変革のチャンスは、人材育成から
〜組織の活性化による経営変革の実践に向けて〜

中小ITベンダー人材育成優秀賞

2011年受賞企業の事例紹介

自 社 の 人 材 育 成・人 づ くりを
チェックし よう！一 つ で も 思 い
当たる場合はぜひお読み下さい！

□ 全社的な人材育成計画がない
✓
□ 自社にどんな人材がいるかよく分からない
✓
□ ＩＴ技術者に必要なスキルが明確になっていない
✓
□ 将来のキャリアパスが描けていない社員が多い
✓
□ 社員教育はもっぱらＯＪＴ
✓
□ 研修の見直し計画が、何年も行われていない
✓
□ スキル標準の導入の効果が得られていない
✓
□ 優れた人材育成モデルの他社事例が知りたい
✓

日本の元気を、ＩＴで！

1.

制度の目的

１０の基準は3レベルで定義されています。
レベル１はエ

表彰制度「中小ITベンダー人材育成優秀賞」は、情報処理

ントリーレベル、
レベル２はミドルレベル、
レベル３はハイレ

推進機構（Ｉ
ＰＡ）の定めるもので、その目的は、
「 中小ITベン

ベルです。
レベル３はTO BEを示していますので、かなり高

ダーにおいて、経営戦略に即したIT人材育成の取組みを、
ス

いレベルと理解してください。
まずはレベル1から当てはめ

キル標準*を活用して組織的に実践し、その取り組みがIT業

ることをお勧めします。

界の産業構造の変革に対応しており、企業組織全体が活性

次に基準の内容をポイントだけ要約してご紹介します。有

化されている企業を表彰する」
ものであります。

効な人材マネジメントとして最低限必要なものは、次の通り

＊： ITSS（ITスキル標準）、UISS（情報システムユーザースキ

と考えています。

ル標準）、ETSS（組込みスキル標準）のいずれかを指します。

2.

①自律的成長のためのマネジメントサイクル（育成のため

制度開始の背景

ITベンダーにとって、人材育成は経営戦略そのものと言っ

のPDCAサイクル）が運用されていること
②スキル標準を活用して自社に必要な人材像を定義し、
マネジメントサイクルの起点に活用していること

ても過言ではありません。多くのITベンダーがこの認識を持
ちつつも、合理的で有効な人材投資が的確に行われている

③有効な教育施策を適量・適時実施していること

とは限りません。資格を取らせればよいといったスキル重視

④人材育成のキーマンとなるマネージャに対して、
マネジ

の考えや、スキル標準による診断を行えば何かが変わると

メント品質を向上させる教育機会と対話の機会を付与
していること

思いこんでいる企業も散見されます。
このような状況は、日
本のITエンジニアの健全な育成を阻害し、業界・職種の魅力

⑤適材適所を実践していること

さえ損なう結果となります。
これを防止し、日本のITエンジ

⑥事業戦略と社員のキャリア開発目標を整合させている
こと

ニア育成を積極的かつ有効に図ることで、日本の産業の基
盤を強化する必要があります。
このためには、
どのような着

⑦社員の発想や主体的な取り組みを喚起し、経営として
くみ取っていること

眼点や取り組みが有効なのか、人材育成の成熟度モデルを
提示し、
これを指針として多様な活動を推進することで活性

基準の前提として、最も重視する視点は「ITエンジニアの

化を図ることが肝要と考え、賞という形式をとって制度を開

モチベーション」です。目標を共有し、明日への成長の希望

始しました。

を企業の成長に結びつけている企業を理想としています。

3.

5.

