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1

● 本報告書に記載されている「ＩＴスキル標準®」および「プロフェッショナルコミュニティ®」は、
独立行政法人

情報処理推進機構（ＩＰＡ）の登録商標です。また、社名および製品名は、それ

ぞれの会社の商標です。なお、本文中では「ＴＭ」、「®」は省略しています。
● 本報告書に記載されているＷｅｂページに関する情報（ＵＲＬ等）については、予告なく変更、
追加、削除（閉鎖）等される場合があります。あらかじめご了承願います。
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5

はじめに
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）ＩＴスキル標準センターでは、第一線で活躍している高
度なスキルを持つ者同士が、社内や組織の論理にとらわれず建設的に情報交換や議論が行えるような
場において、ＩＴスキル標準の改訂、人材育成のあり方等、次世代ＩＴサービス・ビジネスを担う後
進人材のスキルアップに貢献するための諸活動を行う目的で「ＩＴスキル標準プロフェショナルコミ
ュニティ」を創設しました。そして、ＩＴアーキテクト委員会など３職種の委員会に続き、２００５
年４月にＩＴスペシャリストのプロフェショナルコミュニティである「ＩＴスペシャリスト委員会」
が設立され、活動を開始しました。
本委員会では、ＩＴスペシャリストの現状課題の抽出と分析やあるべき姿などの論議を行い、ＩＴ
スキル標準への改善提案、ＩＴスペシャリストの業務を明確化するための主要業務項目一覧の策定、
ＩＴスペシャリストの理想像を模索するための各社ＩＴスペシャリストのインタビュー訪問などを
進めることにしました。２００５年度の後半からは、本委員会の下に２種類のワーキンググループ
（ＷＧ１：改善提案ＷＧ、ＷＧ２：育成ガイド作成ＷＧ）を立ち上げ、詳細討議するためワーキング
グループ会議を開催し、中間結果の本委員会でのレビューも並行させながら、ＩＴスキル標準改善提
案報告書およびＩＴスペシャリスト育成ハンドブックとしてまとめました。
育成ガイド作成ＷＧ（ＷＧ２）のメンバー、本報告書（ＩＴスペシャリスト育成ハンドブック）の
目的および内容は以下のとおりです。
・ＷＧ名称

ＩＴスペシャリスト委員会育成ガイドライン作成ワーキンググループ（ＷＧ２）

・ＷＧ２メンバー

○

（五十音順、敬称略

○リーダ）

赤石

雅典

日本アイ・ビー・エム株式会社

遠藤

孝弘

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

北薗

秀彦

ＮＲＩデータサービス株式会社

田中

久也

富士通株式会社

南部

実朗

ＴＩＳ株式会社

（２００６年３月現在）

本ハンドブックを作成するにあたって
本ハンドブックを作成するにあたって、日本のＩＴ業界の９社でＩＴスペシャリストとして第一線
で活躍されている方へのインタビューを行い、ＩＴスペシャリストとしてどのようにスキルを身につ
けるのか、役割責任の考え方、目指すキャリアをお聞きし、そのエッセンスを整理しました。なるべ
く、この方々の考え方や言葉を活かし、この方々の経験を引き継ぐことを意識してハンドブックとし
てまとめることに留意いたしました。
本ハンドブックの第４章にインタビューに応じてくださった方々のインタビュー録とプロフィー
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ルがあります。また、ハンドブック中で、適宜、ＩＴスペシャリストの方の言葉を引用させていただ
いています。
『テクノロジの本質は変わらない。その本質を教えよ』といった形で表記しています。
含蓄のある言葉が多く、是非味読していただきたいとおもいます。

ＩＴスペシャリストと他の職種との関係
ＩＴスキル標準によると、ＩＴ投資の局面ごとのＩＴスペシャリストの活動領域は、他の職種の活
動領域と対比して図１に示されるような範囲となっています。
ＩＴ投資の局面
と活動領域

経営戦略策定
経営戦略策定

戦略的情報化企画
戦略的情報化企画

経営目標／
ビジョン策定

ビジネス
戦略策定

課題
整理／分析
（ビジネス /ＩＴ）

セールス

目標//ビジョン
ビジョン
目標
の確認
の確認

ビジネス
ビジネス
戦略の確認
戦略の確認

ビジネス課題
ビジネス課題
ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案
ｿﾘｭｰｼｮﾝ提案

コンサルタント

ビジョン
目標/ビジョン
目標
の提言

ビジネス戦略
ビジネス戦略
策定の助言
策定の助言

ソリューション
策定のための
助言

ソリューション
ソリューション
の設計
の設計

アーキテクト

ソリューション
ソリューション
の枠組み策定
の枠組み策定

プロジェクト
マネジメント

プロジェクト基
プロジェクト基
本計画の策定
本計画の策定

開発
開発

運用・保守
運用・保守

コンポネント
設計
(ｼｽﾃﾑ/業務）

ソリューション
構築
（開発/実装）

ソリューション
アーキテク
チャーの設計

コンポネントの
設計

ソリューション
の構築

プロジェクトの
管理/統制

プロジェクトの
管理/統制

IT
スペシャリスト

システム構築
システム構築
計画の策定
計画の策定

システム・コン
システム・コン
ポネントの
ポネントの設計
設計

アプリケーション
スペシャリスト

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
開発計画の策
開発計画の策定
定

職種

ＩＴ

ソリューション
設計
(構造/ﾊﾟﾀｰﾝ )

カスタマ
サービス

ソリューション
運用
（ｼｽﾃﾑ/業務）

ソリューション
保守
（ｼｽﾃﾑ/業務）

プロジェクトの
管理/統制

プロジェクトの
管理/統制

プロジェクトの
管理/統制

システム・コン
システムの
ポネントの導入
導入構築
構築

システム・コン
システムの
ポネントの運用
運用
支援

システム・コン
システムの
ポネントの保守
保守

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ
の設計

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ
の開発

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ
の運用支援
の運用

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ｺﾝﾎﾟﾈﾝﾄ
の保守

導入計画
導入計画
の策定
の策定

ハードウェア
ソフトウェア
の導入

ハードウェア
ソフトウェア
の保守

ハードウェア
ソフトウェア
の保守

運用計画/
運用計画/
運用管理
の策定
の策定

システムの
運用と管理

システムの
運用と管理

オペレーション

主たる活動局面

図１

従たる活動局面

ＩＴスキル標準のおけるＩＴ投資の局面とＩＴスペシャリストの位置づけ

ハンドブック各章の記述内容
１章では、ＩＴスペシャリストの定義、役割を記述しました。
２章では、ＩＴスペシャリストを目指す人たちへの提言を記述しました。
２．１章では、ＩＴスペシャリストとして備えるべきスキルを記述しました。
２．２章では、ハイレベルの（レベル５以上）ＩＴスペシャリストの役割や責任について記述
しました。
３章では、ＩＴスペシャリストを育成する人たちへの提言を記述しました。
３．１章ではＩＴスペシャリストの育成を担当する方へのアドバイスを記述します。
３．２章では、育成のために組織的に取り組むべき施策について記述しました。
４章では、 実際に各社でＩＴスペシャリストとして活躍している方の人物プロフィールとインタ
ビュー録を掲載しました。
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また、ＩＴスペシャリストのレベル１からレベル３として身に着けておくべきスキルはＩＴアーキ
テクトやＩＴコンサルタントなど他の職種にも共通する基礎スキルであるとして位置づけています。
他の職種を目指す方や他の職種へのキャリアチェンジする方も２．１章や４章は参考にしてください。
各章の位置づけを図２に示します。

４章

ＩＴスペシャリスト紹介

ＩＴ アーキテクト

ＩＴ コンサルタント

プロジェクトマネジメント

３．２章

２．２章
ハイレベルＩＴスペシャリストとして
の役割と責任 キャリア
（プロジェクト経験）
レベル５〜７

キャリア
チェンジ

２．１章
ＩＴスペシャリストとして必要なスキル
（役割をコミットできる）
レベル３〜４

育成のための組織施策
・育成の課題
・ハイレベル技術者の
活動を支援する制度
（コミュニティなど）
・育成を支援する制度
（メンタリンクﾞ制度）

ＩＴスペシャリスト基礎 レベル１〜２
３．１章
育成担当者のため
のガイドライン

共通基礎教育
・開発言語、ツール

・ＯＳ、ミドル，ハード

図２

・情報工学の基礎

ＩＴスペシャリスト育成ハンドブックの内容と各章の位置づけ

末筆ではございますが、インタビューに応じてくださったＩＴスペシャリストの方々、および各社
の関係者には厚くお礼を申し上げます。
各社の技術者へのインタビューおよびインタビュー録作成にあたっては上記ＷＧ２のメンバーの
他に下記ＩＴスペシャリスト委員（ＷＧ１メンバー）にもご協力いただきました。（五十音順、敬称
略）（２００６年３月現在）
油川

健

株式会社ＮＴＴデータ

杉浦

昌

日本電気株式会社

中村

賢亮

新日鉄ソリューションズ株式会社

宮崎

義弘

株式会社日立製作所

また、本編の第１章の一部および付録２

ＩＴスペシャリスト主要業務一覧につきましてはＷＧ１

作成のＩＴスペシャリストＩＴスキル標準改善提案報告書（２００５年度版）より引用しています。
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１．

ＩＴスペシャリストの定義と役割

本章では、ＩＴスキル標準で定義されているＩＴスペシャリストの定義、役割とＩＴスペシャリス
トの育成の目標と評価の視点を示します。

１．１

ＩＴスペシャリストの役割

職種の説明は、ＩＴスキル標準で以下のように定義されています。
ハードウェア、ソフトウェア関連の専門技術を活用し、顧客の環境に最適なシステム基
盤の設計、構築、導入を実施する。
構築したシステム基盤の非機能要件（性能、回復性、可用性等）に責任を持つ。
ＩＴ投資の局面においては、開発（コンポーネント設計（システム）、ソリューション
構築（開発、実装））及び運用、保守（ソリューション運用（システム）、ソリューショ
ン保守（システム））を主な活動領域として以下を実施する。
−開発
・
システムコンポーネントの分析・設計
・
システムの構築・導入
−運用・保守
・
システムの運用
・
システムの保守

上記定義で示されているように、ＩＴスペシャリストは、「システム基盤の設計・構築を実施し、
その非機能要件（性能、回復性、可用性等）に責任を持つこと」が重要な責務です。ただし、上記に
おいて、「システムの運用」に関して、システム運用設計およびその構築はＩＴスペシャリストの役
割ですが、システムの運用作業そのものはオペレーション職種に含まれていると考えます。

１．２

ＩＴスペシャリストの専門分野

ＩＴスキル標準では、ＩＴスペシャリストを以下の専門分野に区分しています。
●プラットフォーム
ソリューションの基盤となるシステムプラットフォームの設計、構築及び導入を行う。
ここでのプラットフォームとは、ハードウェア、オペレーティングシステムや関連するシ
ステムソフトウェア及びミドルウェアであり、システム開発、アプリケーション開発の前
提となる基盤システムである。
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●システム管理
ハードウェア、ソフトウェア、アプリケーションを含めたシステム運用、管理の設計、
構築及び導入を行う。
●データベース
データベースの物理設計、論理設計、回復管理などの設計、構築及び導入を行う。
●ネットワーク
ネットワークの構成要素、ネットワーク網、キャパシティ、障害回復手段などの、設計、
構築及び導入を行う。
●分散コンピューティング
分散コンピューティングシステムにおけるコンポーネントのレイヤ、機能などの設計、
構築及び導入を行う。
●セキュリティ
企業内、企業間で必要とされるセキュリティ機能、セキュリティのためのコンポーネン
トなどの設計、構築及び導入を行う。

上記定義で示されているように、ＩＴスペシャリストは、その立脚する専門技術で分類されます。
ただし、上記において、分散コンピューティングは、Ｗｅｂ技術を利用したシステムが普及してき
た最近の状況においては、専門職種としての定義・特徴がわかりにくくなっており、見直しが必要と
考えます。また、現状のＩＴスキル標準では、アプリケーション共通技術分野（フレームワーク、共
通部品など）およびインターオペラビリティ分野（システム間連携方式およびそのための部品など）
の扱いが不明確です。これらの専門分野は、ＩＴスペシャリストの分散コンピューティングで、部分
的に言及されていますが、各々この分野を定義すべきと考えます。また、アプリケーション共通技術
分野は、本来、アプリケーションスペシャリストの専門分野として定義すべきではないかという意見
もあります。この改善提案については、「ＩＴスペシャリスト

２００５年度版ＩＴスキル標準改善

提案報告書」に記述されています。
この考えにもとづく各専門分野とそのカバーする技術領域との関係を図１-１に示します。
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アプリケーション

システム管理

セキュリティ

フレームワーク（アプリケーション）

アプリケーション共通技術
データベース

ミドルウェア

インターオペラビリティ

インターオペラ
ビリティ

データベース
ハードウェア

ネットワーク

プラットフォーム

ネットワーク

（注）「□□□」は専門分野を、「□□□」は技術領域をあらわす。
図１-１

１．３

専門分野と技術領域の関係

ＩＴスペシャリストのあるべき姿

（育成の目標と評価の視点）

ＩＴスペシャリストのあるべき姿として以下のポイントが重要と考えます。
（１）専門技術を活用して、システム基盤の設計・構築を実施し、その非機能要件（性能、回復
性、可用性

など）に責任をもつこと。（その実績をもつこと）

（２）レベル４以上のＩＴスペシャリストは、プロジェクトにおいて、チーム責任者として、他
のＩＴスペシャリストをリードし、プロジェクトを成功裡に実施した実績を持つこと
（３）レベル５以上のＩＴスペシャリストは、その保有する高度な専門性を生かして、情報発信
や後進育成を行い、業界に貢献した実績を持つこと
（４）最上位のＩＴスペシャリストは、世界トップレベルとして、業界をリードすること
これらのポイントを育成の具体的目標として設定し、またＩＴスペシャリストのレベルの評価基準
としてとりいれることがＩＴスペシャリストを育成し、その能力を最大限に活かし、企業活動に貢献
するために必要となってきます。
次にＩＴスペシャリストのレベル別のおおよその人材像のイメージを記述します。厳密なレベル定
義についてはＩＴスキル標準のレベル別達成度指標を参照ください。
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以下は、レベル毎のおおよその人材像です。
レベル７

業界で名のあるＩＴ技術のリーダ。業界での後進育成にも貢献する。

レベル６

各企業で技術力トップと実力を認められているリーダ。企業内で後進育成にも貢献す
る。

レベル５

各企業の各部門でトップの技術力と認められているリーダ。部門内で後進育成を行う。
ハイレベル認定制度のある企業の多くはレベル５相当以上を認定ハイレベルＩＴス
ペシャリストとしています。それにならい、このハンドブックではレベル５以上をハ
イレベル技術者、ハイレベルＩＴスペシャリスト、と定義しています。

レベル４

ＩＴスペシャリストとしてはプロジェクトの基盤技術に責任もつリーダ。プロジェク
ト内やチーム内での技術者指導も行う。技術的には製品技術だけでなく、普遍的な技
術力があり、自分の経験しない製品でも、技術的なチェックや設計指針を作ることや、
トラブルの切りわけ指導ができます。

レベル３

ＩＴスペシャリストとしては任された範囲の仕事を自ら責任もって計画・遂行できる
技術者です。必要に応じて、レベル４以上の技術者の指導を受けます。

レベル２〜１

製品技術を持ち、上位の指導のもとプロジェクト内の仕事を遂行できる。

将来ＩＴアーキテクト

プロジェクトマネージャ

おくべき共通ＩＴスキルレベルです。
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等に進む人も、共通に身に着けて

２．

ＩＴスペシャリストを目指す方たちへの提言

本章では、ＩＴスペシャリストを目指す方たちへの提言としてＩＴスペシャリストとし
て備えるべきスキル

（２．１章）

とＩＴスペシャリストとしてのキャリア目標、ハイ

レベルＩＴスペシャリストの役割や責任（２．２章）について記述します。
ここでいうハイレベルとは、ＩＴスペシャリストの各カテゴリでレベル５以上の人を想定してい
ます。レベル１−４ではＩＴスペシャリストとして備えるべきスキルを身につけ、レベル５以上で
は後進の育成や全社への貢献など果たすべき役割や責任を果たします。

２．１

ＩＴスペシャリストとして必要なスキルと身につけ方
（ハイレベル技術者になるために）

ＩＴスペシャリストになるためには広範囲なスキルを身に付ける必要があります。当然
のことながら技術的なスキルが中心ですが、それだけでなくリーダーシップ、コミュニケ
ーション能力等ヒューマンスキルも必要なものです。ＩＴスキル標準ではこれらを図２−
１のように分かりやすく分類、整理しています。大別すると全ての専門分野に共通する「全
専門分野共通スキル」と専門分野毎に深く学ぶべき「専門分野別スキル」となります。
本章ではそれぞれの内容とその身につけ方について記述します。

図２−１ ＩＴスペシャリストの保有すべきスキル構成
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セキュリティ構築

テクノロジ
デザイン
ソフトウェアエンジニアリング
業務分析
コンサルティング技法
知的資産管理活用
プロジェクトマネジメント
リーダーシップ
コミュニケーション
ネゴシエーション

分散コンピューティング構築

ネットワーク構築

データベース構築

システム運用管理機能構築

全専門分野共通スキル

プラットフォーム構築

専門分野別スキル

２．１．１

ＩＴスペシャリストが備えるべきスキル（全専門分野共通スキル）

ＩＴスペシャリストとしてどの専門分野を目指すかに関わらず共通なスキルがあります。
これは、
・ それぞれの専門分野で構築するコンポーネントは全てコンピュータ上で稼動するなど、
全専門分野に共通する技術的なスキルがある
・ それぞれのコンポーネントが適切に接続されることによりコンピュータシステムが構
築されるため、周辺の専門分野についてのスキルもある程度身に付ける必要がある
・ それぞれの専門分野の技術的なスキルだけでなく、ヒューマンスキル等も必要である
事が理由として挙げられます。
まずはこの共通スキルを習得することが必要になります。ＩＴスペシャリストとして必要
な共通スキル項目は表２−１の通りとなっていますが、やはりテクノロジ、デザインの部
分を中心に習得していくことを心がけるべきです。
特にハードウェアのアーキテクチャやＯＳ等ＩＴの基本となる技術については深く習得
しておくことが大切です。例えば、『ネットワーク技術者であってもＯＳの動きの大まか
なところが分かっていなければファイアウォール、負荷分散装置のメモリの使い方とか開
放のされ方とかが分からずトラブル解析に手間取る』事になります。
表２―１
スキル項目

テクノロジ

デザイン
ソフトウェアエンジニ
アリング
業務分析

全専門分野共通スキル項目一覧

知識項目
最新技術動向、最新ＩＴ市場動向、コンピュータ科学基礎、コンピュータシステム、コン
ピュータシステムアーキテクチャ及び基盤技術の理解と活用、システムプラットフォーム
技術、プラットフォーム技術、ミドルウェア技術、データベース技術、リレーショナルデ
ータベース管理システムの基本機能、トランザクション処理とＤＢの同期点の関係、ネッ
トワーク技術の理解と活用、インターネット技術、システム管理技術、プログラミング言
語、マークアップランゲージ、データモデリング、データベース設計、データベース運用
設計、システム管理手法、アプリケーションセキュリティ、システムの構成、システムの
開発、保守、システムの開発環境
モデリング技法の理解と活用、設計手法、データベース・ミドルウェア・分散コンピュー
ティング設計、開発環境設計、要件定義
開発手法、設計手法、外部設計、内部設計、プログラム設計、プログラミング技術、テス
ト技法、開発支援ツール、オブジェクト指向開発、再利用手法、検証技法の活用、セキュ
リティシステムの実装、検査、技術問題解決手法、技術検証手法の活用と実践、標準化、
セキュリティとプライバシ、システム監査
業務要件分析、技術要件分析、システム化戦略策定、プラットフォーム要件定義、システ
ム価値の検証、情報化と経営、インダストリ知識、汎用業務内容、汎用業務最新動向

コンサルティング技法

コンサルティング技法の選択と活用、分析ツールとモデルの理解と活用

知的資産管理活用

知的資産の管理と活用

プロジェクトマネジメ
ント

プロジェクト統合マネジメント、プロジェクト・スコープ・マネジメント、プロジェクト・
タイム・マネジメント、プロジェクト・コスト・マネジメント、プロジェクト品質マネジ
メント、プロジェクト人的資源マネジメント、プロジェクト・コミュニケーション・マネ
ジメント、プロジェクト・リスク・マネジメント、プロジェクト調達マネジメント

リーダーシップ

リーダーシップ

コミュニケーション

２Ｗａｙコミュニケーション、情報伝達、情報の整理・分析・検索

ネゴシエーション

ネゴシエーション

14

２．１．２

ＩＴスペシャリストが備えるべきスキル（専門分野別スキル）

ＩＴスペシャリストとして備えるべき専門分野別スキルを表２−２に示します。それぞ
れ目指す専門分野のスキルを深く習得する必要がありますが、エントリレベルの方は既存
技術の理解、適用をしていく事をまず心がけるべきです。
表２−２

専門分野別スキル項目一覧

専門分野スキル項目

知識項目

プラットフォーム構築

プラットフォームシステム設計手法、テスト技法、導入、移行計画、問題管理、パフォーマ
ンス管理、キャパシティ管理、変更管理、資源管理、システム化計画、システム評価手法、
プラットフォーム技術、プラットフォーム要件定義、障害対策手法、製品知識（プラットフ
ォーム）

システム運用管理機能構築

システム運用管理方針、システム運用管理設計、システム管理計画、資源管理、障害管理、
性能管理、テスト技法、導入、移行計画、新規システム開発とシステム移行、運用に関する
システム評価、システム保守、ユーザ対応

データベース構築

データベース関連技術動向、データベース開発における重要技術、データベースの周辺技術、
リレーショナルモデル、ＳＱＬ、リレーショナルデータベース管理システムの基本機能、デ
ータベースマネジメントシステム、データベースマネジメントシステム（ＤＢＭＳ）の選定、
データベースマネジメントシステム（ＤＢＭＳ）の導入、データ構造設計手法、データベー
スの全体計画、データベースの要件定義、データベース設計の準備、物理データベースの設
計、論理データモデルの作成、テスト技法、導入、移行計画、データベース構築、ストレー
ジ管理計画、キャパシティ管理、データベースシステムの運用管理

ネットワーク構築

ネットワーク技術動向、ネットワークシステムの技術動向、ネットワーク標準、ネットワー
クモデリング技法、ネットワーク製品知識、ネットワーク技術の理解と活用、ネットワーク
システムの要件定義、ネットワーク構築、ネットワークシステムの運用、保守、管理、ネッ
トワークシステムの導入と移行、ネットワークシステムの評価、テスト技法、導入、移行計
画

分散コンピューティング構築

ミドルウェア技術、データ配置手法、アプリケーション実行方式、サーバ技術、サーバ配置
手法、ネットワーク技術の理解と活用、ユーザインタフェース技術、性能評価手法、負荷分
散と可用性、セキュリティシステムの実装、検査、セキュリティ技術動向、分散アプリケー
ション設計、分散コンピューティングシステムの設計、分散コンピューティング開発環境、
テスト技法、導入、移行計画
コンサルティングの実施、セキュリティと個人情報、セキュリティ技術動向、セキュリティ

セキュリティ構築

の分析、セキュリティシステムの設計、セキュリティシステムの実装、検査、セキュリティ
システムの運用管理、セキュリティの見直し、プライバシシステムの実装と検査、企業シス
テムへの脅威、社会環境、テスト技法、導入、移行計画

２．１．３

専門分野でのスキルレベルを高めるには

ＩＴスペシャリストは実プロジェクトに於いて各専門分野の設計及び構築について最終
的な責任を担う必要がありますのでそれぞれの分野にて深い知識と経験が求められます。
スキルレベルの高めるために一般的には下記のような方法があります。それぞれの方法で
のスキルアップのポイントについて記述します。また、それぞれ単独ではなくバランス良
く組み合わせる事で相乗効果が期待できます。
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（１）研修と資格取得
研修は基礎的なスキルを身につけるという点で効果が高い方法です。エントリレベルで
重要度が高い基礎的な技術スキルを身につけるために有効に活用していくべきです。但し
研修だけではなく、ＯＪＴとの併用によって相乗効果を出すことが大切です。また、一般
技術、製品技術の資格取得も客観的にスキルを証明する方法として活用していくべきです。
『業務では必要な部分しか学べない。研修は体系だって教えてくれるため自分の知識を
整理でき、幅を広げることができる。』

