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Name of Candidate

Yasuo Iwaoka

新任

新任

New

New

経歴

1972年04月 ＮＥＣ入社
2001年04月 ＮＥＣコンピュータソフトウェア事業本部 第一コンピュータソフトウェア事業部長
2003年04月 ＮＥＣコンピュータソフトウェア事業本部 本部長
NECコンピュータ関係の基本ソフトウェア製品開発を事業統括
2005年06月 日電中科院軟件研究所有限公司社長
NECの中国現地法人、NECの製品系ソフトウェの開発、販売、北京、西安、、上海に開発センター
2006年04月 日電卓越軟件科技（北京）有限公司総裁
2009年07月 NECITプラットフォームビジネスユニット主席主幹
2010年5月 日本OSS推進フォーラムステアリング・コミッティ座長
オープン・ソース・ソフトウェア推進団体 約70社加盟
2012年06月 NEC退職
2012年07月 （株）国際開発センター 研究顧問
2014年08月 （株）国際開発センター プロジェクト事業部主任研究員
2017年04月 （株）国際開発センター 研究顧問
2017年07月 （株）日進サイエンティア 執行役員（兼）経営企画室長（兼）ソリューション本部長

経歴

April 1972 to June 2012, NEC
April 2003 NEC Computer Software Operation Unit , General Manager,
June 2005 Nichiden-Chuukain Software Research Institute Co.,Ltd.,, President
: China subsidiary of NEC, the development of product-based software of NEC, sales, Beijing, Xi'an , Shanghai Development Center
April 2006 Nichiden Takuetu (excellence) Software Science and Technology (Beijing) Co., Ltd. ,President
July 2009 NEC IT Platform Business Unit, Chief Senior Manager
May 2010 Japan OSS Promotion Forum Steering Committee ,Chair
July 2012 International Development Center of Japan Inc.)(IDCJ) , Research Advisor
August 2014 International Development Center of Japan Inc. , Project Division Senior Researcher
April 2017 International Development Center of Japan Inc. , Research Advisor
July 2017 Nissin Scientia Co.,Ltd., Executive Officer (and) Management Planning Office (and) Solution Division, General Manager

1972年にNECに出社以来、一貫してソフトウェアの製品開発に従事,基本ソフトウェア全体を統括するコンピュータソフトウェア事業本部の本部長としてIT系
ソフトウェアの開発を統括した。その後、2005年から4年間、NECの海外現地法人では最大規模の中国ソフトウェア現地法人の社長を務めた。40年間のNEC
勤務時代、ワークステーション、サーバ、メインフレーム、スーパコンピュータのソフトウェア開発事業、その保守事業の他、お客さまのシステム開発の支援、
国内外のIT企業とのアライアンス関連事業など、IT関係の多様な事業、プロジェクトに参画し、その責任者を務めた。
2010年5月から2012年5月まで日本OSS推進フォーラムのステアリング・コミッティの座長を務め、日本OSS推進フォーラムの活動全体を取り纏めた。年度毎
に開催される北東アジアOSS推進フォーラムでは、経済産業省の指導を得ながら中国、韓国との実務的な調整を切り盛りした。また、2010年度にはOSS推進
フォーラムに新たにクラウド関連の4つの専門部会を設立しフォーラムでのクラウド関連活動も統括した。さらに、経済産業省事業である「次世代高信頼・省エ
ネ型IT基盤技術開発・実証事業（ソーシャルクラウド基盤技術に関する調査研究）」にフォーラムとして参画し、フォーラム内部を取り纏めた。日本OSS推進
フォーラムは、約70社が参加する団体であり、当フォーラムを実質的に運営するリーダの立場で多くの人的ネットワークを構築（各種団体、企業、大学）した。
2012年7月に株式会社国際開発センターにICT専門家研究顧問として入社、2014年8月からは主任研究員、現在は研究顧問。国際開発センターの自主調
査事業である「我が国ソフトウェア企業のASEAN進出における課題の考察」、「アセアン共同体時代における日系ＩＴ企業の進出可能性に関する課題の考察」
を執筆し公開するなど、ASEANのICT動向、OSS動向、我が国IT企業の進出等についても知見を深めた。また、経済産業省事業である「アセアンにおける
オープンソースソフトウェア（OSS）人材育成可能性に関する調査事業」、「アセアンにおけるオープンソースソフトウェアセキュリティ技術人材育成可能性に関
PMIおよびPMI日本支部へ する調査事業」、情報通信処理機構（NICT）事業である「NICT研究成果の東南アジア諸国における国際展開に関する調査」、国際協力機構の調査事業であ
の貢献所信／実績
る「開発途上国における情報通信技術適用のあり方に関する調査に参画」等の調査プロジェクトに参画した。
現在、SES（システムエンジニアリングサービス）及びソリューション事業（人事給与（国家公務員向け）及びタレントマネージメント）を主体とするソフトウェア企
業でソリューション事業を統括しており、日々プロジェクトの管理・推進を行っている。また役員として経営企画も担当している。
以上の通り、46年にわたり実施して来たITソフトウェアの開発、プロジェクト/組織運営、経営、外部機関の運営・推進、各種の調査事業、人材育成を通した経
験と知見を生かしPMI日本支部の事業発展に貢献する所存である。
あらゆる組織は、企業内課題、社会課題など種々の課題に対して、何らかのプロジェクトを設置して日々、取り組んでいる。このプロジェクトを遂行する力、運
営する力を付けることが、ひいては日本の競争力の向上にも繋がるという仮説が成り立つかどうかは分からないが、相関はあるように考える。今後、解くべき
課題は複雑性、業際性、国際性を増し、その取り組みには組織を越えて、企業を越えて、国を越えてプロジェクトを構築する必要性が高まる。このような動向
の中、プロジェクト管理に留まらず、経営資源活用の最適性、変革の推進なども含めて広範に取り組むPMIの役割は重要である。日本の将来を考えるとき、
多様な人材（外国人、多種の専門家、シニア、女性、同じ領域でも異なる技術を持った人材など）を束ねる力の育成強化は必須のものと考える。
これを担うPMIの活動に参加することは、自らの人生の総括的な活動になると考えている。具体的に何に取り組むかについては、委員会、研究会などの活動
を拝見し、考えて行きたい。
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。