制度の考え方（中小ITベンダー人材育成優秀賞
の基準は成熟度モデル）

推奨する活用方法

人材育成の成熟度モデルですので、
このモデルを活用し

賞という形式ですが、
この中で提示されているのはITベ

て、人材施策を改善することが大切です。ぜひ毎年のセルフ

ンダー向けの人材マネジメントの成熟度モデルです。
まずは

チェックをおこなって改善点を確認し、具体的に改善に取り

このモデルに自社の状況を当てはめてみて、成熟度を測っ

組んでください。
こうした改善の継続によってやがてより高

てみてください。その際に種々の課題が認識できましたら、

い人材マネジメントのレベルに到達できます。

それを具体的にどのように解決するか考えてみてください。
その解決への模索が、皆さんの会社の人材マネジメントの

こうして改善が進むと、賞の対象となり、二次審査を受け
ることができます。二次審査では審査員（有識者）が企業を

品質を高め、ひいては経営品質を高めることになります。例

訪問し、経営者や人事責任者、職場リーダーの方々にヒアリ

えてみれば、
このモデルは健康診断のようなものです。毎年

ングをします。賞選考のためにセルフチェック結果を精査し

でも当てはめてみて、改善を重ねれば、その成果を着実に実

ますが、
この際に審査委員から助言を受けることもできま

感できるのではないかと考えます。
この中で、特に優秀な取

す。過去の審査では、有効な助言を得たとの評価も得ており

り組みを行い成果を明らかにしている企業はＩ
ＰＡが表彰し、

ます。外部の有識者に自社の状態をアセスメントして意見を

他の模範となるよう公表します。最終的には入賞が目標に

もらうことは、客観的な人材マネジメントの改善に大変有効

はなりますが、
まずは自社の人材マネジメントのレベルを改

と思います。ぜひご活用ください。

善するためにご活用ください。

6.

4.

基準の内容

構成は、
５つのカテゴリー毎に２つの基準があり、合計１０
の基準から成り立っています。

最後に（人材育成を経営の重要課題とお考えの
方々に）

すぐに投資対効果が見えない教育投資は、重要と言いな
がらおざなりになったり、有効な取り組み手段が分からずに

５つのカテゴリーは、

立ち止まっていたりしていませんか？もしそうであれば、ぜ

①「人材育成の仕組みと運用」

ひこのモデルを活用してみてください。
またこの賞をすでに

②「社員のチャレンジ意識の喚起と組織成果へのマネジ

受賞された企業の事例をぜひご覧ください。
このモデルに

メント」
③「ラインマネジメント品質」

あてはまる様々な取り組みが実際の経営効果を生んでいる
ことをお分かりになることでしょう。

④「人材マネジメント活性化のための教育と対話」

1

⑤「経営戦略と人材戦略の融合と変革」

次頁以降に2011年度の受賞企業4社の事例をご紹介いた

です。

します。
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人材マネジメントセルフチエックリスト

⇒人材マネジメントセルフチエックリスト
http://www.ipa.go.jp/jinzai/award/vendor2011/doc/2012_m-model.xls

ー 受 賞 企 業 の 皆 さん ー
優秀賞

株式会社日本ビジネスエンジニアリング

優秀賞

日本電気航空宇宙システム株式会社

優秀賞

オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社

特別賞

株式会社Pro-SPIRE
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ここがスゴイ！
ビックリするほど若々しい89歳社長の誠実さと人間力
手触り感いっぱいの仕組み
社長が全社員の月報に赤ペン、すばらしい目標管理の実践
審査員から評価されたポイント

１． 社長の誠実さと人間力、社風が全社員に浸透、手触り感を感じる仕組み、社長が全社員の月報に赤ペンを
入れ、経営会議と同列の人財*育成会議を毎週実施
２． 目標管理のシートは、過去からの振り返り、
Ｉ
ＴＳＳに準拠したスキル、人間性が同じくらいの比率で評価さ
れ、自己申告、上司の申告、今の仕事の適合度、将来の希望、今年一年どのような事業の拡大に自分は貢献で
きたのか記入され、
すべて話し合うことが前提になっている。方針浸透がすばらしい
３． 全員が非常に謙虚、強引さが伝わってこない、双方向で話し合ってこそ人と人とが働く集団が出来ること
を心底信じていると感じられる、上位の人材育成の仕組みづくりの鍵になるというよい見本

１． 社

名

株式会社日本ビジネスエンジニアリング

２． 経営方針

会社概要は裏表紙に掲載

３． 評価されたポイント

株式会社日本ビジネスエンジニアリング
（以下、
ＮＢ
Ｅ）は、独立系ITサービス企業として、1981年4月に
横浜に創業し、以来30年間、主として大手ITサービス