（２）先輩、上司に学ぶ
エントリレベルではスキルアップをするために先輩、上司の存在はとても重要です。自分
よりも知識、経験とも豊富な先輩、上司からのアドバイスに耳を傾け、実践することによ
りスキルレベルを高めることが出来ます。また、明示的なアドバイスだけではなく先輩、
上司がどのように業務を遂行しているかを理解し、自分なりに実践していくことによって
もスキルレベルが高まります。したがって早い時点で自分の目標となる先輩や上司を決め
ることが重要です。
先輩、上司からは技術を学ぶことは当然ですが、『調べ方、調べる能力』『ＳＥとは何
か』『テクノロジの本質は変わるものではないこと』等様々なことについて学び自分を
高める事が出来ます。
（３）ＯＪＴ
他の職種と同様にＯＪＴがスキルレベルを高めるためには非常に有効な方法です。自身の
経験を積み重ねるという意味で有効である事は言うまでもありませんが、前述のとおり実
際のプロジェクトにおいて先輩、上司と行動を共することにより様々な事を学ぶこともス
キルを高める上で重要なことです。ハイレベルのＩＴスペシャリストは下記のような経験
が自分のスキルを高めるために有効であったとの意見があります。
・最新技術の適用
最新技術の適用にチャレンジする事がハイレベルのＩＴスペシャリスト者達は重
要だと考えています。なぜならば、最新技術には前例や文献等がないため独学をする
ことが前提となります。また、技術的にこなれてないため問題が容易に発生すること、
対策が手探りで有る事など非常に難易度の高い業務になることが多いためです。これ
を乗り切ることにより既存技術を適用する業務よりはるかに高いレベルの向上が見
込まれます。
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『まだ開発中の段階に、調べつつ、開発の様子をみつつＡＴＭ交換機を導入した
事が自分のスキルを高めた。』
・マニュアルを読み実機を使いこなす。
マニュアルを読み実機を使いこなすことにより、技術がより自分の物となります。
『貪欲さがあるとのびる。機械、機器があれば接続を試みる事が重要。』
『装置のマニュアルを、複数機種のものを読み、実機で確認した。』
『ある製品ではマニュアルになぜこうなっているか、なぜこうしかたが書かれている。
開発時代マニュアルを毎日繰り返し読んだ。原理原則が働いて細かいことを知らな
くとも見えてくる。』

（４）独学
ハイレベルのＩＴスペシャリストは、スキルレベルを高めるための方法として独学の
占める割合が他の職種と比べ比較的大きくなっています。これは探究心、好奇心が強い
という特性からという事もありますが、それだけではなく前例や文献等の整備がされて
ない状況で最新技術の適用をする機会があるため必然的に多くなっています。エントリ
レベルにおいて独学をする習慣を身につけることが重要です。
また、この方法により高いスキルが実につくことがインタビュー結果からも読み取れ
ます。
『本を良く読んだ。ＵＮＩＸも最初は本がなかったので装置のマニュアルを複数機種
のものを読んだ。』
『開発時代、マニュアルを毎日繰り返し読んだ。自分なりに体系を作り上げると行間
が見えてくる。自分なりの世界ができてくる。』

２．１．４

幅広さを追求するためには

ＩＴスペシャリストは特定の専門分野にて高いスキルを持つ必要がありますが、ミドル
レベル、ハイレベルのＩＴスペシャリストなるためにはこれだけでは不十分です。他の専
門分野のスキルもある程度は身につける必要があります。なぜならばミドルレベル、ハイ
レベルのＩＴスペシャリストとなると、実際のプロジェクトにおいて他の専門分野のチー
ムやメンバーを含めてリーダを務める必要が出てくるからです。
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（１）裾野を広げる
コアとなった専門分野を中心に関連分野へ裾野を広げていくことが一般的です。関連分野
のスキルの習得を実施する事により、スキルの幅と視野が広くなります。ハイレベルのＩ
Ｔスペシャリスト達もこのようなきっかけによりスキルアップを実感しています。
『上流から最終工程までみることができたことが役に立った。それまでは部分々々の
経験しかなかった。』

また同じ専門分野にて業務を実施していく場合でも別のチームや別のお客様の仕事をす
ることによりスキルアップが見込まれます。
『ある程度成長したら、同一チーム内の活動だけでは経験に限界がある。』
（２）別の専門分野へのチャレンジ
ＩＴスペシャリストとしてはある専門分野について極める必要があります。最近は分業
化が進み、ある専門領域しか携わらない人が増えている傾向があります。
スペシャリスト＝特定の専門分野を極める
という事が曲解され技術者としての視野の広がりを妨げてしまうことがあります。ある専
門分野を経験した後で別の専門分野に移った事が自分の成長の糧になったというハイレベ
ルのＩＴスペシャリスト達も多く存在しますので、ある専門分野を極めるために別の専門
分野を経験する事は決して無駄にはなりません。

このような考えにもとづくＩＴスペシャリストのスキルアップの流れを図２−２に示し
ます。目指すところは「山脈型モデル」と言い表すこともできます。
・ 特定分野のスキルを高くするとその周辺領域にも広がりが自然にできます。その中
で新たなスキルの高まりができます。
・ 得意とする専門分野をいくつか持つと、それらの間の裾野が重なり合い、より広い
領域のをカバーすることができます。
いずれの道をたどっても同じゴールにたどり着くことができます。
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レベルの高さ

まずは共通スキルを身につける

専門分野

特定専門分野のレベルを高める

他の専門分野への

裾野を広げる

チャレンジ

専門分野の幅が広がる
（山脈型モデル）

図２−２スキルアップの流れ

２．１．５

お客様の信頼感を得るためには

ＩＴスペシャリストとして技術的なスキルを持っている事は重要な事ですが、各コンポ
ーネントの設計、構築の責任者であることからお客様から信頼感を得る事がプロジェクト
を推進していく上で非常に重要です。そのためには次のようなスキルを身につける必要が
あります。
（１）コミュニケーション能力
ミドルレベル、ハイレベルになると、お客様との調整やチームをリーダとしてまとめてい
く役割を担います。したがって、一般的なコミュニケーション能力を身につける必要があ
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ります。またＩＴスペシャリストとして注意しなければならない点として、特にお客様と
のコミュニケーションにおいて、自分本位の技術的な観点での発言、内容に陥りやすい事
が挙げられます。コミュニケーションする相手の立場や知識レベルにあった発言をする事
によりこれを解消することが出来ます。
『技術用語は多用せず、分かりやすい言葉、理解を促す図を用いる。』
『顧客にとって何が良く、何が悪いのかを明確に伝える。』
（２）顧客ニーズからのアプローチ
製品仕様からのアプローチではなく、お客様のニーズからのアプローチでソリューション、
サービスを提供する事が重要となります。
『使用する製品の機能を正しく理解することはもちろん、その製品がお客様にとっ
て、いかにあるべきかを踏まえ説明できる能力が必要。』
『技術を適用するのが目的ではなくシステムを安定的に稼動させることが重要な
使命。』
『安定性・使い勝手なども考慮し確実に運用できる技術を抽出し適用する技術が要
求される。』

２．１．６

ＩＴスペシャリストに求められる行動様式と人物像

ＩＴスペシャリストとしてはまず論理的な思考の持ち主であることが必要です。それだ
けで無く、各コンポーネントの設計、構築の責任者(『最後の砦』)であることから以下の
ような行動様式が求められます。
（１）探究心や好奇心
実プロジェクトにおいてその技術を適用する最終責任者であることから深い知識と経験
が求められます。そのためには探究心や好奇心を持って技術を習得する事が必要です。
『人から教わるだけの人ではだめ。「なぜ？」「なぜを解決したい！」という意識を
持つことが大事。』
『疑問を持って追求できる人、論理的に筋道をつけていける人は向いている。どうし
て今回うまくいったのか、いかなかったのかを考える姿勢は重要。』
『言われたからやっているという姿勢ではだめ。』
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（２）粘り強さやへこたれない精神力
ＩＴスペシャリストは最新技術の適用を推進、促進する役割を担っていますが、新たな技
術の適用をするにあたっては大きな課題や難題が容易に想定できるため粘り強さやへこた
れない精神力を持つ事が求められます。
『朝９時から深夜までの作業が何日も続いたことがあった。スケジュールが厳しく、要
求レベルも高く、プロジェクト全体としても厳しかった。』
『あるプロジェクトで原因不明のトラブルがあり、利用技術・製品の動作仕様やロジッ
ク、アーキテクチャ面から問題箇所の想定や弱点を評価・分析することを試みたが、
どこにもその兆候が見られず何をすればいいか途方に暮れた事があった。』
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２．２

ハイレベルＩＴスペシャリストとしての役割
― 成長を果たすためにー

各社のＩＴスペシャリスト達が何をめざし何を成長の糧とし、後進育成の観点でどのよ
うなことを考えているかを参考にして、今後ハイレベルＩＴスペシャリストを目指す方の
指針とします。

２．２．１

キャリア目標

「技術で世界一を目指したい」

ＩＴスペシャリストは、世界のトップレベルを目指し、活動し自己研鑽しています。
（１）技術者として

世界のＮＯ１

になりたい

各社のトップＩＴスペシャリスト達は、自分のもつ技術に誇りを持ち技術者とし世界で認
められる存在になりたい、目指したいという強い思いをもっています。
の皆さんも技術者として

この本をお読み

世界にはばたくことを目指していただきたいと思います。具体

的な言葉として以下のような言葉を発しています。
『黒川紀章はアーティスト，その下の一番優秀なアーキテクトになりたい。』
『特定分野で世界一を目指したい。』

（２）お客様とともに最新技術にふれていたい
最新技術に触れているというのもＩＴスペシャリストの喜びですが、単に技術を究めると
いうのではなく、技術をお客様のために活かしたいというのがＩＴスペシャリストたちの
共通の思いです。お客様に技術を提供することで、お客様のシステムがよくなる、そして
感謝される。それがＩＴスペシャリストとしての喜びであり、
す。

新たな意欲につながりま

お客様のシステムに活かせてこその技術であると考えています。
『常に最新の技術に取り組んでいきたい。』
『お客様の最前線でいたい。』

（３）ハイレベル技術者にもタイプあり
一口にハイレベルのＩＴスペシャリストといっても、活躍の仕方にはタイプがあります。
自分のおかれている役割、あるいは性格にあったハイレベル技術者を目指しましょう。
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・先発完投型

（企画・設計から保守・運用）

お客様の要件を聴き、自分の持つ技術を最大限に活かし、お客様に最適なシステム
を提供する。企画・設計工程から運用まで一貫してお客様と歩むタイプです。
『お客様の要件と製品の仕様， 両方のコンテクストの中で技術を見つめることの楽し
さ。』

・救援型

（トラブルに強い）

お客様のシステムが、トラブルや急なデータ量増大への対応等ピンチに陥った時に
活躍するタイプです。時間的にも厳しい環境でピンチを切り抜けることでお客様の信
頼を勝ち得ます。その劇的な改善効果は、皆の尊敬を受けますが、それで満足せずに
日々トラブルの予防活動にも力を入れます。
『スーパーマン、トラブルをすぐに解決してしまう人が必要。』
『ほんとうは（トラブル対応者が）いなくてすむのが一番良い。』

・コーチングスタッフ型

(技術者の育成)

自ら技術者、ＩＴスペシャリスト、として活躍するのと同時に、技術者を育成する
ことに長けている人達がいます。技術者の技術力をあげること技術者が活動しやすい
環境をつくることに長けている人達です。
『技術者をサポートしたい。』
『サポートや質問が起きない様に（完投型を増やすように）したい。』

２．２．２

成長の源泉

ＩＴスペシャリストの皆さんの成長の源泉は何かを聞きました。お客様や技術者の仲間
から信頼をうけ、ともに歩むことが成長の源泉です。お客様に深く関わることで自らも成
長していくことができます。また自らの技術でお客様のシステムの課題が解決した時の喜
びは何物にも変えがたい感動を味わえます。
『あなたが空くまで、プロジェクトを待つ』とお客様に言われた。
『技術的な裏付けで課題が解決し、期待どおりの結果を得た時の感動・満足感は大き
い。』

次に、ＩＴスペシャリスト達の喜びや意欲が湧くとき、つまり成長の源泉となるのはど
のような時かをまとめてみました。
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（１）お客様に認められることが技術者としての成長の源泉
お客様にほめられる（認められる、頼られる）のが技術者としての喜びであり、さらに成
長しようとする源泉になっています。
技術者として認められれば、お客様の信頼も厚くなり必ず苦労が報われる瞬間がおとずれ
ます。自己研鑽を怠らず、お客様の為に精一杯の力を尽くすことが結果を生みます。
『感謝状をいただいた』 『海外支援でお客様に感謝された。』
『あなたが担当するなら、システムを御社に決めるという言葉をいただいた。』

（２）お客様のシステムが良くなるとさらなる意欲がわく
必ずしもお客様から直接の感謝の言葉をいただかなくても、技術によってお客様のシステ
ムが良くなるという結果がでることで、新たな成長への意欲がわきます。お客様がシステ
ムトラブル等でこまっている時こそ力を発揮できる機会であり、お客様の信頼を得る最大
の機会でもあります。
『性能が３倍になったといわれるとうれしい。』
『謎が解けた時の喜びはひとしお。』

（３）自分の知見が他の人に影響を与えることの醍醐味
自らの技術を人に伝えることで、他の人そして世の中が変わっていくという実感をハイレ
ベルの人達は持っています。それは感動です。技術力で世の中を変えるという大きな視点
で仕事をしています。
『自分の知見が他の人に影響を与えるということのすごさ。技術者の本質。ＩＴスペシ
ャリストの醍醐味である。』
『自己の技術を活用し、広く第三者に伝える仕事を続けていきたい。』
『「この人」に聞けば分かるよ、と言われる人になるのがモチベーション。頼られる人
になりたい。』
『「最後の砦」として頼りにされていることだ。DBMS 技術者として、感謝されるこ
とに生きがいを感じる。（特にチューニング。技術の効果が顕著に現れる。自分から
見るとなんでもないことをやっても神様扱い。）』

（４）理想とする技術者を持つことの重要性
ハイレベルのＩＴスペシャリストが技術力を向上する上では、優れた技術者との出会い
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があります。必ずしも上司や自社の人とは限りません。技術的に優れた人との交流を積極
的にしていくことが、自らの技術力を高めることになります。
『尊敬する人が社内に二人いる。』
『尊敬する人が他社にいる。共通しているのは基盤技術の考え方がロジカルで、どうあ
るべきかを追求している人。』
『自己の力は自分で磨くことを教えてもらった。』

２．２．３

ハイレベルＩＴスペシャリストとしての責任と役割

ＩＴスペシャリストの果たす責任を表す印象に残った言葉を最初に紹介します。
『相手が何を欲しているのかを感じる力を持たない人は、単なる技術マニアであり技術
者といえないと思う。』

（１）お客様の立場にたって技術に対し責任を負う
ＩＴスペシャリストの役割は、お客様システムへの技術の適用ですが単に適用すれば終わ
りということではなく、お客様システムが有効にかつ安定的に稼動するように品質を保つ
責任があります。
『技術を提供するのが役割でなく、システムを安定的に稼動させる責任を負う。』
『使う人の立場に立って、技術を分かりやすく説明する。』

そのためには、お客様の要件を鵜呑みにするのではなく、お客様が

何を欲しているかを

感じ、理解し、時にはお客様のいうことに反対することも必要になってきます。
では、お客様の信頼を得つつ、お客様のいうことに反対するのにはどのようにすればよい
でしょうか。各社のＩＴスペシャリストの意見をまとめると、お客様には、正しく論理的
に技術を説明し、否定ではなく、対案を出しお客様に決定していただくというのがポイン
トだということです。そして日頃から「素直であること」「逃げないこと」などお客様の
信頼を得ることが必要です。
また、「トラブルの時こそ信頼を得るチャンス」でもあります。
『エンジニアからみたら危険とわかっていても言わない人がいる。それはいけない。

25

エンジニアとしての責任できちんと指摘しないといけない。』
『対案を必ずだす。頑固だとおもわれてはだめ。』
『技術者なので、うそを言わないこと。誠意をもって話せばお客様もわかってくれる。』
『論理的かつ技術的に説明ができ、さらにお客様にとって何が良く、何が悪いのかを
明確に伝えること。』
『相手の立場にたって、自分なら何を期待するかを考える。』
『お客様が正しいときは素直に謝る。お客様がまちがっているときはそれとなく指摘す
る。現状報告だけでなく解決方法の選択肢を用意する。』

（２）ビジネスとしての成功

（コスト意識とお客様への提案）

ＩＴスペシャリストの役割は、お客様のビジネスの成功そして、スペシャリストが所属す
る企業のビジネスとしての成功と密接に関わります。
お客様の経営者の視点と所属企業の経営者の視点を併せ持つ必要があります。
『コスト意識が大事、コストと技術的見地から技術者として何を提案できるかを考える
ことが重要。』
『トラブルこそビジネスチャンス。』
『各分野の専門分野をもっていて、その範疇ではエクゼクティブの観点を持たないと
失敗する。』

また、お客様へのビジネス提案時に重要となるのは、経営の視点で技術の適用ができるこ
とであり、その視点を身につける様に努力する必要があります。
『お客様（経営者）に技術を理解させるうえでは技術用語を多用しない。図を用い
る。』
『お客様にとってコストは重要で、実現する機能とコストを天秤にかける。』
（３）最新技術への取り組み
ＩＴスペシャリストの役割として、日々変わる最新技術を評価しプロジェクトに適用する
という仕事があります。ハイレベルスペシャリストは最新技術をどのように取得し、評価
し、適用しているのでしょうか。その極意は、アンテナを高くすること、そして実体験す
ること、新しいとおそれず、既存技術との比較で新技術をとらえること、表面的な機能で
なく、仕組みを理解することです。
『お客様の一歩先を行くことを動機として、広く雑誌 Web などを読む。』
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『実機を借り受けて直接評価する。』
『海外での情報収集』 『構築事例のチェック』
『既に持っている知識・技術との相違を見つけ出すこと。仕組みを理解すること。新技
術を新と受け止めないで、比較論で把握するようにしている。』
『新技術は新用語や方法論が新しいようにみえるが、必ず過去の技術の発展や先祖返り
の技術，他の技術との組み合わせになりたっていることが多い。』

（４）知的資産の蓄積（形式知として残す）と普及
自ら経験したものを蓄え、他のプロジェクトや他の人に広めるのもＩＴスペシャリストの
責務です。具体的には以下のことです。
・標準化して他にプロジェクトに適用できる形にする
・特許を取得する
・成果経験を論文として残す
・出版物として残す
・社内外で、自らの体験を講演する
・技術を教育コースとして残す
各企業でハイレベルのＩＴスペシャリストとして認定された人は、自らの経験やノウハウ
を形にして残し、グループ内、企業内、さらに業界へとフィードバックし、再利用可能に
すること（形式知とすること）が責務になります。成功のノウハウだけでなく、失敗のノ
ウハウも伝える価値があります。
（５）後進育成

『最低２人は愛弟子を育てよ』

ハイレベルな技術者はハイレベルな技術者にしか育てられない。それゆえ、ＩＴスペシャ
リストとしての一番大きな責任に後進の育成があります。各社のＩＴスペシャリストが、
育成の方法やメンターとしての役割に関して共通して述べていること。それは、まず若い
うちに（できれば 30 歳までに）、技術の本質とは何かをきちんと経験からわからせること、
そして自分自身で考える力をつけさせることの二点だと思います。方法論はいろいろある
と思いますが、この 2 点が育成の観点として重要なことです。
［育成の課題］
『皆、考えることをしていない。』
『提起された問題自体に疑問を持ったり、場合によっては否定したりする人が少ない。』
『自分で課題を設定する力が必要。』
『技術を調べさせると表面的、インターネット検索で集めて良しとしてしまう。』
『いろいろな技術が氾濫しており、何から手をつけていいのか大変。』
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『言われたからやっているという姿勢にさせておいてはだめ。』
『ある程度成長したら同一チーム内の活動だけでは経験に限界がある。』

［育成の方法］
『テクノロジの本質は変わらない。その本質を教えよ。』
『最初は狭くても深くこなせることが大事。』
『基本はやらせること。』
『自分で調べさせて、考えさせて咀嚼させて、分からないところだけ教える。』
『いきなり先頭を切ってやらせるのはだめにする可能性がある。最初は指導者が先頭に
立ち、次第に横にいて担当する領域を広げさせ、あるときから一人でやらせて後ろに
すわる。』
『何のためにするのか。何がよくなるのかを常に考えてもらうように質問する。』
『３年は同じことをやらせる。』

（６）コミュニティへの貢献

ＧＩＶＥ

ＢＡＣＫ

ＩＴスペシャリストが個人としてプロジェクトへの貢献は直接的な仕事ですが、プロジェ
クト以外に全社へ自らのスキルを広める（ＧＩＶＥ

ＢＡＣＫ）活動が求められます。Ｉ

Ｔスペシャリストは、技術者個人としての価値も、もちろんありますがＩＴスペシャリス
トによって、企業そのものの競争力を強化することが重要です。
個人の持つ技術を企業全体に伝えることにより、企業全体の技術力を向上させ、お客様プ
ロジェクト品質の向上、企業競争力の向上に寄与することが求められますし、業界活動を
通じ社会全体に寄与していただきたいと考えます。
貢献のしかたを以下に述べます。
［会社全体への貢献］
・ハイレベル技術者認定制度における認定審査員
・教育カリュキュラム作り
・教育の講師
・論文の審査員
等
［業界への貢献］
ＩＴスペシャリストの方、特にハイレベルのＩＴスペシャリストの方にはそれぞ
れの会社での貢献活動に加え、業界全体への貢献をしていただきたいと考えます。
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・業界誌への投稿
・国家試験の問題作りへの協力
・業界コミュニティへの参加
・業界標準作りへの参画
等
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３．

ＩＴスペシャリストを育成する人達への提言

本章では、ＩＴスペシャリストを育成するための提言をまとめました。
３．１章では、実際にＩＴスペシャリストの育成を担当することになった方、企業内教育
担当者や職場で後輩の指導をまかされた方に対する提言として、育成のための方法論やポ
イントをまとめました。
３．２章では、組織としてＩＴスペシャリストを計画的に育成し、またＩＴスペシャリス
トが、その力を十二分に発揮するために、組織の施策として行うべきことをまとめました。
優秀な技術者は、自分の力で育つことも事実ですが、企業全体の技術力を高め、また優秀
な技術者を短期間で育成するためには、組織的な対応が不可欠です。そのために現時点で
有効な施策をまとめました。
技術者の育成は、その企業の規模やビジネス環境によって異なると思いますが、各社のＩ
Ｔスペシャリストのインタビューを通じて、ＩＴスペシャリストの持つ価値観や育成の方
法論には共通したものが多く見受けられました。また、各社のＩＴスペシャリストの言葉
は、育成に対しても示唆に富むものでした。４章のインタビュー録とともに、各企業の育
成の参考にしていただきたいと思います。

３．１

ＩＴスペシャリストを育成する人達へのアドバイス

集合研修に参加した人々の意見を目にしますと、「業務に利用していることを体系的に
理解できた」、「新しく参加する業務に必要な知識を習得できた」などの所感とともに、
「一方的に研修に行けといわれたが、この研修の必要性がわからない」、「育成の目標が
あいまいなまま計画されている」などの所感が見られます。育成対象者の意見と観察より
考えられることは、育成の目標があいまいであることと、また育成担当者と育成対象者の
育成に関わるコミュニケーションに不十分な状況があると育成がうまくおこなわれていな
いことがうかがわれます。
本節では、読者として、ＩＴスペシャリストの育成を日々担当されている方を想定してい
ます。ＩＴスペシャリストを育成するにあたり、そのすすめ方について、一般的な教育・
訓練の考え方を軸に、各社第一線のＩＴスペシャリストのインタビューにより得られたポ
イントをおりまぜながらまとめています。
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３．１．１

育成のプロセス

企業における人材育成の取り組みは、経営戦略をベースに必要な人材像と必要な人数な
どを想定する人材戦略から行われます。しかし、本節の対象者は、全社的な人材育成を担
当する方ではなく、日々の業務の中で育成を担当する方を対象としています。したがって、
本節では企業の人材戦略が設定されていることを前提として、より具体的な育成のプロセ
スのすすめ方について解説します。
（１）育成の計画
（ⅰ）育成の目標を設定する
経営戦略の実現に必要な人材の育成のため、専門分野の人材と必要な基本技術を整理して、
育成の目標（あるべき姿）を具体的に表したスキル項目を設定します。スキル項目を明確
にするにあたり、社内の職務要件、ＩＴスキル標準などにある共通技術スキル項目、専門
技術スキルなどを参考にします。具体的なスキル項目を整理するには、こんな工程ができ
る、役割ができる、技術ができるの視点で考えます。
また、ＩＴスペシャリストの専門分野毎の業務工程とその技術を定めるにあたり、ＩＴス
ペシャリスト委員会にて作成しました『ＩＴスペシャリスト主要業務一覧』（付録２）も
参考になります。
（ⅱ）対象者のスキルレベルを把握する
前段、育成の目標で整理したスキル項目を基準にして、育成対象者の現状のスキルと比較
することによりスキルギャップを明確にします。その際には、まず育成対象者が自身のス
キルレベルを評価し、対象者なりのスキルアップの項目を整理するようにします。その結
果を次項の育成の計画を策定する際に使用し、育成担当者と育成対象者が互いに評価した
スキルアップ項目をつき合わせることが、納得性の高い育成の計画を策定する上で重要で
す。
（ⅲ）育成の計画を設定する
対象者のスキルレベルに応じたスキルアップの項目を特定した後、育成の計画として書類
にまとめます。書類にまとめる理由は、育成担当者が育成対象者に、育成の目標が何で、
どんな方法で、いつまでに、実施するのか明確に伝え、合意を形成するためです。合意形
成することは、育成の計画をすすめる上での動機付けとなり、重要な意味をもちます
また、育成の計画を策定する際には、育成の手段としてＯｆｆＪＴ（Ｏｆｆ
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ｔｈｅ

