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SI 業界における人材育成と当社人事政策への提言

新 川 謙 治 郎
Ⅰ

はじめに

SI（システムインテグレーション：IT 産業の中でも特にお客様の問題解決のため、情
報システムの企画・構築・運用を提供する）企業は、社会の情報化の進展とともにこれま
で大きな成長を遂げてきた。
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IT（InformationTechnology: 情報技術）の活用度合いが企業の競争力を左右する事例
も多くあり、それゆえ戦略的に IT 投資に取り組む企業も多い。また一方で、J-SOX 法
（内部統制に関する法律（金融商品取引法））の施行に伴う「内部統制強化」いう社会的な
要求に基づいて、好むと好まざるとに関わらず IT 化を進めていかねばならない現実もあ
る。こうした情勢から、今後も SI 企業の発展が見込まれている。
しかし SI 企業を含めた情報サービス業界は、技術革新が絶え間なく起き、それゆえ陳
腐化していく技術も多い。このような激しい技術変革の中、SI 業界に属する個々企業で
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はどのように人材育成が行われているのだろうか。この業界の事業システムが労働集約型
の側面を強く持つ故に、人材育成のあり方は企業の競争力を左右する。
一般に人材育成には以下の 3 つの手法があるとされる。
（1）自己啓発：個人の意思による自己の能力開発
（2）Off-JT ：“Off the Job Training”の略称。社外にて実施される研修などによる、
技術や業務遂行能力に関する訓練。一般化された技能や知識についての
教育を指す。
（3）OJT

：“On the Job Training”の略称。実務経験を積む事により、業務上必要
とされる知識や技術を身につける訓練方法。業務遂行に必要な技術や能
力を現場の上司が直接伝え、部下が自分の技術、能力として身に付けて
いく訓練方法のこと。

これらのうち（1）は個々人が自らの目標を立てそれを実現するためのものであり、企
業内にて携わっている業務と直接の関連を問うものではない。（2）（3）は共に企業内部に
て用いられる方法で、何れも育成すべき明確な目標が設定されている。「Off-JT」が職場
を離れて座学を主体に行われるのに対し、
「OJT」はその名の通り実際の職場、業務を通
じて行われ、業務の内容に応じて多種多様な手法が用いられる。
SI 業界においては 2002 年、経済産業省の外郭団体である独立行政法人

情報処理推進

機構（以下、IPA）によって「IT スキル標準（以下、ITSS）
」が策定され、産学における
IT サービス・プロフェッショナルの教育・訓練等に有用な共通枠組が提供された。今日現
在 SI 企業はもちろん、多くの IT 関連企業で採用されまたは採用の検討が行われており、
業界の標準的な指標として定着しつつある。ITSS により、SI 業界に関連する個人及び企
業は、学ぶべき、または育成すべき技術内容とその水準について明確な指標を得た訳であ
り、
（1）自己啓発と（2）Off-JT を実施する上での明確な道筋が示されたことになる。
しかし（3）OJT については、その重要性が認識されつつも、共通化・標準化は困難で
あるとされてきた。本研究では「OJT」に焦点を当て、各社が如何に各々の事業特性に
沿った人材を育成しようとしているかを、インタビューにて調査し、自社の育成政策への
提言として取りまとめることを目指した。

