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■ 論文要旨 ■ 

当社は 2006年度（当時の社名は新日石インフォテクノ㈱）から、継続して２～５名

の新卒社員を採用してきた。入社１年目社員は全員同じ部署に配属され、１年間の集

合教育を受けることとなる。 

入社５年目の今、私は新入社員４名のトレーナーという立場になった。これまで部

下を指導した経験のない私は「新入社員を教育できるほど能力が備わっているの

か。」という疑問を持った。今の自分が備えている能力を考えると、解決すべき多く

の課題が浮かび上がる。 

本論文では、「新入社員のトレーナーとして必要な実務能力とは何か。」、「実務

能力を獲得するためにこれから何に取組むべきか。」を、これまでの経験を棚卸しな

がら導き出す。 

そのうえで、「トレーナーが新入社員に教育すべきことは何なのか。」を論じたい。 
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１．はじめに 

１．１ 当社を取り巻く事業環境 

当社は元々、新日本石油㈱（現、ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱）のシステム子会社として

発足し、新日本石油㈱のシステム保守・運用を受託してきた。現在は親会社の経営統合を

期にＪＸホールディングス傘下となり、ＪＸグループ全体のＩＴ機能会社という立場から、

グループ各社のシステム保守・運用を受託している。 

当社（新日石インフォテクノ㈱）

ＪＸホールディングス㈱

経営統合前

経営統合後

ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱

ＪＸ日鉱日石開発㈱

ＪＸ日鉱日石金属㈱

共通機能会社

（当社含む）

新日本石油㈱

 

                             図 1 取り巻く環境の変化 

 

１．２ 当社の果たすべき役割 

当社はＪＸグループのＩＴ機能を集約したＩＴ機能会社であり、ＩＴを通じてＪＸグル

ープに貢献し続けなければならない。その源泉はまぎれもなく「人財」（当社では材では

なく財の字を使用）である。人財をいかに育むべきか、内外の状況を分析し、その方針を

策定した。 
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                             図２当社のＳＷＯＴ分析 

 

図２における「当社が発揮すべき強み」とは「中堅以上の社員が業務知識・人脈・ＩＴ

管理力を備えていること」である。では業務知識・人脈・ＩＴ管理力とは何だろうか。 

当社がＪＸグループのシステム保守、運用を担っていることは先述したとおりであるが、

その実態として新規システム開発よりも既存システムの保守開発を請け負うことが大半で

ある。 

既存システムの保守開発においては、稼働中のシステムの仕様のみならず、ＪＸグルー

プ各社がどのような業務を行い、そのためにシステムをどのように利用しているのかを詳

細に知らなければならない。 

更に、グループ各社のシステム規模も大きいことから、システムに係る関係者も広範囲

にわたる。そうした環境にあるからこそ、各関係者と円滑なコミュニケーションを図れな

ければ当社においてプロジェクトマネジメントを遂行することは難しい。 

以上のことから、業務知識とは、ＪＸグループの業務と、稼働中のシステムの内容に精

【機会】 【脅威】

【強み】

【弱み】

インフォテクノの
業務範囲が拡大！

背景
①（予想）中核三社並びにグループ各社の

ＩＴ人財が高齢化・減少し、当社が担うべき
業務範囲が拡大
※ここ数年、中核三社ではＩＴ人財の配属や採用を行っていない

※情報システム部部員の平均年齢が年々高くなる
（ＪＸＥでは現在平均46歳）

②顧客数の増加
※経営統合等によりサポートすべき顧客数が増加

（例） ユーザＩＤ数：10,000 ⇒ 16,000

外的要因

内的要因

中堅社員の既存スキルを活かして
グループの期待に応える！

背景
①市場ではパッケージの導入やサービスの

利用が主流に

※ＪＸグループでも新規導入システム（インフォテクノ担当分）の

約9割がパッケージ製品になっている

今後のシステムはパッケージ
あるいはサービスに！

●今後、IT関連の計画・提案業務が当社にシフト
・ グループ各社のＩＴ人財の減少に伴って、当社への

受託範囲が現在の「要件定義～本番運用」から
「システム化計画・提案～本番運用」へ拡大する（予想）

●中堅社員は計画・提案の基礎を備えている
・ 計画・提案物には実効性（Ｈｏｗ：どうやって）が必要。
・ 中堅社員はその能力には長けており

クライアントが抱える問題（悩み）をＨｏｗにつなげる力を
付加すれば計画・提案型の人財にシフトできる。

業務知識・人脈・ＩＴ管理力を
持つ人財がいる！

社員数が少ない、更に減少！

技術と知識の世代間継承の場
を作る！

●中堅層以上の社員が持っている業務知識と
ＩＴ管理力は当社の貴重な財産である

・ 石油業という比較的、固有性の高い業務知識等は
『他では購えない』当社の貴重な財産である。

●経験から技術と知識の習得が困難に
・ パッケージの導入増により、若手社員は先輩たちと同様な

キャリア形成が困難になりつつある。
⇒ 育成に適した場を設けなくてはならない。

背景
①中堅層以上の社員は業務知識・人脈

ＩＴ管理力を備えている

※中堅層以上の社員は現行システムの構築を経験した
※システムの構築経験を通じて、業務知識を身に着け

ＪＸグループ内で人脈を築いた
※多くの中堅社員のキャリア形成は「プログラマ

⇒システム設計（SE）⇒管理業務（PM）」
従って ＩＴ管理力（レビュー力）を備えている

背景
①社員数はサポート対象規模に比べて少ない

※2012年7月現在、インフォテクノの社員約150名
サポート対象ユーザ16,000名以上

※（参考）コスモコンピュータセンター 社員：125名
（2012年3月末）、ユーザ数：約7,000名

②ノウハウを持つベテラン社員が急速に減少
※現在、当社システム主担当のおよそ6割は40歳以上で

ある
※今後社員数が3名／年のペースで減少する可能性大

（退職者：4.5名/年、新卒定着者：1.5名/年）

③若手社員が業務知識・人脈を得る場が少ない
※近年、システムの新規構築がほとんどないため

若手社員が業務知識等を得る場が少ない

若手社員の重点育成分野と育成スキルを選択し、集中的に育
成する！

●若手社員の重点育成分野をコアなシステム（販物、ＥＲＩＸなど）に焦点を絞る
・ コア・システム（ＪＸグループの固有性ならびに経営貢献度が高いシステム）に係る知見は、当社の貴重な財産である。

