました。し
かし、お客さまの仕事の中身をきち
んと理解していなかったり経営戦略
との齟齬があったりで、お客様から

“システムのプロのくせに何も分か
らんのか”とお叱りを受けることも
ありました。工程数をオーバーする
こともしばしばで、開発リスクを軽
減しつつバランスのとれた顧客支援
をしたいという思いもコンサルに進

ビジネスモデルを革新するには、“人を主役”にして、プロセスとITの継続的な改善を進める必要が
あります。フィールド・イノベーションはフィールドの人、プロセス、ITの現状を可視化し、全体最適化、
継続的な改善につなげるアプローチを実現します。

事実に基づく 
気づき 継続的な改善

まず、“可視化”し、“全体最適化”しながら、“継続的な改善” 

人（意識や行動） 
プロセス（3Ｒ※） 
IT（機能）

フィールド（課題領域）

人
プロ
セス IT

人の意識変革 プロセスの変革 

ITの駆使 

さらなる進化
 

【可視化】
 

【全体最適化】
 

※3R：Rule,Role,Route

▲

図６　株式会社富士通北陸システムズ
　　　「フィールド・イノベーション」

ITCをコンサル事業の中心的な担い手に据えて成果を得る
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企業内ITコーディネータはどこでどのような役割を発揮しているか

出した背景にありました」（野村常
務）
　こうしてスタートしたコンサル業
務。中心スタッフとして業務を支
えたのが社内に育ちつつあったITC
だった。現在ではITCも13名に増え、
幅広くコンサル事業を展開してい
る。
　「一件あたりのコンサル受注額は
平均すると500 〜 600万円ですが、
ほとんどの場合、その後にシステム
開発の依頼が舞い込みます。受注額
はコンサルの5 〜 6倍。すでにコン
サルで業務内容やシステムの仕様も
細かいところまでわかっていますの
で、効率よく開発を進められます」

（野村常務）
　実際に、コンサルから入ってシス
テム構築を受注し、顧客に喜ばれた
事例がある。岐阜市に本拠を置くレ
ディスフォーマルウェアの大手企
業、ラブリークイーン（株）の案件
である。
　経済産業省が実施した「IT化導
入事例発表会」での出合いをきっか
けに中期経営計画に照らしたIT化
戦略計画を提案、これを実現するた
めのコンサルから入っていった。
　このときの主たる課題が、店頭の
IT化。同社は、直営店も含め、全
国に800以上の店舗を有している。
が、大半が百貨店や量販店の一角に
テナントとして入っている形態であ

るため、独自のネットワークインフ
ラを自由に導入することは不可能
だった。
  そこで、携帯電話をモバイル端
末として活用した仕組みを考案。
Bluetoothを利用したバーコードス
キャナと組み合わせるなどして、イ
ンフラの問題を解決すると同時に、
投資額の大幅な削減を実現した。
　その結果、従来はFAXで売上実
績を本部に送っていたため集計す
るのに3 〜 4日かかっていたものが、
翌日の朝までに売れ筋や購買層など
のデータも含めた売上情報が揃うよ
うになった。1 ヶ月で約1400時間も
の作業時間を削減する効果もあった
という。

　「携帯電話には店員さんが販売情
報を入力します。当初、その手間を
嫌がる店員さんが大半で、一時は導
入計画そのものが暗礁に乗り上げか
かったのですが、CIOを務めていた
井上常務（社長の息子さん）が全店
を回って説得してくれました。経営
者がシステム化の意義を理解し、後
押ししてくれることの大事さを肌身
で知った案件でもあります」（野村
常務）
　以上、4社の事例を紹介したが、
このうち3社の役員がITCの資格を
保有している。偶然とはいえ、ITC
という資格がそれなりに評価されて
いることが、ここからもうかがえる。

豊富な実績と経験に裏付けされた「ノウハウ」「ソリューション」に基づき、
企業の経営システム構築をあらゆる面から支援します。
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図７　共立コンピューターサービス株式会社
　　　「多彩な事業領域」

共立コンピューターサービス株式会社
常務取締役　野村	龍一郎	氏
（ITコーディネータ）
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図８　共立コンピューターサービス株式会社
　　　「コンサル事業展開の背景・経緯」