３．
１ 「人財の見える化がなされている」
年に1回自己申告制度に基づく社員評価を実施し
ている。
（図2）

企業のパートナーとしてビジネスを推進している。
NBEの経営方針は以下５つである。
１．基本を大切に
２．信頼を第一に
３．誠意を持った行動
４．人財育成が会社繁栄の近道
５．世の中の変化を把握して、社会の進歩と繁栄に
貢献する。
これらの方針を基に、3年おきに時代の潮流を見極
めながら中期計画を策定している。

図2：自己申告制度の仕組み

2011年からは第6次中期経営計画として「Open
a new age」をスローガンとし、急速に変化する環境

１のITSSレベルチェックでは、自社で作成した

を先取りできるビジネスモデルの実現のため、収益性

ITSSに準拠したセルフチェックシートを用い、自己診

の向上や新規事業領域への進出、およびそのための

断を行う。

新製品及び新サービスの開発に取り組んでいる。
（図
1）

２の自己申告では、
１年間の自己の人間力評価を
実施し、
１で計測したITSSレベルと併せて自己評価
をまとめ、自己申告を行う。
３の実務スキルチェックは、社員自身のスキルを蓄
積する為、ITSSに表しづらい各技術要素毎のレベル
や最新の業務履歴を年に2回まとめている。
４の目標設定では、この１年間の実績と２、
３で設
定・確認したITスキル、実務スキル、人間力に、全社、事
業部、部、グループの年度計画を加味し、当該年度の
図１：売上高と中期経営計画

業務を通じて達成する目標を設定する。
（図3）
＊：株式会社日本ビジネスエンジニアリングでは、
人
材の材の字は財産の財の字を用います。
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図3：目標設定の位置づけ

１～４までのプロセスをふまえ上長と面談し、客観
的評価を加えた上で、評価会議を実施する。

図5：月報

これらの流れを１サイクルとし、社員一人一人が自
身の成長への取り組みをPDCAサイクルとして回して
いる。

・全体会議
年２回、会社の動向、各事業部の業績報告、ゲスト
を招いての講話、社員による技術発表会等を全社員

こうして集めたデータを1980年代から30年間蓄

参加で実施している。

積し、後述する人財開発会議で活用している。
・研修と懇親会
３．
２ 「人財開発会議の実施」
経営会議の諮問機関として人財開発会議を設置
し、社員育成・配置・活用の施策を企画・運用する為、

社員評価制度上の資格クラス毎に社内研修を設け
ており、経営層による講義を実施している。
また研修
後には経営層と社員の懇親会を実施している。
（図6）

毎週開催している。
この会議体運用により、経営層の
判断を迅速に人財育成の仕組みや戦略的な人財配置
に取り込むことが出来る。
（図4）

意思決
定機関

経営会議
（毎週）

管理職
との意思
疎通

リーダー
会議
（隔月）

一般社
員との意
思疎通

全体

ミーティング

（年２回）

研修 & 幹部との懇親会
（土曜日開催）
新人
研修

一般職
中堅者 リーダー 管理職 マネー
基礎
基礎 ジャ
研修
研修
研修 研修
研修

図6：全社行事

・全社懇親イベント
年４回懇親イベントとして、新年会、新人歓迎会、
ス
ポーツ大会、家族交流会、社員旅行を実施している。
図4：会議体

これらの取り組みにより、社員に経営層の考えが浸
透し、社員の行動の基本となっている。

３．
３ 「経営方針の浸透」
人財開発会議の内容を始め、人財育成方針や仕組
みを社員に浸透させるべく、以下の取り組みをしてい
る。
・月報制度
毎月全社員が月報を作成・提出をする。提出された
月報は、社長を始め幹部が全て目を通し、
コメントを
記載し、本人に返す。
（図5）
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ここがスゴイ！
「はやぶさ」の成功を支えた技術者集団
ITスキル標準を深く理解し、人材育成の仕組みに有効取り入れ
目標が明確、経営層、管理層が一体となって共通認識
PDCAを最大限有効に回し、継続的努力で人材育成に取り組む姿勢
審査員から評価されたポイント

