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情報化社会と職業 	

　　6	May,	2016　　　	
	
						山内泰樹	
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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），情報技術とビジネス　　　　　　　	

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　　　　　　　　　　　　　＋企業紹介（メーカー）	
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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	
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9.　SEとは何か？	

情報産業での花形職業といわれる	
ＳＥについて、その実像と虚像に	
迫る。		
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【レポート】	
	プチ・エントリーシート	
１）あなたの長所と短所を述べてください．	

２）学生時代に最も打ち込んだことは何ですか？	

３）今までの人生で困難を克服した経験を具体的な	

			エピソードを含めて教えてください．		

４）あなたのアピールポイントは？	

５）現時点で希望している研究室，及びその動機は？	

	

提出〆切：5月１２日（木）	

提出先：山内教官室（10-4
06室

）	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 6 

11．IT技術者とは	

・IT技術者の定義	
・共通キャリア・スキルフレームワーク	
　と情報処理技術者試験	
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IT技術者の定義	

•  明確な定義はない 
•  IT技術者の多様性：　（例） 
　-　ITインフラの提供者：　コンピュータ・機器開発 
　-　企業の情報システム提供者：　IT部門の技術者 
　-　IT関連分野の業務従事者：　組込み機器・ソフ

トウェア開発者、音楽・アニメ開発者 
　-　情報システムの利用者：　CAD利用設計者	
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日本標準職業分類での定義	

•  個人を対象とした分類 
•  大分類：中分類：小分類に分かれる 
（例1）　A　　専門的・技術的職業従事者 
　　　　06　　情報処理技術者 
　　　　061　システムエンジニア 
　　　　062　プログラマ 
（例2）　C　　事務従事者 
　　　　31　　事務用機器操作の職業 
　　　　313　計算機オペレーター 
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職業分類での定義	

•  システムエンジニア 
　電子計算機による情報の整理・加工・蓄積・検

索等に関する機械化された業務システムの
分析・設計及びプログラムの設計についての
技術的な仕事に従事するもの 

•  プログラマ 
　システム設計書に基づいて、各種プログラム及

びコンピュータ処理に必要な操作手引書等を
作成するもの	
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日本標準産業分類での定義	

•  事業所を対象とした分類 
•  大分類：中分類：小分類 
（例1）　H　　　情報通信業 
　　　　　39　　　情報サービス業 
　　　　　391　　ソフトウェア業 
　　　　　392　　情報処理・提供サービス業 
（例２）　F　　　　製造業 
　　　　　28　　　情報通信機械器具製造業	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 10 
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共通キャリア・スキルフレームワーク	

•  IT技術者の専門分野、知識、経験を示す共通
のものさし：　経験やスキルのレベルを標準化
したもの 

•  「共通のものさし」設定メリット 
　-　ベンダ企業の評価 
　-　IT技術者の評価 
　-　IT技術者の育成 
　-　個人の動機づけ	
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共通キャリア・スキルフレームワーク	

•  次の3つを統合したもの 
　(1) ITSS (IT Skill Standards)：　ベンダ企業のIT

技術者対象 
　(2) ETSS (Embedded Technology SS): 　組込み

ソフトウェア分野の技術者対象 
　(3)　UISS (Users’ Information System SS) : 　ユ

ーザ企業IT部門技術者対象 
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人材類型と人材像	

•  人材類型・人材像・IT技術者 
　（例1）基本戦略系・ストラテジスト・[コンサルタント

（ITSS）、プロダクトマネジャー（ETSS）] 
 
   （例２）ソリューション系・システムアーキテクト・[IT

アーキテクト（ITSS）、システムアーキテクト（ETSS）] 
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人材類型	

•  以下のように分類される 
　-　基本戦略系：　経営課題をITで解決する 
　-　ソリューション系：　情報システムの設計・開発

・運用担当 
　-　クリエーション系：　新要素技術の創造 
　-　その他（エデュケーション）：　IT教育人材	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 14 
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ソリューション系人材	

•  人材像 
　・　システムアーキテクト：　ビジネス戦略に沿う

システムデザイン 
　・　サービスマネージャ：　信頼性確保でシステ

ム維持 
　・　プロジェクトマネージャ：　制約条件下でのシ

ステム構築 
　・　テクニカルスペシャリスト：　データベース等

の特定分野技術者	
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スキルのレベル：　７段階 ｛評価手段｝	

[エントリ] 
レベル1：　最低限求められる基礎知識 ｛エントリ試験｝ 
[ミドル] 
レベル2：　基本知識・技能 ｛基礎試験｝ 
レベル3：　応用的知識・技能 ｛ミドル試験｝ 
[高度IT人材] 
（ハイ）レベル4：　高度な知識・技能 ｛高度試験＋業務経験｝ 
（ハイ）レベル5：　企業内ハイエンド・プレイヤー ｛成果｝ 
（スーパーハイ）レベル6：　国内ハイエンド・プレイヤー ｛成果｝ 
（スーパーハイ）レベル7：　（レベル6）　＋　世界で通用するプ