Ⅱ

先行研究

1．ソフトウェア技術者の上流工程へのシフトの進展
ソフトウェア技術者のキャリア形成と職務の構造変化について、梅澤（1996）、三輪
（2004）
、南雲（2003）の 3 つの研究成果を取り上げる。
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（1）梅澤隆（1996）
「情報サービス産業の分業とソフトウェア技術者のキャリア・職業
意識」
梅澤はソフトウェア企業を、情報サービス産業におけるソフトウェア開発を中心とした
分業構造の中に位置付け、以下の 3 つの仮説を検討した。
①分業上の位置により労働市場の内部化の程度は異なる
②ソフトウェア企業の分業上の位置がキャリアパス設定の制約条件となり、教育訓練に
も違いが生じる
③キャリア形成のあり方が、ソフトウェア技術者の職業意識に反映する
担当するソフトウェア開発工程の違い、製品・サービスの違いから 6 つの企業類型を設
定し、労働市場の内部化の程度、キャリアパス、教育訓練、それに職業意識の違いを検討
している。その結果、キャリア形成が上流工程からソフトウェア開発を担当している企業
ほど上方に伸びていることを明らかにした。もちろん分業構造上の位置は、キャリア形成
の制約条件であり、個別企業の経営戦略、方針によってもキャリアの形成は変わる。その
結果、上流工程からソフトウェア開発を担当している企業ほど教育訓練をより積極的に
行っていた。
（2）三輪卓己（2004）
「ソフトウェア技術者のキャリア志向の多様性─モジュール化、
ネットワーク化した産業アーキテクチャを展望して─」
モジュール化、ネットワーク化する社会や組織の構造変化に伴い、働く人々の意識も変
わりつつあり、キャリアが多様化している。三輪は特に日本のソフトウェア技術者を対象
とし、彼（女）らのキャリアが今後どのように多様化していくのか、新しい社会に適応し
た役割分化がみられるのかについての可能性を展望している。分析の結果からキャリア志
向には①マネジャー志向②プロジェクト志向③先進・普遍性志向④自立志向⑤エキスパー
ト志向 という 5 つのタイプがあり、夫々学習／行動／情報源に特徴ある活動を行ってい
ることを明らかにしている。これを導いたアンケートから、日本におけるソフトウェア技
術者のキャリア志向は多様化し、役割が分化しつつあることに期待を寄せている。
（3）南雲智映（2003）
「ソフトウェア技術者の中高年化と『年齢限界説』の考察」
南雲は我が国のソフトウェア技術者が確実に増加し、その年齢構成が中高年化しつつあ
り、若年ソフトウェア技術者の大量採用が困難になってくる今後の動向を踏まえて、これ
ら中高年化する技術者の一層の活用が重要となることを示している。
以上の 3 つの研究から、日本におけるソフトウェア技術者のキャリア志向は分化し多様
化しつつあること、また職務の構造変化に伴い、より上流方向へのシフトが見られること
が明らかになっている。
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2．ソフトウェア技術者人材育成における OJT の重要性の増大
（1）天谷正（1996）
「人材育成施策 10 年間の変遷」
日本経営者団体連盟と日本産業訓練協会によって 5 年おきに行われる産業訓練実態調査
の 1985、90、95 年に行われた調査結果を用い、日本の企業の人材育成施策 10 年の変遷を
追っている。特に調査期間後半での減量経営が求められる環境下で、一人で従来より多く
の職能をこなすこと、および従業員の能力構造改革と質の向上が求められ、また OJT の
制度的運用が進展したことを明らかにしている。
育成方針の設定と計画策定という「OJT 教育計画」を行う企業が確実に増加している
こと、
「OJT の具体的推進」についても、OJT 推進の場としての問題解決会議の開催やそ
の風土造り、定期的面接指導、適切な権限委譲が進められていること、「OJT の評価」の
面でも、OJT による部下育成業績を、人事考課に当たって評価の対象とする企業が増え
ていることが明らかにされている。
（2）労働政策研究報告書（2006）
「教育訓練サービス市場の需要構造に関する調査研究
─個人の職業能力開発行動からみる─」
本報告書によれば、我が国企業が掲げる基本戦略「高付加価値型の経営体制の構築」を
実現するためには、従来にも増して「高度な人材を開発し蓄積する」こと、即ち「強力な
教育訓練システムを構築する」ことが必要とされている。近年企業はこれを認識し「人材
への投資」を推進し、教育訓練戦略の再構築を進めている。
これら研究が示す通り、高度なソフトウェア人材を育成していくためには、教育訓練シ
ステムの構築と人材への投資が必要とされており、その中でも特に、OJT による育成シ
ステムが重要視されてきていることが明確にされている。

Ⅲ

問題提起

1．先行研究を踏まえた問題意識
先行研究より明らかになった環境変化の下、SI 企業における人材育成は具体的にどの
ように行われているのであろうか。本研究では、次の 3 点に焦点をあてて SI 企業の人材
育成の実態を明らかにしたい。
（1）人材育成の重要性についてどのように認識されているのか？
ITSS の制定により、業界全体即ちシステムのベンダー側及びユーザ企業双方において
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人材育成の重要性は認識されつつある。技術革新の激しい SI 業界の「人材育成」に対す
る認識を明らかにしたい。
（2）
「暗黙知」
「非形式知」についてはどのように捉えられているのか？
実際の情報システムの構築・運用は、ITSS で設定された「形式知」のみで構成される
訳ではなく、寧ろ「暗黙知」
「非形式知」の果たす役割の方が大きい。そこで個々 SI 企業
が、
「暗黙知」
「非形式知」をどう捉えているのかを明らかにしたい。
（3）OJT はどのように行われているのか？
SI 企業の盛衰を決定付ける、
「暗黙知」
「非形式知」の伝承に大きな役割を果たす OJT
が、如何に行われているかを明らかにしたい。
以上の 3 つの疑問に焦点を当て、SI 企業における人材育成の実態を明らかにするため
に、本研究では先ず、自社へのインタビューによって問題点を抽出し、同業種 3 社へのイ
ンタビュー調査を実施した。これを踏まえて分析・考察を行い、自社の人材育成施策への
提言としたい。