1. IT スキル標準への理解が深く、人材育成の仕組みに有効に取り入れられている
２．目標が明確であり、それに向かって経営層、管理層が一体となって取り組み、何をしなければならな
いかということが、明確になっており共通認識されている
３．グループ内専門会社としてビジネスモデル上の制限を受けながら、人材育成の PDCA を最大限有効
に回している
１． 社

名

日本電気航空宇宙システム株式会社

２． 企業方針
日本電気航空宇宙システム株式会社（以下、NAS）
は、NECグループにおける宇宙と防衛・航空分野のソ

会社概要は裏表紙に掲載

種・専門分野の取捨選択と未定義職種の対応を行い、
NAS-SS（NAS版ITスキル標準）として定義した（図
1）。

フトウェア、システム開発の専門会社として位置づけ
られている。
主な事業領域は宇宙分野、防衛分野および航空管
制分野であり、対応範囲は海中から宇宙までと多岐に
わたっている。最先端技術を駆使し豊かな未来を実
現するため、国家の安全保障および国民の安全・安心
を確かなものとするために社会にいかに貢献できる
かを大きな目標に掲げ事業を推進している。
３． 経営品質向上施策

図1：NAS-SSの職種／専門分野

当社では人材こそが最大の経営資源との認識で技
術者の育成に力を入れており、1999年にはISOの教

未定義職種の対応としては、ITスキル標準をベース

育・訓練プロセスでPDCAを回しながら進めていく仕

に独自の「衛星スペシャリスト」、
「特定装置エンジニ

組みもできていた。
しかし、各事業部、各技術部が個別

ア」、
「品質保証」、
「プランニングスタッフ」、
「サポート

最適の中で取り組んでおり、全社横断的な枠組みがな

スタッフ」職種を追加した。

く、お互いの情報の共有も行われていないことに課
題があった。得意先やエンドユーザからは業務を通じ
た実績から個人単位には評価をしていただいていた

（2）NAS-SS運用モデル
人材育成は中期事業戦略実現の重要課題であり、

が、組織としての水準を客観的に評価されるような状

NAS-SS運用モデル検討にあたっては、人材育成・教

況にはなかった。

育訓練の2つのプロセスが中期経営計画、各年度事

そこで、2004年度から経済産業省が主導し業界に

業計画と連動するように設計した（図2）。

も普及の兆しの見えていたITスキル標準を全面的に
取り入れて、技術者の計画的育成への取り組みを開始
した。
４． 評価されたポイント
人材育成の取り組みに対して審査員から評価を得
た3つのポイントを紹介する。
４．
１ ITスキル標準への理解が深く、人材育成の
仕組みに有効に取り入れられている
（1）NAS-SS職種／専門分野の定義
ITスキル標準を活用するにあたり、業態にあった
形へのカスタマイズが必要であり、
これに合わせた職
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図2：人材開発プロセス

(3）情報管理システムを活用した運用

標準到達年数（入社後）を個人に示している（図4）。

人材開発制度の運用を効率的に行うため、情報
管理システム（Career Cultivation Management
System、以下CCMS）を自社開発し、人材開発マネジ
メントに関わる情報を統合管理している（図３）。
CCMSを活用することで、人材開発マネジメント情
報を統合化し、ユーザの役割に応じたビューを生成し
ている。また、集計情報はドリルダウンすることで事
業部長、部門長、マネージャの各階層、組織単位の所
属人材の詳細情報まで参照することができる。
図4:キャリアパスに基づく個人のキャリアプラン

スキルアセスメントは個人のキャリアプランを見直
すとともに、前回設定した目標レベルに対して、一年
間の業務実績をITスキル標準の達成度指標により評価
（レベル認定）を行い、最終的に上位上司によってレ
ベルの認定がされる。
４．
３ グループ内専門会社としてビジネスモデル上		
図3：運用モデルにおけるCCMS活用イメージ