Ｊ

ｏｂＴｒａｉｎｉｎｇ）とＯＪＴ(Ｏｎ

ｔｈｅ

Ｊｏｂ

Ｔｒａｉｎｉｎｇ)を組み合わ

せて設定します。ＯｆｆＪＴとＯＪＴの特長については、３．１．２にて説明します。Ｏ
ｆｆＪＴは、研修により知識を獲得します。また、ＯＪＴは、実務を通じた能力の向上や
経験の習得に利用します。
［設定内容］
・ＯＪＴとして、担当業務とその役割を設定
・ＯＪＴをいつからいつまで実施するのか期間、時期を設定
・ＯｆｆＪＴとして、研修、自己学習などを計画
・ＯｆｆＪＴをいつからいつまで実施するのか期間、時期を設定
業務の割当については育成対象者の現状のレベルより少し難易度の高い役割を担当する
ようにし、自身の判断で業務を推進させる機会を設けることも必要です。
『新しい知識・考え方が必要で、短納期、要求レベルが非常に高いプロジェクトへの参
画やスキルの高いメンバー・先輩と一緒に遂行したプロジェクトは、自分のスキルが
向上したと思った。』

』
『立場が人を育てる的思いがある。立場に追いやれば自身で考えて業務を推進する。
『論理的思考の形成には、プログラミング経験が非常に役立っている。』
『無駄な作り方をしているコードも多い。コードを自分で読め、と教育された。』

育成計画を作成する上で、育成の実績を何によって測るのかを示す達成指標を事前に合
意し設定しておくことが対象者の取組み意識を高める上でも、また必要な支援を行う上で
も重要なことです。達成度の指標として、客観性があり対象者の力で達成できる業務、役
割、資格の取得などの項目とその達成時期を設定します。具体的な目標の例としては、業
務であればサーバの設定作業を独力で行うなど、また、ベンダー・公的資格の取得、技術
論文などの投稿活動、セミナーの主催、セミナーの支援などがあります。
（２）育成の実施
育成の計画を作成後は、計画に沿って実施します。人を育成するには、時間が必要です。
育成担当者は、時と場合によりますが、育成対象者にすぐに援助や、助言をあたえず、育
成対象者が何かしらの結果をだすまで待つことも必要です。たとえ、対象者の出した結果
がまちがっていたとしても、自身で考えぬいていれば、どの時点で間違っていたのか理解
することができます。安易に助言をあたえる育成より、身につくものが大きいはずです。
以下は、スペシャリストのインタビューからの抜粋です。与えられた課題を解決する為
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に、自分自身で考えたことが「考える力」の強化になったとの所感や、自身も育成対象者
に「考えさせている」とのコメントが多くありました。
『当時の上司は、安易に相談に行っても教えてくれなかった。自分なりに調べた上では、
相談にのってくれた。自分で調べ・考える力を育ててくれた。』
『何のためにするのか・何が良くなるのかを常に考えてもらうように、質問する。言わ
れたからやっているという姿勢では困る。』
『なぜそうなるのと、パッケージの中でどう動くのかメーカに聞け、原理原則を押さえ
ることを強いている。』

（３）育成の評価
育成の評価では、育成担当者、育成対象者がお互いにできたこと、できなかった要因を
きちんと把握して、次回の育成目標の設定に活用することが重要です。育成の計画を具体
的に策定し、その計画を実施することにより、育成の実績を客観的に評価することができ
ます。たとえば、サーバの設定作業が独力でできたことにより今後サーバの設定を担当さ
せることが可能となった、また資格を取得したことにより基礎力の向上が明確になったな
ど成長の度合いを測ることができます。逆に、サーバの設定を予定していたが、設定業務
の時期がずれ今回は達成できなかったなど、できなかったか要因を特定することもできま
す。
育成の実績だけではなく、日々の業務を通してわかる育成対象者の取組み方も評価に加
えて、次回の目標設定時に活用することも必要です。それは、計画時に設定した育成の目
標が、時間の推移とともに変わってしまい、具体的な実績として現れないことがあるため
です。

３．１．２

育成の手段

育成の計画時に設定する育成の手段について概観します。育成の手段について、ここで
はＯｆｆＪＴとＯＪＴ、およびＯｆｆＪＴのひとつである独学を考えます。
（１）ＯｆｆＪＴ
普遍的な基本知識を体系的に獲得させるため主に集合研修、ｅ−ラーニングなどにより知
識を習得する手段です。一般的に、基本となる要素技術、製品技術などの知識を体系的に
獲得する手段として広く知られていて、利用されています。
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集合研修とｅ−ラーニングの持つ長所と短所について、
長所：
−

集合研修では、多数の社員に対し、共通に必要な知識を付与することができる、
また、日々の業務に利用する知識、技法を、体系的に学習することができる。講
師に対してその場で質問し理解を深めることができる。また多くの人の意見に触
れ、多面的な考えがあることを自覚することや、受講者間のネットワークを築く
ことができる。

−

ｅ−ラーニングは、集合研修ではないので、受講者の時間配分で学ぶことができ
自由度が高い。また、学習するテーマの理解度を確認しながらすすめることがで
きる。

短所：
−

研修コースの内容は、最新の内容が少ないことがある。

−

集合研修は、研修日、研修開催数などの制約があり、受講者の受講機会や自由度
が低い。受講者の前提知識や受講態度により理解度にばらつきがでてくる。

−

ｅ−ラーニングは、Ｗｅｂを利用して自席で行うことが多いが、受講者は学習に
専念できない場合がある。

（２）ＯＪＴ
実際にやらせてみて能力を向上させるため、日頃の業務（ジョブアサイン）を通じて知
識・経験を習得する手段です。一般的に、育成対象者が業務遂行に必要な能力を、日々の
業務を通じて習得させる手段として広く知られていて、利用されています。
ＯＪＴの長所と短所について
長所：
―

集合研修とくらべて教育・訓練の機会が多く、対象者の特性を把握しながら教
育・訓練を進めることができる。日々の業務遂行の中で技術の伝承が行いやすい。

−

体験を通じて実践に必要なノウハウ（暗黙知）やパーソナルスキルを習得できる。

短所：
−

日々の業務に視点がおかれ、長期的な育成視点が弱い。

−

育成担当者と育成対象者のコミュニケーション不足が育成成果に影響する。また、
育成担当者の知識・経験の量が、育成成果に影響する。

（３）独学
与えられたテーマあるいは対象者の業務上の必要性や興味などについて、主にインター

34

ネットや書籍などの手段を活用し自主的に知識、情報を習得する手段です。最新の技術動
向、お客様ビジネスへの適用例などの知識を習得には、研修などが普及していないことも
あり、インターネットを通じて情報収集やメーカへの問合せなどが具体的な手段として用
いられます。育成対象者のレベルにより知識の習得方法について使い分けがありますが、
レベルが上位になるほど独学の比重や重要性が高くなってきます。
『技術の世界はどんどんかわる。クラスルームに参加したときには、その技術が古い場
合がある。』
『最新の技術の獲得には、Ｗｅｂ、メーカへの問合せなどの情報源を利用する。』

独学の長所と短所について、
長所：
−

必要な、最新の、技術情報を、適宜、習得することができる。

−

ビジネス課題に対する最新かつ実践的な解やヒントを得ることができる。

−

対象者の興味が推進力の場合、記憶された知識が研修などとくらべて持続する。

短所：
−

対象者の自主性に依存するため、対象者のレベルが低い場合、機能しないことがあ
る。

−

育成対象者の興味分野に偏ることがあり、育成担当者が期待する知識の獲得に結付
かない場合がある。

−

現状の問題解決のための知識獲得が主流であり、体系的な知識になりにくい。

（４）育成計画に基づいたＯｆｆＪＴとＯＪＴ
育成を計画する上で、ＯｆｆＪＴとＯＪＴの関係は、ＯｆｆＪＴがＯＪＴを補完する関
係と考えられています。ＯＪＴを補完しないＯｆｆＪＴの計画は、効果的な育成にはつな
がりにくいともいえます。

３．１．３育成担当者へのガイド
（１）動機付ける
育成は、本人のためであることの意識づけをしっかり行う必要があります。やらされ感
ではなく、自主的な取り組みに意識を変えることが重要です。育成担当者は、育成の目標
を設定したならば、育成対象者に育成の目標について、伝え、考えさせる話し合いの場を
持ち、対象者自身の育成であることを自覚させます。ＯＪＴについては、役割を与えるこ
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との意味合いについて説明します。ＯｆｆＪＴについては、知識の習得とジョブアサイン
の関係について説明します。
（２）指導する
育成の実施段階では、「やらせて」「考えさせる」を基本としていますが、担当者は対
象者のフォローをするタイミングを見計らうことが重要です。育成担当者が育成対象者に
「やらせている」「考えさせている」という状況の放任も困りますが、育成担当者が育成
対象者にあまりに積極的に教えていることもよい状況とはいえません。放任しておくとや
る気をなくしたり、教えすぎると依頼心が強くなったりします。フォローのタイミングと
して、対象者からの質問を待つだけでなく、報告の機会を計画的に設定し、対象者に対し
て「どうおもうか」「なにがわかったか」など問い、その回答に対して「なぜそう考えた」
「次はどうする」などさらに問いかけて「考える力」を強化します。
［なぜを考えさせる］
オープン化環境においては、技術を表面的に捉えがちです。日頃より、何を目的にその
技術を利用するのか、本当にその技術が正しい選択なのか、やり方なのかを考えさせ、整
理させた上で結論を導き出させる指導が必要です。
『人から教わるだけではだめ。「なぜ？」「なぜを解決したい！」なぜそうなるのか、
なぜを解決したいと思う気持ちを養って欲しい。』

［見せて、やらせて、独り立ち］
たとえば、お客様へのプレゼンテーション能力の向上など、育成担当者と育成対象者だ
けでは、伝えきれないものがあります。まず、担当者が対象者にお手本を見せる、次に対
象者に主体的にやらせ、それを担当者が支援します。そして、対象者の能力の向上を判断
して独り立ちさせます。実際に行う前にリハーサルを行うことも有効です。
『最初は自分が先頭に立ってみせて、次第に領域を増やしつつ、あるときから後ろに座
る。いきなり先頭切ってやってこい、というのでは、だめにする可能性がある。』

［基本の技術知識は重要と伝える］
新技術は、用語や方法論が新しいように見えても、過去の技術の発展型や先祖がえりの
技術など、基本的な技術の組み合わせの上に成り立っていることが多くあります。育成対
象者に技術を習得させる際には基本をベースに新技術があるとの指導も重要です。ＩＴス
ペシャリストの方々は、新技術を習得する際に、基本の技術と新技術を比較し相違点を把
握し、基本の技術をベースに新しい技術をマスターするといった工夫もしています。
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『既に持っている知識・技術と最新技術の相違を見つけ出すことと、仕組みを理解する
こと。』
『技術を「新」と受け止めないで、比較論で把握するようにしている。』
『過去の技術の発展系や先祖がえりの上に成り立つことが多いので、自身であれば過去
の技術をどのように発展させるか考え、同じであれば、覚える必要はなくなる。』

［視野を広げる］
お客様にとってシステムの構築は、ビジネス上の課題を解決するひとつの手段でしかあ
りません。ＩＴスペシャリストは、お客様のシステムに対するビジネス上の位置づけを理
解して、お客様のビジネスにとって最適なシステムを提供する取り組みを行う必要があり
ます。ＩＴ技術を追求する指導だけではなく、お客様のビジネスを理解させる指導を行う
ことも重要です。
『ＳＥはお客様にほめられることが少ない。お客様にほめられる仕事をしてほしい。』
『顧客は、コストに興味がある。実現する機能とコストを天秤に掛ける必要がる。』
『顧客に対しては、技術を適用するのが目的ではなく、システムを安定的に稼動させる
ことが重要な使命。』
『（顧客は、）不可能を可能にしろ、というわけではなく、相談に乗ってくれ、という
こと。』

［お客様のリクエストの本質を考える］
システムを構築する際に、お客様の言われる要求の本質を考えないままにシステムを構
築し、結果、お客様の期待に沿わない、システムを構築することがあります。
育成担当者は、育成対象者にお客様が何を考えて要求を提示しているのか深く考えさせ、
フォローする指導が大事です。
『「トラブル対応が必要なシステムでは、これが最適との確信のない人が設計した場合
が多い。』
『（お客様に）言われたからやりました。でも結果、お客様に迷惑をかけている。』
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３．２

組織としてのＩＴスペシャリスト育成

３．２．１

ＩＴスペシャリスト育成をめぐる課題点

ＩＴスペシャリスト委員会の中で種々の育成上の課題及びそれに対する方策が検討され
ました。以下はＩＴ

スペシャリスト育成をめぐる種々の課題点のなかで、組織としての

対応という観点で注目される課題点です。
（１）ＩＴスペシャリストのキャリアパス確立が不十分
ＩＴスペシャリストに関しては、まだ専門職としての認知をあまり受けていない、ある
いは認知されていてもプロジェクトマネージャやＩＴアーキテクトと比較すると専門職と
しての地位がまだ低いという現状があります。また、そもそもスペシャリストが専門職と
しての地位を持ってなく、キャリアアップをするためには管理職に進むしかない会社も多
いようです。しかしＩＴスペシャリストは、進化するビジネスニーズを満たす、先進的な
システムの構築のためにますます高度な経験・スキルを必要としてきています。こうした
時代の要請に対応するためには、ハイレベルのＩＴスペシャリストのキャリアパスを会社
の制度として認知することを検討する必要があります。
（２）職種としてのＩＴスペシャリストのやりがい・魅力を高める必要性
近年、就職先としてＩＴスペシャリストの人気がなくなりつつある、あるいは若手のＩ
Ｔスペシャリストが自分の仕事／キャリアに対する意欲をなくしつつあるという懸念があ
ります。優秀な人材が入ってこない、またそういう人達が別の道を選択するということが
続くことは、会社全体としての技術力の基盤を支える上で問題です。今後は組織としてこ
のような課題にも対応した方策を検討する必要があります。
職種としてのＩＴスペシャリストの魅力をどう高めるかという話は、エントリレベルの
若手に対してだけでなく、ミドルレベル以上のＩＴスペシャストに対しても課題となりま
す。その際、エントリーやミドルレベルのＩＴスペシャリストの目標となるようなＩＴス
ペシャリストをいかに育成するかということが一つのテーマとなります。この点で、この
課題は（１）の課題とも関連することになります。
（３）上司から部下への技術指導が困難
ＩＴ業界では技術の進歩のスピードは日々速まっています。特にＩＴスペシャリストは
その職種の性格上、最も迅速に最新技術を習得する必要があります。その結果現在起きて
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いることとして、上司から部下への技術指導が困難になってきたという問題があります。
これは、部門の上司が最新技術を理解できなくなったため、自分の部下に対して、従来で
あれば行えた技術的な助言、指導をしにくくなってきていることを指しています。このこ
とは直接の技術指導だけでなく、上司が部下に対して行うスキル育成計画策定（３．１節
参照）に関してもいえます。従来であれば上司は自分の経験を元に部下の必要スキル、不
足スキルを把握し、それを元にＯＪＴや研修受講計画を策定することが可能でした。現在
ではこうしたことも次第に難しくなってきています。このため、各社のビジネス要件など
も考慮した上で、ＩＴスペシャリストの各専門分野別に必要スキル項目・経験を客観的に
整理した情報をまとめ、これを元にスキル育成計画を作成するような方式を今後は検討す
る必要があります。この場合、最新のスキル項目・経験を整理すること自体に高度なスキ
ルが必要になるので、これをどう実現するかが課題となります。
（４）ＩＴスペシャリスト育成のための研修コースの陳腐化
技術の進歩のスピードが速まっていることは、ＩＴスペシャリスト育成のための研修コ
ースの陳腐化ももたらしています。しかし、最新技術の研修コースを作りたい場合、ハイ
レベルのＩＴスペシャリストがコース策定に参画することが必要となります。（３）の場
合と同様にこれをどう実現するかが課題となります。
（５）若手スペシャリストの基礎力不足
ＩＴスペシャリスト委員会の場で、多くの委員から最近の若手ＩＴスペシャリストはコ
ンピュータの基礎的な理解（例えばノイマン型コンピュータの動作原理とかプログラミン
グの経験等）が不足しているではないかという意見が出されています。これはコンピュー
タ技術が高度に進化・抽象化し、若手ＩＴスペシャリストはその応用技術から仕事を始め
るようになったことの副作用という理由が大きいものと思われます。このような基本理解
が欠けている状態でシステム設計や導入を行うことが従来はあまり考えられなかったよう
な初歩的なトラブルやパフォーマンス問題を起こす一つの大きな要因になっているとも考
えられます。変化に対応し技術者としての力を長年にわたり維持向上するには基本原理・
原則また構造の理解が重要です。このような課題にも対応した方策を検討する必要があり
ます。

３．２．２

ＩＴスペシャリスト育成のための組織としての方策

前節のような課題を受けて取るべきＩＴスペシャリスト育成のための組織としての方策
としては次のようなことがあります。
（１）キャリアパスにおけるＩＴスペシャリスト職位の明確化
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（２）キャリアパスにおけるＩＴスペシャリストのレベル設定
（３）社内認定制度
（４）育成カリキュラムの作成と研修コースの整備
（５）メンタリング制度
（６）コミュニティ活動等の奨励
（７）ＩＴスペシャリストのスキル育成という観点でのジョブアサイン（ＯＪＴ）
（８）ＩＴスペシャリストの評価制度・インセンティブ
図３−１に３．２．１で指摘した課題点とそれぞれの方策の対応関係を模式的に表しま
す。
育成の課題

方策
キャリアパスにおけるＩＴスペシャリスト職位の
明確化

ＩＴスペシャリストのキャリアパス確立が不十分

キャリアパスにおけるＩＴスペシャリストの
レベル設定

職種としてのＩＴスペシャリストの

社内認定制度

やりがい・魅力を高める必要性

育成カリキュラムの作成と研修コースの整備
上司から部下への技術指導が困難

メンタリング制度
ＩＴスペシャリスト育成のための
研修コースの陳腐化
コミュニティ活動等の奨励
若手スペシャリストの基礎力不足
ITスペシャリストスキル育成という観点での
ジョブアサイン（ＯＪＴ）

ITスペシャリストの評価制度・インセンティブ

図３−１

ＩＴスペシャリスト育成の課題と方策の関係

以下にその具体的な内容に関して個別に説明します。
（１）キャリアパスにおけるＩＴスペシャリスト職位の明確化
技術系社員のキャリアパスにおいてＩＴスペシャリスト職位の役割を明確にする必要が
あります。
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ＩＴスペシャリストの場合、更にその中で専門分野が細分化されることが多く、専門分
野に関しても制度として明確化する必要があるかもしれません。
従来はＩＴスペシャリストの役割を果たす社員は若手中心で、キャリアを積むに従って管
理職あるいはプロジェクトマネージャ職に移行するようなキャリアパスが比較的主流でし
たが、最近の大規模システムは複雑性を増しており、トラブル事前防止の観点でも高度の
経験を持ったハイレベルＩＴスペシャリストの必要性も出てきています。この課題に対応
するためには、ＩＴスペシャリスト職位のまま、管理職あるいはプロジェクトマネージャ
職と同等の上位キャリアとなることを認めるような複線型キャリアパスを検討することも
必要です。複線型キャリアパスの一例を図３−２に示します。
ＩＴスキル標準相当

理事・役員

ライン管理職

技術理事

技術理事

技術理事

ＩＴＡ

ＩＴＳ

ＰＭ

ハイレベル

ハイレベル

ハイレベル

ＩＴＡ

ＩＴＳ

ＰＭ

レベル７

レベル５−６

ハイレベル認定

ＩＴＡ

ＩＴＳ

(ＩＴアーキテクト)

ＰＭ

レベル４

ＰＭ

ＩＴＳ (ＩＴスペシャリスト)

(プロジェクトマネージャー)

レベル３

ミドルレベル認定

ＩＴエンジニア
ＩＴＳ（ＩＴスペシャリスト）エントリ

図３−２

複線型キャリアパス例

41

レベル１−２

（２）キャリアパスにおけるＩＴスペシャリストのレベル設定
ＩＴスペシャリストとしてキャリアを積んでいく社員が現在どのレベルにいるかを客観
的に把握するためには、会社として各レベルのＩＴスペシャリストのスキル基準を定める
必要があります。この基準を定めるに際してＩＴスキル標準の達成度指標が一つの目安に
なります。達成度指標は実際の成功実績を基にあるレベルに達していることを示すもので
す。キャリアを積むという面で、ビジネス面での貢献・業績と共に必要なプロフェッショ
ナルとしての貢献を基準としています。表３−１は、ＩＴスキル標準(２００６年４月１日
発表のバージョン２)の達成度指標の一部をまとめたものです。
表３−１

ＩＴスキル標準における達成度指標抜粋

レベ
ル

責任性

サイズ・複雑性

プロフェッショナル貢献

７
(※)

設計、構築の技術チーム責任者
として、他のＩＴスペシャリス
トをリードし、顧客から要求さ
れた要件（機能性、回復性、可
用性など）を３回以上（内１回
以上はレベル７、他はレベル６
以上の複雑性、サイズ相当）成
功裡に達成した経験と実績を
有する。
同等のプロジェクトの提案活
動にＩＴスペシャリストとし
て参画し、プロジェクトを成功
させた経験と実績を有する。

ピーク時の要員数５００人以
上で複雑性の条件が３つ以
上、またはピーク時の要員数
５０人以上５００人未満で複
雑性の条件が５つ以上に該当
する高難易度プロジェクトを
成功裡に実施した経験と実績
を有する。
複雑性に関しては「世界的視
点でもトップレベルのシステ
ム」が必要。

専門領域について他を指導す
ることができる高度な専門性
を保有し、業界をリードでき
る。
学会活動等の技術の継承に対
して５項目以上の実績を有す
る。

６

設計、構築の技術チーム責任者
として、他のＩＴスペシャリス
トをリードし、顧客から要求さ
れた要件（性能、回復性、可用
性など）を３回以上（内１回以
上はレベル６、他はレベル５以
上の複雑性、サイズ相当）成功
裡に達成した経験と実績を有
する。
同等のプロジェクトの提案活
動にＩＴスペシャリストとし
て参画し、プロジェクトを成功
させた経験と実績を有する。
設計、構築の技術チーム責任者
として、他のＩＴスペシャリス
トをリードし、顧客から要求さ
れた要件（性能、回復性、可用
性など）を３回以上（内１回以
上はレベル５、他はレベル４以
上の複雑性、サイズ相当）成功
裡に達成した経験と実績を有
する。

ピーク時の要員数５０人以上
で複雑性の条件２つ以上、ま
たはピーク時の要員数１０人
以上で複雑性の条件が４つ以
上に該当する高難易度プロジ
ェクトを成功裡に実施した経
験と実績を有する。

専門領域について他を指導す
ることができる高度な専門性
を保有し、業界に貢献してい
る。
学会活動等の技術の継承に対
して４項目以上の実績を有す
る。

ピーク時の要員数１０人以上
５０人未満で複雑性の条件２
つ以上、またはピーク時の要
員数１０人未満で複雑性の条
件の４つ以上に該当する高難
易度プロジェクトを成功裡に
実施した経験と実績を有す
る。

専門分野について他を指導す
ることができる高度な専門性
を保有し、社内に貢献してい
る。
学会活動等の技術の継承に対
して３項目以上の実績を有す
る。

５
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４

３

設計、構築の技術チームリーダ
として、他のＩＴスペシャリス
トをリードし、顧客から要求さ
れた要件（性能、回復性、可用
性など）を２回以上（内１回以
上はレベル４、他はレベル３以
上の複雑性、サイズ相当）成功
裡に達成した経験と実績を有
する。
設計、構築の技術チームメンバ
ーとして、顧客から要求された
要件（性能、回復性、可用性な
ど）を１回以上（レベル３の複
雑性、サイズ相当）成功裡に達
成した経験と実績を有する。

