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日本のＩＴ業界の発展方向を考える！ 
～「美しく、楽しく、世界から尊敬されるように！」を目指し～ 

 
第１０期会員募集のご案内 

 

 
 

情報サービス業の社長様だけが集まって、

事業強化策を探っていただく研究会「ＩＳト

ップ・フォーラム」は、いよいよ今年度１０

周年を迎えることになりました。 

そこで、第９期の会員の皆様（図表１）と

ご相談して、夢のある将来に希望の持てる研

究をしようということで、図表２のような企

画を中心に運営させていただくことになりま

した。 

日本の製造業が世界から評価される存在

であるのに対して、日本の情報サービス／Ｉ

Ｔ業界は、ゲーム等の世界を除くと、その存

在を世界にアピールできるものは皆無に近い、

と言ってよい状態かと思われます。 

過去の延長のビジネスモデルが成り立た

ないことは、多くの方が認識しておられます。 
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 しかし、具体的どうすればよいかに関しては、

個別にその対応努力がなされておりますが、

全体的には閉塞感が否めない状況かと思われ

ます。 

そこで、日本の情報サービス企業が、まず

は社会的存在価値を強化し、「美しく、楽し

い」ビジネスを実現し、ひいては「世界から

尊敬される」存在になるようになっていくに

はどうしたらよいか、を総合テーマとして研

究いただくことになったものでございます。 

日本の情報サービス業は、まずは個々の企

業が個性を持ち強くならなければなりません。 

この趣旨にご賛同いただければ、この研究

会は必ずやご満足のいく成果を得ていただく

ことができると思われます。奮ってのご参加

をお待ちしています。 

ご参考までに、第９期の活動実績を図表３

にまとめました。¶ 

株式会社アイ・ティ・イノベーション 

アイピー・テレコム株式会社 

株式会社アルゴ２１ 

株式会社宇部情報システム 

カテナ株式会社 

コンピューターマネージメント株式会社 

株式会社ＣＲＣソリューションズ 

ジョルダン株式会社 

株式会社ズィット 

株式会社数理技研 

株式会社スリー・エー・システムズ 

株式会社ソピア 

ＴＩＳ株式会社 

株式会社データ総研 

鉄道情報システム株式会社 

株式会社電算 

株式会社東レシステムセンター 

富士フイルムコンピューターシステム株式会社 

ヤマハモーターソリューション株式会社 

コーディネータ システム企画研修㈱ 

サブ・コーディネータ  ＵＦＤホールディングス㈱ 

図表１ 第９期（2005 年度）ＩＳトップ・フォーラムご参加企業
（社名５０音順）

目次に戻る

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr73/mr73.html
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１．基本テーマは、「日本の強みを考慮したＩＴ業界の発展方向を探求する」こととします。 

２．従来どおり年６回開催します。 

３．毎回外部スピーカを招聘します。 

４．外部スピーカのテーマ候補は以下のとおりです。この他を含め、メンバが揃った初回に決定します。 

ａ．見える化・現場力（日本の強さの原点に迫る） 

ｂ．成本政史氏（マイクロソフト社、「モノ創り大国日本復権に向けた提言その２」 
（０５年度に一度講演いただいた続編です））

ｃ．（経済産業省）ソフトウエアエンジニアリングセンターの活動 

ｄ．開発の「ムダ、ムリ、ムラ」（手戻り、手直し、手待ち）の削減対策 

ｅ．企業再生・Ｍ＆Ａによる強化策 

ｆ．“ＳＯＸ”法／ＣＳＲ対応（自社での対応必要性もありビジネスチャンスでもある） 

ｇ．一条和生教授「企業変革のプロフェッショナル」 

ｈ．ｅコマース成功例 

ｉ．要求開発アライアンス（㈱豆蔵殿主催で７０社が参加して要件確定問題を研究中） 

５．メンバからの事例発表や問題提起も行います。 

６．問題提起に対しては、全員で徹底的に討議します。 

７．問題提起のテーマ例は、「日本の製造業の強みをこの業界に取り込む方法」「専門性を強化する方策」 

「ミドルを強化する方策」等。 

８．この業界の伝統的な分野を継承・強化してくださる若手経営者育成の視点から、若手ベンチャ経営者も 

積極的に参加勧誘します。 

図表２ 第１０期（2006 年度）ＩＳトップ・フォーラム運営企画案 
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図表３ 第９期（2005 年度）IS トップ・フォーラム各社ご発表テーマ一覧 
総合テーマ：新規ビジネス「勝ち組参入」研究 