の制限を受けながら、人材育成のPDCAを最		
大限有効に回している

４．
２ 目標が明確であり、それに向かって経営層、管		

（1）人材育成課題と施策

理層が一体となって取り組み、何をしなければ

NECグループ内専門会社である当社の役割は、プ

ならないかということが、明確になっており共

ロジェクトの成功により適正な利益を確保し、NEC

通認識されている

事業部へ貢献することである。目下の課題は、NECグ

（1）中期事業戦略に基づく人材育成

ループの業績改善に貢献できる戦略的人材基盤の醸

中期事業戦略で求められる5年後の人材ポート

成であり、図5に示す通り、①PMのマネジメントレベ

フォリオ（職種別レベル別人材配置）を各事業年度の

ルの向上、②技術者の活動領域の拡大、③技術者の技

部門別人材育成計画に展開する。事業部・部門では人

術力向上、の三本柱でレベルに応じた施策を展開し

材ポートフォリオを目標としたキャリアパスとキャリ

ている。

アパスに基づくキャリアプランを設定する。
部門目標と個人目標の摺り合わせを行うため、個
人のスキルアセスメントの結果（現状人材ポートフォ
リオ）をもって部門マネージャと部下が面談を行う。
面談では事業が求めるキャリア、個人のキャリアパス
を話し合い、求められるキャリア・スキルとのギャップ
を個人の強み／弱みとしてアウトプットしている。
このスキルアセスメントのアウトプットを教育訓練
ニーズとして個人の年度教育計画にインプットして個
人の教育訓練プロセスのPDCAサイクルに展開して

図5:人材育成課題と施策

いる。
（2）組織活性化のための施策
（2）個人毎のキャリアプラン策定

生産革新活動（現場改善）により社員からの自己申

事業戦略に基づくスキルのニーズが明確化され、個

告や提言・提案などを積極的に受け止めようとする

人がそのニーズを体系的に習得していく道筋として

対話が日常的に行われ、組織運営に生かされている。

キャリアパスを提示する必要があり、そのパスを具体

また、製品設計・製造および一般業務において、グ

的に描くためにNAS-SSを活用している。職種とレベ

ループまたは個人によるボトムアップ的な業務改善

ルによる明確な指標を利用することで、事業戦略と個

活動「Challenge ＆ Improve」を2000年度から運用

人の成長のベクトルを一致させることができる。

しており、優秀な提案については月次・年次で表彰を

当社では事業部ごとに職種構成が異なるため、事

行っている。

業部単位でキャリアパスを定義し、期待するキャリア
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ここがスゴイ！
社員のやる気を引き出す経営 企業の価値＝社員の価値 スキルの可視化
自社開発したツールで効果的なスキルアップを実施
ＥＴＳＳをベースに短期間に高いレベルの仕組みを完成
審査員から評価されたポイント

1. 2006 年以前は人材育成に対する取組みがなく、2006 年を起点として ETSS をベースに７つのエンジ
ニアタイプの定義、教育体系の整備、スキル診断の結果による教育計画の立案受講と制度と運用を、Web
上の「Skill-Navi」（スキルナビシステム）を軸にして実施
２．ビジネスの形態上、光学メーカの情報子会社として制約のある中、「ソフトウェアは製品の中核となる
べし」との経営者が機会を捉え、全社員に Face To Face、社長ブログなど積極的に情報発信されている
また、社員は経営者の発信を受けて行動方針としている点
３．新規事業などへのチャレンジは難しい状況であるが、新規事業につながる提案などが浮かべば、躊躇す
ることなく経営者に提案する姿勢、また社員の提案を受け止める社風が見える
１． 社

