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成果検証プロジェクト
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成果検証プロジェクト概要

成果検証プロジェクトの概要

2013年11月4日（月）～ 2013年11月22日（金）

ブリッジＳＥの中核的専門人材育成のためのＰＢＬ教材の検証の為、
国際模擬授業を行います。
・期間

オフショア側 ：マカティ―大学（フィリピン）の生徒
3名（リーダ：1名、メンバ：2名）

・実証メンバー 発注側
：富山情報ビジネス専門学校の生徒
4名（リーダ：1名、メンバ：3名）

・概要

発注側からオフショア側にフリーERPソフトであるAdempiere
(アデンピエレ)の一部分の修正を依頼する。

工程

5

6

7

8

9

2013年11月
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成果検証プロジェクトスケジュール

開発環境構築
授業説明
プログラム作成／テスト
検収
予備

実証メンバー
■国内開発側（日本）
講師１名
富山情報ビジネス専門学校４年生 ４名
リーダ
：１名（オフショア開発とのやり取りを担当）
メンバー
：３名（受入テストを担当）
■オフショア開発側（フィリピン）
講師１名
学生 ３名
リーダ
：１名（国内開発とのやり取りを担当）
メンバー
：２名（開発を担当）

授業説明

開発環境構築

工程

プログラム仕様書

外部・内部設計書

授業の進め方

開発環境構築手順書

ドキュメント

-

○

○

○

○

-

○

○

○

成果検証プロジェクト ドキュメント

プログラム作成

テスト仕様書
○

英語

テスト
受入検査仕様書
○

日本語

検収
アンケート

○

講座終了後

ソフトウェア

ハードウェア

項目

Eclipseを使用したJavaによる
Webアプリケーション開発

・JDK6.0
・ZK Framework
・Eclipse
・JBoss
・postgresql

Windowsマシン（日/英）が使用できる環境
※インターネットに接続できること
・Windows XP以降
・メモリ ：2G以上
・ディスク：空き10G以上

内容

オフショア側（フィリピン）で用意するもの

スキルレベル

備考
参考WEBサイト

フォーマット提供

備考

オフショア側 開発環境
開発用環境

ADempiere
ZK Framework
JDK6.0
Eclipse
postgresql

開発概要

Adempiere
Adempiereのソース
のソース
※国内開発から提供する
ZK Framework
AjaxWebアプリケーションフレームワーク
JDK6.0
Javaのソフトウェア開発キット
Eclipse
統合開発環境
postgresql
データベースサーバ

●概要
オープンソースのERP、CRMソフトウェアである「ADempiere」(アデンピエレ)
のカスタマイズします。
ADempiereは、世界で最も高機能なオープンソースERPのひとつ として近年
注目が集まっており、マルチ言語、マルチ通貨、 マルチTAXなどに対応して
います。 また、情報システム教育用ERPとしても使用されています。
ERP 【 Enterprise Resource Planning 】
「統合基幹業務システム」や「統合業務パッケージ」
CRM 【 Customer Relationship Management 】
「顧客管理」
●カスタマイズ内容
既存の画面に項目追加など（日本語画面／英語画面）を行います。

ADempiere(アデンピエレ
アデンピエレ)の全体像
アデンピエレ の全体像

※日本ADempiereの会ホームページより引用

Adempiere(アデンピエレ
アデンピエレ)のカスタマイズ例
アデンピエレ のカスタマイズ例

項目を追加

成果検証プロジェクト 使用製品

Atlassian Confluence

製品名

プロジェクト管理ツール

コラボレーションツール、
Wiki ツール

製品概要

・国内開発とオフショア開発との
コミュニケーション

・教材ドキュメントの格納場所

使用方法

成果検証プロジェクトは以下の製品を使用します。

Atlassian JIRA
webメール

etc

内部設計書

外部設計書

システム関連資料

講義説明

Confluence

オフショア開発

・国内開発とオフショア開発の
コミュニケーション

オフショア
ブリッジSE
ブリッジSE

SquirrelMail

・

コメント３（英語）

コメント２（英語）

コメント１（英語）

コメント履歴

課題

インシデント（チケット）

JIRA

Ｃｏｎｆｌｕｅｎｃｅ、ＪＩＲＡの活用概念
国内開発
Confluence
講義説明
システム関連資料
外部設計書
内部設計書
etc

国内
ブリッジSE
ブリッジSE

・
・

今回のプロジェクトの概要説明
日本での大規模開発手順の簡単な説明
プロジェクト管理システムJIRAの使い方説明
ERP Adempiereの実行環境構築

振替休日

サンプルの修正仕様書の実施

日本側

プロジェクトスケジュール詳細

月

ERP Adempiereの実行環境構築
Adempiereの開発環境構築

AM
JIRAにてサンプルの修正仕様書のインシデント発行
※英語版の仕様書を添付します。
18:00以降
JIRAにて修正仕様書のインシデント発行
※英語版の仕様書を添付します。
日本語版の修正仕様書を学生に渡します。

