
 

- 1 - 

チームビルディングプロジェクト始動！ 

～時代の変化に対応できる心を育てる～ 

（株）フィデア情報システムズ 

 

 

■ 執筆者Ｐｒｏｆｉｌｅ ■ 

 

 

          2000年  （株）北都情報システムズ 

              （現 （株）ﾌｨﾃﾞｱ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ）入社 

           公共第一部配属 

          2012年  現在 ソリューション開発部所属 

                   公共系内部情報システム担当 

 

 

     黒澤 沙織 

 

 

 

    渡部 紗恵子         2008年 （株）北都情報システムズ 

                        （現 （株）ﾌｨﾃﾞｱ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ）入社 

                         ソリューション開発部所属 

                         公共系内部情報システム担当 

 

    佐々木 知志         2009年 （株）北都情報システムズ入社 

                        （現 （株）ﾌｨﾃﾞｱ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ）入社 

                         ソリューション開発部所属 

                         公共系内部情報システム担当 

 

    佐藤 文香          2011年 （株）北都情報システムズ入社 

                        （現 （株）ﾌｨﾃﾞｱ情報ｼｽﾃﾑｽﾞ）入社 

                         ソリューション開発部所属 

                         公共系内部情報システム担当 

 

 

 

 

No.2012-09 



 

- 2 - 

■ 論文要旨 ■ 

  

平均年齢 25.8歳の若いチームが結成された。SEとしての浅い経験値，過剰な自 

信，軽薄な上昇意欲など，若さによるマイナスポイントを，全員でプラスに変える 

ための仕組みを考える。 

 すべては品質の高いシステムを作り，お客様に心のこもったサービスを提供する 

ためである。技術力向上ではなく，心の成長をチームの目標とする。チーム内で 

『チームビルディングプロジェクト』というチーム力向上プロジェクトを発足。 

本論文では，『チームビルディングプロジェクト』における計画の策定，実施， 

評価について述べる。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要   

当社「(株)フィデア情報システムズ」は，羽後銀行（現 北都銀行）と富士通の共同出資

にて設立され，1994 年に羽後銀行（現 北都銀行）とあけぼの銀行との合併にて「（株）

北都情報システムズ」に社名を変更。2012 年 4 月に現在の社名に変更した。秋田県内に本

社のほか 2つの営業所を有している。 

地方公共団体や民間企業のお客様を中心にソフトウェアの開発，導入，保守等を主な事

業として行っており，約 120名の社員は図１に示す各部に分けられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 当社の組織図 

 

SEは主に金融システム第１部，金融システム第２部，ソリューション開発部，医療福祉

部に在籍し，システム開発や保守などを行っている。特にソリューション開発部では 30名

を超す SEを抱え，地方公共団体や民間企業のお客様向けに基幹システム，情報提供系シス

テム，Webシステムなど様々なシステムを取り扱っている。 

 

 １．２ 内部情報チーム  

 ソリューション開発部内には複数のチームが存在する。チームは基幹系が二つ，福祉系

が一つ，内部情報系が一つ，民需系が一つである。我々のチームは内部情報系（以下内部

情報チームという）である。 

内部情報チームは結成当初，メンバーはチームリーダー含め４名，平均年齢は 25.8歳。

SE としての経験年数は豊富とは決して言えない。しかし，プロジェクトの成功は年齢や経

験年数が関係あるだろうか。我々はチーム力を強固にするために，全員で日々試行錯誤を

繰り返した。当初は一人ひとりの個性的な言動や行動がチームの和を乱すことがあった。

チームは今年で３年目を迎え，試行錯誤を行った様々な手法がチーム力として形になって

きている。 
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１．３ チームビルディングプロジェクトの始動  