2．当社の概要
当社は、大手電機メーカーの中で機能分社していたソリューション会社を母体とし、関
連する IT の関係会社を一体化させて正式に分社して 2003 年に発足した。当社もかつて
のハードウェア偏重の時代から、徐々にソフトウェア、サービスに事業の重心を移しつつ
あり、今では事業の過半を占める。それゆえ従来のハードウェア製造業とは異なる人材育
成制度が必要とされてきている。

3．当社の人材育成の考え方
（1）制度の考え方
当社は分社後、SI 専業企業としての人材育成制度を構築途上である。上述の歴史の通
り、製造業としての親会社の特徴を受け継いでいる制度が多く、給与や業績評価等の他の
システムとの整合を図りながら整備を進めている。
当社は人材カンパニーであり、
「人が宝、人材が資産」との考えに基づいて、ITSS に
準拠した専門教育体系を運営している。この中で、営業部門、技術部門夫々の専門職制度
に従ったカリキュラムが構成されており、個々人の育成方針・育成計画に沿って、「自ら
考え」
「自ら学び」
「自ら行動する」自立・自律型の人材育成を目指している。
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（2）具体的な育成制度
当社の技術職について、入社以後の育成制度を時系列で見る。
①新入社員
新入社員は、約 3 ヵ月の全社での集合教育の後、各事業部門に配属される。事業部門で
は配属後に上長による面談を踏まえ、育成計画とそれに沿った研修計画を立案する。同
時に 2 〜 3 年の先輩社員をメンターとして新入社員にマンツーマンで配置している。メン
ターは、仕事の基礎知識、基本スキルを伝授し、職場内外での悩み相談等にも対応するこ
とによって、新入社員の定着と早期戦力化を促す役割を担う。新入社員とその上長は半期
毎に面談を実施し、育成計画と研修計画の進捗を確認した上で計画の修正・追加を行う。
② 3 年／ 6 年後
入社後 3 年目と 6 年目に「WA（ワークアサイメント）」が課せられる。これは当該対
象者が実際に従事した業務に関する報告（①顧客の課題をどう捉え②どんなソリューショ
ンを提案し③その結果［顧客の評価］はどうだったのか）を、経営幹部の前でプレゼン
テーションするもので、仕事を通じて習得した成果・成長点を確認する場とされている。
③ 7 年目以降
7 年目以降は、毎期 MBO に基づき、育成制度に則った教育カリキュラムにより Off-JT
と OJT を組み合わせた育成が行われる。

4．当社の調査
1 で掲げた（1）〜（3）の問題意識を基に、改めて自社の育成施策について、実際の育
成を担うラインの管理職に聞き取り調査を実施した。
（1）人材育成の重要性について
当社は人材カンパニーであり、
「人が宝、人材が資産」との会社の制度の考え方と同様
の認識。
（2）
「暗黙知」
「非形式知」について
SI 事業において、Off-JT では伝えきれない「暗黙知」「非形式知」の存在及びその重要
性について十分に認識しており、OJT を用いてその伝達・習得に注力している。
（3）OJT をどのように行っているか
育成の 8 割を占める OJT は、目標管理制度（MBO）を通じて実施。OJT を通じた育
成を確認するため、新人（入社 3 年経過者）と中堅（入社 6 年経過者）に対して「WA
（ワークアサイメント）
」を実施。
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5．浮かび上がった疑問点
自社の調査を実施して、以下の疑問点が浮かんできた。先ず「人材の重要性」につい
て、他の SI 企業はどう考えているのか？
次に情報システムのライフサイクル全般での活動において、経験によってしか得ること
のできない「暗黙知」
「非形式知」の占める割合が多い実態が見えてくる。これは同業他
社においても同様な事象なのであろうか？
「OJT を如何に行うか」についても、同業他社の取組みはどうなのであろうか？「ベス
トプラクティス」を確立しているのだろうか？
これらの疑問点を踏まえ、同業の他 3 社にも同じ質問を行い実態の調査を行った。