名

オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社

会社概要は裏表紙に掲載

２． 企業方針

いくためのツールである。そのツール上で、ETSSを

２.１ 経営戦略

ベースに７つのエンジニアタイプの定義、教育体系の

オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社（以
下、O-Soft）は、オリンパスグループの製品関連に特
化したソフトウェア会社として2006年7月にオリン
パスシステムズ株式会社より分社して設立された。
ソ
フトウェア開発における巨大化・複雑化・低コスト・短
納期などの環境の変化が進んでいる背景において、
ま
すます、製品の機能や性能におけるソフトウェアのウ
エイトが増加している。今後の差別化機能の中核を担
うのはソフトウェアになるという方向性のもと、人材
のスキルを最大化することを実施してきており、更に
はグローバルの開発拠点と連携し開発を進め、世界
最先端のソフトウェア開発会社を目指している。
２．
２ 人材育成方針
当社の人材育成方針は、研修実施を中心とした育
成ではなく、個人のスキルを正確に可視化して一人ひ
とりにあった最適な教育計画を作り実行することに
ある。
一人ひとりの計画の実行を支えるものとして、技術
者としての基礎技術習得、業務ノウハウや先端IT技術
の習得、
プロジェクトマネジメント力の強化、品質の確
保の技術等の社員の個別のニーズにあった研修など
を用意している。
また、それらの内容については、毎年
各社員の教育プランや実施した研修やOJT等の結果
から見直され、各社員のニーズに応じた教育支援制
度になっている。
３． 評価されたポイント
３．
１ スキルナビシステム
スキルナビシステムは、スキルを可視化し、個人別
にキャリア設計を行い、一人ひとりの学習プログラム
を作成し、安心して、自分のペースでスキルを高めて
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整備、スキル診断の結果による教育計画の立案と研
修制度の運用を実施していることが評価された。

７つのエンジニアタイプは、各部門のマネージャに

３．
２ 連携するマインド

実際の業務に近いスキル定義をETSSをベースにカス

個人のスキルを高めていくことは実施しても個人

タマイズしながら作成した。エンジニアタイプは下か

同士の連携がなければ、
１＋１＝２にもならない。当

ら、エントリー、ベーシック、
ミドル、ハイと４つの段階

社は、組織として力を発揮できることを目指し、個人

を決めており、新人はエントリーレベルからスタート

同士がお互いに連携することで１＋１＝３のような力

する。エントリーレベルはすべてのエンジニアタイプ

を発揮できるように連携するマインドを大事にしてい

に共通している。社員全員は期初にスキルナビシステ

る。そして、その連携を実現するために様々なコミュニ

ムにより、現状のスキルを自己診断、
また上司による

ケーションの施策を実施している。

診断を行う。目標とするエンジニアタイプに必要なス

協力・協調・互助の精神の具現化として、ポータル

キルとシステム上で照らし合わせることで、不足スキ

での部門を越えた技術の共有や助け合いを実施して

ルを明確化して、
スキルアップ計画にて年度の目標と

いる。1年に1度社員アンケートを実施し、特に貢献し

計画を作成する。それらの目標のデータより研修の企

たと認められた社員はフェローとして表彰される。
ま

画を実施し、社内外の教育の受講や、職場でのOJTな

た、マネージャとメンバーのコミュニケーションコン

どを活用して習得している。
このように、
スキルを見え

テストやコミュニケーションシートにより、
メンバーと

る化し、PDCAサイクルで運用することで、
スキル向上

マネージャのコミュニケーションを促して価値観の違

に繋げている。

いをお互い理解することで溝をうめる施策や、
また、

また、
システム化することによりスキルだけではな

キックオフミーティングでは、年1回社員全員が集ま

く、計画や、研修の結果、業務履歴等もデータ化され

り、会社の方針の共有だけでなく、仮装コンテストな

ており、それらのデータを効率よく活用することで、効

どの企画もあり、業務だけでなく、業務外での活動に

果の高い研修の企画に結び付けている。スキルナビ

よっても、
より連携が深まっている。

は英語版も完成し、現在は海外展開を実施している。

その他、働きやすい環境を実現するために、
メンタ
ルケア相談室の設置、英語・中国語の語学研修の希
望者受講制度、FA制度と呼ばれる部署変更の公募制
度、マネージャ職、技術エグゼクティブへの立候補制
度、学会への参加制度、などがあり、社員は積極的に
制度を利用している。
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ここがスゴイ！
経営戦略と人材育成システムのリンク、社員のやる気向上
審査員から評価されたポイント

１． 経営戦略に基づく独自のキャリアフレームワーク(以下“SSS”*)を構築し、
これをベースに人材育成を計画
的に実施
２.
1.