昨今，現代人の心の病が増加している。不安定な政治，年金問題など様々な要因が将来

への不安に繋がり，現代人の心を蝕む。内部情報チームのほとんどはその現代人である。

SE という職業は以前から心の病が多いといわれている。仕事以外でも不安な要素を抱える

と現代人は行き場がなくなる。つまり今，時代の流れに乗るのは危険なのである。 

心を強く持ち，一人ではなくチームとして支え合うことで，時代の変化に対応できるの

ではないかと考えた。メンバー個人としての心の強化を行い，チーム力を向上させる仕組

みを考える。 

様々な業務プロジェクトが存在するが，チーム力向上も並行して存在する一つのプロジ

ェクトとする。ただし，他のプロジェクトと違うのは完了条件がないことだ。チーム力向

上のプロジェクトを「チームビルディングプロジェクト」と命名し，本論文ではチーム

ビルディングプロジェクトの効果を述べる。 

プロジェクトの目的は，チーム力を向上し，その力で時代の変化に対応できる心を持つ

ことである。 

 

２．三つのバランス  

 チーム力を向上させるためには，まず個人の基礎力を高める必要がある。個性は大事で

ある。しかし，チームで活躍するにはバランスも必要である。以下の三つのバランスに着

眼した。 

 ・『思い』 

 ・『作業』 

 ・『人格』 

 これらのバランスを，チーム内で均衡に保つための仕組みを考察する。 

 

２．１ 『思い』のバランス  

 『思い』とは，個人が物事についてどう考え，どう行動するのかという心である。チー

ムの『思い』に大きな違いが生じると方向性が大きく変わってしまい，チームが崩壊する

危険性もある。一つの物事に対して同じ『思い』を持つための取り組みを述べる。 

 

２．１．１ チーム結成前の連続する商談敗北  

当社では複数の自社パッケージを保有している。内部情報チームでは，その中の一つで

ある CMS2)の開発及び保守を行っている。チーム力を育てるために現在も活躍しているパッ

ケージである。CMSの開発に至るまでには，長年の苦悩があった。 

 

（１）見積の差を詰められない理由 

 CMS の開発に至った経緯だが，当社はホームページ制作の商談において，印刷会社やホ

ームページ制作専門業者に敗北の連続だった。約 10年前に遡る。当時は，印刷会社やホー

ムページ制作専門業者がいる中で当社がホームページに係わる仕事ができるのは，地域イ

ントラネット基盤施設整備事業の一部としてのホームページ制作くらいであった。 
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 ホームページ単体での商談は当時，大抵の場合において入札方式である。システム開発

会社として積算根拠は SE単価，つまり「人」の量である。印刷会社やホームページ制作専

門業者はページ作成単価，つまり「成果物」の量である。人の量と成果物の量を天秤にか

ける時点で矛盾が生じる。一つのページをデザインするために，システム会社では，SE が

2日動くと，2人日分の費用が生じる。しかし，印刷会社やホームページ制作会社のように，

成果物で費用が決められている場合，完成まで何日かかったとしても，費用は変わらない。 

ある会社でのホームページ制作における見積りを表１に示す。 

 

No. 項目 数量 当社見積り 
他社見積り 

（ホームページ制作 

専門業者） 

１ 要件定義 １ 120,000- 20,000- 

２ サイトストラクチャー作成 １ 80,000- 20,000- 

３ トップページ作成 １ 160,000- 10,000- 

４ コンテンツページ作成 20 
400,000- 

（20,000-/ﾍﾟｰｼﾞ） 

160,000- 

（8,000-/ﾍﾟｰｼﾞ） 

合 計 760,000- 210,000- 

消費税（５%） 38,000- 10,500- 

総 額 798,000- 220,500- 

表１ ホームページ制作見積の一例 

 

 金額の高い商品は品質が高く，安い商品は品質が低いという納得できる説明は，表１の

見積りでは得られないだろう。この商談がプロポーザル方式であれば金額の妥当性を商品

を用いて説明できるチャンスもある。しかし，入札方式であった場合，同じ成果物を目的

とした商談で，この金額では勝負以前で敗退が明らかである。 

 

