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特別追悼特集 

 

■ 【 システム監査への貢献に感謝をこめて 】 

   

 

当協会、SAAJ の元会長、橘和 尚道（きつわ なおみち）さんは、 

 2011 年 7 月 19 日、逝去されました。享年 80 歳でした。 

謹んでお悔やみ申し上げます。  

システム監査の制度が発足するころから、SAAJ、システム監査学会な

ど、IT Audit の普及啓発活動に尽力されました。企業へコンピュータが導

入されるころから、システム監査という役割に着目され、経営監査として

のシステム監査普及に貢献いただきました。 

 

故人を偲び、次の通り、追悼式がとりおこなわれ、 

鈴木会長が追悼の言葉で感謝の気持ちを伝えました。 

 

 通夜 ：7 月 22 日（金）18 時 00 分～18 時 45 分 

 告別式：7 月 23 日（土）11 時 00 分～12 時 00 分 

 式場：府中の森市民聖苑 第 3 式場  

    府中市浅間町 1 丁目 3 番地 （写真左） 

 

《追悼の言葉》 

 

 当協会元会長橘和尚道氏が、７月１９日、亡くなりました。８０歳でした。 

 橘和さんは、当協会の歴史２４年の間、１６年も役員をされ、１０年間は会長、会長代行をお務

めいただきました。 

 会長をされていた間、公認システム監査人制度の設立、ＮＰＯ法人化など、現在の協会の基礎を

築かれたことは、皆様、ご承知の通りです。 

 業界の中で、今、日本システム監査人協会が一定の存在感をもって迎えられているのは、橘和さ

んのおかげであります。 

 胆管に病を得られ、何回か入退院を繰り返されたあと、小康状態を得られたようにお見受けした

おりましたところへの悲報でした。 

 皆様におかれても、橘和さん亡き後も、橘和さんのご遺徳により、日本システム監査人協会への

変わらないご厚情を賜りますよう、お願いいたします。 

 合掌、智徳尚穏信士。 

日本システム監査人協会会長 鈴木 信夫 
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     システム監査とは違う一面、家族と              府中の森市民聖苑   

 