⇒ 当社員の世代間継承は不可欠である

・ 知見の受け皿である若手社員の数は、ベテラン社員に比べて少ない。（３０歳以下１９名、５０歳以上４２名）
⇒ 重点的に継承すべき分野の『選択と集中』が必要

●若手社員の重点育成スキルを業務知識と管理スキルに焦点を絞る
・ 石油業という比較的、固有性の高い業務知識は、『他では購えない』当社の貴重な財産である。

・ IT管理力はＱＣＤ確保に不可欠である。
⇒ 当社がＩＴ開発・保守、運用を任されるにはＩＴ管理力が不可欠である。
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通していることと定義できる。人脈はＪＸグループ各社のユーザーとの人脈であり、ＩＴ

管理力は単純なプロジェクトマネジメント能力だけでなく、ＩＴスキルや、ＪＸグループ

の文化を理解し、関係者と円滑にコミュニケーションを行えるだけの各種マナー（ビジネ

ススキル）を内包したものとして定義できる。 

すなわち、当社が今後もＪＸグループに貢献し続けるためには、ＪＸグループに対する

業務知識を保有し、ＩＴスキルや高いビジネススキルを備えた人財を育成し、確保し続け

なければならない。 

 

１．３ 当社における課題 

ここで、当社の人員構成の推移を図３に示す。 

 
                             図３ 人員構成の推移（予測） 

 

当社がＪＸグループに貢献し続けるには人財を育成し続ける必要があることは先述した

とおりである。しかしその一方で当社社員の平均年齢は５０歳に差し掛かるほどに高齢化

しており、次代を引き継ぐ若手社員の育成はまさに急務となっている。 

そこで当社では２００６年度から新卒社員の採用を継続して実施している。しかし当社

は社員数約１３０人と小規模な会社であり、毎年の採用人数も２～５名と若干名に絞らざ

るを得ない。 

人員構成の推移を鑑みるに、１０数年後には新卒入社社員（以下、プロパー社員）の比

率が過半数を超え、出向社員の比率は減少することになる。これに伴い、当社の平均年齢

も若返っていくものと推測できる。 

豊富な「業務知識」、「ビジネススキル」を保有しているという当社の強みは、実際に

の業務現場や、基幹システム構築に当初から参画してきたベテランの出向社員が数多く在

籍していることから確保できているのが実態である。 

しかしながら将来の人員構成はプロパー社員主体となる。急激にベテランである出向社

員の数が減り、平均年齢も若返っていく。仮にこのまま何もしないでいては、当社のアイ

デンティティである「業務知識」や「ビジネススキル」の維持は困難なものとなっていく

であろう。 
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このような背景のもと、当社では若手社員を効率的かつ効果的に育成すべく、「キャリ

アパスモデル」と称して入社１０年目までの育成カリキュラムを策定し、かつその状況を

定期的に棚卸し、改善計画を立案するスキュームを開始した。 
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２．当社の人財育成制度 

２．１ 当社のキャリアパスモデル 

 図４が当社のキャリアパスモデルである。 

企画
プロジェクト
マネージャ

インフラ
スペシャリスト

運用
スペシャリスト

【９～１０年目】
ＩＴ管理力獲得期

【６～８年目】
業務遂行力獲得期

SE力獲得期（インフラ）

【２～５年目】
SE力獲得期（業務システ
ム）

【１年目】
ビジネス・ＩＴ
基礎力育成期

職　種

目指すべき
プロフェッショナル人財像

ス
テ
ー

ジ
と
目
指
す
べ
き
人
財
像

運用スペシャリスト

インフラ系システム全般に対する体系
的な知識を備え、かつ自らが専門と
するインフラ領域における小規模な保
守事案を独力で計画、実行ならびに
管理できる。

社会人として求められる基礎的なビジネススキルを有し、かつ上位者等の指導のもとで与えられた業務を遂行できる。

SEに求められる体系的な知識を備え、かつ小規模な保守事案等を独力で計画、実行ならびに管理することができる。
（技術的な知識・実務能力に加え、IT機能会社として求められる応用的なビジネススキルを獲得すべく幅広い経験を積む）

インフラ・スペシャリスト

高い視点でＪＸグループがおかれた
環境を理解し、事業的な視点からシ
ステムを捉えることができる。

小規模な業務システム系プロジェクト
に関して、関係者との信頼関係を築
きながら、求められる『品質、コスト、
納期』を的確に管理し、完遂に導くこ
とができる。

プロジェクト・マネージャー

小規模なインフラ系システムの保守プ
ロジェクトに関して、関係者との信頼
関係を築きながら、求められる『品質、
コスト、納期』を的確に管理し、完遂に
導くことができる。

ＩＴ企画スペシャリスト

個々のグループ各社の事業環境を
理解したうえで、その業務課題を解
決するための現実的・効果的かつ合
理的な情報化計画を策定し、訴求力
のある提案・説明ができる。またグ
ループ各社と社内外組織との調整・
仲介によりサービスの最適化に貢献
し、グループ各社の高い信頼を得る
事ができる。

業務システムならびにプロジェクトマ
ネジメントに関する体系的な知識と、
経験により培った高度な管理能力を
活かし、様々の状況・条件に即した
プロジェクト計画を立案し、かつ責任
ある立場で、計画した『品質、コスト、
納期』を的確に管理し、完遂に導くこ
とができる。

インフラ領域のプロフェッショナルとし
て高度な専門知識・実務能力を有し、
考慮すべき機能要件や非機能要件
に即した計画を立案し、かつ責任あ
る立場で、計画した『品質、コスト、納
期』を的確に管理し、完遂に導くこと
ができる。

SE力獲得期（インフラ）業務遂行力獲得期

システムの稼働環境ならびに各種運
用監視・管理システムの高度な専門
知識・実務能力を有し、責任ある立
場でシステム全体の安定稼働を確保
するとともに、障害発生時においては
関係組織と調整・連携しながら、その
影響の極小化をはかることができる。

 

                  図４ インフォテクノキャリアパスモデル（抜粋） 

 