（２）敗北が原動力の渾身の提案 

 ホームページ制作商談の敗北が続き数年が経過した。しかしチャンスは思わぬところか

ら生まれる。ある日，ホームページ制作とは別の要件で訪問した某自治体で，偶然ホーム

ページリニューアルの会話を耳にしたのである。予定があることを知り，すぐに情報収集

を行った。 

敗北の連続が脳裏を過ぎったが，これが最後のチャンスかもしれない。しかもプロポー

ザル方式での提案だ。競合は５社。もちろん当社以外はすべて印刷会社やホームページ制

作専門会社である。しかし今回はいつもとは違った。ホームページ制作単体ではなく，CMS

導入を含む。 

システム開発会社の見積り積算根拠が「人」の量であることは変わらない。敗北はもう

続けることはできない。これが最後の商談という気持ちである。肝心である提案に必要な

CMS は持っていなかったが，過去の思いから湧く力で 30 分のプレゼンに臨んだ。結果，専

門業種の５社を破り，見事獲得したのである。 

 後に自社パッケージとなる CMS の開発の第１歩となった。現在は導入団体数は少しずつ

ではあるが，右肩上がりで増加している。 
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２．１．２ 伝える意味  

 内部情報チームの中で当初 CMS の開発に携わったのはチームリーダーのみである。内部

情報チームが結成され，全員で CMS の開発及び保守を行っていたが，どこかで違和感が拭

いきれなかった。 

 

２．１．３ 違和感の原因  

 違和感の原因は心にある『思い』の違いである。チームリーダーは長年の悩みから，作

り上げたシステムに強い思い入れがあった。しかし，他のメンバーは知らない。会社から

与えられる複数の仕事の中の一つに過ぎないのだ。 

 では，プロジェクトを遂行するために，常に『思い』に目を落とさなければいけないの

か。一瞬疑問を持ったが，疑問を持つまでもない。必要なことである。チーム全員が同じ

ベクトルを向くだけでなく，ベクトルの太さも同じである必要があると考えた。太さが違

う場合，バランスは崩れ，歪みが生じる。その歪みがバグとなり，歪んだ言葉となり，お

客様への信用の低下に繋がる。『思い』の違いという不明瞭な感覚が図２のように最終的

に大きな違いを生む。 

図２ 『思い』の違いから生じる結果 

 

２．１．４ 共有しなければいけない『思い』  

 開発当初の経緯など知りたいと思っても，知ることができないシステムを扱っているこ

とが多い。開発時の経緯を知っている人物がいても，伝えていないことが『思い』の違い

を生じさせたのだ。 

 通常，プロジェクトを開始する際には，お客様のプロジェクトの目的つまり『思い』を

共有し，プロジェクトメンバーは，全員でその『思い』を形にする。プロジェクトにおい

て，重要な要件定義を含む超上流プロセスとなる部分だ。要件定義は，品質に影響を及ぼ

す一番の要因といわれている。ここに『思い』の違いがあってはいけないのである。 

 特定のお客様がいる場合は，お客様が『思い』を込めるプロジェクトの目的が存在する。

CMS の開発という社内でのプロジェクトについても同じことである。振り返ると，開発規

約などの説明は行っていたが，開発の経緯を説明してはいない。CMS の開発における『思

い』の違いを最小限にするために，開発までの経緯を伝えた。 

 

メンバーの心 チームリーダーの心 
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現在は，バグ発生件数が“ゼロ”になったわけではないが，『思い』の伝達による意識

改革で確実に件数は減ってきている。一番の変化はお客様への対応だ。問い合わせに対す

るコールバックのスピードは格段に速くなり，言葉にも心が込められていることを感じる。 

 

２．２ 『作業』のバランス  

 次に考えるのが，『作業』のバランスである。SE として，意気込みだけでは仕事はでき

ない。『作業』に対する考え方や姿勢は非常に重要になる。 

 