会員の感謝メッセージ・追悼メッセージ 

◆ 橘和さんの思い出 

私が橘和さんと初めてお会いしたのは、２０年前にシステム監査試験会場で遭遇したことでした。その後、

私が某大学でシステム監査の講師になるに際して、橘和さんに色々と相談に乗って頂きました。監査というこ

とに関して該博な見識をお持ちで感銘を受けました。システム監査人協会への加入は別々でしたが、橘和さん

は直ぐに会長に持ち上げられて協会の立て直しに尽力され、やがて NPO 法人への移行と公認システム監査人

制度発足に繋がりました。 

NPO での協会運営では、友人の宮川先生に会長を依頼され、自らは理事会議長となって、協会の社会的地位

向上と公認システム監査人を権威ある資格として永続させるために非常に苦心されました。このことが今日の

協会の基礎固めとなったものと思います。 

私は会報と事例研の活動を長くやらせて頂きましたが、NPO 発足時に協会事務局を委せられ、西新宿の第一

生命ビルの一室で協会として初めて自前の事務室を持つことになりました。この事務室は橘和さんのご縁で入

らせていただいたものですが、そこで私が文書発送事務をやっていた時に遅くまで手伝わせてしまい申し訳な

かったことがあります。 

橘和さんは温和な物言いながら、筋を通すときは粘り強く議論を続け、決して最後まで諦めることはありま

せんでした。協会理事会のチームワークの中心として導いて頂いたことを心から感謝しています。 

〔富山伸夫〕 

◆ 会員の山口芳彌です。 

橘和さんの訃報、残念です。心からご冥福をお祈り申し上げます。 

橘和さんとはシステム監査学会でお目にかかり、協会への入会をすすめられ入会しました。 

橘和さんが会報に、地方自治法により、大型自治体で包括外部監査が実施されること、 

システム監査人にも就任の機会があることを書かれた記事を見て、東京都庁に応募、選任され、 

橘和さんに報告したところ大変喜んで下さったことを昨日のことのように覚えています。 

橘和さんから理事に就任するよう要請され、理事になりましたが、日々の業務に追われ、ご期待に添えな 

かったことが悔やまれます。数年前、病気療養中との葉書を頂き、気にかかっていたのですが・・・ 

 残念です。                               合掌  〔山口芳彌〕 

◆ SAAJ が今あるのも、先人が道なき原野を試行錯誤しながら一歩一歩 

切り開いた根性と汗の賜です。偉大な先人に感謝すると共に、ご冥福を心からお祈り致します。後を引き継

いだ方々、確固たる市民権を獲得するよう新しいステージを目指し、たゆまずチャレンジして下さい。 

 〔黒熊雄治〕 

◆ 第 2 回のシステム監査技術者試験に合格し、SAAJ に入会してから、橘和さんに多大なご指導、お付合いを

いただきました。 

理事会や研究会の後に一緒に飲み、たくさん、お話をさせていただきました。システム監査に始まり、仕事

や趣味の話まで、橘和さんから教えていただいたことは、私の貴重な財産になりました。会社を早期退職し独

立することを決意し、橘和さんにそのことをお伝えした時、小野さんなら大丈夫と言っていただいたことが、

大きな自信になりました。 

橘和さんが心血を注いで育てられた SAAJ を発展させ、CSA の社会的地位を向上させるべく、今後とも微力

ながら努力することをお誓いして、感謝の言葉とさせていただきます。 

橘和さん、長い間、本当にありがとうございました。  〔小野修一〕 
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◆ 突然の訃報、悲しみに耐えません。橘和先生と初めてお会いしたのは、1991 年のシステム監査学会近畿地区