ここで、代表的な職種である「プロジェクトマネージャー」に至るまでのキャリアパス

について紹介したい。当社におけるプロジェクトマネージャーは「業務システム並びにプ

ロジェクトマネジメントに関する体系的な知識と経験から培った高度な管理能力を活かし、

様々の状況・条件に即したプロジェクト計画を立案し、かつ責任ある立場で計画した「品

質・コスト・納期」を的確に管理し、完遂に導くことができる。」人財になる必要がある。 

その能力を獲得するために、９～１０年目には「小規模な業務システム系プロジェクト

に関して、関係者との信頼関係を築きながら、求められる「品質・コスト・納期」を的確

に管理し、完遂に導くことができる。」ようになる必要がある。すなわちＩＴ管理能力を

入社１０年目までに獲得しなければならない。 

更に６～８年目にはグループ他企業に出向して、事業的な視点からシステムをとらえ、

かつ人脈を築くステージ、そして２～５年目には「ＳＥに求められる体系的な知識を備え、

かつ小規模な保守事案を独力で計画・実行並びに管理することができる」能力の獲得を目

指す「ＳＥ力獲得期」のステージ、そして１年目は「社会人として求められる基礎的なビ

ジネススキルを有し、かつ上位者の指導の下で与えられた業務を遂行できる。」実務能力

の獲得を目指すスキームを策定している。 
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２．３ 私の業務の概要と果たすべき役割  

今年度、私は１年目社員４名の指導員（トレーナー）を任じられた。１年目社員は全員、

私と同じ部署に１年間配属され、私が専任指導にあたることになる。キャリアパスに従え

ば、１年目社員へ教育すべきは「ＩＴスキル」と「ビジネススキル」であり、社会人に求

められる基礎的な能力を育む必要がある。 

そこで、先ずは１年間の育成カリキュラムに盛り込むべき具体的な施策を検討すること

とした。 

IT 機能会社である当社にシステム開発や運用保守を依頼するグループ各社は、何をもっ

て当社を信頼するだろうか。グループ各社が当社にシステムの開発、運用保守を依頼する

にあたっては、当然ながら組織としての決裁が必要になる。その際、実務者は決裁者から

「なぜ、このコストなのか？」「なぜ、この納期なのか？」という説明を求められる。そ

して、その回答のベースは当社の説明である。すなわち「なぜ、このコストなのか？」

「なぜ、この納期なのか」に納得いく説明が得られてこそ、当社はグループ各社に信頼さ

れるパートナーになり得るのである。 

では当社社員がグループ各社への説明責任を果たすために身に着けなければならない能

力を考えたい。当社がシステム開発案件にて担うのは要件定義などの上流工程がほとんど

であり、設計、プログラミング、テストなどの下流工程は外部ベンダーに発注している。

外部ベンダーの説明を聞きながら、プログラマーがなにを行うのか、その生産性はどうだ

ろうか等に思いを巡らせ、納得行くまで議論を交わし、合意していく。腹に落ちた内容で

なければ、グループ各社に対して十分な説明を行うことは出来ない。 

外部ベンダーと議論するには、システム開発の経験が必須である。例えばプログラミン

グやテストの経験がない者が、外部ベンダーの行う業務を的確に理解し、プログラミング

の内容や生産性をイメージしながら納得いくまで議論できるだろうか？そう考えると経験

していない業務のイメージが沸く者はいない。 

一方で当社のカリキュラムでは、入社２～５年目は現場にてプロジェクト管理の実務に

就くことになる。しかし入社する新入社員の大半はシステム開発の経験はもちろんのこと、

プログラミングの経験すらない。すなわち１年目社員の育成カリキュラムに盛り込むべき

中核的な施策は、システム開発における全工程を経験させることであると認識し、その具

体化に取り組むこととした。 

 

２．３ 社内システムの開発プロジェクト  

具体的な施策の検討にあたり、社内各関係者から意見を募った結果、社内業務のシステ

ム化プロジェクト（以下、システム開発研修）を立ち上げることとした。実際の現場で利

用可能なシステムを構築する。トレーナーである私がプロジェクトリーダーとなり、１年

目社員がプロジェクトメンバーとなる。 

２年目以降に配属された現場での活躍に繋がることを期待し、「システム開発研修」に

て１年目社員に主体的に経験させる具体的な内容を工程ごとに検討した。（表１） 
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工程 主に経験すること
業務フロー図の作成
レスポンスなど、各種技術検証
ヒアリングへの参加
ＵＩ含む、各種設計書作成
ユーザへの内容説明

詳細設計 データベース設計含む、各種設計書作成
プログラミング 全機能のプログラミング

テストケース作成
テスト仕様書作成
テスト実施
運用テスト用資料作成
ユーザへの運用テスト概要説明
移行手順書作成
運用管理グループとの調整
操作マニュアル作成
操作方法説明

要件定義

基本設計

テスト

運用テスト

本番移行

ユーザ教育
 

                   表１ システム開発研修で主に経験すること 

 

システム開発研修の実施にあたり、題材選定を行った。前提として、システム開発経験

のない１年目社員がプロジェクトメンバーであることから、品質を確保するために工数の

上限を８～９人月に抑え、小規模なシステムにすることとした。更に、構築したシステム

が現場の業務負荷軽減や品質向上に繋がる題材にすることを条件として設定した。 

各関係者との意見交換の結果、社内業務の１つである「メンテナンス依頼業務」のシス

テム化に取り組むこととした。 

メンテナンス依頼とは、当社の開発部門にて構築したプログラム等の各種資産を本番環

境へ移行するにあたり、運用部門へ移行作業を依頼するという業務である。開発部門の担

当者がメールにて依頼を発信（図５）し、上長による承認をもって運用部門が実作業を実

施するルールとなっている。年間の依頼件数は約３５００件にものぼる。更に３５００件

の依頼は全て内部統制の監査対象となることから、依頼内容に不備がないかを目視で確認

しており、業務負荷の高さや、品質確保に課題があった。 
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                       図５ メンテナンス依頼メールサンプル 

 

このメンテナンス依頼業務のシステム化を１年目社員主体となり取り組むこととなる。 

図６はシステム化後の業務フロー概要図である。 
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                        図６ システム化後の業務フロー概要図 

 

依頼内容のチェック機能、上長による承認、メールの自動送信、管理台帳のダウンロー

ド機能、添付資料のアップロード機能、発信した依頼の検索機能などを構築することで、

現行業務の品質向上および作業負荷の軽減が図れるものとした。また、各種機能構築によ

り１年目社員にはプログラミングの主要なロジックをひととおり経験させることができる

ものとなっている。 

また、システムはＷｅｂアプリケーションとして開発し、１年目社員はサーバ構築から

本番移行までを主体的に実施する。 

 