２．２．１ プロジェクトの振り返り  

お客様への思いを形にするために与えられる時間には限りがある。与えられた時間を守

らなければ，工数超過となり，会社の損害となる。しかし，会社の目の前の利益だけを考

え，工数削減のみを的を絞ると品質の低下に繋がる。つまりプロジェクトでは，顧客視点

と経営視点でのバランスを取る時間の使い方が要求される。 

 例えば，失敗したプロジェクトを振り返った時に，どのような理由が挙げられるだろう

か。短期間での開発だったから，顧客の要求が多すぎたからという理由では次のプロジェ

クトも成功はしないだろう。個人のスキルの問題はあるという前提だとしても，もう少し

踏み込んだ分析が必要だと考える。 

予定通りに作業が完了し，成功したプロジェクトでも振り返りを行うことで，構築中に

見えなかった動きを分析することができる。工数が 50 人日の中規模程度のプロジェクト

（以下ミドルプロジェクトという）を振り返る。作業ボリュームを曲線で描いてみると図

３のようになった。何故このような曲線になったのか，このプロジェクトでのメンバーの

動きを振り返り考察する。 

 

（１）考察１．作業工程の後半に重みを置く 

 完了予定までまだ時間があるので，まだ着手しな 

くても大丈夫と考え，結果として後半に作業が集中 

してしまう。 

（２）考察２．作業を早く終えても報告をしない 

  作業が予定より早く終わった場合でも自分の作業 

に余裕を作るために報告をせずに放置する。この場 

合，他のメンバーのタスクが後にある場合，早めに 

着手が可能であっても予定通りの着手となる。 

（３）考察３．与えられた時間を最大限に使う 

  作業が予定より早く終わった場合でも，他の着眼 

点を探し，より品質を向上させるために，完了予定に影響がない範囲で，予定以上の 

工数を使う。考察２と類似しているが，考察２はプロジェクトとして計画している工数 

以上は使わない。 

 

 

 

プロジェクト開始 完了予定 

序盤 中盤 終盤 

図３ ミドルプロジェクトの曲線 
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２．２．２ 顧客視点での問題  

 顧客視点で考えると，考察３は非常に喜ばれるだろう。予想していた成果物よりも品質

が高くなる。作業が早く，品質を追求するプロジェクトメンバーは顧客視点では最高のプ

ロジェクトメンバーである。 

 考察３に対し，考察１は，後の作業が詰まる可能性がある。プロジェクトの進捗報告を

顧客に行った場合，不安になるのが明らかだ。考察２は顧客側が知ることはないだろう。

しかし，プロジェクト内部のコミュニケーション不足が招く問題である。細かく進捗と作

業内容を確認する必要がある。コミュニケーション不足が要因である場合，他の問題を引

き起こす可能性があるため，顧客視点では見ることのできない一番の問題かもしれない。 

 

２．２．３ 経営視点での問題  

 経営視点ではどうだろうか。ミドルプロジェクトの予定工数を表２に示す。各考察にお

いて作業を行った場合の例を表３に示す。表３から読み取れることは以下のとおりである。 

 ・考察１は，後半にかけて急傾斜の右肩上がりの工数となるが，工数超過はしていない 

 ・考察２は，工数のバランスが取れているが，5人日の前倒しの作業は可能であった 

 ・考察３は，毎月作業工数が超過し，最終的に 10人日の超過となる 

 

 4月 5月 6月 予定工数 

作業工数 15人日 15人日 20人日 50 人日 

表２ ミドルプロジェクトの予定工数 

 

 4月 5月 6月 実績工数 

考察１ 5人日 10人日 35人日 50 人日 

考察２ 14人日 13人日 18人日 45 人日 

考察３ 18人日 18人日 24人日 60 人日 

表３ 考察１～考察３の予定／実績工数の違い 

 

 つまり，各考察において一番会社の損害となるのは，予定工数を超過した考察３である。

これは一般的に，パーキンソンの法則 3)といわれる現象だ。まだ納期まで時間があるから

時間を使うという間違った意識から，工数を無視した行動である。 

 