公開シンポジウムのパネルディスカッションにパネリストとしてご一緒させていただいた時でした。｢システ

ム監査の導入・実施・普及先をさぐる｣というテーマの下、ディスカッションさせていただいたのを今でも鮮

明に覚えております。“橘和”という文字は、偶然にも私の父の名前“橘彦”と父の弟の名前“和彦”（マサヒ

コ）と一緒で、とても親近感を感じておりますと申し上げたのを記憶しております。 

あれから 20 年、先生は、一途に理屈を超えて体全体でシステム監査の重要性を説き、その普及に貢献してこ

られました。監査人は理屈だけではなく、人間力で被監査部門の改善の後押しをすることがミッションである

と考えますが、先生はそれができる稀有な存在でした。御通夜の写真で何年か振りでお顔を拝見させていただ

きましたが、とてもおだやかなご表情で、人間力の重要性を再認識させていただいた次第です。 

天国からも私達の活動を見守っていてください。よろしくお願いいたします。（合掌）    〔桜井由美子〕 

◆ 橘和さんのシステム監査人協会に対する貢献については、私のような SAAJ の若輩会員が改めて言うまでも

なく、会員は十分承知しています。特に、NPO への移行に当たって、橘和さんが様々な困難を先頭に立って

裁き切り、現在の SAAJ を誕生させたことは周知の通りです。当時会長であった自らが副会長に退き、一橋大

学名誉教授の宮川先生に三顧の礼を尽くして新会長にご就任頂き、NPO 法人 SAAJ の基盤を確固たるものと

しました。告別式に参列しました。祭壇は真っ白い生花だけで作られ、その中心に普段着姿の橘和さんがリラ

っクスしてこちらを見ているというものでした。また、式場の出口にはペットも仲間に入ったご親族との団欒

の写真も飾られていました。いいご家族、ご親戚に囲まれ、温かい橘和さんのお人柄が偲ばれました。 

橘和さんとお別れをしなければならないことは、残念でなりません。 

心からご冥福をお祈り致します。 〔沼野伸生〕 

◆ 大変なときでも、いつもニコニコ暖かい笑顔でお話してくださったお顔が浮かびます。 

ありがとうございました。安らかにお眠りください。 〔原田奈美(元理事)〕 

◆ 橘和さん、長い間、協会のために尽力されたことに感謝いたします。思えば、最長老でシステム監査試験に

合格されて入会以来、会長代行、会長として、会員拡大、NPO の立ち上げなど、会の発展に尽力され、今日

の協会の礎を築かれました。個人的には、協会の業務はもとより、夜の懇親会、懇親ゴルフなど、公私にわた

りお世話になりました。本当にありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。  〔鈴木 実〕 

◆ 橘和さん、お陰さまでシステム監査が好きになりました。私が協会に入会した 2002 年当時橘和さんは副会

長でした。事例研の活動や普及サービスの折々で橘和さんからいつも声を掛けていただきました。やさしい口

調でしたが、ある時私のよちよち歩きを見かねたのか自著「システム監査論」のコピーを下さり読むようにと

おっしゃいました。基本をもっと勉強しろとのお叱りと後で思い至りました。 

橘和さんは副会長の前に会長としてシステム監査人制度の創設などの大仕事をされていたことを後で知りま

した。Y2K 対応に対するシステム監査の役割について会長として通産省と厳しいやり取りをされていた 1998

年頃私は銀行勤務中でシステム監査技術者試験にやっと挑戦中の身でした。橘和さんは遥かに遠い先駆者です

が私は勝手に身近な方と感じその識見に触れつつシステム監査が好きになりました。 

ご冥福をお祈りし、御礼を申し上げます。  〔中山孝明〕 

◆ 橘和さん、あなたが会長を務めていただいた時期は、監査人協会にとって激動の変化の時でした。その大き

な変化に直面し、先頭に立ち、今日の方向付けをされ、粘り強く監査人協会の基礎を築いていただきました。 

その舵取りとともに、協会の発展のために尽くされた数多くの功績に感謝しております。 

ありがとうございます。そして、今は、『お疲れさまでした』と申し上げ、心よりご冥福をお祈り致します。 

どうぞ、やすらかにお眠りください。  〔牧野恭人〕 

◆ 橘和さんには、協会に参加した後、会報担当理事をしていたころ大変お世話になり、直接お考えを伺う機会

を得ておりました。長年に渡る監査分野でのご活躍とご見識には深く尊敬の念を感じておりました。 

数年前に年賀状で、公的な活動からは身を引くとのご連絡をいただいておりましたが、まさかこんなに早く

訃報に接するとは思いもよりませんでした。今までのご活躍を再度思い起こすとともに、監査に関与する者と

して、尐しでもこの分野で役立てればと思いを新たにしております。 

謹んでお悔やみ申し上げます。  〔徳武康雄〕 

◆ ２０００年度から３年間、理事を務めさせていただいた富士通の藤野でございます。ちょうど、協会が公認

システム監査人制度の確立とＮＰＯ化に向けて一丸となって活動していた時期に当たります。 

この時期、橘和様は会長として獅子奮迅のご活躍をされていました。公認システム監査人制度の立ち上げは、

当時、協会の存亡をかけた大事業であり、官との折衝や他団体との調整等に、まさに陸軍幼年学校仕込みの指

揮官先頭の精神で当られておられました。頻繁に開催される臨時の理事会においても、あの優しい眼差しの中

に、常に強い使命感と正義感を感じさせる光を湛えて、的確に指揮されていたことが強く印象に残っておりま

す。指導者のあるべき姿を体現されていらっしゃいました。 

橘和様とご一緒できましたことは、私に取りましてたいへん有り難く、また、貴重な経験でありました。 

橘和様、本当にありがとうございました。どうか、安らかにお眠りください。  〔藤野明夫〕 
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◆ 橘和様の訃報に接し、心から哀悼の意を表します。 

私が SAAJ 入会後、事例研究会や理事として活動する中、橘和様から色々な場面で適切な助言を頂き、暖か

く見守って頂きました。橘和様にお会いできなくなること本当に寂しく思います。 

遠隔地からですが、この場を借りて今までのご厚誼に感謝申し上げます。  〔吉田裕孝〕 

◆ 橘和先生の突然の悲報に接し、信じられない思いです。 

先生とは、10 年近く前、私が公認システム監査人に応募した際の面接官としてお会いしたのが最初でした。

面接の始めに緊張気味の私にやさしくお言葉をかけていただき、その後、スムーズにこれまでのシステム監査

経験などをお話することができたことが、昨日のように思い出されます。 

また、私が SAAJ の新任理事になった際、先生が SAAJ 創設期にご苦労されたお話をにこやかに語られてい

たお姿も忘れられません。これからいろいろとご指導いただきたかったのですが、非常に残念です。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。  〔安部晃生〕 