                            図７ システムの画面イメージ 
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３．トレーナーのあるべき姿 

３．１ トレーナーとしての課題 

システム開発研修は、１年目社員にとって入社してから初めて経験する開発プロジェク

トであり、今後の仕事に対する意識・動機づけにも大きな影響を与える施策である。 

１年目社員はトレーナーの仕事を見て、仕事の仕方を身につけていく。そのためトレー

ナーには高い実務能力が求められる。先述したとおり、設計書作成やプログラミング経験

がなければ外部ベンダーの説明を理解することは出来ない。しかし当社は基本設計以降の

下流工程を外部ベンダーに発注しているため、新人が２年目以降にプログラミングを経験

することは困難なのが実態である。そのため、システム開発研修では設計書作成やプログ

ラミング、テストといった技術的な教育のみならず、当社のシステム開発における諸々の

作法も教育しながら進めるべきなのである。 

しかしながら私の実務経験は４年であり、部下を指導した経験はないことから、適切な

指導方法について考える必要があった。コリンズによる「認知的徒弟制度」を紹介したい。

この制度によると、徒弟の学習過程は以下の４段階に分類することができる。 

①モデリング   ：徒弟が親方の作業を見て学ぶ 

②コーチング   ：親方が手取り足取り教える 

③スキャフォールディング ：徒弟にできることを確認して自立させる 

④フェーディング  ：親方が手を退いていく 

徒弟は「トレーニー」、親方は「トレーナー」として読み替えることができる。この学

習課程に従えば、コーチングの段階において、トレーナーは手取り足取り仕事の仕方を教

えなければならない。 

手取り足取り仕事の仕方を教えることができるようになる、すなわち指導することがで

きるようになるためには、「トレーナーの業務を全うするために必要な実務能力とは何

か。」を認識する必要がある。そのうえで私自身の課題、すなわちトレーナーとして必要

な実務能力のうち、「コーチングできるまでには至っていない実務能力をいかに獲得する

か」を検討し、実践していくこととした。 

 

３．２ トレーナーのあるべき姿 

まずは「トレーナーの業務を全うするために必要な実務能力」を検討した。「システム

開発研修」はシステム開発の上流から下流までを経験させるもので、その網羅的な実務能

力が求められる。これを明示的に捉えるべく、当社における開発プロジェクトで広く活用

されている、富士通㈱の“ＳＤＥＭ実践標準”を参考にした。 

本論文ではＳＤＥＭ実践標準の詳細には触れないが、ＳＤＥＭ実践標準の活用ハンドブ

ックの冒頭には「企画、開発、運用・保守、品質保証活動の基本的な考え方を示した標準

プロセス体系であり、すべてのステークホルダーの共通認識を形成するための地図」とあ

る。システム開発において、ステークホルダーとの共通認識を形成すべく、作業項目や作

業手順、作成すべき成果物が纏められている。 

このＳＤＥＭ実践標準を基に、「システム開発研修」の特性（新人がプロジェクトメン

バーであること。要件定義から本番稼働後のユーザーフォローまでのすべての工程を外部
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ベンダに頼ることなく実施すること）を考慮して「トレーナーに必要なスキルの一覧表」

を策定した。（表２） 

「システム開発研修」を進めるうえで、プロジェクトリーダー（トレーナー）がこれだ

けのスキルを身につけておく必要があるという、いわばトレーナーの“あるべき姿”を定

義した資料となっている。 

1 小～中規模案件について、計画策定（スコープ、WBS等）を行うことができる。

2 小～中規模案件について、スケジュール管理を行うことができる。（スケジュール表、予実管理）

3 小～中規模案件について、見積りを行うことができる。（見積協議会資料､PA会資料の作成を含む）

4 小～中規模案件について、品質管理を行うことができる。（開発品質計画書、保守作業手順書の作成を含む）

5 小～中規模案件について、工数管理を行うことができる。

6 小～中規模案件について、課題管理ができる。（課題管理表の作成、反映を含む）

7 各種会議体（利用部門との仕様検討、進捗会議等）において、会議用の資料作成ができる。

8 各種会議体（利用部門との仕様検討、進捗会議等）において、新人が作成した資料（議事録を含む）のレビューができる。

9 業務分析に関する基本的事項を理解し、業務分析を行うことができる。(業務フロー図などの作成を含む）

10 要件定義・要求仕様の基本を理解し、作成実務を行うことができる。

11 要件定義、要求仕様について、新人へ説明することができる。

12 基本設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人が作成した基本設計ドキュメントのレビューを行うことができる。

13 基本設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人に基本設計書作成のルールを指導できる。

14 詳細設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人が作成したドキュメントのレビューを行うことができる。

15 詳細設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人に詳細設計書作成のルールを指導できる。

16 システムの非機能要件についての基本的事項を理解し、設計することができる。（バックアップ方式設計などを含む）

17 非機能要件に基づいて設計した各種ドキュメントついて、新人へ説明することができる。

18 詳細設計ドキュメントを基に、新人が作成したプログラムロジックのレビューを行うことができる。

19 プログラム規約を基に、新人が作成したソースコードのレビューを行うことができる。

20 新人にプログラム作成のルール、規約を指導できる。

21 単体・結合テスト計画の基本を理解し、新人が作成したテストケース（テスト計画書含む）のレビューを行うことができる。

22 単体・結合テストの基本を理解し、新人が実施したテスト結果（品質指標を含む）のレビューを行うことができる。

23 システムテスト計画の基本を理解し、新人が作成したテストケース（テスト計画書含む）のレビューを行うことができる。

24 システムテストの基本を理解し、新人が実施したテスト結果（品質指標を含む）のレビューを行うことができる。

25 システムテストの結果を理解し、利用者へ説明ができる。

26 運用テストの基本を理解し、利用者へ運用テストの実施依頼をすることができる。

27 利用者からの依頼に基づき、テストデータの作成、データ提供を新人に的確に指示することができる。

28 運用テスト結果について、利用者と合意を得ることができる。

29 移行手順書および特別処理依頼書を作成方法について、新人に指導することができる。

30 本番移行時における関係部署との調整をすることができる。

31 本番移行後の稼働確認について、新人の確認結果をレビューすることができる。

32 ＰＪで構築した各種システムの問い合わせについて対応（仕様説明、特別処理）ができる。

33 成果報告会の資料作成、説明、質疑応答に対応ができる。

34 保守、運用移管用の資料作成および関係部署との合意を取ることができる。

35 本番稼働後に、完了手続き（利用者の合意、完了届など）を行うことができる。

i 本番移行作業

b 要件確認、要件定義

c 基本設計

d 詳細設計

e 実装

中分類

j 本番稼働後

g システムテスト

f 単体、結合テスト

h 運用テスト（受入テスト）

a プロジェクト管理

大分類

 