全社員を対象に面談を行い、
「社員一人ひとりの“なりたい姿”へ」のフォローを実現
社

名

株式会社Pro-SPIRE

２． 経営戦略

会社概要は裏表紙に掲載

「Professional」
としての自覚とやりがいをもって仕

２.１ 企業基本方針

事に取り組むことのできる環境を創出しています。

1988年の創業以来、私たちは情報資産を活用す

この環境が、｢組織のご機嫌力、社員満足｣を高め、お

るプロフェッショナル集団としてのIT技術とサービス

客様、取引先、株主、そして地球規模への拡がりを含

の提供にこだわり続けてまいりました。金融（生損保、

めたPro-SPIREが幸せにしたいステークホルダーに

証券、銀行）を主体とした基幹系システム・業務アプリ

｢最適｣の満足度を提供していくことに、つながってい

ケーションの開発、組込・制御システム、BI/DWHの構

くと考えています。

築を主軸とした情報系システムに加え、CRMやWeb

また2011年から中期3ヶ年計画（『Vision2014』）

ネットワーク系システムの開発といった幅広いIT分野

を打ち出し、
“顧客にない技術・サービスを補完する”

において、
ご提案の段階から運用・保守に至るまで、お

ことをコンセプトに事業に取り組むことにより、企業

客様の高度な要求にトータルにお応えできるノウハウ

価値を高め、2014年7月1日までにVision（真にお客

と実績を蓄えてきました。

様に満足していただき、社会に貢献する為に、社員で

Pro-SPIREの基本方針は、社員が主役の「逆ピラ

ある私達自身が“Ｐｒｏ-ＳＰＩ
ＲＥを日本一働き甲斐のあ

ミッド経営」
（ 図１）です。経営陣が中核価値＜MVV＞

る魅力的な企業である”
と思える会社にします。）を達

としてMission;ミッション（社会的任務=経営理念）、

成することを目指しています。

Value;バリュー（行動規範）、Vision;ビジョン（期限付
き夢）を社員に示し、

図１：基本方針
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図２：SSSキャリアパス

＊：SSS（Spire Skill Standard）

３.２

２．
２ 経営戦略と人材戦略

SSSを用いた人材育成計画

Pro-SPIREでは毎年発表される全社の経営戦略に

SSSを策定し、人材の現状と事業計画の達成に向

基づき事業部門ごとに事業計画を策定し、その事業

けて強化すべきポイントを明確に把握するための

計画を遂行するうえで必要な部門別要員計画を策定

ギャップ分析シートを作成するとともに、事業戦略に

します。

沿った人材ポートフォリオを設定しています。
また個

各部門では具体的な人材戦略（職種、専門分野、個

人の育成には「育成計画実績シート」を使い事業戦略

人別の育成計画やキャリア開発）を人材FIT＆GAP分

を達成する為の必要な教育研修を単年度単位で設定

析シートで整理しています。
また、ITSSに基づく当社

し、進捗の管理をするとともに効果検証にも使用して

独自のＳＳＳキャリアパス（図2）を策定し運用すること

います。

によって社員のスキルの可視化とキャリアパスを明確

３.３ 社員一人ひとりの“なりたい姿”へ

化し、経営戦略、事業戦略策定と同じタイミングで人

中期経営計画「Vision2014」を達成するためにも、
新設の人材開発部による個人面談を通じて、社員一

材戦略策定も行われています。

人ひとりに対する目指すべき中期人材像を定義して
３． 人材育成方針

キャリアパスの明確化を図り、更なるスキル開発及び

３.１ 人材育成基本方針 ～『自主性の啓発と尊重』～

キャリア形成を推し進める計画としています。
（図3）

Pro-SPIREは、
「自主性の啓発と尊重」を人事理念

研修ロードマップ（図4）もＩ
ＴＳＳを参照した推奨研

に、社員一人ひとりがそれぞれの能力を活かし、権限

修を職種別に構築し、
ＳＳＳレベル診断に基づいて受

と責任を持って行動することで、確かな成果と顧客満

講させ育成サイクルを回す仕組みとなっています。
ま

足を生み出す活動を続けていきます。

た、推奨研修の受講は人事評価の昇格条件の1つと
し、自己成長と学ぶ意識を植え付けています。

図３：人材育成体系図

図４：研修ロードマップ
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趣旨