ピーク時の要員数１０人未満
で複雑性の条件２つ以上のプ
ロジェクトを成功裡に実施し
た経験と実績を有する。

専門領域について高度な専門
性を保有し、後進を指導してい
る。
学会活動等の技術の継承に対
して１項目以上の実績を有す
る。

複雑性の条件２つ以上のプロ
ジェクトを成功裡に実施した
経験と実績を有する。
（サイズは特定せず）

専門領域について専門性を保
有し、独力で実践している。

(※)レベル７は現行のＩＴスキル標準では定義されていませんが、ＩＴスキル標準
プロフェッショナル・コミュニティＩＴスペシャリスト委員会では改善提案としてレベ
ル７の必要性を提案しており、このレベルを導入する場合の定義例を提示しています。
会社・組織によっては、レベルの定義に会社・組織固有のものを加味して考えることも
必要になります。例えば技術の先進性の度合い（部門内／社内／社外での第一人者等）や
個人の影響力・貢献の範囲（部門内／社内／社外への影響・貢献等）等があります。
（３）社内認定制度
ハイレベルＩＴスペシャリストのスキル向上、地位向上、モラルアップ等に有効な方策
の一つとして社内認定制度があります。既に社内審査に合格した社員を「プロフェショナ
ル」として認定する制度を採用し、運用しているところもあります。
ハイレベルの認定制度を導入するにあたって、いくつか考慮すべき点があります。
審査方法について、あらかじめ規定されている基準をもとに書類審査やそれに加えて面接
審査など様々な形がとられています。審査にあたって、対象者を十分評価できるよう、専
門分野のわかるメンバーとして加わることが重要です。
認定レベルについて、一レベルだけの場合と複数レベル毎に実施するやり方があります。
後者の場合、レベル毎に判定の観点が異なり、それに伴い必要条件や審査の方法を検討す
る必要があります。人事制度との関連について、認定制度を人事上の格付等と何らかの関
連付を持つ場合と別のものとして取り扱う考え方があります。またベンダーや認定機関が
実施している独自の認定についての社内制度での評価も考慮の点の一つとなります。
認定に際しては前記（２）で紹介した各レベルの経験・スキルの基準が前提となります。
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表３−２にスキル部分に関する具体的な評価項目の一例を提示します。
表３−２

社内認定制度における評価項目例

コアスキル
(他専門職と共通に必要なスキル)
ビジネススキル
リスクマネージメント
提案活動経験
社内基盤の活用
ビジネス戦略の理解
価格、財務知識
リーダーシップスキル
ナレッジマネージメント
チーム活動の効率化
プロフェッショナルとしての活力

コアスキル
(ＩＴスペシャリストとして共通に必要なスキル)
問題解決能力
ソリューション開発能力
アーキテクチャの利用
プラットフォーム／サブシステムの適合性
ソフトウェア製品の適合性
社内知的資産の利用
メソドロジの利用

チームメンバーへの影響力
プロジェクトマネジメント
リレーショナルスキル
意思疎通能力
交渉能力
等

データベース
データモデリング
データベース設計
データベース運用、保守
データベースパフォーマンス
メタデータ管理
開発メソドロジの適用
等

専門分野スキル

(データベース分野の例)

（４）育成カリキュラムの作成と研修コースの整備
前記（３）までのような形でＩＴスペシャリストのレベル定義と認定制度の整備を行っ
た後は、より上位のＩＴスペシャリストを目指すためにどのようなことを行えばいいのか
(組織／指導する立場からはどのようなことを行わせればいいのか)が次の課題となります。
各社の様々な事例を参考にしたところ、全般的に次のような傾向が認められました。
ハイレベル

（ＩＴスキル標準

レベル５−７)：

スキルアップは実プロジェクト／コミュニティ活動が中心。また独学が大きなウ
ェイトを占める。研修コースを開発する場合、専門分野のより上位のＩＴスペシャ
リストの参画が必須となる。
ミドルレベル

（ＩＴスキル標準

レベル

３−４)：

研修は専門分野が中心。
研修のレベルはミドルレベルの中で更にエントリー／ア
ドバンストの２レベル程度を設定することが多い。ＯＪＴあるいは実際のプロジェ
クトの中での独学が重要。

44

エントリレベル

（ＩＴスキル標準

レベル

１−２)：

全員共通の集合研修やｅ−ラーニングを中心とした研修が主体。後半では専門分
野別の研修がはじまる。
研修は育成上、重要な手段ですが、各社の様々な事例をみても、スペシャリストのレベ
ルによって研修の有効性の位置付けが異なってきています。その中でＩＴスペシャリスト
に特徴的な点としては、ミドルレベルに対する研修体系の話があります。それはＩＴスペ
シャリストの場合、ミドルレベルでのスキルアップにおける研修の比重が比較的高い傾向
にあるからです。
更にＩＴスペシャリストの場合、ミドルレベルでは細分化された専門分野別に研修体系
（育成カリキュラム）を整備する必要が生じます。具体的な専門分野及び研修体系は各社
ごとに、ビジネスニーズや自社の特徴を生かした形で整備していく必要があります。
ＩＴスキル標準でもＩＴスペシャリストの個別専門分野ごとの育成カリキュラム（ＩＴ
スキル標準ではこれを研修ロードマップと呼んでいます）の策定を行っています。各社は
独自に育成カリキュラムを策定する際、これを参考とすることが可能です。
図３−３、図３−４にＩＴスキル標準で現在定義されている研修ロードマップの一部をサ
ンプルとして示します。
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図３−３

研修ロードマップサンプル１

図３−４

研修ロードマップサンプル２
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ＩＴスペシャリスト向けの研修カリキュラム策定には、高度の専門知識が必要となりま
す。また、研修カリキュラムを策定する過程で、社内研修で不足するものがありそれを外
部から調達できない場合、新たに研修コースを開発する必要がありますが、技術的に高度
な内容の研修コースの場合、会社のビジネスの対象としている分野に合わせて、コース開
発作業そのものも高度の専門知識を持った人が行う必要があります。
そのため、これらの作成作業はハイレベルＩＴスペシャリストが業務として行うことに
するなどの方策が必要となりますが、研修コース開発や実施はハイレベルＩＴスペシャリ
スト自身の育成にもつながるので、組織としてはこうしたことまで踏まえた上での配慮が
必要です。また、この際には後ほど（６）で紹介するコミュニティ活動を活用するなどの
方法もあります。
従来から現場の第一線で仕事をするＩＴスペシャリストは必要性がわかっていてもプロ
ジェクトスケジュール上研修の日程を調整できない、あるいは集合研修に参加する時間を
取る余裕がないといった課題がありました。しかし最近はｅ−ラーニングの仕組みもかな
り定着し、実習を必要としない研修に関してはある程度場所、時間の制約を解決できるよ
うになってきました。こうした仕組みを積極的に取り入れることも必要です。
（５）メンタリング制度
従来のＩＴスペシャリストは俗に「徒弟制度」といわれるように、先輩社員のすること
を見よう見真似でスキルをつけ、成長していくケースが多かったものと思われます。各社
の第一線スペシャリストのインタビュー結果でも、このような「尊敬できる先輩の背中を
見て成長した」例を多く見ることができます。
『１０年先輩で、アプリケーション開発から基盤構築まで、なんでもできる人だった。
なんでもできる人なので、顧客を説得できるところが目標となった。』
『お客様への訴求力も強く、一本筋が通っていた。恐怖心を持ちながらもこうなるには
どうしたらいいのだろうと思っていた。』
『教わるのではなく、自己の力は自分で磨くことを、教えてもらったと思う。また、最
初に「ＳＥとは何だ」について教えてもらった。「ＳＥだけが、お客様のことを考え
てシステムをつくっている。自信を持って取り組め」と言われ、それが、私のベース
になっている。』

しかし技術の複雑化、細分化が進んだ現在、若手スペシャリストの管理職は部下に対し
て技術的なアドバイスを与えることすら難しくなってきているため、このような徒弟制度
的な仕組みが機能しなくなってきているのが現実です。このような課題に対して、組織が
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「メンタリング制度」の中で師（メンター）と弟子（プロテージ）の関係を作り、後進を
育成するような仕組みをとっている会社もあります。今後はこの様な方策を検討すること
も必要となります。図３−５にメンタリング制度運用方法の一例を示します。

認定プロフェッショナル
メンタリング活動
・適格認定期間中の活動ガイド
・申請資料作成アドバイス
等

プロフェッショナル認定判定会議
(判定者は複数のメンターとは別の上位プロフェッショナル)

・スキル
メンター

適格認定者

（特化分野の上位プロフェッショナル）

(適格認定期間 0.5 - 2年)

・ビジネス上の必要性
・プロジェクト以外の貢献活動
などを元に判定

メンターの選定
(特化分野、部門などを
元に選定)

組織マネージメント

適格認定者の推薦

適格認定申請時に、申請資料を
いったん作成

候補者 ＩＴスペシャリスト

(ビジネス上の必要性、スキルなどが基準)

図３−５

メンタリング制度運用例

（注）認定プロフェッショナル：当該企業で認定されたハイレベルのＩＴスペシャリスト
プロフェッショナル認定判定会議：ハイレベルのＩＴスペシャリストを認定する判定会議
上位プロフェッショナル：候補者より上位レベルのＩＴスペシャリスト

この例では、プロフェッショナル認定を目指す候補者、ＩＴスペシャリストに対して一
定の適格認定期間という準備期間を設け、この期間中にプロフェッショナル認定を行うた
めに足りない部分を補うような活動を行なうという形をとっています。この期間に候補者
に対してアドバイスし支援を行うのがメンターという位置づけです。メンターとプロテジ
ーの関係は双方の合意にもとづくもので、強制的に行なうものでは在りません。このよう
な形で組織の上下関係やプロジェクトとは直接関係ない師弟関係を作り、候補者に必要な
アドバイスがふさわしい人からもらえるような仕組みを制度として作っています。メンタ
ーを探すにあたって、候補者本人が行なう場合あり、また組織の管理者などが候補者のス
キルエリア、所属部門などを元に選ぶ場合がありますが、メンターを探す仕組みを設定し
ておく必要があります。メンタリングはメンター側にも学ぶところが多く、メンターとな
ることはハイレベルＩＴスペシャリストの育成の方法とも考えられています。ＩＴスキル
標準では後進の育成はプロフェッショナル貢献として必須のものとなっています。
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（６）コミュニティ活動等の奨励
社内認定制度でプロフェッショナルとして認定されたハイレベルＩＴスペシャリストは、
自分が担当するプロジェクトを見るだけでなく、もっと全社的、あるいは業界全体に対す
る貢献が要求されるし、またそうした活動が自身のスキルアップにつながる意味合いを持
ちます。このため、ハイレベルＩＴスペシャリストに対しては、出版・講演・標準化・特
許・教育コース開発・論文などの活動を奨励するような方針を組織として持つ必要があり
ます。また、上で説明した社内認定制度の評価基準のひとつとしてこのようなコミュニテ
ィ活動を含めることにより、ハイレベルＩＴスペシャリストに対してコミュニティ活動の
促進を図ることも一つの方策となります。
以下はＩＴスペシャリスト専門分野コミュニティ活動(専門分野ごとに作られた専門分野
コミュニティ)の活動例です。
□

エントリー／ミドルレベルＩＴスペシャリスト向け専門分野スキルの育成
−

専門分野別研修ロードマップの開発、保守

−

専門分野別メンタリングガイドの開発、保守

−

全ＩＴスペシャリスト向け講習会の運営
(研修テーマ選定からコミュニティメンバが自主的に行う)

−
□

社内認定試験問題の作成、保守
ハイレベルＩＴスペシャリスト向け専門分野スキルの深化

−
□

認定プロフェッショナル向けセミナーの運営
専門分野スキルの共有

−

グループウェアによるディスカッション、アドバイス活動

−

グループウェアによる資料の蓄積と共有

−

グループウェアに投稿された資料の社外団体への応募推奨活動

等
従来この種の活動は、ややもすると世話好き／物好きなプロフェッショナルがボランテ
ィアベースで行うものと思われがちで、上位マネジメントからも正当な仕事の一部として
認められずコミュニティ活動の阻害要因となってきた一面がありました。しかし上で述べ
たようにこうした活動は会社全体にとっても、またプロフェッショナル個人のスキルアッ
プのためにも必須のものです。
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今後は組織としてハイレベルＩＴスペシャリストがこうした活動にある程度の時間を割
くことを認め、更には会社への貢献の一部として積極的に評価するような文化をつくって
いくことが真のプロフェッショナル育成のために必要なことであると考えます。
（７）ＩＴスペシャリストスキル育成という観点でのジョブアサイン（ＯＪＴ）
最近の若手ＩＴスペシャリストはコンピュータに関する基礎的なことがわからないまま、
抽象度の高い最新技術に取り組んでいる点が問題ではないかという話がでています。ＩＴ
スペシャリスト委員会での共通理解として、また第一線スペシャリストへのインタビュー
結果からも、経験のまだ少ないＩＴスペシャリストに対して必ず実プロジェクトでプログ
ラミング経験をつませるなど、実際の仕事に結びついたスキル育成をはかることが重要で
す。
同時にいろいろな切り口で多くの経験をさせることがＩＴスペシャリストの育成の観点
で重要であることが認識されています。即ちスキル育成の観点からジョブアサインを考え
る上で重要なものの一つがジョブローテーションです。
−

お客様に日々直接接する立場と社内で他の社員を支援する立場

−

提案、設計、構築、運用のそれぞれのフェーズ

などいろいろなどＩＴスペシャリストが経験しておくべきことは多々あります。ＩＴスキ
ル標準ではレベル３以上で一連の局面での経験を求めています。しかし、具体的にそれを
実現するのは難しいことも多いようです。組織としては、短期的な個別プロジェクトでの
生産性ということだけでなく、ＩＴスペシャリストの成長のためという、より長期的視野
に立った上でのジョブローテーションの仕組みを考えることは重要です。ジョブローテー
ションは所属を超えた異動を伴うことも含みます。
（８）ＩＴスペシャリストの評価制度・インセンティブ
社内プロフェッショナル認定制度以外のＩＴスペシャリストへの評価方法については各
社の方針により種々です。ＩＴスペシャリストに対する効果的なインセンティブを考える
上では、そもそも

ＩＴスペシャリストは金銭的なことより別の要素、例えば、やりがい

のある仕事に喜びを感じる人間が多いことが関係しているのかもしれません。
そうした中で、具体的な方法として例えば次のようなものがあります。
−

公的資格、デファクトスタンダード資格取得に対して報奨金を出す

−

特に顕著な取得およびレベルアップの成果を挙げた者は年末表彰する

−

優秀な論文に対してはコンベンションに招待する

−

システムデザインコンテストを行い、プロジェクト規模によらず技術的に優秀なデザ
インを行ったＩＴスペシャリストを表彰する
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４．

４．１

ＩＴスペシャリスト紹介

ＩＴスペシャリストへのインタビュー

ＩＴスペシャリストとして第一線で活躍されている若手から中堅、そして業界を代表
する方まで、合計９名の方にインタビューを行い、ＩＴスペシャリストとして活躍するに
至った経緯、育成の在り方等について意見を伺いました。
■インタビューに協力いただいた方（50 音順）
（２００６年３月現在）
No.

氏名

会社名

所属

１

青木俊一氏

ＮＴＴデータ先端技術株式会社

ソリューション部

課長

２

河毛正光氏

ＮＲＩデータサービス株式会社

基盤サービス事業本部

（＊）

基盤サービ事業一部
上級システムエンジニア

３

関孝則氏

日本アイ･ビー･エム株式会社

テクニカル・セールス・サポート
技術理事

４

中澤義之氏

ＴＩＳ株式会社

産業第３事業部

基盤ソリューション部

５

中村晃氏

株式会社日立製作所

プラットフォームＳＩ本部
トフォームＳＩ部

６

前田高光氏

富士通株式会社

共通技術プラッ

主任技師

ＴＲＩＯＬＥ基盤統括部

ＳＩ技術部

プロジェクト課長
７

丸尾和弘氏

ＮＴＴコミュニケーションズ株式

システムエンジニアリング部

会社

Project Management Office
技術戦略担当

８

望月悟氏

新日鉄ソリューションズ株式会社

ＩＴインフラソリューション事業部
エンジニアリング部

サーバ･ストレージチ

ームリーダ

９

和田みどり氏

日本電気株式会社

企業ネットワークソリューション事業部
シニアエキスパート
注

＊：２００６年４月合併により株式会社野村総合研究所となる
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ＩＴスペシャリスト紹介−１

ＮＴＴデータ先端技術株式会社

青木俊一氏

＜プロフィール＞
ＮＴＴデータ先端技術株式会社

ソリューション部

課長

入社当初は通信制御系のミドルウェアの開発を手がける。１９９１
年頃から Oracle を中心としたオープンシステム系の技術支援を
実施し、Oracle 社との協業も推進。現在はＮＴＴデータのグルー
プ企業で、データベースやストレージを担当するグループのマネジ
メントを行っている。

■自身のスキルが伸びたプロジェクト
１９９５年ごろに経験した金融系の大規模分散基盤系システムの構築プロジェクトでは全国
に展開した約１５００台のサーバ用のミドルウェアの設計からテストまでをサブリーダーとし
て担当しました。プロジェクトは昼夜を問わない厳しい作業が連続した非常に困難なものでした。
お客様は技術的に厳しい方でしたが、自分で勉強を続けることによってそのお客様の信頼を得る
ことができたと思います。質問に即答できないとお客様からの信頼を失うという危機感を持って
いた状況の中、勉強することとお客様と信頼関係を持つことの重要性を学びました。このプロジ
ェクトの経験を通して Oracle に関して深いレベルまで理解することができたと感じています。
また、このプロジェクトでは上流工程から最終工程まで一貫して経験することができたので、開
発プロジェクト全体の流れを把握することができるようになったのも、貴重な経験であったと考
えています。
■ＩＴスペシャリストの醍醐味
自分が仕事を行う上でやりがいを感じるのは、何かあった時の「最後の砦」として頼られるこ
とです。特にデータベースのチューニングに関しては、打った対策の効果がパフォーマンスに顕
著に現れるため、自分としては何でもないことをやっただけのつもりなのに、お客様に大変感謝
されることもあります。これは何物にも換えがたいＩＴスペシャリストの醍醐味だと思います。
この他、自分が設計したシステムが実際に稼働している姿を見ることもＩＴスペシャリストと
して大きなやりがいになっていると思います。
■ＩＴスペシャリストとして必要な資質
ＩＴスペシャリストとして自分の専門とする分野の製品知識を深く持つことは当然ですが、よ
り高いレベルを目指すのであればそれだけでなく、お客様の立場に立った上で「この製品はこう
あるべきだ」ということを常に提案できるようにする姿勢が重要だと思います。自分は自身のプ
ロジェクトでこうしたことを考え、実際に製品の開発ベンダに機能の改善要望を出したこともあ
ります。最近の若い方は技術検証を行っても「結果がこうなりました」という報告レベルに留ま
ってしまっているケースが多いことを残念に思っています。
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■見習うべき先輩
自分がＩＴスペシャリストとして尊敬できる人は、これまでお付き合いさせていただいたベン
ダの方に数名います。こうした人の何名かとは今でも時々製品の技術に関して話し合う機会があ
ります。そうしたときは「この製品の機能は本来こうあるべきだ」という話題になりがちです。
私がＩＴスペシャリストとして尊敬できる人に共通していることは「技術に対する考え方がロジ
カルであること」「技術のあるべき姿をいつも考えていること」だといえると思います。
■若手の育成に関して
自分は現在専ら後方からプロジェクトのメンバーを技術的に支援する立場にいますが、現場の
第一線を経験しているメンバーと、新人のときから私の部門に配属されて検証作業ばかり行って
きたメンバーでは成長の度合いが大きく異なっているように感じています。スキルの育成という
観点で、私の部門のメンバーをプロジェクトに入れて経験を積ませたいのですが、プロジェクト
側では即戦力を重視するのでなかなか経験の浅いメンバーを受け入れてもらえません。もっと会
社全体として、メンバーの育成に注力できる仕組みを整備する必要があると考えています。
また、経験の浅いメンバーに対して現場のプロジェクトに近い経験をさせる手段として社内の
Ｑ＆Ａ サポートを担当させる場合もあります。Ｑ＆Ａサポートといっても単に相手の質問にそ
のまま回答するのでなく、質問の背景などを考慮して実際に実機で検証するなど、相手の疑問に
より的確に正確な回答をタイムリーに行う必要があります。こうしたことが本人のスキルアップ
につながると考えています。また Ｑ＆Ａサポートの経験を通じてコミュニケーションのスキル
を身につけたり、あるいは社内の状況把握といった副次的な効果も出ることがあります。
■ＩＴスペシャリストを目指す若手へのメッセージ
お客様から信頼されるようになるには、技術的なスキルはもちろんですが、ヒューマンスキル
も必要で、両方のバランスを取ることが重要だと思います。お客様や、ベンダの方あるいは自社
のプロジェクトのメンバーとコミュニケーションを取りながら、良好な関係を築くことも重要だ
と思います。プロジェクトはこうした人たちとの協力があって初めて成功するのであって自分ひ
とりの力では何もできません。つまらない話ですが、メールには必ず返事を出す、きちんとした
電話対応を心掛けるといった基本的なことをしっかり守って欲しいと思います。仕事は give
&

take の関係にあるので、普段こうしたことを守っておくことが、後々何かの役に立つ時が

くると思います。
＜推薦図書＞
書名：「ネットワーク対応データベース構築ガイド」
著者：織田 敬三

出版社：電波新聞社

コメント：基本が理解できるので、私の部門では新人の教育用に使用しています。
書名：「ＲＤＢＭＳ解剖学」
著者：鈴木 幸市、藤塚 勤也

よくわかるリレーショナルデータベースの仕組み
出版社：翔泳社

コメント：ＲＤＢＭＳの内部構造や仕組みが分かりやすく説明されています。
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ＩＴスペシャリスト紹介−２

ＮＲＩデータサービス株式会社

河毛正光氏

＜プロフィール＞
ＮＲＩデータサービス株式会社
基盤サービ事業一部

基盤サービス事業本部

上級システムエンジニア

１９８７年入社後、大型汎用機のシステムマネジメント、サーバシステ
ム設計コンサル、ＡＰ開発等に従事。現在、大手金融基幹向けのサーバ
システムのマネジメント業務のリーダ。

■維持管理費用の低減は開発の初期段階から
顧客には経営計画があり、予算があり、その環境下でシステムのインフラを提供する必要があ
ります。システム費用は開発より運用・維持管理フェーズに多くの費用が発生するので、開発プ
ロセスの初期段階から維持管理費用の低減をよく考える必要があります。
入社以来、大手金融機関のシステムにおける開発の業務を担当し、現在システム運用アウトソ
ーシングのプロジェクトリーダとして運用サイドの仕事を実施しています。開発と運用の両方の
業務を経験したことから、開発プロセスの初期段階から運用・維持管理フェーズに対する設計工
程を組み込む必要を痛感しています。
■お客様の信頼を得るために
システム構築にあたり、顧客の経営と通じている部門長と顧客の部門メンバーとの考えに乖離
があり、部門メンバーの説得に苦労したことがあります。技術用語を多用せず、分かり易い言葉、
理解を促す図を多用することを常に心がけながら、自分の思っていることを誠心誠意、包み隠さ
ず部門のメンバーに説明を行いました。その後、お客様から信頼を得ることができ、腹を割った
話をさせていただけるようになりました。『誠心誠意』対応するのが一番だと思います。
■プロジェクトメンバーとのコミュニケーション
プロジェクトを円滑に推進するため、プロジェクトリーダとして良い情報も悪い情報も隠さず
情報共有することを徹底しています。そのためにメンバーとのコミュニケーションはメンバーの
状況を見ながら声をかけるようにしています。また、メンバーには一つの目標を与えています。
与える目標は、次へのステージに進めるようモチベーションとスキルの向上を睨んだものにして
います。
■ＩＴスペシャリストの育成
一昔前は、運用と開発業務の人材のローテションが比較的スムースに実施されていました。現
在、技術革新のスピードが進み、高い専門性が求められるため、運用、開発のいずれかを専門的
に取り組む状況にあります。その結果、個別の技術を極めたエキスパートは多く育っていると思
いますが、そのエキスパートや個々と技術を束ねてシステムを作り出していく人材の数が少ない
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ことが気になっています。
エキスパートを束ねる人材の育成には、多くの経験を積ませて視野を広げるこが必要ですが、
自分のチーム等、小さな単位では経験できる業務に限界があります。組織的に大きな範囲で人材
のローテションを行うことが効果的であると考えています。
■ＩＴスペシャリストとして必要なこと
技術的に常にお客様より一歩先にいることはＩＴスペシャリストとして大切なことです。この
ため、広く雑誌やＷｅｂなどから情報を収集し、これはと思う製品や技術にめぐりあえば、ベン
ダを呼んで更に詳細な情報収集を行っています。
また、ＩＴスペシャリストはお客様やプロジェクトメンバーとの信頼関係を築くため、対人関
係に気を配ることも大変重要です。人とどう接するかを考える観点で雑誌「プレジデント」の記
事をよく読みます。会議の中での人との接し方、ふれあい方などは大変参考になりました。
■私が影響を受けた先輩
私を育ててくれたり目標となるなど、私が大きな影響を受けた先輩は２人います。一人は１０
年程の先輩で、アプリケーションの開発から基盤構築まで何でもできる人でした。お客様を上手
に説得しながらシステムの構築や運用の業務を成功させることができ、私自身の目標となりまし
た。
もう一人は数年先輩で、自分と同じ分野の仕事をしている方です。この先輩は、年が近いせ
いもあり、身近な好敵手として意識しました。
■ＩＴスペシャリストを目指す方へ
ＩＴスペシャリストに向いている人は、責任感が強い人、粘り強さのある人、洞察力や決断力
に優れている人だと考えています。システムを安定的に稼動させるために、情報を鵜呑みにしな
い（だまされない）ことが重要です。正確な判断をするためにも、ＩＴ基盤の知識（特にコンピ
ュータの動作原理）を身につけるように心がけてください。
ＩＴスペシャリストを目指す方は、是非、自分自身が変化し続けること常に前向きであって欲
しいと思います。特に若いうちは保守的になってはいけないと思います。がむしゃらにやりまし
ょう。右にならえをやめて、新しい工夫をどんどん行い、新しい発見をしましょう。