                   表２ トレーナーに必要なスキルの一覧表 

 

この一覧表のうち、私はどの項目ならコーチングできるのか。あるいはできないのかを

的確に把握する必要がある。そこで、これまでにどういった業務に取組み、どういった実

務能力が備わっているのか、改めて自分自身を見つめなおすこととした。 

 

３．３ 実務能力の棚卸し 

これまでの実務経験から得た気づきを“ＩＴの基本的な知識、プロジェクト管理経験、

資料作成能力、調整能力、仕事への姿勢”の５つの観点で分類し、表３にまとめた。 

５つの観点に分けた理由は、１年目社員へ教育すべきは主に「ＩＴスキル」「ビジネス

スキル」であることから、これらスキルをより具体的に、業務現場で必要となる区分に分

けたためである。更に各観点ごとに小分類を設け、４段階（１．全くできない～４．大体

できる）で自己評価を行った。 
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自己評価
 …②

1 社内システムのＯＳ（LINUX）について、基本を理解している。 3

2 データベース（MySQL）の基本を理解している。 4

3 LANなどネットワークの基本を理解している。 2

4 プログラム（php）の基本を理解している。 4

5 社内システムの各種規約（プログラミング規約などを含む）を理解している。 3

6 社内システムの基本設計書について、記述方式、内容について理解している。 4

7 社内システムの詳細設計書について、記述方式、内容について理解している。 4

8 社内システムの単体・結合テスト仕様書について、記述方式、内容について理解している。 4

9 社内システムのシステムテスト仕様書について、記述方式、内容について理解している。 4

10 インフォテクノの品質指標について、内容を理解している。 3

11 社内システムのアプリケーションにおける各種機能について、仕様を理解している。 4

12 社内システムの運用方式（バックアップ方式など）について、内容を理解している。 3

13 社内システム開発の基本モデル（ウォーターフォール型、SDEM工程）を理解している。 3

14 これまでに担当したプロジェクトにて、ＷＢＳの作成経験がある。 3

15 これまでに担当したプロジェクトにて、スケジュールの管理経験がある。 3

16 これまでに担当したプロジェクトにて、課題管理の経験がある。 3

17 これまでに担当したプロジェクトにて、プロジェクトメンバーへの作業依頼の経験がある。 3

18 これまでに担当したプロジェクトにて、見積りの経験がある。 2

19 これまでに担当したプロジェクトにて、開発品質計画書の作成経験がある。 3

20 これまでに担当したプロジェクトにて、見積り協議会、ＰＡ会への参加経験がある。 3

21 これまでに担当したプロジェクトにて、工数管理の経験がある。 2

22 これまでに担当したプロジェクトにて、システムのキャパシティプランニングの経験がある。 1

23 これまでに担当したプロジェクトにて、保守作業手順書の作成経験がある。 4

24 これまでに担当したプロジェクトにて、社内諸手続き（見積り依頼、回答、発注依頼、検収など）の経験がある。 4

25 プロジェクトに必要な各種ドキュメント（要件定義書など）について、概括化して整理することができる。 2

26 課題等を論理的に整理した上で、解決策を提示する資料（システム化後の業務フロー図など）が作成できる。 2

27 各種文書（報告書、議事録など）について、論理的に分かりやすい内容で書くことができる。 3

28 各関係者に対し、会議、打合せの調整を行うことができる。 3

29 運用管理グループに対し、特別処理、本番移行作業日の調整をかけることができる。 4

30 各関係者に対し、会議、打ち合わせの場で作成した資料を基に、論理的に分かりやすく説明することができる。 3

31 利用者と打合せをする中で、システム仕様についての要望を聞き出すことができる。 3

32 必要性のある作業について、プロジェクトの先を読んで行動に移すことができる。 3

33 会議等がある場合、事前に内部でのレビューを行い、資料を準備できる。 4

34 上司からの業務指示・命令の内容を理解して従っている。 4

35 プロジェクトに対する自身の目的意識や思いを持って、取り組める。 3

36 各関係者に納得・満足してもらえるよう仕事に取り組める。 3

37 一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げられる。 3

38 上司・先輩といった上位者、利用者などとの約束事を守れる。 4

39 報告書など必要な提出物は期限内に提出できる。 4

40 必要な手続や手間を省かずに、決められた手順どおり仕事を進められる。 3

41 担当プロジェクトの遂行において従うべき規約を理解し、必ずこれを守れる。 3

42 各関係者に対し、正確にホウレンソウ（報告・連絡・相談）ができる。 4

43 自分の意見や主張を筋道立てて相手に説明できる。 3

44 相手の心情に配慮し、適切な態度や言葉遣い、姿勢で依頼や折衝できる。 3

45 課題等を論理的に整理した上で、解決策を提示している。 3

46 周囲から質問や助力を求められた場合には快い態度で対応している。 4

47 チームプレーを行う際には、仲間と仕事や役割を分担して協同で取り組める。 3

48 社内の新人や下位者に対して業務指導や仕事のノウハウ提供をしている。 3

e
仕事への姿勢
（対 新人）

a
ＩＴの基本的な知識
（社内システム関連）

b
プロジェクト管理経験
（実務経験の有無）

大分類 中分類

c
資料作成能力
（文書、資料作成）

d
調整能力
（対 プロジェクト各関係者）

 

                               表３ 棚卸結果のまとめ 

 

ではこの実務能力とトレーナーに求められるスキルとの間にはどれ程のギャップがある

だろうか。次章ではこのギャップを考察し、不足している実務能力をいかに補おうとして

いるか、私の取り組みを紹介する。 
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４．補うべき実務能力 