中小Ｉ
Ｔベンダーにおいて、
経営戦略に即したＩ
Ｔ人材育成の取組みを、
スキル標準*を活用して
組織的に実践し、
その取り組みがＩ
Ｔ業界の産業構造の変革に対応しており、
企業組織全体が活
性化されている企業を表彰します。
＊： ITSS
（ＩＴ スキル標準）
、
UISS
（情報システムユーザースキル標準）
、
ETSS
（組込みスキル標準）
のいずれかを指します。

2011年度

受賞企業のご紹介

【優秀賞受賞企業 3社】
■社 名
株式会社日本ビジネスエンジニアリング
■代表者
代表取締役社長 野上 邦茂
■設 立
1981年4月
■資本金
5,000万円
■社員数
200名
（2011年4月現在）
■所在地
神奈川県横浜市西区高島2-12-6 ヨコハマジャストビル6F
■事業内容 システムの企画・設計・構築・開発および監査、
		
独自ソリューションおよびパッケージソフトの企画・開発・販売
■ホームページ http://www.nbe.co.jp/

素晴らしい取組みを
ご覧下さい

■社 名
日本電気航空宇宙システム株式会社
■代表者
代表取締役社長 野々下 力
■設 立
1981年10月29日
■資本金
1億円
■社員数
828名
（2011年4月1日現在）
■所在地
本社
（東京都府中市日新町一丁目10番地）
田町分室、
		
テクノセンター
（札幌、
仙台、
岡山、
松山、
福岡）
■事業内容 防衛、
航空、
宇宙事業の各分野におけるシステム開発、
		
ソフトウェア開発、
ハードウェア開発設計
■ホームページ http://www.nas.co.jp/
⇒ITスキル標準導入活用事例集2011
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/skill2011_downlord/index.html
■社 名
オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社
■代表者
代表取締役社長 天野 常彦
■設 立
2006 年7 月1 日
■資本金
1億円
（オリンパス
（株）
、
日本IBM
（株）
）
■社員数
599名
（2011年4月現在）
■所在地
東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14F
■事業内容 オリンパスグループ製品のソフトウェア企画・開発・保守を中心とした業務
■ホームページ http://www.olympus-soft.jp/

後

援

一般社団法人情報サービス産業協会（JISA）
社団法人 日本情報システム・ユーザー協会（JUAS）

【特別賞受賞企業 1社】

社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ)）

■社 名
株式会社Pro-SPIRE
■代表者
代表取締役社長 長田 ゆかり
■設 立
1988年7月
■資本金
1億円
■社員数
120名
（2011年4月1日現在）
■所在地
東京都大田区大森北1-6-8 KDX大森ビル7F
■事業内容 （1）
システム開発の一括受託開発/運用他
		
（2）
制御・組込事業
		
（3）
ソリューションサービス事業
（BIツールの導入/開発/保守サービス他）
■ホームページ http://www.pro-spire.co.jp/
⇒ITスキル標準導入活用事例集2011
http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/skill2011_downlord/index.html

一般社団法人 日本コンピュータシステム販売店協会（JCSSA)
特定非営利活動法人スキル標準ユーザー協会（SSUG）
特定非営利活動法人ITスキル研究フォーラム（iSRF)
特定非営利活動法人

ITコーディネータ協会（ITCA)

一般社団法人日本ソフトウェア産業協会（NSA)
一般社団法人全国地域情報産業団体連合会（ANIA)

連絡先
独立行政法人情報処理推進機構

「中小ITベンダー人材育成優秀賞」
事務局
電話：03-5978-7544
（直通）
E-mail: hrd-award@ipa.go.jp
（詳しい内容については）
http://www.ipa.go.jp/jinzai/award/vendor2011/index.html
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