
2016/04/08 

1 

2016/04/08 Yamagata　Univ. 1 
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山形大学大学院理工学研究科 
	

　山内　泰樹                          齋藤　歩	

E-mail: yamauchi@ 
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情報化社会と職業	

　講義ノート	

E-mail: saitoh@yz.yamagata-u.ac.jp 
研究室：　7号館319号室	
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授業の概要	

目的：　情報技術者としての職業観の養成	
	

　職業とは？　職種、職業選択、	
		働くことの意味、法制度、	

　職業倫理・知的財産権、ほか	
　労働の実際、企業での労働	
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達成目標	

(a) 世の中の動き（企業活動など）の理解		

(b) 職業を通じた社会構造の理解　→	

　　自分の将来についての展望が抱けること	

(c)情報分野における職業観が形成できること	

(d)知的財産権について理解し、それを尊重	

　　すること	

(e)自分と異なる意見をレポートの形で論述	

　　できること	

本講義での判断基準	

•  学生としてではなく、「職業人としての規範」
に照らして判断する。 

•  判断の適用対象：　 
　‐成績関連 
　‐レポート受け取り・採点 
　‐出席チェック 
　‐授業中の受け答え 
　‐受講態度の判断　etc. 
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講義テキスト	

•  「情報と職業　 
　   －高度情報社会におけるキャリア形成－」 
　豊田雄彦ほか2名 
　日本教育訓練センター 
　ISBN978-4-931575-91-2. 
　2000円＋税 
   大学生協にて購入のこと	
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講義資料	

•  講義資料は、山内研究室のホームページからダウ
ンロードして、印刷し講義に持参すること 

　　http://www.yamauchi-lab.net 
•  トップページの“講義資料”から“情報化社会と

職業”を選択し、パスワードを入力する 
– パスワード： shakai 

•  各回の講義資料は、水曜日までにアップロード予定 
　　（木曜日以降取得可能）	
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授業内容　（変更の可能性あり）	

•  第1〜4週　オリエンテーション、働くとは？ 
　　　　　　　ＳＥ、プログラマとは何か？、資格と適正、	

　　　　　　　　　ＩＴ技術者とは、エントリーシート（山内）	

•  第5～8週 　就職活動、情報にまつわる法制度と情報倫理、	

   　　　　　　　知的財産権、情報化とプライバシー（齋藤）	

•  第9週～11週　商品開発(1～3)：企業での職務内容	

　　　　　　　　（山形カシオ株式会社　鈴木様）	

•  第12～14週　SI講座(1～3)：企業での職務内容 
　　　　　　　　（東北NSソリューションズ株式会社　平川様）	

•  第15週　期末試験は実施しません　　　　	
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成績評価の方法 	

１．講義中のミニレポート　　　　計50点	
　　レポート(５回もしくは６回）	計50点	
２．全講義回数の２/３以上の出席が必要	
　　必ず、出席管理システムに学生証をかざす	
　　こと	
３．授業中に討論や課題発表を行うこともある	
	　（加点対象）	

評価点が60点以上の者を合格とする。	
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レ ポ ー ト 提 出　　	

　　	・提出レポートはすべてWordファイルか同等	
　のフォーマット（MS	Word形式）で作成する。	
・紙に印刷して所定のレポート受けに入れる。		
　（10-406室前に設置）	
・自分のことばで書くこと。丸写しは厳禁。	
　（丸写し判明時は全評価点を0点とする）	
・締切りは厳守すること。	
　（原則、翌週木曜日17：00まで）	

　　	

-1	
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レポート提出　-2	

•  「自分のことばで書くこと」の意味と違反対策	

　-  自己の論理を明快かつ適切に述べること	

　-　他人またはWeb記述等と同一と判断したレポート　 
　　　は0点とする（未提出と同じ扱い）。	

　-　Web等を引用したときは出典を明示すること。	

　　 
・　最初の締切日を過ぎて提出したレポートは、正規の

点数から減点する。	
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本講義（山内担当分）で取り扱う内容	

・情報を扱う職業（第2章）	

・資格と適性（第３章）	

・情報技術とビジネス（第９章）	

・SEとは何か	

・IT技術者とは	

日にち	 内容	

４／８	 働くとは？　情報を扱う職業　　　　　　＋ 企業説明（専門商社）	

４／１５	 資格と適性（エントリーシート）　　　　　　　	

４／２２	 SEとは何か　　　　　　　　　　　　　　　　＋ 企業紹介（ソリューション系）	

５／６	 IT技術者とは，情報技術とビジネス　＋ 企業紹介（メーカー）	
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・働くことの意義	
・働く場について	
・さまざまな仕事	
・情報関連業界		

1.　そもそも働くとは　(1章）	
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働くことの意義 -1	
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・働く目的	

豊田雄彦著	
「情報と職業」	
日本教育訓練センター	

お金を得る、才能や能力の発揮、勤めを果たす	

働くことの意義 -2	
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・マズローの欲求階層説	
　生理的、安全、所属と愛、承認、自己実現	

	
	
	
	
	
	
	
	

・働く動機となるもの	
　収入を得る、自分自身・他者からの承認	

豊田雄彦著	
「情報と職業」	
日本教育訓練センター	

働く場について	
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・会社、特に株式会社	
　株式会社：営利を目的とした団体	