＜推薦図書＞
書名：UNIX カーネルの設計
著者：モリス・Ｊ．バック、（訳）坂本

文、多田 好克、村井 純

コメント：UNIX は比較的単純なため、動作原理が理解しやすい。
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出版者：共立出版

ＩＴスペシャリスト紹介−３

日本アイ･ビー･エム株式会社

関

孝則氏

＜プロフィール＞
日本アイ･ビー･エム株式会社

テクニカル・セールス・サポート

技術理事
１９８５年入社後、知的財産関連の調査、メインフレーム開発に従
事。１９９４年からロータスノーツ技術コンサルティングを統括。
２０００年から米国ＩＢＭ技術戦略部門スタッフ。２００２年より
アジア地域グリッド・コンピューティング事業の技術統括、２００
６年より IBM 製品全般の本社技術支援部隊を統括。

■ノーツとの出会い
１９８０年台、ＩＢＭ社内でメインフレーム上に誰の資金援助も受けずにグループウェアを作
った人がいました。当時、大和研究所に勤務していましたが技術的に困って情報をアップすると
次の日にヒントをくれるシステムに大変驚きました。コンピューティングからコミュニケーショ
ンに変ることを確信し、それに合わせて自分のキャリアも変えようと考え、所属する部署でノー
ツに取り組もうと上司の説得を試みました。しかしながら、説得ができなかったためノーツに取
り組める部門に飛び出しました。
■ノーツスペシャリストへ
新しい部署に移ってからは、ノーツにはなぜこのような仕様にしたかといった情報がなかった
ので、関連する雑誌の記事を何度も読み返し自分なりの体系を作り上げていきました。エンジニ
アであればマニュアルを読まずに勘でいくことが多いものですが、これができるのはエッセンス
を理解しているか否かの違いです。ノーツを理解し自分なりの体系ができると、原理原則が働い
て細かいことを理解しなくても、行間が見えてくるようになります。大手生命会社の案件ではノ
ーツサーバ２０００台規模のシステム導入を成功に導くことができました。
■絶対に動かしたいなら絶対に譲れない
ノーツはＩＢＭの製品と違って情報はオープンなものしかありません。そこに付加価値を付け
ることがベンダ系の技術者に必要になります。仕様もソースコードも公開されるようになると、
お客様の要望を製品導入に向けてどう変換していくかがＩＴエキスパートに期待される役割で
す。お客様と製品の両方のコンテキストの中で技術を見つめられるおもしろさや難しさを感じな
がら、いかに付加価値を付けるかが大変重要です。
ノーツは特殊な製品であり、よく言えば統合アプリ、悪く言えばただのパッケージです。お客
様が素直に作ろうとすると、パフォーマンスや、開発工数といったことが問題になり動かないこ
とがあります。絶対に動かしたいなら、お客様のプライオリティと開発の思想を知っていること
が必要です。絶対に動かしたいなら、絶対に譲れないものがあります。
■ＩＴスペシャリストとＩＴアーキテクトの役割分担
昔のＩＴスペシャリストは材料に近い人だったと思います。ＯＳしかなかった時代からだん
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だんとミドルウェアが完成し、ＩＴスペシャリストとＩＴアーキテクトの仕事は近づいてきてお
り、見分けがつかなくなってきています。ＳＡＰのように大きな材料を使う場合はＳＡＰのこと
をとことん知ったスペシャリスト、いろいろな設計要素があるときはアーキテクトといったよう
に業務の対象によって区分することは出来ると思います。
制度として２つの職種を分けると会社のプロセスと結びつける必要が出てしまい、なかなか
難しいこともあります。「私はこれとこれに強い」といったスキルセットが大事であり、大きな
枠があって選択できるような仕組みがよいと思います。
■ＩＴスペシャリストの育成
育成のプログラムとしては、コンサルのように先ず課題を取り出してあげて、技術検証を含
めてまとめていくようなものがよいと思います。最初は自分が先頭に立ってみせて、次第に領域
を増やしながら、あるときから後ろに座る。いきなり「先頭を切ってやってこい」というのは、
本人を駄目にする可能性があります。自分自身が課長クラスの時代に接した５〜６人の若手では、
このような手法で２人位がすごく伸びたと感じました。
ビックブラザーと称して、先輩、後輩をつけて育成する手法もあります。ビジネスの場面で
「それは良くない、エンジニアとしてこう言わなくてはいけない」等、人づてでなくては伝わら
ないものが沢山あります。微妙なノウハウを伝えるこができず、団塊の世代退職による２００７
年問題について、各企業があわてて取組みを始めています。
■ＩＴスペシャリストを目指す方へ
ＰＭの方が偉いとう認識があるのか、エンジニアから見ればやばいと分かっていても言わずに
後から問題が出ることがあります。それぞれの持ち場の責任者はあなたしかいないと理解しても
らう必要があります。P・F.

ドラッカーの著書プロフェッショナルの条件にもありますが、知

識労働者は今後どうあるべきかを考え、サッカーと同じでプロセスは１００%ではないことを理
解することが必要です。各持分の専門分野を持っていて、その範疇ではエグゼクティブの観点を
持たないと失敗します。
問題を否定しない人が多いのも気になります。問題を与えたときに質問しない。あのときこう
言い、今こう言っていることが矛盾していても疑わない。与えられたことに満足していてはいけ
ません。根っ子を考えて問題を再定義して取り組めば、これは明らか間違いであると言えるよう
になります。自分で課題を設定する力が３０歳位までに完成していることが重要です。
＜推薦図書＞
書名：プロフェッショナルの条件―いかに成果をあげ、成長するか はじめて読むドラッカー
著者： P．F．ドラッカー、 （翻訳）上田 惇生

出版社：ダイアモンド社

コメント：まさに知識労働者であるべきＩＴエンジニアが、生産性を高めて成果をあげるため
に、過去のしがらみの考え方から脱するための気づきになります。
書名：未来地球からのメール―２１世紀のデジタル社会を生き抜く新常識
著者：エスター

ダイソン、

（翻訳）吉岡

正晴

出版社：集英社

コメント：インターネットで起こりえることのヒントを大胆な切り口で提示しています。既成
概念をくずすための手助けをしてくれます。
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ＩＴスペシャリスト紹介−４

ＴＩＳ株式会社

中澤義之氏

＜プロフィール＞
ＴＩＳ株式会社

産業第３事業部

基盤ソリューション部

２００１年４月入社。データベース技術を軸に情報システムを構
築する上で必要となるコンポーネント（ハードウェア、ソフト
ウェア）の設計、構築、導入およびテストを担当するプロジェ
クトのリーダ。

■ＩＴスペシャリストとしての歩み
情報産業企業のシステムリプレース案件があり、メンバーとしてリレーショナルデータベース
の導入を担当、以後約１年半は、電気産業、旅行業などのデータベース構築のメンバーとして仕
事をしていました。入社３年目より、データベースの構築だけでなく、インフラシステムテスト
支援、バックアップリカバリ設計支援など業務の領域をひろげてきました。
最近では、システム構築、データベースサーバのリプレース案件のプロジェクトリーダを担当
しています。
■ＩＴスペシャリストの役割

〜全体を見通す

オープンシステムの環境下において、システム基盤構築を担当しています。なので、ＩＴスペ
シャリストは、システム全体を見通した上で、最適なコンポーネント（ハードウェア、ソフトウ
ェア）の組み合わせを設計する責任を負っていると考えます。最適なシステムを構築するために
は、各コンポーネントとそのスペシャリストを組み合わせ、まとめてプロジェクトを推進する力
が必要と考えています。
私がまとめる力が必要と考えるようになったのは、経験したプロジェクトの原体験によります。
各スペシャリストが自分の担当範囲に固執し、他のスペシャリストとの連携を欠き、プロジェク
トの品質に悪影響がでたことがあります。
■厳しいプロジェクトの経験は貴重
自分自身を振り返り、スキルが向上したと実感したのは、お客さまの新規システム構築のプロ
ジェクトに参画しトラブルに遭遇したことです。プロジェクトの一番厳しい勤務状況は、朝９時
から深夜までの作業が何日か続いたことでした。厳しい状況を招いたのは、お客さまの要求レベ
ルがプロジェクトの計画よりも高く、また細部にわたる指摘事項を多くいただき、その対応に時
間がかかったためです。
ただ、厳しい要求レベルのプロジェクトを、スキルの高いメンバー・先輩と一丸となって完遂
したとき、自身のスキルが大変向上したと自負しています。
■市販データベースを知る
データベースの技術については、３メーカの異なるリレーショナルデータベースを経験し、自
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信を深めました。最初は一メーカのデータベースを軸に経験し、なれてきたところで他メーカの
製品を経験する機会をあたえられました。結果的に考えるとリレーショナルデータベースの本質
は、どれも変わりがありません。ただ、設計面では、構成の考え方、要素に違いがありますので、
その違いを明確にすることは大事なことだと考えています。
■印象にのこる研修
リーダシップ研修は非常に重要で、プロジェクトに参画するメンバーにどのように影響力を発
揮するのか、活動の仕方を見直すよい機会となりました。データベースをはじめとするＩＴ要素
技術の深みを追求することは行っていますが、メーカのトップエンジニアの情報量、技術力に比
べれば、遅れをとることになると考えます。したがって、大袈裟にいえば、自身の存在意義とい
う点で、プロジェクトに参画するお客さま、メンバーのことを考えて行動する原理原則を知るリ
ーダシップ研修は大変意義がありました。
■ＩＴスペシャリストの育成
私も入社して６年目で発展途上の人間ですが、３名の新人の育成を担当してきました。
育成の方針は、「まず、やらせること」を基本にしています。考え、調べ、結論をだすことが
重要だと考えています。ただし、少なくとも、一日に一回話しを聞くようにして、わからないと
ころをフォローしたり、一緒に考えたりします。
その結果、ある程度信頼のできるエンジニアに育ったと思います。
今後の課題とすれば、私が所属する組織の特徴として、プロジェクト期間が短期間であり、役割、
利用するＩＴ要素技術などが短期間で変わるところにあります。
結果、一つの技術を突き詰めることに難しい面があり、軸になる要素技術から関連する技術を
うまく学ばせるしくみをつくることです。
■ＩＴスペシャリストを目指す方へのアドバイス
新人を見てきて思うのですが、技術的な勘所のいい人、悪い人はいます。また、積極的に相談
しに来る人・来ない人、突き詰める・適切なところでとめる人などの特徴はあります。常に好奇
心、向上心をもって、業務、勉強に励む人であれば、向いていない人はいないと思います。積極
的に、取り組んでください。
＜推薦図書＞
書名：ＳＥを極める５０の鉄則
著者：馬場 史郎

出版社：日経 BP 社

コメント：SE として仕事をしていく上でのエッセンスがかかれています。SE の基本事項を
確認するうえで参考になりました。
書名：社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった
著者：香取 貴信

出版社：こう書房

コメント：サービス業(ディズニーランド)で働く人の成長がかかれています。業界は異なりま
すが、自分の仕事の仕方を振りかえる良いきっかけとなりました。
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ＩＴスペシャリスト紹介−５

株式会社日立製作所

中村

晃氏

＜プロフィール＞
株式会社日立製作所
フォームＳＩ部

プラットフォームＳＩ本部

共通技術プラット

主任技師

１９９２年入社後、グループウェア拡販・導入、業務ワークフロー開発、
Ｗｅｂシステム構築等、多くのプロジェクトを手掛ける。現在は、業務
アプリケーション開発プロジェクトのインフラを担当。

■ＩＴスペシャリストへの歩み
入社から 3〜4 年目までは主任の指示の下で様々な案件を通じ、SE としての仕事の進め方、
物づくりのあれこれ、コミュニケーションの方法等、叱咤されながら、学んでいたと思います。
それ以降は、自社ミドルウェアやパッケージ製品を基に、業務アプリケーションの案件を、少し
ずつ自ら提案活動などを実施し始めるようになりました。
■成功より失敗経験
システムが思い通りに動作せず困ったことは何度もありました。後で原因が分かれば、「こん
な些細なミスで・・」と感じる失敗が多いものです。いくつもの案件を経験し、成功したものも
ありますが、現在の自分にとってみれば、失敗から学んだ事の方が、大きなプラスとして働いて
いるとつくづく感じます。
キャリアが少ない頃、問題に陥った際に、プロジェクトのメンバーや先輩、有識者のアドバイ
スを受けながら、自分なりに考え、試行錯誤したことは、大変貴重な経験になっています。「考
えるクセをつける」「周りの人に聞く」を学んだのもこの頃です。
■上司やお客様とのコミュニケーションを深め、早期問題キャッチアップ、リスク低減 トラブ
ル回避
あるプロジェクトでは、最新の技術要素が多く盛り込まれているものであった為、必要十分な
マシンを早期にリースし、品質面でのテストをしっかりと実施することが必要と判断しました。
本来、システム構築では先に十分な資金を投入して試験を行うことが理想的ですが、予算的に
厳しくある程度のリスクを抱えて進む事が現実だと思います。このケースでは、リスクのインパ
クトが大きいと判断し、社内上司とお客様に十分な説明を行い、マシンをリースするための予算
の増額を認めてもらいました。その結果、技術要素面や非機能要件に関して、大きな問題を出さ
ずにプロジェクトを進めることができました。
■ＩＴスペシャリストに必要なこと
自身の得意分野を極めていくことはもちろんですが、最近の若手には、抽象論で話す人が多い
のが気になります。技術面においては特にそうですが、「定量的」に物事を捉え、設計資料とし
て表現し伝え、相手に理解されているかどうかを確認するというプロセスが、ＩＴスペシャリス
トだけでなくとても重要だと思います。（私自身もいつも叱咤されていた事です。今でも難しい

60

ことです）
ＩＴスペシャリストの本業としては、近年、ますます技術サイクル、製品サイクルが短くなっ
てきています。 先んじてキャッチアップを行うことは大変ですが、大きなテクノロジテーマ（分
野）を自身にいくつか与え、細かな技術分野にとらわれることなく大きな枠で分野を捉えること
で、技術動向に興味を持ち続けることができると思います。
■プロマネとの役割分担
最近、プロジェクト内における役割分業が進み、プロジェクト推進上、弊害が出ていると感じ
ています。特に、プロマネの負担が大きくなってきていると思います。ＩＴスペシャリストの立
場としては、担当する技術面において、与えられた納期にて持ち場に責任を持つことはもちろん、
非機能要件に関する品質や、コスト面においてもリスクを認識した上で、プロマネとしっかりと
会話を行い、提言、調整を行うことが必要です。
■私が影響を受けた先輩
入社数年目の頃、あるお客様の案件で、思うように性能が出ないことに悩まされていました。
その際、先輩からは、「プログラムはどのような処理ルーチンか」「Ｉ/Ｏは何回出ているか」
「製品の内部動作はどうなっているか」「通信処理はどうなっているか」「データは問題ないか」
等々、“とにかく上っ面だけで物を見るな”、“自分の目で全て確かめろ”と叱咤されつづけま
した。先輩は、新しいテクノロジーがどんどん出てくる中で、本質をいかに捉えるかを私に植え
つけてくれました。正直、今の自分があるのは、この先輩のお陰だと強く感じています。
■ＩＴスペシャリストを目指す方へのアドバイス
ＳＥ稼業は、経験上、普段は、お客様に誉められることが少ないですね・・・（笑）。お客様
はもちろん、作業を伴にするパートナーの皆様のおっしゃる事をしっかり受け止め、その上でプ
ラスαを乗せて、自身にとってのステークホルダとの信頼を築いていくことが重要だと考えます。
技術知識だけに偏らない人間味溢れるＩＴプロを目指し、お互いに切磋琢磨しましょう。
＜推薦図書＞
書名：プロフェショナル・サービス・ファーム―知識創造企業のマネジメント
著者：デービッド マイスター、 （監訳）高橋 俊介

出版者：東洋経済新報社

コメント：チームで仕事を進める上で、「人こそ資本」を痛感したもの。
仕事の進め方での気付きになった一冊。
書名：ソフトウェア見積りのすべて − 規模・品質・工数・工期の予測法
著者：ケーパーズ・ジョーンズ、 （監訳）富野 壽

出版者：共立出版

コメント：アプリケーションやプロジェクトを定量的に把握するための一助となっている一冊。
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ＩＴスペシャリスト紹介−６

富士通株式会社

前田高光氏

＜プロフィール＞
富士通株式会社 TRIOLE 基盤統括部

SI 技術部

プロジェクト課長
１９８４入社。フィールド SE として 4 年間を過ごし、共通技術
部門に転属。UNIX におけるフィールドＳＥ支援等を経て、現在
はオープン系システムの「性能」グループのリーダ。

■ＩＴスペシャリストとしての歩み
入社後４年間、フィールドＳＥとして、メインフレーム上でのシステム開発を行いました。
この時代に、技術者としての姿勢を身につけました。その後、共通技術部門に転属。UNIX 黎明
期において、フィールドＳＥへの技術支援を行いました。
現在は、オープン系システムの性能設計・評価分析・チューニングなど「性能」を中心とし
た技術開発・標準化とフィールドへの適用の推進に従事しています。
■ＩＴスペシャリストの役割と責任
ＩＴアーキテクトの意図・主旨・思想を十分理解し、実務・実装面での責任を負うのが、Ｉ
Ｔスペシャリストです。技術を適用すること自体が目的ではありません。「システムを安定的に
稼動させること」が重要なのです。技術はモノを実現させるための手段にすぎません。その視点
に立ち、さらに「適用する技術に対する責任を負う」ことが必要です。技術の良い点・悪い点を
十分把握することは当然、長期に渡りご使用いただくシステムなのですから、安定性・使い勝手
なども考慮し、確実に運用できる技術を、抽出・適用しなければなりません。
日進月歩のＩＴの世界。技術が定着しないため、技術適用の誤りによる性能トラブルは珍し
くありません。お客様にご迷惑をおかけしますし、プロジェクトコストの増大など社内的な問題
にもなります。この未然防止が、今の私の役割であり責任です。
■ＩＴスペシャリストに必要なスキル 〜製品技術・論理的思考・相手の立場に立つ〜
ＩＴスペシャリストは、日々変わる製品技術を身につけ続けていかねばなりません。技術の
仕組みを理解し、既に持っている知識・技術との相違を見つけ出すこと、そして言葉ではなくイ
メージで覚えることが、理解の早道だと思います。
製品技術以外にも、必要なスキルが 2 点あると思います。ひとつは、論理的思考です。技術
的な裏づけをもとに、論理的に説明することができなくては、お客様はもちろん、社内ＰＭ・技
術者からも信頼を得ることができません。信頼なくして、よい仕事はできないものです。もうひ
とつは、相手の立場に立ってものごとを考えることです。相手は、お客様でも社内でも同じです。
相手が何を欲しているのかを感じとり、それに対する答えを提示できなければ、単に技術を知っ
ている技術マニアです。本当の「技術者」とは言えません。
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■ＩＴスペシャリストの喜び

〜技術者としての満足感とお客様からの信頼〜

技術的な裏づけをとった解決策を探りあて、その方法により、期待どおりの効果を得たときの
感動、満足感は非常に高いものです。またそれが、お客様に認められたときの感動はひとしおで
す。半年に渡ってお客様システムを徹底的に分析し、ハード能力不足であるとの結論を出し、お
客様に報告に上がったところ、「わかった。あなたがもう一台必要と言うなら購入する。」と手
放しで信頼され、数億円もするサーバを即決いただいたことがあります。結論に自信はありまし
たので、非常にうれしく、大きな達成感を得ました。
■私が影響を受けた先輩
フィールドＳＥ時代の先輩です。「ＳＥだけが、お客様のことを考えてシステムをつくって
いる。自信を持ってとりくめ。」と指導されました。この、お客様起点の考え方は、今でも、私
の技術者としてのベースになっています。
また、この先輩は、全ての判断を私に任せ、単純に質問しても、何も教えてくれませんでし
た。しかし、自分なりに調べたのちには、真剣に相談にのってくれました。自分で調べ、考える
という力を育ててくれたのです。大変感謝しております。
■ＩＴスペシャリストの育成
「何のために、そうするのか」「そうすることで、何が良くなるのか」と、常にこちらから
問いかけることが効果的だと思います。命令されたから、やっているという姿勢にしないことで
す。多くの部下をこの方法で指導しています。
また、プロセスを評価してあげてください。プロセスがしっかりしている人は、最初は目立
たなくとも、確実に成果を出すようになります。結果だけを評価基準にすると、その人の技量な
のか、偶然の産物なのかが、わからなくなります。
■ＩＴスペシャリストを目指す方に
自分の力は自分で磨かねばなりません。しかし、一から始めるのは大変です。他の技術者の
良いところは、どんどん真似をして下さい。そして、合わないところは思い切って切り捨てるこ
とも大事です。先人の蓄積した技術やノウハウを継承しつつ、自分なりの創意工夫で、色づけし
て下さい。
色々と困難な場面に遭遇すると思いますが、へこたれないで下さい。失敗してもいいのです。
その失敗の反省を次に活かすことが、あなたの成長につながります。
最後に。大きな夢を持ってください。私は将来、分野をもう少し絞り、その道のスペシャリ
ストとして「世界一になる」ことを目指しています。
＜推薦図書＞
書名：UNIX カーネルの設計
著者：モリス・Ｊ．バック、

（訳）坂本文

出版社：共立出版

コメント：ＯＳも、ただのアプリケーションであることを感じることができ、論理的思考を行
なう上で、大いに役立ちました。古い本ですが、一度は読んでいただきたいと思い
ます。
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ＩＴスペシャリスト紹介−７

NTT コミュニケーションズﾞ株式会社

丸尾和弘氏

＜プロフィール＞
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

システムエンジニアリング部

Project Management Office 技術戦略担当
１９９６年入社以後、公共向け大規模ネットワークの設計/構築および
商用インターネットプロバイダーのネットワーク開発に従事。現在、企
業向け大規模ネットワーク設計・構築の技術支援、製品評価業務を担当。

■ＩＴスペシャリストへの歩み
入社１年目〜５年間、公共向け大規模ネットワークの構築業務を担当しました。全国規模のネ
ットワークであったため、構築工事やトラブルシューティングのため全国を飛び回りました。国
の威信がかかった高度かつ最先端のネットワーク構築プロジェクトに恵まれたことは、強いプレ
ッシャーを感じながらも、非常に貴重な経験だったと思います。
また、海外プロバイダーと国際回線を用いて相互接続するためのルーティング設計/構築工事
にも携わりました。接続テストの際に、ｐｉｎｇパケットが太平洋を往復して応答したときは大
変に感動しました。この経験が、その後ネットワーク技術に深く興味を持つきっかけとなってい
ます。
■インパクトあるベンダ資格(シスコシステムズ認定資格：ＣＣＩＥ)
２００３年に、シスコシステムズの最難関資格であるＣＣＩＥを取得することができました。
ＣＣＩＥは、ルーター/ＬＡＮスイッチ業界では圧倒的なシェアを持つシスコシステムズが認定
し、顧客の情報システム担当者を含め社内外において知名度が高いため、大変インパクトのある
資格です。日本には、６９１人(２００６年２月現在)のＣＣＩＥホルダーがいますが、そのうち
の 1 名に認定されたことに誇りを感じています。
■英語力は重要
先進的なネットワーク技術は、外資系の通信機器メーカが先行して開発することが多いので、
いち早く情報を入手するには、英語で書かれたマニュアルや技術ドキュメントを原文のまま理解
できる必要があると考えていました。そこで、入社直後から英会話スクールに通いＴＯＥＩＣで
８００点以上を取得できるようになりました。英語力の向上が、スキルアップや業務に役立って
いると実感しています。今後もさらにブラッシュアップしていきたいです。
■お客様のニーズは大切
課題解決のために、技術至上主義に陥ったり、コストをよく考えずに検討を進めることがない
よう、可能な限り、お客様ニーズを意識して仕事を進めるように心がけるようにしています。
また、お客様への提案には、最新技術を解かりやすく伝えるプレゼンテーションが重要だと思
っています。自分自身で懸命に努力して理解した最新技術でも、技術用語を多用して説明してい