Commitment for next
term

Since I joined NEC in 1972, consistently engaged in product development of software.
I oversaw development of the entire basic software of computers of NEC as a General Manager of the Computer Software Operation Unit.
Then, four years from 2005, I managed China Local Software subsidiary of NEC as a president.
Of 40 years NEC worked era, I participated in various projects , and served as the responsible person such as software development
business of workstation, server, mainframe, the super computer, its maintenance business, customer support, the alliance-related
businesses with domestic and foreign IT companies.
From May 2010 to May 2012, I supervised the whole of activities for Japan OSS (Open Source Software) Promotion Forum, I served as
the Chair of the Steering Committee of the Japan OSS Promotion Forum . We also had caried out the Northeast Asia OSS Promotion
Forum to promote OSS in 3 Countries ( Japan, China, Korea) which was held every year, I managed a practical coordination with China
and Korea while obtaining the guidance of the Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). In addition, in 2010 ,
I also oversaw cloud-computing related activities in the newly established four cloud-related subcommittees in OSS Promotion Forum.
Japan OSS Promotion Forum is an organization of about 70 companies and universities ( at that time ) to participate, I built a lot of
people network in the position of leader of substantially operates this forum.
In July 2012, I joined as an ICT specialist research adviser to the International Development Center of Japan Incorporated (IDCJ),
Senior Researcher from August 2014, at present, research adviser. I participated in various voluntary survey business of IDCJ. The thema
were such as " Consideration of the challenges in ASEAN advance of Japanese software companies " and " Consideration of issues
related to advancing the possibility of Japanese IT companies in the ASEAN Community era ". Through these reseach I deepened the
knowledge about ICT trends, OSS trends of ASEAN and also about ASEAN advance of the Japanese IT companies. I also participated in
several public projects such as " OSS Research Project on Human Resource Development potential in ASEAN ", " Research Project on
OSS Security Technology Human Resource Development potential in ASEAN " ( Ministry of Economy, Trade and Industry : METI), "
Survey on International Expansion in the Southeast Asian Countries of NICT Research Results " ( National Institute of Information
Communications Technology : NICT ) and " Application of Information and Communication Technology in Developing Countries " ( Japan
International Cooperation Agency : JICA).
At
the present time , I am also overseeing the solutions business, doing management and promotion of the day-to-day project in software
company that mainly conducts SES ( System Engineering Services) business and solutions business ( Human resource and payroll for
government officials and talent management ). In addition , I am in charge of corporate planning as an officer.
As described above, I have engaged the development of IT software , organizational management , operation and promotion of external
organizations , research projects , human resource development over a period of 46 years.
I am willing to contribute to business development of PMI Japan branch through my all experience and knowledge.
All organizations are working on a daily basis by setting up some kind of projects for various issues such as in-house tasks and social
tasks. I do not know whether the hypothesis is established that the power to carry out project and the ability to manage will also lead to
an improvement in Japan's competitiveness. But I think that there is a correlation. In the future, the problem to be solved will increase
more and more the complexity, business interface nature and international nature. And the necessity to build a project beyond the
organization, enterprise, country will be synergistically increased.
In such a trend, role of the PMI which tackle not only in project
management, but also best of management resource utilization such as the promotion of change becomes incresingly important.
When thinking about the future of Japan, it is essential to enforce training to strengthen the ability to bundle diverse human resources (
foreigners, various experts, seniors, women, human resources with different skills in the same area, etc.).
To participate in PMI activity responsible for this is considered to be comprehensive activities of my own life. I would like to visit the
committee, workshops and other activities and specifically think about what to tackle. I appreciate your guidance.
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