４．１ 補うべき実務能力の測定  

表４は、トレーナーに必要なスキルの一覧表と、棚卸した私の経験を比較し、自分自身

に不足している実務能力を導出した結果である。 

As Isとの関連
 …①

配点

1 小～中規模案件について、計画策定（スコープ、WBS等）を行うことができる。 1,2,3,4,11,13,14,25,26,27,31 75.0%

2 小～中規模案件について、スケジュール管理を行うことができる。（スケジュール表、予実管理） 1,2,3,4,11,13,15,25,26,28 75.0%

3 小～中規模案件について、見積りを行うことができる。（見積協議会資料､PA会資料の作成を含む） 1,2,3,4,10,11,12,13,14,15,18,20 77.1%

4 小～中規模案件について、品質管理を行うことができる。（開発品質計画書、保守作業手順書の作成を含む） 1,2,3,4,10,19,25,27 75.0%

5 小～中規模案件について、工数管理を行うことができる。 1,2,3,4,13,15,18,21 71.9%

6 小～中規模案件について、課題管理ができる。（課題管理表の作成、反映を含む） 1,2,3,4,16 80.0%

7 各種会議体（利用部門との仕様検討、進捗会議等）において、会議用の資料作成ができる。 11,20,25,26,27,33 75.0%

8 各種会議体（利用部門との仕様検討、進捗会議等）において、新人が作成した資料（議事録を含む）のレビューができる。 25,26,27,39 68.8%

9 業務分析に関する基本的事項を理解し、業務分析を行うことができる。(業務フロー図などの作成を含む） 25,26,28,30,31,35,36,37 68.8%

10 要件定義・要求仕様の基本を理解し、作成実務を行うことができる。 11,25,26,36 68.8%

11 要件定義、要求仕様について、新人へ説明することができる。 11,17,30,43,44,48 79.2%

12 基本設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人が作成した基本設計ドキュメントのレビューを行うことができる。 1,2,4,6,13,43,48 85.7%

13 基本設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人に基本設計書作成のルールを指導できる。 1,2,4,6,41,43,44,45,46,47,48 84.1%

14 詳細設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人が作成したドキュメントのレビューを行うことができる。 1,2,4,7,13,43,48 85.7%

15 詳細設計ドキュメントに関する基本的事項を理解し、新人に詳細設計書作成のルールを指導できる。 1,2,4,7,41,43,44,45,46,47,48 84.1%

16 システムの非機能要件についての基本的事項を理解し、設計することができる。（バックアップ方式設計などを含む） 1,3,12,22,25 55.0%

17 非機能要件に基づいて設計した各種ドキュメントついて、新人へ説明することができる。 1,3,12,22,25,43,44,48 62.5%

18 詳細設計ドキュメントを基に、新人が作成したプログラムロジックのレビューを行うことができる。 4,5,7,11,37,43,45,46,48 86.1%

19 プログラム規約を基に、新人が作成したソースコードのレビューを行うことができる。 2,4,5,7,11,37,41,43,45,46,47,48 85.4%

20 新人にプログラム作成のルール、規約を指導できる。 2,4,5,37,41,43,45,46,47,48 82.5%

21 単体・結合テスト計画の基本を理解し、新人が作成したテストケース（テスト計画書含む）のレビューを行うことができる。 6,8,11,37,41,43,44,45,46,48 85.0%

22 単体・結合テストの基本を理解し、新人が実施したテスト結果（品質指標を含む）のレビューを行うことができる。 4,6,8,11,37,41,43,44,45,46,48 86.4%

23 システムテスト計画の基本を理解し、新人が作成したテストケース（テスト計画書含む）のレビューを行うことができる。 7,8,11,37,41,43,44,45,46,48 85.0%

24 システムテストの基本を理解し、新人が実施したテスト結果（品質指標を含む）のレビューを行うことができる。 4,7,8,11,37,41,43,44,45,46,48 86.4%

25 システムテストの結果を理解し、利用者へ説明ができる。 25,26,27,28,30,36,43,44,45 69.4%

26 運用テストの基本を理解し、利用者へ運用テストの実施依頼をすることができる。 25,26,28,30,32,36,40,42,43,44,46 75.0%

27 利用者からの依頼に基づき、テストデータの作成、データ提供を新人に的確に指示することができる。 2,31,32,36,37,38,42,46,48 86.1%

28 運用テスト結果について、利用者と合意を得ることができる。 27,28,31,38,43,44,45,46 81.3%

29 移行手順書および特別処理依頼書を作成方法について、新人に指導することができる。 1,2,4,12,25,47,48 78.6%

30 本番移行時における関係部署との調整をすることができる。 25,29,30,40,45,46 79.2%

31 本番移行後の稼働確認について、新人の確認結果をレビューすることができる。 1,2,3,4,11,12,36,37,40,47,48 79.5%

32 ＰＪで構築した各種システムの問い合わせについて対応（仕様説明、特別処理）ができる。 2,4,11,26,30,36,38,42,43,44,45,46 85.4%