64

たら、お客様ばかりでなく、プロジェクトメンバーや上司にも理解してもらうことができません。
難解な技術を、いかに分かりやすく説明できるかは、ＩＴスペシャリストの腕の見せどころだと
思います。
■効率的な技術習得の方法
ネットワーク技術の習得には、水平方向と垂直方向の両方のアプローチが重要だと思っていま
す。お客様ネットワークに導入する機器の動作検証やトラブルシューティング等の実務経験を通
じて、特定の技術分野にフォーカスしたスキル強化(垂直方向)を図りつつ、資格取得のための自
己学習を通じて、広範な技術分野を網羅した体系的なスキル強化(水平方向)を図ることが、バラ
ンスの取れた技術習得には必須だと考えています。
■私が影響を受けた先輩
入社１〜５年目に所属していた部署の上司です。お客様やベンダとの調整に長け、ネットワー
ク技術にも精通しており、ＳＥとしてのバランス感覚は見習うべき点が多かったです。入社数年
間の指導は、その後のＳＥ人生を方向づける大切な時期だと思いますが、お客様から信頼を得る
ための仕事の基礎を叩きこまれたような気がします。
■ＩＴスペシャリストを目指す方へ
技術に対する好奇心や貪欲さが、スキル向上には重要だと思います。身近にマシン環境があ
れば、まずはオペレーションしてみてください。身近に環境がなくても、自ら環境を構築したり
して環境を求める努力をしてみてください。ネットワーク技術は、頭だけではなく、体で覚える
こともとても重要だと思います。
＜推薦図書＞
書名：マスタリング TCP/IP 入門編
著者：竹下 隆史 他

出版者：オーム社

コメント：OSI 参照モデルの各プロトコルについて、分かりやすく解説している入門レベルの
良書だと思います。
書名：インターネットルーティング入門 第２版
著者：友近 剛史 他

出版者：翔泳社

コメント：ルーティングのメカニズムが分かりやすく解説されているため、上級者も一読する
価値はあると思います。
書名：Internet Routing Architectures (2nd Edition)
著者：Sam Halabi

出版者：Cisco Press

コメント：豊富な設定例が載っているため、シスコシステムズのルーターや LAN スイッチ
を用いたルーティング設計に役立つと思います。
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ＩＴスペシャリスト紹介−８

新日鉄ソリューションズ株式会社

望月

悟氏

＜プロフィール＞
新日鉄ソリューションズ株式会社 IT インフラソリューション事業部
エンジニアリング部 サーバ･ストレージチームリーダ
制御機器の組み込みソフトウェア開発職を経て、新日鉄ソリューション
ズ(旧 新日鉄情報通信システム)へ入社。データベースを中心としたイン
フラ構築案件を担当後、各種のインフラ構築案件のプロジェクトリーダ
を経て、現在はサーバ・ストレージチームのリーダ。

■サーバ・ストレージチームの業務について
システム構築プロジェクトには、アプリケーション開発チームとインフラ構築チームがあり
ますが、要件に基づき、インフラを設計し、構築して引継ぐまでが仕事となります。ハードウェ
アだけではなく、データベースやアプリケーションサーバ等のミドルウェアも担当範囲です。イ
ンフラ構築プロジェクトの期間としては、６ヶ月くらいまでが多いです。私のチームは、インフ
ラの構築のなかでサーバ・ストレージの設計、構築を担当します。サーバ・ストレージ構築で特
徴的なのは、各社の製品の特性を把握して、要件に応じてそれらを組合せて構築していくところ
です。チーム全体のリソース管理、開発対象の品質管理や技術的レビューといったことが私の主
な役割です。
■前職での経験が活きていますか？
前職での組み込みソフトウェア開発において、特に、品質の考え方の基礎が身についたと思
います。インフラ設計や構築の場面で活きています。
■サーバ・ストレージ構築のやりがいは？
アプリケーション開発と違い、システムのカットオーバには立ち会わないことも多いため、
システムがカットオーバして万歳という感覚はあまりありません。システム移行をした際などに、
｢性能が３倍になった｣と言われたりするとうれしいですね。
■性能問題が起きたときはどうするのですか？
まずは問題の原因の特定からとりかかります。インフラに関連する原因であれば改善のため
の対応をとりますし、アプリケーションの問題であればアプリケーション開発チームに対応を依
頼します。サーバ・ストレージのチューニングではせいぜい１０％程度の改善代しかなく、デー
タベースの方が改善代は大きいですね。インフラは、システム全体を支える土台なので手堅く作
りますが、それでも問題は起こりえます。設計時の机上サイジングはもちろん、必要に応じて事
前のベンチマーク、開発途中でのプロタイプでの検証をプロジェクト計画にいれてもらうように
しています。拡張性のある設計をしておくのも対策の一つです。
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■若手の育成について
新入社員については、半年間徹底的にインフラの基礎教育を実施しています。基本の修得と
早期の立ち上がりに効果がでています。研修後は、サーバ、ストレージの新しい技術に触れなが
ら、周囲の人に頼られたり、ほめられたりしつつ、成長していってくれています。放っておいて
も大丈夫な人、徐々に力をつけていく人、いろいろとタイプがありますが、物好き、技術が好き
という、好奇心の強い人の伸びが良いと感じます。３年間くらい同じことをやらないとものにな
らないのですが、なかには毎年のように上司が変わってしまうことがあり、それは問題だと思っ
ています。とことん一緒にやって、見届けるという部下との関係が大切だと思っています。
■新しい技術の修得は？ そのモチベーションは？
業務に直結する領域でいえば、各ベンダと一緒にやる部分が多いです。少し大げさにいえば、
製品のバージョンが変わるだけでも技術的な変更が大きく、それまでの知識が利用できなくなる
こともありますので、継続して勉強しなければいけない。若手による勉強会も行っていますが、
自主的にというのはなかなか難しい。積極的な若手に勉強会の開催を依頼したり、先輩格の人が
半強制的に開催したりしています。参加者が一人でも定期的にやっています。続けることが大事
だと考えています。入社当時の上司は、本当によく勉強している人でした。誰が見てもスーパー
マンだった。「この人に聞けば分かるよ」といわれる人になりたいということが、モチベーショ
ンになると思います。頼られる人になりたいとみんな思っているはずです。
■ＩＴスペシャリストとして重要なスキルは？
技術だけではなく、コミュニケーションなどの人間力もとても重要です。顧客やプロジェク
トマネージャとのコミュニケーション、部下の指導など、いろいろな場面において大切だと感じ
ます。修得には経験によるところが大きいと思っていますが、会社もこれらのスキルの教育コー
ス提供に力をいれており、いいきっかけになっています。
■今後のキャリア設計について
サーバ・ストレージにとどまらず、さらにカバーする領域を広げていきたい。また、ソリュ
ーションを創るところにも関わっていきたいと考えています。
■ＩＴスペシャリストを目指す方、レベルアップを目指す方へのメッセージ
「誠実であれ。苦しくとも、誠実であれば、乗り越えられる。技術者という自負を忘れない
でほしい。」
＜推薦図書＞
書名：プロジェクト管理のメカニズム―高度情報時代のための人間学的プロジェクト管理のコツ
著者：菅野文友

出版社：日科技連出版社

コメント：至る所に格言がもりこまれており、合致しすぎて思わず笑ってしまうような所があ
ります。楽しみながらためになる本です。
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ＩＴスペシャリスト紹介−９

日本電気株式会社

和田みどり氏

＜プロフィール＞
日本電気株式会社

企業ネットワークソリューション事業部

シニアエキスパート
C&C 共通ソフトウェア開発本部、オフィス効率化推進部、ネットワー
クシステム技術本部（いずれも当時）等で、ネットワークシステムおよ
びそのセキュリティ対策の研究開発、設計構築、社内展開を実施。現在、
顧客向けの大規模・先進ネットワークやそのセキュリティ対策システム
の構築を担当。

■ＩＴスペシャリストとしての歩み
入社後、研究開発部門や本社スタフ部門で、社内における UNIX システムの展開や大規模・
先進ネットワークシステムおよびそのセキュリティ対策システムの、設計開発、構築、社内展開
を行いました。
現在は、顧客向けのネットワークやセキュリティ対策システムの構築サービスに従事してい
ます。どちらかというと、大規模あるいは高性能・高機能なシステム、あるいは最新技術を用い
たシステムや要求条件の厳しいシステムを多く担当しています。
■ＩＴスペシャリストの役割と責任
お客様の立場にたってシステムを考えることの出来る人。作る側の論理だけではなく、使う
人、運用する人の側からシステムを見ることが重要です。お客様にとって本当に必要なことを考
え、可能なこと、不可能なことをわかりやすく説明しながら提案することが必要です。
お客様の要求に対し、単純に、それは出来る、それは出来ない、と答えるのではなく、どこ
をどのように妥協しどこを実現すればもっともお客様の要求に近づけるかを考え、前向きな代替
案を生み出すのが役割です。
■ＩＴスペシャリストに必要なスキルと人柄
当然ですが、自分自身の守備範囲についての専門知識と高い技術スキルを持つことが必要です。
その上で、次のようなスキルが必要だと思います。
まず、論理的な思考が出来る人。これは、出身が理系であるか文系であるかにかかわらず身に
つけることが出来ますし、身につけなければいけないことです。
次に、ある程度幅広い知識と技術を持つこと。全ての領域に対して高い専門性を持つのは無理
ですが、やはりある程度の基礎的な知識は幅広く必要です。特に、TCP/IP ネットワーク、コン
ピュータの仕組み、OS やサーバプログラムの動き等については相応の技術力が必要です。逆に、
そういう技術を持っていれば、未体験の分野に対しても応用が可能です。
それから、最終的には実物で確かめるという努力を惜しまない人。理屈だけの頭でっかちでは
ダメです。実物で確かめようとすると、製品の開発元からシステム運用の現場部門まで、幅広く
情報交換したり意思の疎通を行ったりする必要がありますが、そういうことが出来る能力も必要
です。
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それと、性格的には、強い好奇心と探究心を持ち、「なぜそうなるのか？」という疑問を持つ
こと、そして、その「なぜ」を自らの手で解決したいという欲求を持ち続けることが必要です。
最後に、ＩＴ技術の分野は人から教えてもらわなければならない事も多いですが、人に聞く前
に、まず出来る範囲で、自分で探し自分で調べ自分で考えるという意欲とスタンスが重要だと思
います。
■ＩＴスペシャリストの喜び
お客様に信頼していただけること。
以前、仕事を依頼された時に他のプロジェクトを担当していたため、別の SE をアサインしま
すと回答したところ、それではあなたの体があくまで待つと言っていただけたことがありました。
技術者として最大の名誉と喜びだと思います。
その他、困難で前例のないシステムをまとめたり構築したりすることや、誰も体験したこと
のない技術領域で活躍することもＩＴスペシャリストの喜びだと思います。
■私が影響を受けた先輩
いわゆる面倒見のよい人というのとはちょっと違い、物事の調べ方、考え方を教えてくれま
した。自分で調べ、考えた上で疑問を持っていく人には色々と教えてくれました。
■ＩＴスペシャリストの育成
カバーするべき領域が広くなっているので、ある程度は重点的に基礎教育を行うことも必要
だとは思いますが、自分で調べ、自分で考え、自分なりに咀嚼した上で聞いてこさせるようにす
ることが必要だと思います。
同じ領域の技術者をまとめて一つの場所に配置することも重要です。技術者が成長するため
には、ディスカッションや情報共有が欠かせません。物理的に近い位置にいてお互いにコミュニ
ケーションがとれるというのは重要なことです。
■ＩＴスペシャリストを目指す方に
技術の幅と思考の幅を持って欲しいと思います。高い技術力を持った上で、お客様の身になっ
て、実現するべきことや制約をきちんと考えられるようにしてください。技術者はどうしても作
る側の論理で考えがちですが、使う側の論理も身につけて下さい。
＜推薦図書＞
書名：RFC (Request For Comment)
出版社：ＩＥＴＦ
コメント：図書とは違いますが、技術の原点である規格を理解し咀嚼しておくことが重要だと
思います。
書名：マスタリング TCP/IP （シリーズ）
出版社：オーム社
コメント：一連のシリーズとして多くのものが出版されていますが入門用として適当と思いま
す。
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４．２

ＩＴスペシャリストコミュニティメンバ紹介

ＩＴスペシャリスト委員会メンバーについて
●委員会の設置について
ＩＴスキル標準

プロフェッショナル・コミュニティに、ＩＴシステム基盤の基幹を担う

技術者であるＩＴスペシャリストの育成強化を目的として、平成１７年度に「ＩＴスペシ
ャリスト委員会」が設置されました。

●ＩＴスペシャリスト委員
ハイレベルなＩＴスペシャリスト人材を保有している企業にプロフェッショナル・コミ
ュニティへ参加いただき、その企業の代表を委員として平成１７年６月１６日に２００５
年度ＩＴスペシャリスト委員会が発足しました。本委員会の委員は次の通りです。
（五十音順、敬称略。所属は２００６年３月現在）（◎は主査、○は副主査）

○赤石

雅典

日本アイ・ビー・エム株式会社

○油川

健

株式会社ＮＴＴデータ

遠藤

孝弘

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

北薗

秀彦

ＮＲＩデータサービス株式会社

昌

日本電気株式会社

田中

久也

富士通株式会社

中村

賢亮

新日鉄ソリューションズ株式会社

南部

実朗

ＴＩＳ株式会社

宮崎

義弘

株式会社日立製作所

◎杉浦

注

（＊）

＊：２００６年４月合併により株式会社野村総合研究所となる
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（所属は 2006 年 3 月現在）
// 主な活動内容 //

赤石 雅典

z

Masanori AKAISHI
z

z
日本アイ・ビー・エム（株）
第二ＡＳデリバリーセンター
z
第四ソリューション開発
ＩＣＰ−コンサルティングＩＴスペシ
ャリスト

z

日本アイ・ビー・エムに入社。入社当時は、
東京基礎研究所研究員として APL2 を利用
した数式処理システム、数学教育支援システ
ムの研究開発に従事する。
その後公共ＳＥ部に異動し、主に大学・官公
庁のお客様の担当 SE として、オープン系シ
ステムのインフラ設計・構築及びアプリケー
ションデザインに従事する。
現在は中央官庁、大学のお客様を直接担当す
るとともに、部門内スキルコミュニティ活動
のリーダとしてスキル育成活動にも従事して
いる。
ＩＴスペシャリスト として「運用フェーズま
で意識したバランスのいいインフラデザイ
ン」を心がけるようにしている。
得意分野 Linux 等 OSS 関連、オープン系
WEB システム、JAVA、パフォーマンスチ
ューニング等

// 主な活動内容 //

油川 健
Takeshi ABURAKAWA

z

z
z
z
z

（株） ＮＴＴデータ

z

1988 年：日本電信電話株式会社（NTT）に
入社。同年株式会社 NTT データに分社。主
にネットワーク設計・構築に従事する。
1996 年：R&D 部門に異動し、企業内シス
テムにおける PC 利用について研究。
その後、PC 関連の技術に関して全社技術者に
対する技術支援サービスに従事。
支援にて得た知見を技術情報にまとめ、社内
流通させる施策の企画、実施に従事。
著作物・出版物： Windows トラブル対策大
全（共著）
所属学会・団体： 日本情報処理学会

基盤システム事業本部
システム方式技術ビジネスユニット

第一技術統括部
第一システム方式技術担当
課長
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// 主な活動内容 //

遠藤 孝弘
Takahiro ENDO

z
z

1989 年 日本電信電話株式会社入社。
1999 年 ＮＴＴコミュニケーションズに
分社。
社内 IT インフラの運営・構築に従事。
セキュリティコンサルビジネスの立上げに従
事。
現在、大企業向け情報通信ネットワークにお
けるサービス開発を担当。

z
z
z

＜担当する主なサービス＞
・認証 VLAＮ／検疫ネットワーク
・無線ＬＡＮ／配線システム
NTT コミュニケーションズ（株）
・IP-PBX／ワイヤレス VoIP
システムエンジニアリング部
・フィジカルセキュリティ／バイオ認証
Project Management Office
等
技術戦略担当
担当課長

// 主な活動内容 //

北薗 秀彦

z

Hidehiko KITAZONO

z

NRI データサービス（株）*
基盤サービス事業本部
基盤マネジメントサービス部
部長

z

80 年代後半よりネットワークを中心としたＩ
Ｔインフラの設計、構築、維持管理に従事して
きました。金融系を中心にミッションクリティ
カルなネットワークに携わってきており、古く
は X.25 のパケット交換網から現在ではブロー
ドバンドＩＰネットワークの構築を実施して
きました。
ＩＴスペシャリスト(当社ではインフラストラ
クチャーエンジニア)としての基本的な考え方
は運用フェーズでの安定的な運用維持管理を
重視した構築活動を実施してきており、お客様
への継続したサービス提供を目指しておりま
す。
現在の組織では主に金融分野のＩＴインフラ
全般の設計構築に従事しており、数年前から社
内の委員会にて IT スペシャリスト育成にも取
り組んでいます。

注

＊：２００６年４月合併により株式会社野村総合研究所となる
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杉浦 昌
Akira SUGIURA

日本電気（株）
ＩＴ戦略部
（セキュリティ技術センター）
シニアマネージャー

// 主な活動内容 //
z 日本電気に入社後、画像圧縮、画像処理方式の研究
開発とその装置化、パーソナルコンピュータ、TV 電
話システム、ネットワーク機器等の開発に従事し、
その間、計算機シミュレーション、方式開発、アー
キテクチャ開発、回路設計、ファームウェア設計、
制御ソフトウェア設計、LSI 設計等を経験しました。
z その後、ネットワークシステムの開発に従事し、フ
ァイアウォールやサーバの要塞化等、TCP/IP ネット
ワークにおけるセキュリティシステムの構築、組織
のセキュリティ戦略の策定、セキュリティポリシの
作成、セキュリティ監査の実施、セキュリティマネ
ジメントの推進等を行いました。
z 現在、日本電気セキュリティ技術センターにおいて、
セキュリティ対策の開発やコンサルティングを行う
とともに、JIS X 5080 の策定や ISMS 適合性評価
制度の推進、官公庁や業界団体の各種のセキュリテ
ィ委員等の、公的活動を行っています。
z システム的なセキュリティとマネジメント的なセキ
ュリティとは車輪の両輪ではなく、自転車の前後の
車輪のような関係にあるというのが持論です。

// 主な活動内容 //

田中 久也

z

Hisaya TANAKA
z

z

自動車業界を担当するフィールドＳＥとして
個別アプリケーションシステムやパッケージ
の開発、コンサルを経験後、ＳＥ作業のサー
ビス事業化、アウトソーシング事業の事業管
理などを経て、現在は、保守サポート・運用
サービスを担当する
事業本部のサービス企画，事業管理、情報シ
ステムの開発・運用、・技術者教育の整備を
担当。富士通のＩＴＡコミュニティ主査。
資格：情報処理（システム監査技術者、運用
管理技術者）

富士通（株）
システムサポート事業本部
本部長代理
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// 主な活動内容 //

中村 賢亮

z

Masaaki NAKAMURA

z

新日鉄ソリューションズ（株）
技術本部システム研究開発センター
システム基盤技術研究部
IT インフラエンジニアリンググループ
リーダ
上席研究員

z

UNIX といえば EWS（エンジニアリング･ワー
クステーション）であったころに、UNIX を利
用したシステム構築やユーザサポートを担当
したのが情報システムとのかかわりのはじま
りでした。ソフトウェアパッケージのライン
アップを揃えるための商品開発を行うととも
に、開発言語、グラフィックスライブリ、デ
ータベース、ネットワーク製品、周辺機器等
の各種製品サポートを行ってきました。
その後、ポスト C/S システムとして注目され
ていたｎ層システムの構築方法論の開発プロ
ジェクトに参画したのを契機に、性能評価技
術の開発を行い、システムの性能管理サービ
スに携わり、多くのシステムの性能設計、性
能検証やチューニングを実施してきました。
最近は、これまでの経験をもとに、IT インフ
ラの設計・構築手法の整備にあたっています。

// 主な活動内容 //

南部 実朗

z

Jitsurou NANBU
z

z

ＴＩＳ入社後、主に公共、建設分野のシステ
ム開発に従事してきました。ミニコンをプラ
ットフォームにした CAD システムの開発に始
まり、パソコンによる建設工事の管理システ
ム開発を担当してきました。
また、現職に繋がる業務としては、インター
ネットをベースに協調作業が可能な教育用ツ
ールの研究を行ってきました。
人事部に異動後は、社員教育の企画、運営を
行っております。IT スキル標準を活用し、社
員の実務能力を向上させることが現在のテー
マであり、今回の委員会への参加のきっかけ
となりました。

ＴＩＳ（株）
人事部
統括マネジャー
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// 主な活動内容 //

宮崎 義弘
Yoshihiro MIYAZAKI

（株）日立製作所
情報・通信グループ
プラットフォームソリューション事業部

担当本部長（産業・流通

担当）

z 日立に入社以来、一貫してコンピュータシステムの
開発／マーケティング／ＳＩに従事、特に、システ
ムの高信頼化に深く関与してきました。（例：フォ
ールト・トレラント・コンピュータシステムなど）
z 過去に携わった委員会活動としては、通産省 / (財)
製造科学技術センター(MSTC) / FA オープン推進協
議会(JOP) / 分散型製造システム専門委員会の委員
として、自律分散ネットワークによる分散型製造シ
ステムの標準化を推進しました。
z 最近は、ＩＴシステムのプラットフォームＳＩ取纏め
を担当、情報セキュリティの強化やサーバコンソリデ
ーションによるＴＣＯ削減などを支援させていただ
いています。
z 社内では、所属事業部のプロジェクト管理およびＳ
Ｅ教育も管掌しています。
z 著者物・出版物:
−オープンでかつ頼れる新計測制御システム（産業用
パソコンの高信頼化技術と計測制御への適用事例）
計測制御 1999 年 4 月
−情報セキュリティ強化ソリューションと適用事例
日立評論 2002 年 9 月

z 資格: PMP (PMI Project Management Professional)
z 所属学会・団体：情報処理学会、電気学会、IEEE
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付録

〔付録１〕ＩＴスペシャリスト委員の推薦図書
〔付録２〕ＩＴスペシャリスト主要業務一覧
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〔付録１〕

ＩＴスペシャリスト委員の推薦図書

No.

推薦図書名

著者名

出版社
（出版年）

１

異機種接続とＴＣＰ／ＩＰ絵とき
読本

道下宣博、本間泰則

オーム社
（１９９０）

2

アプリケーション開発を成功に導
くシステム基盤の構築ノウハウ

３

アンドキュメンテッド Microsoft
ネットワーク―誰も知らなかった
「ネットワークコンピュータ」の
秘密 達人の道

4

オペレーティングシステムの基礎

6

通信プロトコルとしてＴＣＰ／ＩＰが一般的になる頃にこの本で学びました。当時、今更人に聞
けないような疑問点の解消に役立つなど実践的で豊富な内容になっています。（大分出版から時
間が経っているので絶版になっているかもしれませんが）

宮崎義弘

第一線のエンジニアの方々を執筆者にして、実際の構築事例をベースに、最近のシステム基盤の
構築ノウハウを結集したものです。若手〜中堅のＩＴスペシャリストの皆様に推奨します。

日経ＢＰ社
（２００５）

高橋基信

翔泳社
（２００２）

油川健

培風館
（１９７８）

宮崎義弘

Ａ．Ｎ．ハーバーマ
ン

コンピュータの構成と設計 ハー
ドウェアとソフトウェアのインタ
フェース 第 3 版
（上）（下）

（訳）成田光彰

データベースチューニング 256
の法則 （上）（下）

クリス・ルースリ
ー，フランク・ダグ
ラス

デイビッド・A. パ
ターソン, ジョ
ン・L. ヘネシー

油川健

日経 BP 社
（２００６）

赤石雅典

日経 BP 社
（１９９９）

中村賢亮

日経ＢＰソフ
トプレス社
（２００４）

南部実朗

ピアソン・エ
デュケーショ
ン
（２０００）

中村賢亮

（訳）間宮あきら

7

8

ピアレビュー
高品質ソフトウェア開発のために

詳解 UNIX プログラミング

カール・Ｅ・ウィー
ガーズ
（訳）大久保雅一

W.リチャード・ス
ティーヴンス
（訳）大木敦雄

推薦の言葉

北薗秀彦

谷口俊一、石川辰
雄、沢井良二、鈴木
広司

（訳）土居範久

5

推薦
委員氏名

システム基盤について解説した本は、従来あまり存在していませんでした。本書は、SI ベンダー
で、第一線で活躍している技術者が執筆した貴重なノウハウを代表的なシステム基盤（OLTP、
Web システムなど）ごとに記述しており、IT スペシャリストとして知っておきたい事柄を丁寧
に説明している。IT スペシャリストを目指す方はぜひ読んでほしい 1 冊です。
IT スペシャリストのプロフェッショナル貢献の一項目にあがっている著作の例として本書を推薦
します。本書は、Microsoft ネットワークを管理する技術者向けに通常公開されていない
Microsoft ネットワークの詳細な挙動について、著者が実際に検証を行った結果を元に解説した
ものです。加えて Microsoft ネットワークの発展の歴史の説明も行うことで、なぜそのように実
装されているのかを理解しやすいようになっています。IT スペシャリストの利用するテクノロジ
対する姿勢などを本書から学ばれることを期待します。
コンピュータシステムの基本的なコンセプトや考え方を身につけることができます。若手のＩＴ
スペシャリストの皆様には、本書あるいはこれに類する本を一度は精読して、コンピュータシス
テムを表面的ではなく本質的に捉えてほしいと思います。
コンピュータサイエンスの権威が書いた古典的名著の最新版です。
コンピュータの動作原理が、実例を交えて詳しくわかりやすく説明されており、世界中の大学で
教科書として利用されているという話が納得できます。コンピュータの基本原理を十分に理解で
きていない若手のＩＴスペシャリストに特に読んで欲しい一冊です。
原題は"High-Performance Client/Server"で、データベースシステムも含め、性能面からシ
ステム設計時の検討項目について解説しています。システム設計の参考になります。性能管理に
ついて、基礎から詳しくという方には、Raj Jain 著の"The Art of Computer Systems
Performance Analysis"が参考になります。
レビューの意義とそのやり方をソフトウェア開発をテーマに解説しています。レビューの開催を
計画する場合、その前後に準備と指摘事項の修正、さらに確認レビューを設けて計画することが
認識できます。本書は、ソフトウェア開発をテーマにしているので、ＩＴスペシャリストの方は
実感がわきにくい部分もあると思いますが、レビューのお作法を学ぶという視点で読んでいただ
きたい一冊です。
UNIX での開発の基礎となるシステムコールの使い方について、多数のサンプルプログラムを用
いて解説しています。カーネルの動作の原理を理解する上でも、役立つ解説が多く記載されてい
ます。また、ネットワークプログラミングについては同著者の"UNIX ネットワークプログラミン
グ"が参考になります。
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分類

専門書

専門書

専門書

専門書

専門書

専門書

専門書

専門書

No.