◆ 私が、初めて橘和さんにお会いしたのは、第 1 回のシステム監査実践セミナー(1998.11)を受講したときでし

た。当時は、入会間もない頃で、システム監査の模擬体験をすることができ、大変有意義な時間を過ごすこと

ができました。  

 監査報告会の所見に対して、橘和会長から、指摘している内容は正しいかもしれないが、実際に経営者が聞

いたらどう思うだろうかというようなことを言われたことを、今でも鮮明に覚えています。相手の立場からも

のごとを考えなさいということで、当たり前といえば、そうなのですが、どうやって欠陥を探そうかというこ

とばかり考えていると、つい忘れてしまいます。このことは、私の、システム監査の原点であり、仕事のスタ

イルの原点になっています。 

その後、何度かお話する機会がありましたが、つねに紳士的に接していただき、いつも温かい人柄に触れる

ことができました。私が、曲がりなりにも、システム監査関連の仕事を続けられているのは橘和さんのおかげ

であると、改めて思い返しているところです。ありがとうございました。  〔諸藤 雅之〕 

◆ 当協会の先頭に立ってご指導・ご尽力いただいた橘和さんがこんなに早く永眠されたことに大変驚き、また

大変残念に思います。謹んでお悔やみ申し上げます。 

私は、この 7 月に SAAJ の旧事務所のあった西新宿の第一生命ビル(現、小田急第一生命ビル)に引越し勤務

しております。当時の事務所の開設の経緯と橘和さんとの思い出を申し上げ、哀悼の言葉としたいと思います。

SAAJ は、発足当初は事務局を各社に間借りしてお世話になってきましたが、橘和さんのご尽力により初めて

事務局だけの部屋を持つことができました。事務机を借用し、また書庫等の什器を調達し、一人前の事務所が

出来上がり事務局長(富山さん)も在席しました。当時は、今のように会員数も多くはなく会の財政も困難な時

期で家賃の支払いもままならない折に、橘和さんのご尽力により事務所が持てたことは、当会の発展に大きな

意義があったのではないかと感謝している次第です。橘和さんは、私にとって SAAJ の(副)会長としてだけで

はなく、尐し年の離れた兄貴のような存在で、気軽にお話をすることができました。事務局の運営の相談や休

日の SAAJ 関連の業務を終えた後のご苦労さん会、またゴルフなどいろいろご一緒させていただきました。も

うそのような機会が持てないと思うと大変さびしく思います。職場を離れ、SAAJ の中で活動できたのもひと

えに橘和さんがおられたからこそとあらためて思う次第です。 

 橘和さん いろいろとお世話になりありがとうございました。まだ尐し先になると思いますが、そのときは天

国 NPO 法人 SAAJ を立ち上げましょう。  〔岩崎 昭一〕 

 

 

多くの方に追悼のメッセージを寄せていただき有難うございました。 

システム監査人というと、どうしても都合の悪い部分が見つかるのではと構えた緊張感があります。今回の特集を掲載させ

ていただくに当たり、できるだけ多くの側面を紹介させていただきました。謹んでお悔やみ申し上げます。追悼掲示板、

http://enakama.seesaa.net/ でも紹介させていただきましたが、システム監査用語解説や幼年学校の記録など、橘和

さんのレポートがネット上で検索され続き、多くの方に役立ちます。 

会員の皆さんも、うまくいったこと、失敗したことなど、皆さんの経験をご紹介ください。 

故人の遺志を引き継いで、働きやすい業務システム、そしてよりより情報化社会にするため、まだまだやることは沢山ありま

す。そうですね、橘和さん。 （会報編集部） 

 

 

http://enakama.seesaa.net/