レイヤー ｛成果｝	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 16 
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情報処理技術者試験の概要	

•  独立行政法人　情報処理推進機構（IPA）が実
施する国家試験（経済産業省認定） 

•  能力認定試験であり、資格試験ではない 
•  年2回実施（春季・秋季） 
•  筆記試験のみ 
　午前試験：多肢選択方式 
　午後試験：記述式・論述式 

2016/05/11 Yamagata　Univ. 17 

情報処理技術者試験のレベル	

•  エントリ試験（ITパスポート試験）：　IT業務を
目指す新入社員が持つべき最低限の基礎知識 

•  基礎試験（基本情報技術者試験）：　高度IT人
材に必要な基礎知識・技能 

•  ミドル試験（応用情報技術者試験）：　高度IT
人材に必要な応用知識・技能 

•  高度試験（ITハイプロフェッショナル試験）：　高
度IT人材に必要な情報技術及び業務に関す
る高度な専門知識・技能	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 18 
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高度試験	

•  人材像に合わせた試験がある 
　-　ITストラテジスト試験 
　-　システムアーキテクト試験 
　-　プロジェクトマネジャー試験 
　-　スペシャリスト試験：　ネットワーク、データベ

ース、組込みシステム、情報セキュリティ 
　-　ITサービスマネジャー試験 
　-　システム監査プロフェッショナル試験	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 19 
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12．IT技術者のイメージと実像	

・IT技術者のイメージ	
・残業と給与	
・業務での悩みと喜び	
・IT技術者に求められる資質	
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IT技術者のイメージ	

中学生や高校生が抱くイメージ： 
•  頭がよく、最新技術を駆使している 
•  オタク的性格：青白い顔をして眼鏡をかけている 
•  いわゆるヒルズ族：収入が多い 

大学生のイメージ： 
•  社会や企業にとって重要な職種 
•  時代の最先端を行く成長職種 
•  残業が多い、きつい 
•  技術発展が急速で、中高年では無理 
•  理系学生に向く職種 

2016/05/11 Yamagata　Univ. 21 

適切な認識の必要性	

•  誤った認識は 
　-　IT技術者に適した人材を失う 
　-　誤ってIT職種を選び、後悔する 
 
•  誤った認識を正す必要あり 
　-　高校教育の中で正す 
　-　自らの認識を改める 
	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 22 
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残業と給与：　 
一般労働者の賃金（2009年）	

•  賃金　　　　　月額　　　　年齢　　　勤続　　　 
　全体平均　　294.5千円　41.1歳　11.4年 
　男性　　　　　326.8　　　　42.0　　  12.8 
　女性　　　　　228.0　　　　39.4　　　 8.6	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 23 

賃金構造基本統計調査（厚生労働省）	

賃金：2009年6月の所定内給与額、残業・休出代は含まない	
一般労働者：常用労働者から短時間労働者を除いたもの	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 24 

「IT技術者の人月単価」の値ごろ感平均 
（2007年9月～12月調査、単位：万円／月）	

業務内容／レベル	 エントリ	 ミドル	 ハイ	

サービスデスク	 49.5	 61.7	　	
オペレーション	 51	 63.6	　	
ハードウエア	 55.2	 71.8	 96.3	
システム管理	 56.2	 71.4	 91.7	
ソフトウエア	 56.5	 76.7	 105.2	

データベース	 59.2	 79	 107.3	
業務パケージ	 59.3	 74.8	 108.2	
ネットワーク	 59.5	 78.1	 99.1	

プラットフォーム	 59.6	 79.6	 108	
セキュリティ	 60.8	 80.4	 109.7	

システム開発	 　	 　	 116.7	
業務改革	 　	 　	 121.7	

http://it.nikkei.co.jp/business/news/index.aspx　　　	
?n=MMITaj000001022008&type=largephoto&ps=2	
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IT技術者の年収と労働時間	

•  年収：　 
　情報サービス業＞全職種＞システムエンジニ

ア＞プログラマ 
•  労働時間：　 
　プログラマ＞システムエンジニア＞全職種＞情

報サービス業 
•  情報サービス業：　 
　給与が高く残業が少ない職種	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 25 

情報サービス業者の待遇の理由	

•  年収が高いのは大学院（修士）卒が多いため 
•  他産業に比べて所定内労働時間がやや短い 
•  平均年齢が低く、若い管理職の比率が高い 
•  システムエンジニア・プログラマにコンサルタン