33 成果報告会の資料作成、説明、質疑応答に対応ができる。 10,13,20,24,25,26,27,28,30 72.2%

34 保守、運用移管用の資料作成および関係部署との合意を取ることができる。 1,2,3,4,11,12,24,25,28,30,44 79.5%

35 本番稼働後に、完了手続き（利用者の合意、完了届など）を行うことができる。 13,24,27 83.3%

自己評価
 …②

1 社内システムのＯＳ（LINUX）について、基本を理解している。 3

2 データベース（MySQL）の基本を理解している。 4

3 LANなどネットワークの基本を理解している。 2

4 プログラム（php）の基本を理解している。 4

5 社内システムの各種規約（プログラミング規約などを含む）を理解している。 3

6 社内システムの基本設計書について、記述方式、内容について理解している。 4

7 社内システムの詳細設計書について、記述方式、内容について理解している。 4

8 社内システムの単体・結合テスト仕様書について、記述方式、内容について理解している。 4

9 社内システムのシステムテスト仕様書について、記述方式、内容について理解している。 4

10 インフォテクノの品質指標について、内容を理解している。 3

11 社内システムのアプリケーションにおける各種機能について、仕様を理解している。 4

12 社内システムの運用方式（バックアップ方式など）について、内容を理解している。 3

13 社内システム開発の基本モデル（ウォーターフォール型、SDEM工程）を理解している。 3

14 これまでに担当したプロジェクトにて、ＷＢＳの作成経験がある。 3

15 これまでに担当したプロジェクトにて、スケジュールの管理経験がある。 3

16 これまでに担当したプロジェクトにて、課題管理の経験がある。 3

17 これまでに担当したプロジェクトにて、プロジェクトメンバーへの作業依頼の経験がある。 3

18 これまでに担当したプロジェクトにて、見積りの経験がある。 2

19 これまでに担当したプロジェクトにて、開発品質計画書の作成経験がある。 3

20 これまでに担当したプロジェクトにて、見積り協議会、ＰＡ会への参加経験がある。 3

21 これまでに担当したプロジェクトにて、工数管理の経験がある。 2

22 これまでに担当したプロジェクトにて、システムのキャパシティプランニングの経験がある。 1

23 これまでに担当したプロジェクトにて、保守作業手順書の作成経験がある。 4

24 これまでに担当したプロジェクトにて、社内諸手続き（見積り依頼、回答、発注依頼、検収など）の経験がある。 4

25 プロジェクトに必要な各種ドキュメント（要件定義書など）について、概括化して整理することができる。 2

26 課題等を論理的に整理した上で、解決策を提示する資料（システム化後の業務フロー図など）が作成できる。 2

27 各種文書（報告書、議事録など）について、論理的に分かりやすい内容で書くことができる。 3

28 各関係者に対し、会議、打合せの調整を行うことができる。 3

29 運用管理グループに対し、特別処理、本番移行作業日の調整をかけることができる。 4

30 各関係者に対し、会議、打ち合わせの場で作成した資料を基に、論理的に分かりやすく説明することができる。 3

31 利用者と打合せをする中で、システム仕様についての要望を聞き出すことができる。 3

32 必要性のある作業について、プロジェクトの先を読んで行動に移すことができる。 3

33 会議等がある場合、事前に内部でのレビューを行い、資料を準備できる。 4

34 上司からの業務指示・命令の内容を理解して従っている。 4

35 プロジェクトに対する自身の目的意識や思いを持って、取り組める。 3

36 各関係者に納得・満足してもらえるよう仕事に取り組める。 3

37 一旦引き受けたことは途中で投げ出さずに、最後までやり遂げられる。 3

38 上司・先輩といった上位者、利用者などとの約束事を守れる。 4

39 報告書など必要な提出物は期限内に提出できる。 4

40 必要な手続や手間を省かずに、決められた手順どおり仕事を進められる。 3

41 担当プロジェクトの遂行において従うべき規約を理解し、必ずこれを守れる。 3

42 各関係者に対し、正確にホウレンソウ（報告・連絡・相談）ができる。 4

43 自分の意見や主張を筋道立てて相手に説明できる。 3

44 相手の心情に配慮し、適切な態度や言葉遣い、姿勢で依頼や折衝できる。 3

45 課題等を論理的に整理した上で、解決策を提示している。 3

46 周囲から質問や助力を求められた場合には快い態度で対応している。 4

47 チームプレーを行う際には、仲間と仕事や役割を分担して協同で取り組める。 3

48 社内の新人や下位者に対して業務指導や仕事のノウハウ提供をしている。 3

e
仕事への姿勢
（対 新人）

i 本番移行作業

b 要件確認、要件定義

c 基本設計

d 詳細設計

e 実装

a
ＩＴの基本的な知識
（社内システム関連）

b
プロジェクト管理経験
（実務経験の有無）

中分類

大分類 中分類

j 本番稼働後

g システムテスト

f 単体、結合テスト

h 運用テスト（受入テスト）

a プロジェクト管理

c
資料作成能力
（文書、資料作成）

d
調整能力
（対 プロジェクト各関係者）

大分類

 

                             表４ ギャップ分析の結果（抜粋） 

１対ｎで対応付け 

不足している実務能力 



 

- 16 - 

 

導出の手順として、棚卸時の各項目と、一覧表の各項目を１対ｎで関連付けることで、

現状の実務能力が数値として見えるよう対応付けた。システム開発研修の工数は８～９人

月である。（新人がプロジェクトメンバーであることを考慮するとトレーナーの体感する

工数は更に膨れ上がる。）過去に私が主体的に取り組んだプロジェクトの規模を基に、７

０％程度の値が算出されれば社内システム開発のプロジェクトマネジメントをするにあた

り概ね問題ないものと判断した。 

図４の結果から、業務分析や要件定義、非機能要件の設計など、概ね上流工程に苦手と

している実務能力が集中していることが分かった。これら洗い出された不足している実務

能力を身につけながら、システム開発研修のマネジメントをしていかなければならない。 

 

４．２ 補うべき実務能力の獲得時期 

図８は、洗い出された不足スキルをどのタイミングまでに補う必要があるかを計画した

資料の抜粋である。システム開発研修は９月から開始する必要がある。９月までの僅か半

年足らずの間で、不足している実務能力をいかに補うかが大きな課題であった。そこで、

まずはシステム開発研修も含めた１年目社員への育成施策の年間スケジュールと照らし合

わせ、不足スキルがプロジェクト内で必要になる工程の前までにはスキルを習得するよう

年間のプランを策定した。 
7/1 7/2 7/3 7/4 7/5 7/6 7/7 7/8 7/9 7/10 7/11 7/12 7/13 7/14 7/15 7/16 7/17 7/18 7/19 7/20 7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27 7/28 7/29 7/30 7/31
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

講習会

ファミリ会論文

ＯＳ学習

ＤＢ学習

ＮＷ学習

社内システム開発

各種技法習得

ヒアリング力強化

新入社員
週報確認

統轄部会

各種発表指導

研修チーム定例会

情報処理試験
勉強会

その他

ＰＪマネジメ
ント

庶務

大分類 中分類

研修

インフラ
基礎知識
の習得

ＪＵＡＳ 研修
新入社員スケジュール

全体イベント

トレーナー To Beチェックポイント

社内システム開発については、

詳細スケジュールを別途作成

する。

ＰＭに必要な各種技法を

理解し、社内システム開発

に今後活用できること。

ＪＵＡＳ 研修

不足知識の学習 不足知識の学習 不足知識の学習

テーマ選定 テーマ選定テーマ選定

ヒアリング ＰＭ技法

執筆

資料作成

基本計画

執筆

資料作成
ト
レ
ー
ナ
ー
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

新人へ概要説明

ユーザへのヒアリング能力
が、研修チームＰＭを担当
して問題ないレベルまで向
上していること。または向
上する見込みがあること。

上記研修

上記研修

ＪＵＡＳ 研修 社内システム

要件説明

案件検討 案件選定完了 基本計画

ＪＵＡＳ 研修

リクルーター面談

 
                       図８ 実務能力獲得までの計画策定（抜粋） 

 