２．２．４ 問題に対する対策  

 視点を変えることで，一番の方法は何か見失いそうになる。しかし，１人での作業とは

違い，チームで作業をするには，自分の作業に対する品質の追求や勝手な判断が命取りに

なる。『作業』のバランス感覚を持つために，内部情報チーム内に以下の決まりを設けた。 

 

 ・自分のタスクが連続する場合においても，タスクの終了毎にチームリーダーに報告 

 ・今日できることは今日のうちに済ませる。ただし，時間と生産性は比例する 

 ・チームリーダーは１日に２回メンバーの進捗をチェックするために声を掛ける 

 この決まりに対する効果は大きかった。仕事だけの声の掛け合いだけではなく，チーム

内での会話の量の増加にもなり，コミュニケーション力が向上した。 
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２．３ 『人格』のバランス  

 三つのバランスの最後は『人格』のバランスだ。『思い』や『作業』よりバランス感覚

が難しい。バランスの基準も明確ではない。 

 

２．３．１ 『人格』が抱えるリスク  

 『思い』の共有を行い，『作業』における個人判断を制御し，全体的な均衡は図ること

ができた。しかし，年齢も違う，生まれた場所も違う，育った環境も違うメンバーである。

思いが同じでも作業の段取りが同じでも，普段の行動は違う。それぞれの行動に気付かな

い癖があるのだ。その癖は，社会人として，また SEとしての『人格』の形成に影響する。

自身だけの問題ではない。仕事に影響し，顧客対応にも影響を与えることがある。 

 メンバーの『人格』のバランスを取ることは，チームビルディングプロジェクトのリス

クマネジメントと捉え，対策を行った。 

 

２．３．２ リスクの特定と対応計画策定  

 各メンバーの癖をプロジェクトや対人関係へのリスクの要因とし，要因の洗い出しを行

い，対応計画を策定した。リスク対応計画の中の数点を表４に示す。計画は「いつ・誰

が・どこで」という明確な言葉が必要になるが，この計画の「いつ・誰が・どこで」は，

「即時・全員が・仕事上でのすべての場面で」という位置付けで実施する。 

 

リスク要因 要因から発生する事象 対策 

言葉にトゲがある ・相手に不快感を与える ・言葉に心を込める 

・笑顔で言葉を発する 

声が大きい ・大事な話ができない ・TPOに合わせ声を抑える 

漢字を間違える ・資料のミスが多い 

・内容に目が向かない 

・確認を数回行う 

・漢字検定を受ける 

問いかけに反応が遅い ・問いかけた相手が不安 

になる 

・話しかけられたら１秒 

以内に返事をする 

表４ リスク対応計画表 

 

 リスク対応計画表はチームメンバー全員で作成する。自分が直したいと思っている点や

他のメンバーが気付いた点などを話し合う。計画の先にあるものは常にお客様である。プ

ロジェクトにおけるリスクも，対人関係のリスクも，お客様との信頼関係を築くためであ

る。全員で話し合うことで，どうすればお客様との信頼関係を築けるかなどを常に意識し，

行動するようになることが最終目的である。 

 

２．３．２ リスク監視  

 リスク対応計画表の項目は増え続ける。しかし，対策の完了条件は設けない。増えるリ

スクに対応し続ける必要があるが，一つ一つをチームが互いに意識し合うことができれば，

自然にリスク要因は減っていくと考える。つまり日々のリスク監視はチームリーダーはも

ちろんだが，全員が行うのである。 
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 メンバー全員が人生経験を少なからず積み重ねてる中で，この対策で急に行動を変える

ことは難しい。結果を定量的に表現することもできない。しかし，互いに協力し合うこと

で，メンバー全員が，自分に対するリスク要因ではなくても気に掛けるようになり，自分

を振り返る場面も多くなり，心の成長に繋がる。現在は，少しずつ要因が減ってきている

のも事実である。 

 