水

10:30 skypeの導入と日本との接続テスト
11:30 skypeの導入と日本との接続テスト
日本から実際の修正仕様書の到着とプロジェクトの
開始
質問対応
質問対応

木

サンプル実施（システム修正の実施）

火

曜日 フィリピン側

実証講座スケジュール (1/2)
日付
11月3日
11月4日

11月5日

11月6日

11月7日

修正仕様書の内容確認と疑問点のフォロー
（この日は基本的に予備日と考えています。
私のサポートが必要なければ、各自の作業を進め
て頂きます。）

※日本側は、AM9:00～10:00の間にメールチェックしてください。

曜日 フィリピン側

11月13日 水 納品、プログラム作成テスト

11月12日 火 プログラム作成テスト

11月11日 月 プログラム作成テスト

検収、質問対応

検収、質問対応

質問対応

質問対応

質問対応

日本側

実証講座スケジュール (2/2)
日付
11月8日 金 プログラム作成テスト
11月9日 土

11月14日 木 納品、プログラム作成テスト
検収、質問対応

11月10日 日

11月15日 金 納品、プログラム作成テスト

11月20日 水 フィードバック＆レポート

11月19日 火 納品、プログラム作成テスト

11月18日 月 納品、プログラム作成テスト

予備

フィードバック＆レポート提出

検収、質問対応

検収、質問対応

11月16日 土
11月17日 日

11月21日 木 フィードバック＆レポート
予備

Send the additional specifications to UMAK on
JIRA at 18:00.Create a new task on JIRA.

Holiday of the culture day in Japan.

Bit

11月22日 金 レポート送付

Week UMAK

Project Schedule (1/2)
Date
rd

3 /Nov Sun Gonso flight to Philippine.
th
4 /Nov Mon Project overview
Whtat’s a System Development steps in Japan
How to use Project Management system (JIRA)
Whtat’s an Adempiere ERP system.
Create Adempiere runtime environment.
5 /Nov Tue Create Adempiere runtime environment.
Create Adempiere development environment.
How to add an additional sample function on
Adempiere.

11:30 Connection test with Skype from UMAK.
Accept questions and answer.

th

6 /Nov Wed 10:30 Connection test with Skype to Bit.
Start to develop the additional functions on
Adempiere.

Accept questions and answer.

th

th

7 /Nov Thu Gonso helps your tasks. (if you need)

UMAK students will only check Web mail and JIRA at 8:00am – 9:00am every day.
If you will not have any messages from Bit, you can continue your work normally.

Week UMAK

Project Schedule (2/2)
Date
Fri

Bit

Sat

14th/Nov

Sat

Fri

Thu

19th/Nov
Wed Make the feedback report.

Tue

Optional extra day

Make the feedback report and submit it.

Acceptance inspection.
Accept questions and answer.
same as above

same as above

Accept questions and answer.

8 /Nov
Sun

Make the functions and unit test.

9 /Nov

Accept questions and answer.
same as above

th

10th/Nov
Tue

Mon Make the functions and unit test.

15th/Nov

Sun

13th/Nov

th

11th/Nov

Acceptance inspection.
Accept questions and answer.
same as above

16th/Nov

same as above

12th/Nov
Wed Make the functions and unit test and send
completed them to Bit with JIRA.
same as above

17th/Nov

20th/Nov
Thu Make the feedback report.

same as above

18th/Nov

Mon Make the functions and unit test and send
completing them to Bit with JIRA.
same as above

21st/Nov

Optional extra day

Fri

Submit the feedback report to Bit.

22nd/Nov

UMAK students will only check Web mail and JIRA at 8:00am – 9:00am every day.
If you will not have any messages from Bit, you can continue your work normally.

Create the environment01-JDK_PostgreSQL
(1) Install Java DK(JDK)
If you didn’t install Java Development Kit(JDK), you install JDK.
You have to install JDK6. You don’t use JDK7 for Adempiere.
You don’t need EE, JavaFX and NetBeans. You just install SE version.
Recommended programs:
jdk-6u45-windows-i586.exe

1

2

3

After install JDK you must set the environment variables on your PC.
Follows:
JAVA_HOME
(ex. JAVA_HOME=c:¥Program Files¥Java¥jdk1.6.0_45 )
PATH
(ex. PATH= …. ; %JAVA_HOME%¥bin¥ )
ADEMPIERE_HOME
(ex. ADEMPIERE_HOME=c:¥adempiere )

4

(2) Install PostgreSQL
Recommended programs:
Postgresql-9.3.0-1-windows.exe

5

6

Superuser’s password is “postgres”.