４．３ 今後の課題 

私自身、２年目以降の実務においても、基本計画書や要件定義書を主体的な立場で作成

した経験はない。では、実務能力を得るにはどうすればよいだろうか？ 

例えばプログラム言語を知らない者はプログラミングできないように、「知らないこと

をできる者」はいない。ではプログラミング言語を知っていれば適切なプログラミングが

可能なのだろうか？同様に、要件定義が何を行うフェーズか知らない者は要件定義書を作
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成することはできない。では要件定義書に網羅すべき事項を知っていれば、適切な要件定

義書を作成できるだろうか？ 

このように考えていくと「知らないことはできない」、しかし「知っているだけでもで

きない。」という構図が成り立つことがわかる。では知っていることとできることの狭間

にある要素とは何だろうか。プログラミングや要件定義を例に考えてみたい。 

 

（１） プログラミングの例 

保守性に優れたソースコードは、プログラム言語という知識のみで獲得できるだろうか。

確かにプログラム言語を知り、ある程度論理性のある人間であれば、プログラムを開発し

稼働させることは可能だろう。しかし、その内容にはいたるところに重複したロジックや

条件文が存在する、いわゆるスパゲッティ構造のプログラムになってしまう事は想像に難

くない。では優れたプログラマーはいかにして保守性に優れたプログラミングができるよ

うになるのだろうか。多分にデバッグ中にスパゲッティ構造のプログラムに苦しみ、どう

したら「把握しやすい論理構造のプログラムが書けるのか」を深く考え、熟練者の指摘を

受けながら徐々に改善していくのではないだろうか。 

 

（２） 要件定義の例 

要件定義とは利用者がシステムで何をしたいのか訊き、そのために実装しなければいけ

ない機能や性能などを明らかにした「要件定義書」を策定し、システムオーナーと開発者

の間で合意、確認することである。そのためにはシステムオーナーや利用者が何をしたい

のかを把握できなくてはならず、対象となる業務プロセスはもちろん、彼らが頻繁に用い

る専門用語の知識は不可欠である。では、それだけで「システムオーナーや利用者の意

図」を的確につかんだ要件定義書は作成できるのだろうか。多分に忙しい本業の間に時間

を割いた利用者が話しやすい雰囲気をつくり、かつ協力的な姿勢を引出す知恵、これがな

いと網羅的に要件を把握することは難しいのではないか。また要件定義書の文章表現が誤

解なく伝わるものでないと、利用者と開発者の間に行き違いが生じ、後におおきな代償が

生じることは想像に難くない。利用者の協力が得にくい、あるいはちょっとした文章表現

の足りなさから利用者との間で認識のズレが生じたなどの経験があると、開発者はいかに

して同じ轍を踏まないようにすべきかを深く考え、熟練者の指摘を受けながら、必要な実

務能力を獲得していくのではないか。 

 

プログラミングや要件定義を例に、実務能力とは何かについて考えてみた。このように

考えていくと、質の高い実務能力を習得するには、知っているだけではなく、様々な経験

から勘所や知恵を獲得していく必要があることがわかる。 

 

実務能力 ＝ 知識 ＋ 経験から培われる勘所、知恵 

 

もちろん、知識なくして実務能力を獲得することはできない。知識を得たうえで、より

洗練されたレベルに昇華するには経験、それも失敗を経験し、なぜ失敗したのか、どうし

たら回避できるのかを深く考え、次に備える事こそ重要なのではないか。 

このように考えていった際、私には経験が圧倒的に不足していることを感じざるを得な
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い。不足している知識については外部講習会や自主学習などで身に着けることはできるが、

実務能力を得るために必要な経験を短期間で得ることはできない。 

そこで、経験に代わる代替策として、設計工程以降での利用者へのヒアリング経験や、

現場経験から周囲の熟練者がどのように要件ヒアリングを行っているかを参考とし、今後

のシステム開発研修を進めながら実務能力を養い、システム開発研修を成功に導きたい。 
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５．新人育成にあたって 

先述したとおり、実務能力は知識と経験から培われる勘所、知恵によって構成される。

特に、失敗した経験から得ることのできる勘所や知恵は重要であり、実務能力を最も洗練

させてくれるチャンスであると捉えている。そのため新入社員の「システム開発研修」に

おいては、例えスパゲッティ構造のソースコードであったとしても、安易に答えを提供せ

ず、敢えて次のフェーズにキャリーし、問題が顕在化するのを待つ。そして新入社員自ら

が「なぜ問題が起きたのか。」そして「どうしたら問題を回避出来たのか。」を深く考え、

上司ならびに先輩社員の前で発表させるなど、失敗から学ばせていくような育成も行いた

い。 

もちろん成功体験による新入社員のモチベーション維持も重要であろう。失敗ばかり経

験させては新入社員のモチベーションが低下してしまいかねない。 

失敗と成功。この２つの経験をバランスよく与えながら、新入社員とともに私自身も育

成する側へと成長していきたいと考えている。 

本論文では、育成“される”側であった人間が育成“する”側へと成長していくために、

現在取り組んでいるプロセスを紹介した。 

当たり前のことであるが、トレーナーはトレーニーを育成しなければならない。トレー

ニーは将来のトレーナー候補でもあり、人財育成は代々引き継がれていくのである。トレ

ーナーはトレーニーをきちんと育成できるだけの人財へと成長し、将来のトレーナーを育

てていかなければならない。このプロセスが途絶えた時、つまり人財育成に失敗したとき、

当社の強みは薄れてしまうだろう。 

すなわち、トレーナーが新入社員に真に教育すべきことは、「当社の将来は若手社員に

かかっている」ということを自覚させることであり、これこそがトレーナーとしての私に

課された最大のミッションであると考えている。 

 

 

－以上－ 

 

参考文献 

[１] 富士通株式会社 

「ＳＤＥＭ実践」 Copyright 2007-2009 FUJITSU LIMITED 

（参照箇所：12ページ 31行目） 

 

[２] 人財情報開発ルーム  <http://www.jinzai-lab.com/room/yougo/yougo_68.html> 

(2013/9/1アクセス) 

（参照箇所：12 ページ 13行目） 

 

http://www.jinzai-lab.com/room/yougo/yougo_68.html