３．最大の見落としからの発見  

３．１ 忠実さの落とし穴  

チームは日々成長している。数多くのプロジェクトも大きな問題が発生することもなく，

順調に遂行している。しかし，順調だと安堵した時，最大の問題が隠れていることに気付

いた。メンバーがチームリーダーに言われた通りに正確に行動していることである。正確

に行動しているのであれば，何も問題ないと思うだろう。正確さが問題なのだ。つまり，

それ以上でもそれ以下でもないということが最大の問題である。 

 当たり前のことだが，人間には考える脳がある。しかし，チームリーダーがすべての道

筋を整え，導くことで，メンバーは導かれるままに行動し，自分の考えがなくなっていく

恐れがある。 

 

３．１．１ 何故考えるのか  

 メンバーはチームリーダーのコピーであってはいけない。仕事や行動，言動へのヒント

を示すだけであり，個性は尊重しなければならない。前述した三つのバランスを取るため

に，チームリーダーはメンバーのバランスを考え，試行錯誤を繰り返した。チームリーダ

ーは若さによる焦りもあり，チーム力を増強するために実施した行動の中で，大切なポイ

ントを見落としていたのである。 

 顧客視点や経営視点で物事を考え，作業もスムーズに行うことができても，考える力が

なければ，新しい発想での改革や新しいシステムまたは機能が増えない。SE として仕事を

するために不可欠の要素である。例えば新しいシステムの発想には３つのパターンがある。

発想の起点を図４に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 発想の起点 

ニーズ 

ウォンツ 

シーズ 

新しい 

システム 
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（直接的な欲求） 
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あったら便利なもの 

（潜在的な欲求） 

企業側が新しい技術を 

使用し生み出すもの 

needs 

wants 

seeds 
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 世の中に存在するシステムは図４の３つの中の一つが起点となり誕生している。CMSは

この中に当てはめるのであれば，『シーズ』だ。それが，時代の変化で『ニーズ』となり

現在も普及している。 

SEとして仕事をするには，『ニーズ』に応えるのは当たり前。入社から定年まで，平凡

な SE生活を過ごすのであれば，問題ない。しかし，考える力を持つと『ニーズ』を生み出

す前の『ウォンツ』または『シーズ』を起点としたシステムを創り出したいと考えるだろ

う。考える力が欠如しては新しいものは生まれない。最大の見落としである考える力を強

化するためにチームの決まりを増やした。 

 

３．１．２ 考えるためのチームの決まり  

 一人ひとりが考え，それがチームとなり，より強い力を発揮する。考えるという行動を

するために，以下の決まりを実施した。ただし，考える内容の先には，必ずチームとして

のコミュニケーションに関係する内容が含まれる。チームビルディング強化プロジェクト

におけるコミュニケーションマネジメントとなる部分である。 

 ・月１回の内部情報チームの飲み会の幹事をローテーションする 

 ・週１回の内部情報チームの会議で仕事・プライベート問わず一つ話しをする 

 

３．２ 座布団獲得システム  

 内部情報チームでは，考える力を付けるために新しい仕組みを作った。考えることで自

分やチームが成長していくのは嬉しいことではあるが，楽しみがプラスされるともっと力

が発揮されるのではないかと考える。内部情報チームの持つ CMS のパッケージにおいて，

機能を単に考えるのではなく，考えた人，開発した人などに分類し，ポイントを付与する。 

仕組みの名前は「座布団獲得システム」。人気番組の座布団運びの仕組みを参考にした。

付与されるポイントはこのシステムでは座布団と呼び，枚数を表５に示す。 

 

行動 
座布団 

大規模 中規模 小規模 

新機能を考えた人 3枚獲得 2枚獲得 1枚獲得 

提案が採用された人 6枚獲得 4枚獲得 2枚獲得 

開発した人 3枚獲得 2枚獲得 1枚獲得 

他のメンバーを助けた人 2枚獲得 1枚獲得 1枚獲得 

バグ 1件発生 1枚没収 1枚没収 1枚没収 

（不定期に MVP） ？枚獲得 

表５ 座布団表 

 