推薦図書名

9

人月の神話―狼人間を撃つ銀の弾
はない 新装版

10

DNS&BIND

著者名

フレデリック・P,
Jr. ブルックス
（訳）滝沢徹、富沢
昇, 牧野祐子

ポール・アルビッ
ツ、クリケット・リ
ュウ
（訳）高田広章、小島
育夫、小舘光正

11

ファイアウォール構築

出版社
（出版年）

推薦
委員氏名

ピアソン・エ
デュケーショ 赤石雅典
ン（２００２）
オライリー・
ジャパン
（第 4 版
2004）

エリザベス・D.ツビ
ッキー 、D.ブレン オライリー・
ト チャップマン、 ジャパン
サイモン・クーパー （第 2 版
（訳）歌代和正、永尾
2002）

杉浦昌

杉浦昌

禎啓、斎藤衛、桃井康
成

12

「仏教」および「日本の仏教」

渡辺照宏

13

ＩＴにお金を使うのは、もうおや
めなさい

ニコラス・Ｇ・カー
（訳）清川幸美

14

連戦連敗

安藤忠雄

15

虚数の情緒―中学生からの全方位
独学法

16

ＩＴエンジニアのための【業務知
識】がわかる本

17

イノベーションのジレンマ ―技
術革新が巨大企業を滅ぼすとき

TCP/IP ネットワークの根幹を支える DNS と、その実装のデファクトスタンダードである BIND
を解説した本です。少々分厚い本ですが、TCP/IP ネットワークの基本的な考え方がよく理解出
来ますので、直接・間接にネットワークに関係する方々に広くお薦めします。

初版から 10 年近くたっていますが、ファイアウォールの基本的な原理や動作が理解出来るだけ
でなく、TCP/IP ネットワークのセキュリティの考え方についての理解も深まると思います。最
近のファイアウォール製品はユーザインタフェースが優れているため、詳しい知識が無くてもそ
こそこに使えるようになってきましたが、生半可な知識でセキュリティ対策を行うことは非常に
危険です。セキュリティにたずさわる方々はもちろんのこと、ネットワークシステムやサーバシ
ステムに関係する方々にぜひ読んでいただきたい本です。
グローバルに活躍される方は、技術者であっても、日本の政治、宗教、歴史などについて語るこ
とを求められます。日本人は宗教の話は避けてとおりがちですが、海外の技術者とパートナーシ
ップを築くためには、必要となります。この二冊は、仏教の成り立ちと日本でどのように根付い
たのか歴史的な解説本です。半世紀前の著作ですが、特定の宗派に偏らない比較的公平な記述で
あり、新書なので安心して読めます。
米国で論争を巻き起こした、ＩＴ投資価値は大きく低下したとの論文をベースにした書籍の邦訳
です。ＩＴを提供する側から見ると少し反発を覚えるような主張もありますが、これまでのＩＴ
発達の歴史を振り返りながら、ＩＴとビジネスの関係を冷静に論じている点がとても参考になり
ます。

専門書

専門書

専門書

田中久也

ランダムハウ
ス講談社
（２００５）

遠藤孝弘

財団法人 東
京大学出版会
（２００１）

北薗秀彦

建築設計の分野ですが知識のない方でも十分読めます。設計競争（コンペ）に敗退してもそこか
ら何かを学び、「連戦連敗」しながらも常にチャレンジを続ける精神は IT スペシャリストにも共
通だと思います。是非一読することをお勧めします。

一般書

田中久也

基本は数学の本ですが、物理、歴史など人類文化全般についてわかりやすく記述されている本で
す。コンピュータ関連の知識だけでなく、広く技術知識を身につける上でのきっかけになると思
います。特にグローバルに活躍される技術者は、この本にかいてあることを知っていることで尊
敬を受けると思います。

一般書

南部実朗

企業がビジネスを展開する上での業務の解説と、その業務にＩＴシステムがどうかかわっている
のかを分かりやすくまとめた一冊です。お客さまにとっての最適なシステムを考える上での基本
的な情報になります。視野を広げる意味合いから読んでいただきたい一冊です。

東海大学出版
会

三好康之

翔泳社
（２００４）

田俊平太、伊豆原弓

ＩＢＭのシステム／３６０及びＯＳ／３６０の開発チームリーダであった著者がソフトウェア開
発のありかたについてまとめた本です。最初に書かれたのが３０年前であるため今では通用しな
い話もありますが、今読んでもなるほどと納得できる普遍的な話も数多く書かれていて大変参考
になります。レベルを問わずすべてのＩＴスペシャリストに一読してほしいと思います。

分類.

岩波新書

吉田武

クレイトン・クリス
テンセン （訳）玉

推薦の言葉

翔泳社
（増補改訂
2001）

杉浦昌

製品開発者、技術者が普段から直感的に感じていながらも論理的に説明のしにくかった、新たな
技術がマーケットに浸透し世代交代を発生させていくダイナミズムを明快に解き明かした本で
す。技術開発とその実用化の現場で活躍している多くの方々にお薦めします。
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一般書

一般書

一般書

一般書

〔付録２〕

ＩＴスペシャリスト主要業務一覧

（Revision

1.0）

（注１）：プロジェクトフェーズにおける「サブシステム」とは、システム全体の中から、プラットフォーム、システム管理、
データベース、ネットワーク、セキュリティなどの各専門分野別に区分して括り出した領域を指します。

（１） ＩＴスペシャリスト（プラットフォーム）
（１/３）
プロジェクトフェーズ
システム計画の立案

アクティビティ
1.

システム計画策定

タスク
1-１ プラットフォームシステム
計画、分析のアドバイス

2-1 ユーザ要求定義のための情
報収集・分析

システム化要件定義

2.

2-2

適用技術・製品の調査

2-3

システム化要件の定義

2-4

費用／対価の算出

システム化要件定義

業務概要
情報システム開発におけるプラットフォームシステム（ハードウェアと基盤ソフトウェア）の計画、分
析に関して、プロジェクト要員またはコンサルティングを行う立場から、技術的アドバイスを行う。
ユーザ要求を明らかにするため、現行システムの問題点およびユーザの新しい要求を分析する。
・システム利用状況
・ソフトウェア構成、ハードウェア構成、ネットワーク構成、データ配置
・データベース構成、主要ファイル構成
・運用管理の内容
・ニーズや問題点の把握
適用を検討している製品や技術について調査を行い、その妥当性の検討を行う。
・使用実績、トラブル情報の収集
・技術動向、製品動向の調査
システム化の目標と範囲等、次に示す項目を定義し、ユーザ要求を実現するためのシステム要求仕様の
提示・文書化に関して、プロジェクト要員またはコンサルティングを行う立場から、技術的アドバイス
を行う。
（１) システム化主要要件の定義
・システム化目標・範囲
・システムの機能・性能
・業務・組織・利用者の要求事項
・信頼性要求事項
・セキュリティ要求事項
・人間工学・インタフェース・操作要求事項
・主要データベースと主要データ項目の基本的要件
（2) システム化関連要件の定義
・保守要求事項
・システム構成条件
・設計条件・適格性確認要求事項
・開発環境
・品質・コストと期待効果
・移行要件・妥当性確認要件
プラットフォームシステムに関わる費用を算出し、システムおよびサービスの提供に対する費用／対価
をユーザに示す。最終的な費用／対価は、サービスの範囲や水準とユーザの予算とのトレードオフによ
り調整し、話し合いによって決定する。
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ＩＴスペシャリスト（プラットフォーム）

（続き）
（２/３）

プロジェクトフェーズ

アクティビティ

タスク
2-5

システム化要件定義

システム方式設計

2.

3.

システム化要件定義

システム方式設計

システム化要件の評価

2-6 システム化要件定義書の作
成とレビュー
3-1

システム方式の決定

3-2

システム方式の評価

3-3 システム方式設計書の作成
とレビュー
3-4 適用製品の評価
3-5 システムのテスト方針の設
定
3-6

システム運用の方式設計

3-7 保守および更新・構成変更
の方針策定
3-8 システム運用管理計画書の
作成とレビュー

4-１ プラットフォーム要求事項
の定義
サブシステム要件定義
（注１）

4. プ ラッ トフ ォー ム要
件定義

4-2 プラットフォーム要求事項
の評価
4-3 プラットフォーム要件定義
書の作成とレビュー

業務概要
ユーザ要求の追跡可能性、ユーザ要求との一貫性、テスト計画性、システム設計の実現可能性、運用、
保守の実現可能性を考慮して、システム化要件を技術的に評価する。
システム化要件定義書を作成し、レビューを実施する。
システム化要件を実現するアーキテクチャとしてハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、手作業
を明確にし、これらのいずれかにシステム要求事項を割り振る。また、システム方式とシステム要求事
項を割り振った結果の文書化に関して、プロジェクト要員またはコンサルティングを行う立場から、技
術的アドバイスを行う。
システム要求事項への追跡可能性、システム要求事項との一貫性、使用する設計標準および設計手法の
適切性、割り振られた要求事項を満たすシステムの実現可能性、運用および保守の実現可能性を考慮し
て、システム方式および要求事項の割り振りを評価する。
システム方式設計書を作成し、レビューを実施する。
適用を計画している機器・ソフトウェア等の性能、適合性を評価する。
システムの要求事項およびシステム方式に応じてシステムレベルのテスト方針およびシステム適格性
確認要求事項を設定し、文書化する。
業務の組織、要員、運用体制、運用フロー等の業務運用に基づきシステム運用方式について検討し、文
書化する。
全社の標準、そしてシステム個別の要求事項を勘案して、システムの保守方針を策定する。
システム運用管理計画書を作成し、レビューを実施する。
次に示す品質特性仕様等のプラットフォーム要求事項を定義し、文書化する。
・可用性、回復性に対する要求事項
・性能に対する要求事項
・容量、拡張性に対する要求事項
・運用管理に対する要求事項
・物理的制約
・外部システム、周辺機器とのインタフェース要求事項
・データベースに対する要求事項
・セキュリティ要求事項
・導入および受入に対する要求事項
・保守に対する要求事項
・移行に対する要求事項
システム要求事項との外部一貫性、内部一貫性、コスト、スケジュール、テストの容易性、運用および
保守の実現可能性を考慮して、プラットフォーム要求事項を評価する。
プラットフォーム要件定義書を作成し、レビューを実施する。
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ＩＴスペシャリスト（プラットフォーム）

（続き）
（３/３）

プロジェクトフェーズ

アクティビティ

タスク

5-１
サブシステム設計
（注１）

5.
計

プ ラッ トフ ォー ム設
5-2 プラットフォーム設計(パラ
メータ設計)
5-3 プラットフォーム設計書の
作成とレビュー
5-4 プラットフォームテスト仕
様の設計とレビュー
6-１

構築・テスト

プラットフォーム設計

6. プ ラッ トフ ォー ムの
構築とテスト

7. システム(プラットフ
ォーム)導入支援
８.

システム保守

９.

システム障害管理

プラットフォーム構築

6-2 コンポーネントのコンフィ
グレーションパラメータの設定
6-3 コンポーネントテスト
6-4 プラットフォームシステム
テスト
6-5 システム化要件テスト
6-6 関連文書の更新
6-７ プラットフォームの引渡し
準備
7-１ ユーザへの教育・訓練およ
び支援
8-１ 保守および更新・構成変更
の実施
9-１

障害の分析と復旧

保守・運用
１０.
改善

システムの評価と

10-1

システム評価

10-2

システム改善提案

業務概要
プラットフォーム要件定義を踏まえ、プラットフォーム設計を行う。
・プラットフォームアーキテクチャの設計
・可用性、性能、キャパシティ、拡張性、管理性、セキュリティ要件の実現方式の設計
・バックアップ/リストア方式の設計
・物理構成決定、製品選定
ハードウェア、オペレーティングシステム、ミドルウェアなどのコンポーネントごとのコンフィグレー
ションパラメータの設計を行う。
プラットフォーム設計書を作成し、レビューを実施する。
コンポーネントテストおよびプラットフォームシステムテストの設計とレビューを実施する。
設計書に基づき、サーバやストレージの設置を行い、OS、ドライバソフトウェア、ミドルウェア等の
インストールを行う。部品やソフトウェアおよびそのバージョン等について指定されたものがインスト
ールされ、正常に起動することを確認する。
設計書に基づき、コンポーネントのコンフィグレーションパラメータを設定する。
コンポーネント単体の動作テストを実施し、コンポーネント単体で正常動作を確認する。
コンポーネントテスト終了後、コンポーネントを結合しシステムテストを行う。システムテストでは、
結合されたコンポーネントおよびシステムの結合が正しく行われ、システム設計要件を満たしているこ
とを確認する。システム性能についてもテストを行い必要に応じてチューニングを行う。
システム化要求事項を満たしているかの確認テストを行う。
これまでに作成したシステム開発に関する文書類の更新を行う。
プラットフォームの納入準備を行う。（ドキュメント整備、引渡し環境整備）
システム担当者やエンドユーザに対する初期的な教育訓練および支援を行う。
保守計画に従って、保守または更新・構成変更を実施する。
システム障害に対して、被害を最小限にするために、短時間で障害箇所を特定し、障害原因を分析し、
復旧作業を行う。
システムの性能、能力、セキュリティ状況を分析した上で、現状の問題点、潜在的な問題点を分析、評
価し、結果を報告書にまとめる。
技術や製品の動向を定期的に調査し、現状の問題点（システムのライフサイクル）を分析し、経済性・
拡張性を考慮し、システムや保守運用の適切な改善案を提案する。
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（２）

ＩＴスペシャリスト（システム管理）
（１/３）

プロジェクトフェーズ
システム計画の立案

アクティビティ
1.

システム計画策定

タスク
1-1 システム運用管理計画、分
析のアドバイス

2-1 ユーザ要求定義のための情
報収集・分析

システム化要件定義

2.

2-2

適用技術の調査

2-3

システム化要件の定義

2-4

費用／対価の算出

2-5

システム化要件の評価

システム化要件定義

2-6 システム化要件定義書の作
成とレビュー

業務概要
情報システム開発におけるシステム運用管理の計画、分析に関して、プロジェクト要員またはコンサル
ティングを行う立場から、技術的アドバイスを行う。
ユーザ要求を明らかにするため、現行システムの問題点およびユーザの新しい要求を分析する。
・システム利用状況
・ソフトウェア構成、ハードウェア構成、ネットワーク構成、データ配置
・データベース構成、主要ファイル構成
・運用管理の内容
・ニーズや問題点の把握
適用を検討している製品や技術について調査を行い、その妥当性の検討を行う。
・使用実績、トラブル情報の収集
・技術動向、製品動向の調査
システム化の目標と範囲等、次に示す項目を定義し、ユーザ要求を実現するためのシステム要求仕様の
提示・文書化に関して、プロジェクト要員またはコンサルティングを行う立場から、技術的アドバイス
を行う。
(1) システム化主要要件の定義
・システム化目標・範囲
・システムの機能・性能
・業務・組織・利用者の要求事項
・信頼性要求事項
・セキュリティ要求事項
・人間工学・インタフェース・操作要求事項
・主要データベースと主要データ項目の基本的要件
(2) システム化関連要件の定義
・保守要求事項
・システム構成条件
・設計条件・適格性確認要求事項
・開発環境
・品質・コストと期待効果
・移行要件・妥当性確認要件
運用管理システムに関わる費用を算出し、システムおよびサービスの提供に対する費用／対価をユーザ
に示す。最終的な費用／対価は、サービスの範囲や水準とユーザの予算とのトレードオフにより調整し、
話し合いによって決定する。
ユーザ要求の追跡可能性、ユーザ要求との一貫性、テスト計画性、システム設計の実現可能性、運用、
保守の実現可能性を考慮して、システム化要件を技術的に評価する。
システム化要件定義書を作成し、レビューを実施する。
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ＩＴスペシャリスト（システム管理）

（続き）
（２/３）

プロジェクトフェーズ

システム方式設計

アクティビティ

3.

システム方式設計

タスク
3-1

システム方式の決定

3-2

システム方式の評価

3-3 システム方式設計書の作成
とレビュー
3-4 システムのテスト方針の設
定
3-5

システム運用の方式設計

3-6 保守および更新・構成変更
の方針策定
3-7 システム運用管理計画書の
作成とレビュー

4-1 システム運用管理要求事項
の定義
サブシステム要件定義
（注１）

4. システム運用管理要
件定義
4-2 システム運用管理要求事項
の評価
4-3 システム運用管理要件定義
書の作成とレビュー

サブシステム設計
（注１）

5.
計

5-1

システム運用管理設計

5-2

運用管理システムの設計

システム運用管理設

5-3 システム運用管理設計書の
作成とレビュー
5-4 運用テスト仕様の設計とレ
ビュー

業務概要
システム化要件を実現するアーキテクチャとしてハードウェア、ネットワーク、ソフトウェア、手作業
を明確にし、これらのいずれかにシステム要求事項を割り振る。また、システム方式とシステム要求事
項を割り振った結果の文書化に関して、プロジェクト要員またはコンサルティングを行う立場から、技
術的アドバイスを行う。
システム要求事項への追跡可能性、システム要求事項との一貫性、使用する設計標準および設計手法の
適切性、割り振られた要求事項を満たすシステムの実現可能性、運用および保守の実現可能性を考慮し
て、システム方式および要求事項の割り振りを評価する。
システム方式設計書を作成し、レビューを実施する。
システムの要求事項およびシステム方式に応じてシステムレベルのテスト方針およびシステム適格性
確認要求事項を設定し、文書化する。
業務の組織、要員、運用体制、運用フロー等の業務運用に基づきシステム運用方式について検討し、文
書化する。
全社の標準、そしてシステム個別の要求事項を勘案して、システムの保守方針を策定する。
システム運用管理計画書を作成し、レビューを実施する。
次に示すシステムの運用管理の要求事項を定義し、文書化する。
・運用対象、範囲
・運用体制
・運用業務内容、運用フロー、運用スケジュール
・サービスレベル
・保守に対する要求事項
・移行に対する要求事項
システム要求事項との外部−貫性、内部一貫性、コスト、スケジュール、テストの容易性の実現可能性
を考慮して、システム運用管理要求事項を評価する。
システム運用管理要件定義書を作成し、レビューを実施する。
システム運用管理要件を踏まえ、システムの運用管理設計を行う。
・運用基準の策定
・運用手順書（定常時、障害時、保守、更新・構成変更）の設計
・システム監視方式の設計
・バックアップ/リストア方式の設計
・運用管理システムの物理構成決定、製品選定
運用管理設計に基づき、選定した運用管理ツールのパラメータ設計を行う。また、運用管理に必要なジ
ョブ制御プログラム（ジョブネット、スクリプト等）の設計を行う。
システム運用管理設計書を作成し、レビューを実施する。
運用テストの設計とレビューを実施する。
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ＩＴスペシャリスト（システム管理）

（続き）
（３/３）

プロジェクトフェーズ
サブシステム設計
（注１）

アクティビティ

6.

6-1

システム移行設計

6-2

システム移行テスト準備

7-1

運用管理システム開発

7-2

運用管理システムテスト

移行設計

7. 運用管理システムの
構築とテスト
構築・テスト

8.

タスク

移行

9. システム(運用管理シ
ステム)導入支援

7-3 運用テスト
7-4 関連文書の更新
7-5 運用管理システムの引渡し
準備
8-1 移行テスト
8-2 システム移行
9-1 ユーザへの教育・訓練およ
び支援
10-1

保守・運用

10.

システム保守

11.

システム障害管理

12.
善

システムの評価と改

保守計画の作成

10-2 保守および更新・構成変更
の実施
11-1

障害の分析と復旧

12-1

システム評価

12-2

システム改善提案

業務概要
移行対象の識別、移行方式の決定を行い、さらに移行ツール、移行手順、移行作業時の障害対策を検討
して移行作業の実施計画を作成する。移行手順書の作成も行う。
移行テストの対象を選定し、開発環境、移行テスト環境、本環境間の相違について調査するとともに、
移行テスト用のプログラム、ジョブ制御プログラム（ジョブネット、スクリプト等）、データ、検証項
目等を準備する。
運用管理ツールのパラメータ設定を行うとともに、ジョブ制御プログラム（ジョブネット、スクリプト
等）の作成を行う。
個々のコンポーネントのテストを行い、その後、コンポーネントを結合しシステムテストを行う。シス
テムテストでは、結合されたコンポーネントおよびシステムの結合が正しく行われ、システム設計要件
を満たしていることを確認する。
システム化要求事項を満たしているかの確認テストを行う。
これまでに作成したシステム開発に関する文書類の更新を行う。
運用管理システムの納入準備を行う。（ドキュメント整備、引渡し環境整備）
移行テストを実施し、テスト結果を評価する。その評価において、支障があった場合、改善を行う。
移行責任者の指揮のもと、移行作業を支援する。
システム担当者やエンドユーザに対する初期的な教育訓練および支援を行う。
保守方針に従って、保守計画を策定する。現状のシステム能力を分析の上で、経済性を考慮して適切な
機器の再構成、増強、増設計画を立案する。
保守計画に従って、保守または更新・構成変更を実施する。
システム障害に対して、被害を最小限にするために、短時間で障害箇所を特定し、障害原因を分析し、
復旧作業を行う。
システムの性能、能力、セキュリティ状況を分析した上で、現状の問題点、潜在的な問題点を分析、評
価し、結果を報告書にまとめる。
技術や製品の動向を定期的に調査し、現状の問題点（システムのライフサイクル）を分析し、経済性・
拡張性を考慮し、システムや保守運用の適切な改善案を提案する。
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（３）

ＩＴスペシャリスト

（データベース）
（１/３）

プロジェクトフェーズ
システム計画の立案

サブシステム要件定義
（注１）

サブシステム設計
（注１）

1.
定

2.
義

アクティビティ
デ ータ ベー ス計 画策

デ ータ ベー ス要 件定

タスク
1-1 データベース計画、分析の
アドバイス
2-1

現状調査と課題分析

2-2

作業範囲の確定

2-3

データベース要件の定義

3-1

概念データモデルの作成

3-2

概念データモデルの検証

3-3

論理データモデルの作成

3-4

論理データモデルの検証

3-5

DBMS の選定と導入

3-6

物理データベースの設計

3. デ ータ ベー スの 分析
と設計

3-7 データベース設計書の作成
とレビュー

業務概要
情報システム開発におけるデータベースの計画、分析に関して、プロジェクト要員またはコンサルティ
ングを行う立場から、技術的アドバイスを行う。
業務プロセスおよびデータに関する調査を行い、現状の課題分析、新しいニーズの分析により要求事項
を整理する。それに基づき、新しいアプリケーションおよびデータベースの開発を決定する。
データベース開発の目的を明確化し、作業の範囲を確定する。それに基づきデータベース化プロジェク
ト計画を作成する。
データベース設計要件（データ要件およびそのインテグリティ要件）、データベース物理概要要件（容
量、DBMS、データべース配置等）、およびデータベース運用管理要件（データアクセス、性能、セキ
ュリティ、運用等の要件）を定義する。また、データベースの利用者、アプリケ−ション開発技術者を
交えて要件定義書に関するレビューを行う。
新規アプリケーション設計と並行して、データ要求分析に基づいて概念データモデルを作成する。さら
に、モデルの練り上げを繰り返して完成させる。
ユーザを交えて概念データモデルの妥当性を検証する。
概念データモデルから論理データモデルへの（ER 図から SQL テーブルへ）変換を行う。さらに、イ
ンデックス設計、ビュー設計を行い、また、正規化によりデータを一元化する。
論理データモデルの妥当性を検証する（概念モデリングで検証した事項が論理モデリングにおいても成
立することの検証）。
関係データベースを利用することを前提として、DBMS を選定し、その導入を行う。DBMS の選定
は、各種ベンダ製品候補の中から、予算、データベース化の目的、要求機能・性能等を勘案し、設定し
た基準に基づいて行う。さらに、既存の基幹情報システム、ユーザ側の環境との整合性を考慮の上、選
定した DBMS を導入して動作確認を行う。
以下の手順で物理データベース設計を行う。
(1) トランザクションの特性を分析し、データの利用要件を詳細に定義する。
(2) プラットフォームの物理環境、ファイルボリューム等データベースの物理要件、およびレスポン
スタイム、インテグリティ、障害回復、運用要件を定義する。
(3) 拠点におけるデータ配備の必要性、データへのアクセス性能、セキュリティ等を勘案し、集中型
か、分散型か、アーキテクチャを決定する。
(4) ターゲット DBMS の機能や制約を考慮の上、物理データベース設計を行う。また、必要ディスク
容量の計算や、ロック制御方式の設定を行う。
(5) 性能や保守性を勘案の上、以下の作業を行う。
・フィールド設計
・テーブルの非正規化、アクセスパスの選定、インデックスの選定
記憶効率、アクセス効率、計算処理効率等のトレードオフによる性能調整
・必要に応じての、RAID によるファイルアクセス効率の改善検討
・アプリケーション開発のルール準拠、クエリー最適設計、アクセスパス調整
を行ってのアプリケーションの性能改善
(6) 代替データベース、複数ディスクへの分散、データの格納順序、障害対策等を考慮してのデータ
ベースの物理的な配置の決定を行う。
データベース設計書を作成し、レビューを実施する。
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ＩＴスペシャリスト（データベース）

（続き）
（２/３）

プロジェクトフェーズ

アクティビティ

3. デ ータ ベー スの 分析
と設計
サブシステム設計
（注１）

タスク
3-8 データベーステスト仕様の
設計とレビュー
3-9
計

データベースの運用管理設

3-10 保守および更新・構成変更
の方針策定
4.