トやプロジェクトマネジャーが含まれていない 
•  情報サービス業にも営業や経理管理者がいる	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 26 
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個人を対象にしたアンケート調査	

•  情報サービス産業協会の調査 
　所定外労働時間：　307時間（25時間／月） 
•  日経コンピュータの調査（2005末） 
　IT技術者の残業時間：　48時間／月 
•  Tech総研の調査(2006年)　年収　1日労働時間 
　電気・電子・機械関連　　 550万円　　  10.2時間 
　営業・事務・企画系　　　  440万円　　　 9.5時間 
　ソフト・ネットワーク関連　510万円　　　 9.9時間 
　サービス・販売系　　　　　360万円　　　 9.6時間 
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IT技術者間での給与格差	

•  企業規模による格差 
　大企業は付加価値の高い仕事をする確率が

高い：　システムインテグレータなど 
　ベンチャー企業：　中途採用による成果主義 
•  職種による格差： 
　コンサルタント＞ITアーキテクト＞プロジェクト

マネジャー＞システムエンジニア＞プログラマ
＞オペレータ 

　	
2016/05/11 Yamagata　Univ. 28 
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業務での悩み	

•  業務上での悩みや不安： 
　-　開発プロジェクトで客先からの要求（コスト

削減、納期の短縮） 
　-　下流工程従事者の迷い：将来性 
　-　上流工程職種に必要な客先の業務知識 
　-　自社IT部門：コストと納期の圧力、社内の非協

力 
　-　IT技術の変化についていけない 
　-　コミュニケーション能力の不足	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 29 

業務での喜び	

•  仕事のやりがい：　職種やスキルレベルによっ
て違う 

•  上流工程でやりがいを感じる人が増える 
•  スキルレベル：　レベルが高いほどやりがいを

感じる 
•  給与や昇進より、好きな仕事ができること、顧

客や利用者に感謝されることが仕事への動機
づけとなる（スキルの必要な職種に共通）	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 30 
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IT技術者に求められる資質（能力）	

•  企業が求める能力：　全面的な能力が必
要（全職種に比べて、すべてが高いスコア） 

•  概念化、分析思考がハイスコア 
•  プレゼンテーション、ビジネス感覚、問題

解決、計画組織化が高いスコア 
•  人間関係が重要： 
　経営者や利用者のニーズの把握 
　システム開発での機能説明能力 
　業務の分担開発能力 
 

2016/05/11 Yamagata　Univ. 31 

IT技術者は理系？　文系？	

•  情報システム構築： 
　　具体的な業務⇒抽象モデルへの置換（数学的） 
•  対象業務の知識： （文系的） 
　　経済的知識：　経営者や利用部門との意見交換 
　　プロジェクト達成能力 
•  理系・文系の区別は意味がない 

　 
 
	
2016/05/11 Yamagata　Univ. 32 
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ユーザ企業でのIT部員の資質	

•  システム的思考ができる 
　システムを全体的にとらえる能力 
•  多様な価値観を統合できる 
　利害の衝突を緩和・統合できる能力 
•  リスク対処ができる 
　環境変化に対応できる能力	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 33 
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13．情報サービス業	

・情報サービス業の規模と区分	
・情報サービス業の特徴	
・情報サービス業の抱える課題	
・課題解決の方策	
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情報サービス業の区分	

•  管理、補助的経済活動を行う事業所- 現場業
務以外の業務を行う企業等  

•  ソフトウェア業- ソフトウェアプログラムの作成
や作成に関する調査分析などを行う企業等、
メディア開発を行う企業等 

•  情報処理・提供サービス業 - 情報の演算処理
を代行する企業等や各種データの収集および
提供などを行う企業等	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 35 

情報サービス業の業務と職種	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 36 

（厚生労働省委託）平成17年度		
サービス分野人材育成プロジェクト業務報告書		
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情報サービス産業の規模	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 37 

http://itjobgate.jisa.or.jp/trend/	

売上高	
（兆円）	

従業員数	
（万人）	

全雇用者5300万人の1%強が従事(2005年）	

情報サービス売上高	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 38 

2008年18兆円	
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従業員数の内訳	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 39 

2008年86万人	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 40 

システムインテグレータ　(SI）	

注文元企業	

SI	
(例）野村総研	

システム注文	

IBM	 CSK	 NTT	 富士通	 NEC	

コンピュータ	
本体	

ソフト開発	

ネットワーク	

ソフト開発	 コンピュータ	
周辺機器	

SI登録企業	
	　優秀なSE多数	

大口顧客	
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SI登録制度の概要	

•  システムインテグレータ（ＳＩ）登録制度：		
　システムインテグレーションサービスを的確に
遂行できる経理的基礎、技術的能力、システムイ
ンテグレーションサービスの実績を備えている企
業を「情報サービス企業台帳」に登録する制度
（経済産業省：能力・実績に関する審査）	