Ⅳ

調査

1． 調査方法と調査対象企業の概要
《調査方法》
対象企業の人事担当者への個別インタビューによる調査を実施。
《調査に協力頂いた企業の概要》
A 社：グローバル IT 企業。人事システムに留まらず、事業システムにおいて先進的な
取組みを行っており、業界標準はもちろん、世界的標準を策定し得るリーディン
グカンパニー。
B 社：筆者の所属する企業の関係会社。売上高 600 億円、従業員約 2,400 名を擁し、国
内 SI 企業としては、比較的大きな人員と事業規模。
C 社：従業員約 950 名の国内メーカー系／ユーザ系の SI 企業。

2．質問項目
主な質問項目は次の通りである。
（1）人材育成の重要性について
①人材育成の基本的な考え方
②注力する「人材育成」の分野
（2）
「暗黙知」
「非形式知」について
③注力分野において、ITSS で用意されている研修ロードマップを参照しているか？
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④「OJT」と「Off-JT」の比率
⑤ OJT において重視する「人間系スキル」は何か？
（3）OJT をどのように行っているか
⑥具体的な OJT の実施方法、工夫している点等

Ⅴ

調査結果

当社を含め 4 社からのインタビュー結果を纏めると、以下の表の通りである。

【表 1】

調査項目

企業

（1）人材育成の基本
的な考え方

（2）注力する「人材
育成」の分野

（3）ITSS で 用 意 さ
れている研 修ロード
マップを参 照してい
るか ?

当社

B社

D社

人 材 カ ン パ ニ ー 人 材 の 育 成 基 盤 人 材 の 育 成 は、
であり、
「 人 材 が は 専 門 職 制 度       「スキル（= 実務能
宝、人材が資産」 「 メン ター = メン 力）」 を開 発する
ティ制度」
こと

人事制度は A 社を
手本とし、専門職
制度を取り入れた
複線型

IT アーキテクト、
プロジェクトマネ
ジ メ ン ト、 ア プ
リケーションスペ
シャリスト

プロジェクトマネ
ジメント、IT アー
キテクト等の上流
分野

コンサルタント、
アプリケーション
スペシャリスト等
の上流技術者

IT アーキテクト、
プロジェクトマネ
ジ メ ン ト、 ア プ
リケーションスペ
シャリストの上 流
技術者

ITSS に準じて作成

ITSS は、元々 A
社の制度を参照し
て構成

ITSS に 準 拠した
プログラム

参照

OJT:Off-JT=8:2

比率は不明だが、
メンタリング制度
を重視

概ね OJT:Off-JT
=7:3

OJT による育成が
多くを占める

コミュニケーショ
ン、 ネ ゴ シ エ ー
ション、リーダー
シップ、業務分析

コミュニケーショ
ン力、人間的魅力

上長が 直 属の部
下 2 〜 3 人の育
成を「 メン ター」
として担当

現場の OJT 中心、
業務知識の習得
重視

（4）
「OJT」と「OffJT」の比率

（5）
「OJT」 に お い
て重視する「人間系
スキル」は何か ?

A社

コミュニケーショ 「経験」による「暗
ン、プレゼンテー 黙知」
「非形式知」
ション、 ヒアリン
グ、人間的魅力

CDP と MBO を
（6）具体的な「OJT」
併用、ワークアサ
の実施方法、工夫し
イメント（3 年、6
ている点等
年）

専門職制度を土台
とした「メンター =
メンティ制度」
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分析と考察