 規模は開発工数によって大，中，小の三種類に分類する。チーム全員が仕組み及び枚数

に承諾した上で，「座布団獲得システム」を実施した。 

 

３．２．１ 座布団の行方  

 肝心なのは座布団の行方である。座布団の枚数は月１回開催される内部情報チームの飲

み会で精算される。座布団の枚数における飲み会の規則は次の通りである。 
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  ・10枚獲得で 1,000円引き 

  ・引かれる分はチームリーダーに加算 

  ・チームリーダーへの加算上限は 3,000円 

  ・加算上限を超過した場合は，超過した分のみ，獲得メンバー以外のメンバーの 

支払に加算 

  ・加算上限を超過し，チームリーダー以外が全員獲得メンバーであった場合は， 

   チームリーダーが支払う 

  ・MVPを獲得したメンバーは枚数に関係無く，半額または無料 

 

規則の中でチームリーダーのメリットがないのではと思うが，それは違う。『思い』の

バランスで述べたように，チームリーダーには開発までに至った熱い『思い』がある。CMS

が成長するのであれば，超過分がいくらになっても構わないのである。 

ただし，表５に示す通り，バグを発生させると“獲得”ではなく“没収”となる。簡単

には 10枚は獲得できない。小さな機能を積み重ねて座布団の枚数を獲得するか，大きな機

能で１回で獲得するかはメンバー次第である。 

 「座布団獲得システム」では，考える力のほかに隠れた目的がある。チームリーダーが

熱い『思い』があるのであれば，引かれる分はすべて支払いしてもよい。しかし，加算上

限を設けることで，メンバーへ故意に負担を強いる。何故ならば，図５の流れが期待でき

るからだ。考えることが苦手なメンバーの想定される流れである。 

 

 

 

 

 

 

図５ 考えることが苦手なメンバーの活躍 

 

３．２．２ 考えられる効果  

 全員が考える力を付け，新機能が追加されていくことが一番望ましい結果だが，筋書き

とおりの展開になるとは限らない。しかし，考えることが苦手なメンバーは図５の流れで

テストに対する考えが鋭くなる。テストが強化されることで品質も向上する。他のメンバ

ーの枚数を減らすという行為は，いい印象は決して持たないが，品質向上の効果を前提と

した行為であれば，問題ないと考える。 

 MVP の決定は不定期にチームリーダーが行うが，画期的な発想や各工程における効果的

な改善策を提案したメンバーなどが対象となる。 

 「座布団獲得システム」の実施で，考える力が付くメンバー，考える力が他のメンバー

に及ばなくても違う力を付けるメンバー，様々な分野の強力なメンバーが形成される。 

 

開発だけでは 

枚数が増えない 

支払いの負担が 

増える 

他メンバーの 

枚数を減らす 

バグを 

見つけようとする 

テストに対する 

目が肥える 

品質が 

向上する 
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４．チームビルディングプロジェクトの評価  

４．１ 三つのバランスと考える力  

 前述した，『思い』のバランス，『作業』のバランス，『人格』のバランスの均衡を図

ることで，内部情報チームの意識の統一を行うことができた。同時にコミュニケーション

力の強化にも繋がった。チーム結成時と比較し，チーム力は格段の差がある。 

 図６のように，チーム力は三つのバランスと考える力で支えられている。しかし，まだ

チームビルディングプロジェクトを開始して期間が浅い。これからこのチーム力を維持し，

向上させていくことが，重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ チーム力 

 

４．２ 座布団獲得システムの実績  

 「座布団獲得システム」を実施してから 1 年半が経過する。今までの実績を表６に示す。

CMSに新規に実装された機能は 29件である。 

 

行動項目 
合計件数 

(件) 

開発または改修規模による内訳 

大(件) 中(件) 小(件) 