•  登録有効期間：２年間で、２年ごとに更新	
•  システムインテグレータ提供機能：	
　情報の提供・システムの供給・メインテナンス実施	

•  システムインテグレータ認定制度：廃止済み	

http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/joho/johoseisaku/index_siso.html	

情報サービス業の特徴	

•  労働集約型：　原価の半分以上が人件費 
•  小規模企業が多い：　従業員30人未満が6割、

100人未満が8割 
•  大都市集中型：　 
　 （売上高）東京都(23区）に60％、大阪市5.6％、

政令指定都市：20％ 
　（従業員）東京都(23区）に49％、大阪市7.1％、

政令指定都市：22％ 

2016/05/11 Yamagata　Univ. 42 
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情報サービス業の課題	

•  多段階下請け構造：　二次下請、三次下請 
　１）高負付加価値業務へシフト 
　２）受注案件の大規模化・高度化 
　３）外部要因による受注量の不安定性 
•  受注価格への圧力：　価格低下で経営圧迫、

コストダウン要請、オフショア開発 
•  人材の獲得難：　上流工程をこなせる人材不足

、ベンダ企業の企画提案力の低さ、開発能力	

2016/05/11 Yamagata　Univ. 43 

課題解決の方策	

•  労働集約産業からの脱却 
　人月ベース見積もり・個別ソフトウェア受注の脱却 
•  多段階下請構造からの脱却 
　下請けからパートナーへ、契約方式の見直し（工

程のサブシステム化） 
•  優秀な技術者の確保・育成 
　学校教育での育成：　組込みソフトでの優位性維持	
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7．情報技術とビジネス (9章） 	

・情報システム構築論の変遷	
・ビジネス環境の変化	
・競争力を高めるためのIT	
・コスト削減のための努力	

7.1　情報システム構築論の変遷	

•  コンピュータ導入当初：　 
　　パンチカードシステムの使用、大量処理に難 
•  ADP（Automatic　Data　Processing）、EDP: 
　　コンピュータを用いた情報処理：量的処理 
・　経営情報システム（MIS）：コンピュータに経営を

任せる思想（1970ころ）　⇒　コンピュータ能力の限
界 
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OAとEUC、SIS	

•  OA（Office　Automation）：1980年代 
•  GUI（Graphical User Interface)の導入：1990年代 
•  EUC（End User Computing): 一般事務職員による

情報システムの運用・開発 
•  SIS（Strategic Information System): 情報システム

を経営に役立てる発想 
　　⇒　座席予約システム、荷物問い合わせシステム 
  

 

2016/05/11 Yamagata　Univ. 47 

7.2　ビジネス環境の変化	

•  グローバリゼーション：　国家間で人、物、金、
情報の流動化が促進 

•  自由貿易の拡大、競争の激化 
•  インターネットの普及：国際的な情報流通コスト

の引き下げ 
•  国家間の違いの問題が発生：著作権、規制情報	
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ここまで（４／２４）	
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コンプライアンス要求の高まり	

•  原因：　相次ぐ企業の不祥事 
•  原因：　弱者への不利益な取り扱いの顕在化 
•  コーポレート・ガバナンス（公正さと透明性）の

重要性がアップ　⇒　企業統治の方法論 
•  公正さ：　法令遵守（コンプライアンス）のため

の上場企業への対処（平成20年より）　⇒　金
融商品取引法の定めに従う体制作り、報告書提
出 
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7.3　競争力を高めるためのIT	

•  サプライチェーン・マネジメント（SCM） 
　　原材料調達から最終利用者への販売に至る

供給の統合化を図るビジネスプロセス、及び、
その支援システム 

•  カスタマ・リレーションシップ・マネジメント（CRM) 
　　顧客との関係性に基づいて営業を強化するシ

ステム 
　　顧客情報の有効活用を図る	
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7.4　コスト削減のための努力	

•  システム開発の見積もり技術： 
　類推法、デルファイ法、LOC、ファンクシ

ョン・ポイント法、COCOMO II、ユースケ
ース・ポイント法、WBS 

•  フリーソフトウェア：オープンソースソフト
ウェアの利用 

　UNIXの系列ソフトウェア	
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オフショア開発	

•  ソフトウェアのグローバル化 
•  システム設計　国内開発 
　プログラミング　海外に発注 
•  ブリッジSE：　両国のビジネス慣習の差

異に精通したSE　・・・　多くはない	
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本日の課題	

•  6月からの講義は，企業の方にお願いしています． 
　　これまでの講義で習ったことから，企業に所属する 
　　先輩に，どのようなことを聞いてみたいと思い 
　　ましたか．記述してください． 
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