4-1

データ移行設計

4-2

データ移行テスト準備

5-1

実装

5-2

テストの実行

5-3

テスト結果の分析と評価

6-1

データ移行テスト

移行設計

5. デ ータ ベー スの 実装
とテスト
構築・テスト
6.

移行

7.
援

デ ータ ベー ス導 入支

6-2 データ移行
7-1 ユーザへの教育・訓練およ
び支援
8-1

保守計画の作成

8-2 保守および更新・構成変更
の実施

保守・運用

8.

データベース保守
8-3

データベースの管理

業務概要
テストの要求事項と適用範囲を明確にし、テスト仕様書を作成する。
以下を重点として、データベースの運用管理に関わる計画を作成する。
(1) 定常時および異常時におけるデータベースシステムの運用体制、運用方式
(2) データベースの監視対象、監視方式
(3) データベースの容量、性能、障害・復旧、セキュリティの管理
(4) データベースの保守、データインテグリティの維持
全社標準、そしてシステム個別の要求事項を勘案して、データベースの保守方針を策定する。
移行対象の識別、移行方式の決定を行い、さらに移行ツール、移行手順、移行作業時の障害対策を検討
して移行作業の実施計画を作成する。移行手順書の作成も行う。
移行テストの対象を選定し、開発環境、移行テスト環境、本環境間の相違について調査するとともに、
移行テスト用のプログラム、データ、検証項目等を準備する。
データベースを RDBMS に実装する。
(1) データベースの定義を以下の手順で行う。
データベース定義→テーブル定義→インデックス定義→ビュー定義→アクセス権限定義
(2) 設計に従い、コンフィグレーションパラメータの設定を行う。
データベースアクセステストにより、性能、セキュリティ、インテグリティ、バックアップ・リカバリ
について評価し、ユーザ要求に対する適合性の確認を行う。
テスト結果を評価し、支障があった場合、プロジェクト関係者と連携をとって対応を検討し改善を行う。
データ移行テストを実施し、テスト結果を評価する。その評価において、支障があった場合、改善を行
う。
移行責任者の指揮のもと、移行作業を支援する。
システム担当者やエンドユーザに対する初期的な教育訓練および支援を行う。ユーザ向けマニュアルお
よびデータベースシステム運用管理向けマニュアルに従った導入教育を行う。
保守方針に従って、利用者への影響度が最小になるように、保守計画を立案する。また、保守要求事項
と保守手続きを文書化し、データベース利用者、アプリケーションシステム運用者への周知徹底を図る。
保守計画にそって、ターゲット環境における DBMS、データベース再構成、アプリケーションのグレ
ードアップにともない、適切な更新を行う。
データの完全性を維持し、ユーザの望む可用性、性能を保証し、さらに適切なキャパシティ計画が立て
られるよう、以下の業務を実施してデータベースシステムを管理する。
(1) 計画にそって、データインテグリティの維持を定期的に確認する。
(2) 遅滞なくデータベースアクセスが保証されるよう、データオブジェクト物理構造を維持する。
(3) バックアップの実行状況を監視し、障害・復旧計画の実施状況を管理する。
(4) データベースセキュリティ対策の効果を監視するとともに、ユーザにセキュリティへの助言、教
育訓練を実施する。
(5) データベースシステムに関する監査手続きにそって監査資料を作成し、監査に対して的確な説明
を行う。
(6) 「DBMS 災害対策の予行演習」を計画的に実施する。
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ＩＴスペシャリスト（データベース）

（続き）
（3/３）

プロジェクトフェーズ

アクティビティ

タスク
9-1

9.
理

障害の分析と復旧

デ ータ ベー ス障 害管

保守・運用

10. データベースの評価
と改善

9-2 データベース性能の分析と
チューニング

10-1

システム評価

10-2

システム改善提案

業務概要
データベース障害に対して、被害を最小限にするために、短時間で障害箇所を特定し、障害原因を分析
し、復旧作業を行う。
監視データの分析結果と性能要件とを照らし合わせ、データベースの性能管理を行う。
（1）ボトルネックの発見を含め、データベースアクセス要求が遅滞なく満たされるよう、ハードウェ
アの性能、アクセスの実行パス経路の状況を把握し、性能を管理・改善する。
（2）データベースアプリケーションによる資源の利用状況を把握し、資源の最適な利用のためのキャ
パシティ管理を行う。
データベースの性能、能力、セキュリティ状況を分析した上で、現状の問題点、潜在的な問題点を分析、
評価し、結果を報告書にまとめる。
ユーザの新しい要求を収集・分析し、改善提案を行う。また、データベースの構造を評価し、新しいビ
ジネス環境に適合するようシステムの更新計画を立てる。
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（４）ＩＴスペシャリスト

（ネットワーク）
（１/２）

プロジェクトフェーズ
システム計画の立案

アクティビティ
1. ネットワークシステ
ム計画策定

タスク
1-1 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム 計
画、分析のアドバイス
2-1 アプリケーションからの要
求分析

サブシステム要件定義
（注１）

2. ネットワークシステ
ム要件定義

2-2 現行ネットワークシステム
の分析
2-3

作業範囲の確定

2-4 ネットワークシステム要件
の定義
3-1 適用技術および製品の調査
と評価

3-2
計

サブシステム設計
（注１）

3. ネットワークシステ
ム設計

ネットワークシステムの設

3-3 新規ネットワークシステム
上での業務運用計画
3-4

作業計画作成

3-5 設計レビュー
3-6 保守および更新・構成変更
の方針策定

業務概要
情報システム開発におけるネットワークシステムの計画、分析に関して、プロジェクト要員またはコン
サルティングを行う立場から、技術的アドバイスを行う。
ネットワークアプリケーションからの要求を分析するために、ネットワーク利用者やアプリケーション
システム開発担当者から、アプリケーションが要求する性能、およびアプリケーションが対象とする送
受信拠点、データ量と頻度、データ種類、データの流れ方向の情報を受ける。
既存ネットワークにアプリケーションを追加する場合は、現状ネットワークに流れているトラフィック
を調査し、現状の問題点を把握し、アプリケーションを追加することによる他アプリケーションへの影
響を調査する。ネットワーク基盤を再構築する場合は、既存アプリケーションが流すトラフィックを調
査し、現状の問題点を把握する。
対象とするアプリケーションを決定し、作業の範囲を確定する。ネットワークシステムの設計、構築プ
ロジェクトに関する、目的、作業規模、達成目標、実施期間などを設定する。
ネットワークシステムの設計要件（経済性、性能、標準化への対応）、およびネットワ−クシステムの
運用管理要件（移行性、拡張性、信頼性、セキュリティ要件）を定義する。また、ネットワーク利用者、
アプリケーションシステム開発担当者を交えて要件定義書に関するレビューを行う。
ネットワークに関する技術、製品、通信サービス、ベンダ情報、導入ユーザの事例、標準化の動向を調
査し、評価する。必要があれば、事前にテストを行う。
以下を重点事項として、ネットワークシステムの設計を行う。
(1) サーバ、クライアントなどのシステムの配置、プロトコルおよびトポロジといったネットワーク
アーキテクチャを決定し、予想される性能を評価する。
(2) セキュリティ対策として、セキュリティポリシを認識し、必要なセキュリティ対策を実現するた
めに必要なネットワーク技術、機器を決定する。
(3) 信頼性対策として、ネットワーク機器や回線の故障、災害や事故による障害に対して、必要な通
信を確保するために、回線やネットワーク機器のバックアップおよび回復手段を決定する。効率よく管
理できるようネットワーク管理手段を決定する。
(4) ネットワークアーキテクチャ、セキュリティ対策、信頼性対策は、複数の設計シナリオを作成す
る。各シナリオについて、費用対効果、実現の可能性を評価する。
新規ネットワーク上におけるネットワークシステムの運用手続きを作成する。また、既存ネットワーク
上の業務から、新規ネットワーク上への業務移行計画を作成する。
新ネットワークシステム構築に関する作業計画を作成する。作業計画は、利用者の業務の影響が最小と
なるようにする。作業計画には、途中不具合が生じた場合の復旧作業も盛り込む。作業計画について、
ネットワーク利用者、アプリケーションシステム開発担当者、ハード／ソフトベンダへの周知を行う。
問題がある場合は、協議して調整する。
ネットワーク利用者、アプリケーションシステム開発担当者、ハード／ソフトベンダ間で、ネットワー
クシステムの設計、保守運用計画、作業計画についてレビューを行う。それぞれの責任範囲を明確にす
る
全社の標準、そしてシステム個別の要求事項を勘案して、ネットワークシステムの保守方針を策定する。
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ＩＴスペシャリスト（ネットワーク）

（続き）
（２/２）

プロジェクトフェーズ

構築・テスト

アクティビティ

4. ネットワークシステ
ムの構築とテスト

5. ネットワークシステ
ム導入支援
6. ネットワークシステ
ム保守

保守・運用

7. ネットワークシステ
ム障害管理

8. ネットワークシステ
ムの評価と改善

タスク
4-1

事前の段取り

4-2

導入作業

4-3

テスト仕様の作成

4-4

テストの実行

4-5

テスト結果の分析と評価

5-1 ユーザへの教育・訓練およ
び支援
6-1

保守計画の作成

6-2 保守および更新・構成変更
の実施
7-1

障害の分析と復旧

7-2

システム性能の分析

7-3
対応

セキュリティ侵害の分析と

8-1

システム評価

8-2

システム改善提案

業務概要
作業計画に基づいて、機器および回線の手配を行う。ユーザ、ベンダ、導入作業者に計画の周知徹底を
図る。スケジュール上の問題が発生した場合、その都度調整を行い、結果を文書化する。
ネットワーク機器や回線を設置して、ネットワークソフトウエアを導入し、各機器および回線の接続、
設定を行う。
テストの要求事項と適用範囲を明確にし、テスト仕様書を作成する。
ネットワークシステムのテスト仕様に基づいて、テストを実行する。テストは、アプリケ−ション機能
が確認されるまで、または、テストの適用範囲が変更されるまで繰り返す。
テスト結果の合格あるいは不合格を文書化する。不合格がある場合は、不具合箇所を改修し、再度テス
トを実行する。問題点がある場合は、ネットワークシステムの改善提案を行う。
システム担当者やエンドユーザに対する初期的な教育訓練および支援を行う。
保守方針に従って、利用者への影響度が最小になるように、保守計画を立案する。また、保守要求事項
と保守手続きを文書化し、ネットワーク利用者、アプリケーションシステム運用者への周知徹底を図る。
保守計画に従って、保守または更新・構成変更を実施する。
ネットワーク障害に対して、被害を最小限にするために、短時間で障害箇所を特定し、障害原因を分析
し、復旧作業を行う。
性能監視から、ネットワークシステム要件で策定した性能基準に照らし合わせて分析を行う。定期的に
ベンチマークテストを実施し、性能に劣化がないかを調査する。性能基準は、ネットワークシステムの
更新（アップグレード）等の変更に対応して更新する。
セキュリティ監視から、ネットワークシステム要件で策定したセキュリティ基準に照らし合わせてセキ
ュリティ分析を行い、問題がある場合は、セキュリティ対策を行う。セキュリティ基準は、ネットワー
クシステムの更新（アップグレード）等の変更に対応して更新する。
ネットワークシステムの性能、能力、セキュリティ状況を分析した上で、現状の問題点、潜在的な問題
点を分析、評価し、結果を報告書にまとめる。
ネットワーク技術や製品の動向を定期的に調査し、現状の問題点（システムのライフサイクル）を分析
し、経済性・拡張性を考慮し、ネットワークシステムや保守運用の適切な改善案を提案する。
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（５）ＩＴスペシャリスト（セキュリティ）
（１/３）
プロジェクトフェーズ

アクティビティ

1. セキュリティ基本方針
の策定

コンサルティング

2. セキュリティ対策基準
の策定

システム計画の立案

3. セキュリティシステム
の計画策定

タスク

業務概要
組織内の各部門から提出された情報資産（情報システム、データ、人材、ドキュメントなど）を整理し、
1-1 情報資産の評価
その価値をセキュリティの観点から評価し明確にする。評価は機密性、完全性、可用性等の観点から行
い、必要に応じ各部門の協力やヒアリングなどを得て行う。
セキュリティ情報を広く収集し、情報資産に与える脅威について分析、整理する。
1-2 脅威の認識
脅威がもたらす企業の情報資産に対するリスクを識別するとともに、リスク発生の原因を分析する。
1-3 リスクの識別
分析されたすべてのリスクに対して、それぞれ物理的対策、人的対策、技術的対策の区分で整理する。
1-4 対策の整理と調査
また、整理された対策に対し、現状の実施の程度を調査する。
整理されたすべてのリスクに関して、発生確率を推定するとともに、定性的、定量的に評価し、リスク
の現実化による損害コストとリスク軽減の対策コスト、および対策を施しても残存するリスクを考慮し
1-5 リスクの評価
て、リスク対応にランクをつける。
リスク評価の結果に基づき、経営トップ層に協力して組織のセキュリティ基本方針を策定する。
1-6 セキュリティ基本方針の策 セキュリティ基本方針には、セキュリティ対策の目的、範囲、達成レベル、推進体制、責任者、経営者
定
／従業員の遵守事項などの基本的な考え方を含めるようにする。
セキュリティ基本方針は文書化し、セキュリティポリシ文書類の一部としてまとめる。
企業活動一般において、セキュリティ基本方針と企業の規則体系にあわせて、セキュリティの観点から、
従業員の活動に関する基準、企業内文書の管理基準、セキュリティ教育に関する基準、および緊急時の
対応体制の基準や対外説明の基準を策定する。
2-1 企業活動一般のセキュリテ
セキュリティ対策基準には、セキュリティ対策の目的、範囲、達成レベル、推進体制、責任者、経営者
ィ対策基準の作成
／従業員の遵守事項などを含めるようにする。セキュリティ対策基準は、それに従って実際のセキュリ
ティ管理策を策定することが出来るよう、総合的で具体性のある内容とする。
セキュリティ対策基準は文書化し、セキュリティポリシ文書類の一部としてまとめる。
企業の情報システムにおいて、セキュリティ基本方針と企業の規則体系にあわせて、セキュリティの観
点から、ネットワークサーバ、クライアントおよびデータの運用管理基準、インターネットの利用管理
基準、システム管理の業務基準、システム開発プロセスでのセキュリティ管理基準、開発対象のセキュ
2-2 情報システムのセキュリテ リティ対策（セキュリティアーキテクチャ）に関する基準を策定する。
ィ対策基準の作成
セキュリティ対策基準には、セキュリティ対策の目的、範囲、達成レベル、推進体制、責任者、経営者
／従業員の遵守事項などを含めるようにする。セキュリティ対策基準は、それに従って実際のセキュリ
ティ管理策を策定することが出来るよう、総合的で具体性のある内容とする。
セキュリティ対策基準は文書化し、セキュリティポリシ文書類の一部としてまとめる。
3-1 セキュリティシステム計画、 情報システム開発におけるセキュリティシステムの計画、分析に関して、プロジェクト要員またはコン
サルティングを行う立場から、技術的アドバイスを行う。
分析のアドバイス
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ＩＴスペシャリスト（セキュリティ）
プロジェクトフェーズ

アクティビティ

（続き）
タスク

4-1 セキュリティシステ
ム要求事項の定義
サブシステム要件定義
（注１）

4. セキュリティシステムの要
件定義

4-2 セキュリティシステ
ム要求事項の評価
4-3 セキュリティシステ
ム要件定義書の作成
5-1 認証と権限のコント
ロール
5-2 物理セキュリティの
コントロール

サブシステム設計
（注１）

5.
計

セキュリティシステムの設

5-3 論理セキュリティの
コントロール
5-4 ネットワーク基盤上
データの信頼性確保
5-5

データの機密保持

5-6 セキュリティ運用手
続きの作成

構築・テスト

6. セキュリティシステムの実
装および検査

6-1 セキュリティ製品の
選定および導入
6-2 セキュリティシステ
ムの開発
6-3
確認

7. セキュリティシステム導入
支援

セキュリティ実装の

7-1 ユーザへの教育・訓練
および支援

（２/３）
業務概要
次に示す品質特性仕様等について、セキュリティシステム要求事項を定義し、文書化する。
・認証と権限
・物理セキュリティ
・論理セキュリティ
・データの信頼性確保
・データの機密保持
・セキュリティシステムの運用
・導入および受入に対する要求事項
・保守に対する要求事項
・移行に対する要求事項
システム要求事項との外部−貫性、内部一貫性、コスト、スケジュール、テストの容易性、運用および
保守の実現可能性を考慮して、セキュリティシステム要求事項を評価する。
セキュリティシステム要件定義書を作成し、レビューを実施する。
利用者の認証方法、利用者の情報資産へのアクセスがその情報資産の所有者によって権限付与される手
続き、利用者のアクセス範囲が適切であるかの審査方法、利用者が実際に情報資産へアクセスする方法
を決定する。
情報資産全体の機密性、完全性、可用性等を保証するために、建屋の管理方法、入退室管理方法、物理
ネットワーク基盤の保護方法、セキュリティを担保する物理装置（特にモパイル機器）を決定し、セキ
ュリティを維持する必要な運用が行えるように（アドバイス）する。
情報資産全体の機密性、完全性、可用性等を保証するために、ネットワーク間でのフィルタリング方法、
物理装置やネットワークセグメント間のアクセス方針が適切かを判断し、必要なときは関係者にアドバ
イスする。また、セキュリティを維持する適切な運用が行えるように（アドバイス）する。
ネットワークシステムおよびネットワーク基盤上に流れるデータの機密性、完全性、可用性等を保証す
るため、ネットワーク上のデータの改ざんや攻撃、コンピュータウイルス等の脅威を抑止するための安
全策を決定する。
リスク評価の結果に基づき、個人単位によるデータへのアクセス制限、データへのアクセスを記録する
仕組み、操作ミスを低減する仕組み、データの暗号などの方策を決定する。
バックアップ、緊急事態対策などの手続きを決定し、セキュリティ監視の範囲、セキユリティ監視結果
の情報の保管方法を決定する。なお、セキュリティ運用については、組織の承認を受け、利用者に周知
する。
企業の情報システムやネットワークの構成要素を識別し、それぞれの構成要素に対してセキュリティ製
品を選択し導入する。
セキュリティシステムの設計要件を実装する適当なセキュリティ製品が存在しない場合、必要に応じて
独自にソフトウェア開発を行う。
導入製品の環境設定または開発機能に関して、セキュリティ上の問題の発見、および脆弱な部分の発見
のために、システム、サーバあるいはネットワークに対し、テストとして攻撃し、設計要件の通りにセ
キュリティを確保しているかどうかの確認を行う。
必要に応じて、第三者機関による診断を受ける。
システム担当者やエンドユーザに対する初期的な教育訓練および支援を行う。
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ＩＴスペシャリスト（セキュリティ）

（続き）
（３/３）

プロジェクトフェーズ

アクティビティ
8. セキュリティシステムの運
用と保守

タスク
8-1 セキュリティ運用手
続きの実施
8-2

システム保守

9-1 システム動作のセキ
ュリティ監視と記録
9-2 事故の検知
9-3 事故の初動処理
9.

セキュリティ障害管理

保守・運用

10. セキュリティシステムの
評価と改善

11.

情報セキュリティ監査

9-4

事故の分析

9-5

事故からの復旧

9-6

再発防止策の実施

9-7

セキュリティの評価

10-1 技術情報の収集と評
価
10-2 運用上の問題点整理
と分析
10-3 技術上の問題点整理
と分析
10-4 新たなリスクの整理
と分析
10-5 セキュリティ基本方
針、セキュリティ対策基準の
更新と展開
11-1
実施

セキュリティ監査の

業務概要
セキュリティシステムの設計結果を実装した運用手続きをレビューし、運用面から見直しをし、問題が
あればフィードバックする。
セキュリティ関連組織（CERET／CC や IPA 等）やセキュリティ製品ベンダから提供されるセキュリ
ティ情報を収集し、緊急性と組織の必要性に応じてベンダ提供のパッチをシステムに適用する。
セキュリティシステムの設計で決定したセキュリティ監視項目の範囲で、システムの使用状況、システ
ムログ、システムエラーログ、アラーム、トラフィックパターン等から、セキュリティ違反が行われて
いないことを監視し記録する。
システムログ、システムエラーログ、アラーム記録、トラフィックパターンの分析、システムの整合性
チェックにより、不正侵入やセキュリティ違反を発見する。
緊急対応の規定に従って、事故の連絡／説明、処置の優先順位決定、被害の拡大防止、証拠保存を行う。
事故による被害状況や被害範囲を調査し、損害と影響を評価する。セキュリティ情報、事故に関するさ
まざまな情報、操作記録、アクセス記録などを収集して、事故原因を特定する。
発生した当該事故の再発防止策を検討および実施し、事故からシステムを復旧する。必要に応じて、シ
ステムの再構成を行う。
同様な事故が発生しないように、恒久的な再発防止策を検討し、実施する。必要に応じて、システムの
再構築を行う。
最新の脅威と事故についての情報を収集し、想定されるセキュリティ事故を模擬する侵入、トラフィッ
ク攻撃などの検査を定期的に行い、システムの脆弱性、セキュリティ基本方針やセキュリティ対策基準、
具体的なセキュリティ管理策の遵守状況を評価する。
最新のセキュリティ情報やセキュリティ技術情報およびセキュリティ事故例を収集、分析、評価して、
情報システムへの適用の必要性や費用対効果を検討する。
セキュリティ運用で起こり得る問題（例えば、利用者の反発、運用が困難なルール、セキュリティ違反
者の発生）を整理し、セキュリティ管理策の関係する箇所を洗い出し、必要に応じて見直しを行う。
セキュリティの新技術の導入により、セキュリティ管理策の関係する箇所を洗い出し、必要に応じて見
直しを行う。
新たな脅威、情報システムの変更、組織の変更から新たなリスクを整理し、セキュリティ管理策の関係
する箇所を洗い出し、必要に応じて見直しを行う。
実際の運用結果にもとづき、組織のセキュリティ基本方針やセキュリティ対策基準の見直しと更新を行
う。
見直しを行ったセキュリティ基本方針やセキュリティ対策基準をもとに、実際のシステム構成や設計、
実装、運用および管理の再構築を行い、組織内に展開する。
情報セキュリティ監査を実施または支援する。
組織内を指導し、情報セキュリティ監査の内部要員を育成する。
第三者（外部）による情報セキュリティ監査の際に、監査が円滑に進むよう組織内の対応を行う。
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