新機能提案 50 8 18 24 

採用された件数 38 5 13 20 

実装済件数 29 2 9 18 

表６ 実績件数 

表６において，実装済件数の規模を見ると小規模機能の割合が多い。しかし，確実に件

数として反映している。つまりパッケージは 1 年半前から機能が大幅に強化しているので

ある。 

評価の観点を変える。採用される件数は，多かったのだろうか。それとも少なかったの

だろうか。採用されなかった理由は以下が挙げられる。 

・技術的な観点で不可 

・環境的な観点で不可 

絶対採用されると確信して提案した機能はパッケージの特長にはなる確率は低いだろう。

競合するシステムと差別化を図るには，採用されなかった 12 件に注目すべきである。12

件の提案は考える力がついた結果の件数と捉えることができる。12 件を実現することでメ

ンバーの向上心がより強化されるのかもしれない。 
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５．今後の課題 

５．１ プライスレスの人財  

 若いメンバーには基礎となる力が必要である。それが『思い』であり『作業』のバラン

スであり，『人格』であると考える。バランスを持った人材は将来確実に会社にとって

「人財」となるだろう。基礎力を持ち，経験値を積み重ねることで考える力も自然に身に

付き，心も強くなると考える。「人財」はお金では買うことはできない。プライスレスな

のである。 

 基礎となる力を身に付けず，技術だけを身に付けると開発者視点でのシステムしか作る

ことができなくなる。人の『思い』を感じ，形にすることの重要性を常に念頭に持つこと

が大事である。チームリーダーは「人財」を増やすために，技術の伝達を優先すべきでは

ないと考える。メンバーが，自分から技術を身に付けようとする心を育てることが最優先

である。 

 

５．２ 情報の展開  

 社内には複数のチームが存在する。チーム力を向上させるために，実施し，評価した試

みは他のチームに展開する。座布団獲得システムについては，個人的費用を伴うため，メ

ンバーとの合意が必須条件となる。しかし，枚数獲得後の評価を別の形で行うのであれば

展開は可能である。内部情報チームで成果が出なかった仕組みでも他のチームでは成果が

出る可能性がある。成果の有無に囚われず，情報は常に展開が必要であると考える。 

 今後は，各チームリーダーによる定例会を計画し，情報を共有する。共有した情報はメ

ンバーに展開する。各チームにおける業務改善への意識共有が目的である。意識の温度差

を縮めることで組織の底上げを図ることができると考える。 

 内部情報チームは，「座布団獲得システム」以外にも様々なチーム力向上の仕組みを策

定するため，パイロットチームになることを恐れず挑戦することが必要だ。一つのチーム

力が二つのチーム力に変わり，社内が一つの団結したチームとなることを最終目標として，

一つの小さなチームとして実績を地道に積み重ねる。 

 

６．おわりに 

新体制となり結成された内部情報チームは，まだ３年目である。心の成長と人間として

の成長は今後まだ長い道のりがある。本論文では心の成長のために，基礎となる力を育て

る仕組みへの挑戦を述べた。しかし，現代人の心の病は増加の一途を辿っている。時代の

変化に対応できる心を持つことは一つの小さなチームの課題でもあるが，社会としての課

題でもある。 

技術は日々進歩するが，人間が作り上げた技術で人間が崩れていくことは誰も求めてい

ないだろう。人が握ったおにぎりは何故か美味しい。しかし，機械が作ったおにぎりは美

味しいが，すべて同じ味がする。違いは心だ。心を込めて作ったシステムは顧客満足度は

自然と高くなる。技術だけで作ったシステムは感動にも上限があるだろう。 

 心が持つ力を信じ，心が強くなる努力をする。内部情報チームの心の強化はまだ始まっ

たばかりだ。チームビルディングプロジェクトはこれからも続く。 
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脚注 

 チームビルディングとは，様々なスキルや知識を持ったメンバーが，同じ目的を持ち，

チーム力で組織を作ること 
2) CMSとは，コンテンツマネジメントシステムの略称であり，WEBサイトを構築するため

に特殊な技術を必要としないコンテンツページ生成・管理システムである 
3) パーキンソンの法則とは，作業量は与えられた時間を満たすまで膨張し続けるという法

則 