 開催日 ご発表企業、ご発表者 テーマ 

第
１
回

6/30 ネットイヤーグループ㈱ 石黒社長 インターネットコンサルティング・ビジネスの現状と課題 

アイピー・テレコム㈱ 関崎社長 Ｎａｔｕｒｅ’ｓ Ｌｉｎｕｘ 第
２
回

8/18 
システム企画研修㈱ 上野 今後の主力商品の特色と課題 

㈱アイ・ティ・イノベーション 林社長 インド短期留学教育 

カテナ㈱ 小宮社長、江守常務 Lyee の概要紹介と Lyee 事業の今後 
第
３
回

9/14 

㈲オクイ・アンド・アソシエイツ 人間力養成講座 

永和システムマネジメント㈱ 

取締役副社長 平鍋健児様

見える化によるプロジェクトファシリテーション 

－モチベーションアップのツールと場づくり第
４
回 

11/24 マイクロソフト㈱ 

デベロッパーマーケティング本部 

マネージャ 成本正史様

の
動
向
研
究

最
先
端
ビ
ジ
ネ
ス

モノ創り王国日本復権に向けた提言 

㈱ズィット 水谷社長 ネームデー それは第二の誕生日 第
５
回

1/26 ＮＥＣフィールディング㈱ 

前社長 鳥居高志様

［特別講演］ 

ＮＥＣフィールディングのＣＳ経営 

㈱スリー・エー･システムズ 川浪社長 弊社のプロダクトリスト／弊社のＸＭＬへの取り組み 

㈱ソピア 丸山社長 現状と目指す方向 
第
６
回 

3/2 

㈱数理技研 東條社長 数理技研三大テノールの紹介 

注：第６回の㈱数理技研東條社長のご発表は、世界に誇れる大規模オンメモリデータベース・ソフトウエア（ＣｏｒｅＳａｖｅｒ）のご発表で
した（2006 年 2 月 26 日付けの日経流通新聞に日本電気㈱殿が流通業向けシステムに全面採用されたという記事が載りました）。



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２００６年度(第１０期)会員募集のご案内 

総合テーマ 日本のＩＴ業界の発展方向を考える！ 

「美しく、楽しく、世界から尊敬されるように」を目指し！ 

情報サービス業の社長様だけが集まって、情報サービス業の事業強化策を探っていただく

研究会「ＩＳトップ・フォーラム」は、おかげさまでめでたく１０周年を迎えることになりました。

社長様同士が社長様の目線で相互に率直に意見交換を行っていただく研究会です。 
ぜひご参加ください。 

日本の情報サービス業が企業として自立し、産業とし

て確立することを目指して、その方向性を徹底的に

探求します。その探求アプローチは、以下の角度から

行います。 

1.日本が強い製造業の強みを持ち込む。 

2.マネジメント（トップ、ミドル）を強化する。 

3.（製造業として）専門性・専門技術領域を 

確立する。 

それが実現すれば、この産業は「美しく、楽しく」なり、

「世界からも尊敬される」存在になれるでしょう。それを

目標に研究していただきます。その目標達成方法を、

若手経営者の方にもお伝えすることも目的といたしま

す。 
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「日本の製造業の強みをこの業界に取り込む方法」 

「専門性を強化する方策」 

「ミドルを強化する方策」 

ａ．見える化・現場力（日本の強さの原点に迫る） 

ｂ．成本政史氏（マイクロソフト社、「モノ創り大国日本復
権に向けた提言その２」（０５年度に１度講演いただ
いた続編です） 

ｃ．（経済産業省）ＳＥＣの活動 

ｄ．開発の「ムダ、ムリ、ムラ」（手戻り、手直し、手待ち）
の削減対策 

ｅ．企業再生・Ｍ＆Ａによる強化策 

ｆ．”ＳＯＸ”法／ＣＳＲ対応 

ｇ．一条和生教授「企業変革のプロフェッショナル」 

ｈ．ｅコマース成功例 

ｉ．要求開発アライアンス（㈱豆蔵殿主催で７０社が参加
して要件確定問題を研究中） 

 発表は１回につき、会員企業１社（場合に 

より２社）、外部からの招聘講師お一人です。 

 標準的時間割は以下のとおりです。 

 

14:00

￤ 

16:00

会員企業の 

発表・研究 

16:00

￤ 

18:00

招聘講師の 

講演･意見交換 

いずれの場合も、 

発表と同じ時間を質

疑・意見交換に 

あてます。 

※質疑・意見交換が十

分に実施できるのが

この会の特色です。 

18:00

￤ 

20:00

情報交換会 
※ここでもゆっくり 

意見交換できます。 

 
 会場は従来どおりご参加企業の持ち回りとさ

せていただきます。 

※午後の研究会は代理出席可能ですが、夜の 

情報交換会は、代理出席はできません。 

 従来と同様、５月から来年３月までの隔月に

６回開催 

 情報サービス関連企業の社長様２０人 
（従来どおり） 

 今回は、若手経営者の方を優遇します。 
（５人様限定で、会費半額です） 

 資格喪失されてもその年度はご参加可 
（従来どおり） 

 研究会の運営・コーディネーション 
システム企画研修㈱ 

 代表取締役 上野則男 
ＵＦＤホールディングス㈱ 

 代表取締役 奥井規晶  従来どおり 
 新規ご参加５０万円 
 継続は１年について５％引き 
 最低４０万円まで 
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研究テーマ例２（内部メンバご担当分） 

研究テーマ例１（外部メンバご担当分） 

W
here

・What

研究の目的・ねらい 

4 実施時期 

W
hen

5 ご参加資格と募集人数 

W
ho6 ご参加料金 

H
ow

 M
uch 

システム企画研修株式会社 
電話：03-3440-1800   FAX：03-3440-1799 

E-Mail：kondoh@newspt.co.jp URL：http://www.newspt.co.jp 