　	上場会社：証券取引市場で株式を売買	

・利益とは何か	
		利益	=	収入	-	費用	

			その会社が商品・サービスに与えた付加価値	
　	利益を考えた仕事の評価：QCD	
　　　Q	…	Quality	品質	
						C	…	Cost　費用	
						D	…	Delivery　納期	

	

さまざまな仕事 -1	
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・業種　	
　会社を事業の種類によって分類したもの	
　日本標準産業分類（総務省統計局）	

豊田雄彦著	
「情報と職業」	
日本教育訓練センター	

さまざまな仕事 -2	
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・職種	

		会社内の個人が担当する仕事の範囲	
　日本標準職業分類（総務省統計局）	

豊田雄彦著	
「情報と職業」	
日本教育訓練センター	

さまざまな仕事 -3	
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・分業を行う理由	
　仕事を通じた富を高める（生産性の向上）	
　過度な分業の防止　	

・組織を作る理由	
　人間の認知能力の限界を超える	
　強みを生かし、弱みを和らげる	
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情報関連業界	
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・産業の情報化	
・コンピュータのレンタル	
・業務に合わせたソフトウエアの開発	
・コンピュータのオープンシステム化	
・システムインテグレータの台頭	
・さまざまな情報サービス業種	
・日本標準産業分類による業種	
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6．情報を扱う職種 (2章） 	

・事務の仕事	
・情報処理の専門職	

6.1 事務の仕事	

•  いわゆる事務の仕事とは 
•  仕事の効率化とオフィス・コンピューティング 
•  ナレッジマネジメント 
•  派遣労働	
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いわゆる事務の仕事とは	

•  すべての仕事＝情報を扱う職種 
•  事務の仕事＝情報を扱う仕事の中心 
•  スタッフ部門：　人事、総務、経理 
•  ライン部門：　営業事務、生産管理 
•  仕事内容＝情報の収集・要約・変換 
　　⇒他の機能の扶助、意思決定への寄与 
•  定型業務と非定型業務	
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仕事の効率化と 

オフィス・コンピューティング 
	

•  定型業務のシステム化・派遣労働者への依存 
　　　⇒　一般職の採用減少 
•  基幹業務のコンピュータ化： 
　　量への対応（コスト削減） 
•  エンドユーザ・コンピューティング 
•  データマイニング：　 
　　データベースソフトウエア＋統計パッケージ	
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ナレッジマネジメント	

•  コンピュータの利用：　 
　文書作成、コミュニケーションツール 
•  グループウェア：　電子メール、電子掲示板

、ワークフロー（稟議書）、スケジュール管理 
•  ナレッジマネジメント：　 
　個人の知識・情報を組織全体で共有化	
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「暗黙知」　　　の活用	

	 形式知へ	
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派遣労働の前に．．．	

会社の利益？ 
　（トヨタ自動車の利益：１兆円超え．．ソニーの損益2200億円）	

2016/04/08 Yamagata　Univ. 25 

利	
益	

経	
費	

売	
り	
上	
げ	

経	
費	 固定費	

（人件費，地代．．．）	

変動費	
（原料費，運搬代．．．）	

利益を増やすためには？	

派遣労働	

•  派遣労働者の利用：　人件費を変動費に 
•  労働者派遣法　1986年制定 
•  派遣労働：　派遣先、派遣元、労働者の3者関

係が存在 
•  禁止事項：　事前面接、多重派遣、偽装請負	
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6.2　情報処理の専門職	

•  SE、プログラマとは 
•  ITSS 
•  情報処理技術者の実像	
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SE、プログラマとは	

•  コンピュータを用いたシステム構築要員 
•  SE (システムエンジニア)：　上流工程担当 
•  プログラマ：　下流工程（実装段階）担当 
•  伝統的なシステム開発技法：　 
　　　ウォーターフォールモデル 
•  システムアナリスト 
•  テスタ、オペレータ 
•  カスタマエンジニア 
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システム開発と職種	
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ITSS (情報技術スキル標準）職種	

•  マーケティング 
•  セールス 
•  コンサルタント 
•  ITアーキテクト 
•  プロジェクトマネジメント 
•  ITスペシャリスト 
•  アプリケーションスペシャリスト 
•  ソフトウェアデベロップメント 
•  カスタマーサービス 
•  ITサービスマネジメント 
•  エデュケーション 
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ITSSの定める業務スキルレベル	

•  レベル７：　国内ハイエンドプレイヤー　	

　　　　　　　　　＋　世界トップレベル	

•  レベル６：　国内ハイエンドプレイヤー	

•  レベル５：　企業内ハイエンドプレイヤー	

•  レベル４：　高度な知識・技能	

•  レベル３：　応用的知識・技能	

•  レベル２：　基本的知識・技能	

•  レベル１：　最低限の基礎知識　	
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ITSSスキルレベルの実際 2010.12	
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日本経済新聞	
ITキャリア	
3万人調査	
(2010.12.27)	
	

未経験とレベル1～2を「エント
リレベル（上位レベルの指導の
下で職務の課題を発見・解決す
る）」、レベル3～4を「ミドル
レベル（自らのスキルを駆使し

て課題を発見・解決できる）」、
レベル5～7を「ハイレベル（社
内外でビジネスをリードでき
る）」に区分している。	

情報処理技術者の実像	

•  先端的情報技術に通じた将来性ある職種 
•  プログラマ：　35歳定年説 
•  多重下請け工場、人月工数主義 
•  定時退社できるエンジニア 
•  残業100時間超・携帯電話で呼び出し	
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