各社のインタビューから、問題点として掲げた 3 つのポイントに絞って分析し、考察を
加える。
（1）人材の重要性について
「労働集約型」であって、必要とされるスキルが標準化されつつある SI 業界において
は、各社とも自社のコアコンピタンスを形成し競争優位を実現する方法は、人材による差
別化以外にあり得ないことを十分に認識していることが明らかになった。特に各社が力を
入れているのは、情報システムの企画・設計といった、所謂「上流工程」分野である。即
ちこの分野こそ人間系のスキルを用いることが必要で、非形式知や暗黙知が求められ、経
験を伴わずに育成することが困難な領域であるとも言える。
（2）
「暗黙知」
「非形式知」をどのように捉えているか
ITSS によって「形式知」化されたスキルを土台として、育成に占める OJT の比重が大
きいことが明らかになった。更に、Off-JT では育成できないスキルとして、各社とも「コ
ミュニケーション力」や「ネゴシエーション力」「リーダーシップ」「人間力」「人間的魅
力」「業務ノウハウ」等を挙げ、形式化され得ないスキルの重要性を訴えている。これら
は決して Off-JT だけで獲得できるものではなく、正に経験や学習の蓄積、または成長を
通じてしか手に入れることができない無形の資産である。
（3）OJT はどのようになされているか
一般的に言われている通り、OJT には「教科書」が無いことも各社の実施方法から改
めて明らかになった。育成計画の作成と目標管理制度（MBO）を組み合わせたり、専門
職制度を土台としてメンタリング手法を組み合わせたりと、様々な工夫が見られる。い
ずれの方法も、
「暗黙知」や「非形式知」としての経験及び、蓄積され体系化された知識
を、上長から部下へ、または先輩から後輩へと伝えることで実現しようとしている。
今回調査した A 社の育成施策である「メンター = メンティ制度」は、大変特徴的で
あった。この制度は、他の企業を含め一般的には新入社員の育成に採用されているケース
が多いが、同社の制度は「プロフェッショナルな職種（＝専門職制度）」をベースに設計
されており、中堅以降の専門職従業員にも適用している。これは、人事の複線化が名実共
に成立・機能していることが前提である。その意味では、今回調査を実施した 4 社のうち
専門職制度が十分には確立されていない一般の日本型 SI 企業には、単純に導入すること
は困難であると考える。
SI 産業、IT 産業は、コンピュータの発展の歴史そのものでもある。汎用大型コン
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ピュータが中心であった時代は、メーカーがハードウェアはもちろん、基本ソフトウェア
や応用ソフトウェアまで全てを作成し、顧客（＝ユーザ）に提供していた。
「ファイブ・
フォース・モデル」に言う「買い手の交渉力」との関係に照らせば、両者の情報量の格差
が大きいため、メーカーはユーザに対して圧倒的な優位を実現できていた時代である。
その後オープン化の進展とともに、情報システムに関する情報量の格差が縮小し、メー
カーとユーザ間で均衡する時代が来ている。場合によってはユーザの情報システムに対す
る戦略性が、メーカーのそれを凌ぐケースも散見される。メーカーとユーザの間の情報化
技術に関するパワーバランスが均衡し、ITSS に見られる通り情報システム全般に対する
スキル体系が整備されるに至って、
「形式知」
「公開情報」に変容しつつある。従来、ユー
ザに対して圧倒的な情報優位を保って来た SI 企業も、既に情報量においてユーザと拮抗
する状況なのである。
このような環境下で、また現在の技術動向の延長線上において、SI 企業がその存在意
義を求めるとするならば、システム提供の過程において蓄積した「暗黙知」「非形式知」
しかないことは明白である。これこそが今 SI 各社が OJT を重視せざるを得なくなった真
の理由であり、また生き残るための唯一の方策なのである。

Ⅶ

今後の課題と自社への提言

本研究において、SI 企業における OJT を調査した。しかし、上記の理由の通り「競争
優位の源泉」が、各社が個々に培ってきた「暗黙知」「非形式知」であるゆえに、その実
態を詳らかにできた訳では決してない。
つまり、本研究ではこれら「暗黙知」
「非形式知」を伝える OJT の『ベストプラクティ
ス』に辿り着くことはできなかった。各社の「競争優位の源泉」が同一ではないため、
『ベストプラクティス』そのものが存在し得ないとも言えよう。今後各社とも生き残りを
賭け、自社にとっての OJT のベストプラクティスを追い求めていかねばならない。
今回の研究を踏まえた自社への提言としては、
（1）
「人材育成」の重要性を全社で共有すること
（2）自社の「競争優位」を実現するための OJT による人材育成方法を確立すること
（3）OJT 実施主体である中堅層の意識変革を継続していくこと
（4）社内での OJT のベストプラクティス作りを継続し続けること
を挙げたい。
本研究によって、当社を含めた SI 企業は、OJT による人材育成策の充実に向けて行動
を起こさねば、次代の勝者どころか現在の生存すら危うい状況に立ち至る、ということを
明らかにできたと考えている。この研究結果が、上述の課題に取り組む第一歩として一役
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買えれば幸いである。
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