Using port no is “5432” (Default).

7

8

9

Select to install JDBC driver for PostgreSQL.

10

11

12

13

In the Service list Check PostgreSQL to set ‘Started’.

(3) Setup PostgreSQL
Add the environment variables on Your PC.
PATH=…..;c:¥Program Files¥PostgreSQL¥9.3¥bin
Start pgAdminⅢ from Windows menu.
(Windows Menu -> All Programs -> PostgreSQL 9.3 -> pgAdminⅢ)

14

Enter password and click on OK button.

15

On pgAdminIII, create new database as “adempiere” and create new login Role as
“adempiere”.

Add a database as adempiere.

16

Add new login role (user) for adempiere database.

Name is adempiere.

17

Set additional roles to adempiere login user and click on OK button.

End of Text
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Create the environment02-JBoss_Adempiere

(1) Install JBoss
Extract the Zip file and move the extracted folder to c:¥ .

(2) Install Adempiere
(2)-1 Extract Adempiere Zip file to c:¥. (Adempiere360_ja_rev002.zip)
Copy PostgreSQL JDBC driver to c:¥Adempiere¥lib.
(2)-2 After Extract the zip file, you extract the Adempiere360.zip file to c:¥.
Add the environment variables on You PC.
ADEMPIERE_HOME=c:¥adempiere
ADEMPIERE_DB_NAME=adempiere
ADEMPIERE_DB_PORT=5432
ADEMPIERE_DB_HOST=localhost
(3) Run JBoss server
(3)-1 Run the command “C:¥JBoss-eap-6.1¥bin¥Standalone.bat” from command prompt
screen.

1

(3)-2 Set up Adempiere environment.
Open command prompt as Administrator mode.
Move to c:¥adempiere folder
Run

RUN_setup.bat

(3)-3 Click on Test button to check connecting database.

2

(3)-4 Click on Save button to finish.

(3)-5 Run

utils¥RUN_ImportAdempiere.bat

(3)-6 Close command prompt then stop JBoss server. No more need JBoss server.
3

(4) Start Adempiere Client

(Standalone mode)

(4)-1 C:¥adempiere¥RUN_Adempiere.bat

(4)-2 User ID: SuperUser
Password: System

4

(4)-3 Select ‘System Administrator’ role and click on OK button.
System Administrator --- Master of system
GardenWorld Admin

--- Manager class user

GardenWorld User

--- Common user

(4)-4 Star Adempiere system as standalone mode.

Finish

5

(5) Start Adempiere Server (Web access server mode is working on internal JBoss.)
(5)-1 C:¥adempiere¥utils¥RUN_Server2.bat

6

(5)-2 From Web browser (recommend the use of Chrome, Firefox or Safari.)
http://[computer name]¥webui¥

(5)-3 Select ‘System Administrator’ role and click on OK button.

7

(5)-4 Start Adempiere system as Web access mode.

End of text
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How to add a function on Adempiere system 01
(1) Add ‘Discription2’ field on the Request screen without validation.
(1)-1 Login SuperUser to Adempiere as System Administrator.
(1)-2 Add ‘Discription2’ element to DB column on Element screen.
Go to &Menu > Application Dictionary > Element

Click on Edit > New Record

1

(1)-3 Enter ‘Discription2’ to DB Column Name, Name and Print Text fields.

Click on Edit > Save Changes.

2

(1)-4 After saving, click on View > Grid toggle to check the added element.

Finish
(2) Add ‘Discription2’ element to DB Table.
(2)-1 Go to &Menu > Application Dictionary > Table and Column.

3

Click on Edit > Lookup Record

(2)-2 Enter ‘Request%’ into the Name field and click on Query Enter button.

4

Get DB Table Name ‘R_Request’ for the ‘Request’ screen.

(2)-3 Click on ‘R_Request’ DB Table Name column and click on Column tab on the left
side of the screen.

(2)-4Click on Edit > New Record. Then enter the values as follows and save the record.
DB Column Name:

Discription2

System Element:

Discription2

Name:

Discription2

Length:

100

Reference:

Text

Entity Type: Dictionary
5

(2)-5 After saving this record, click on Synchronize Column button on the screen.
Close Table and Column screen.

6

Finish
(3) Add the ‘Discription2’ field on the Request screen.
(3)-1 Go to &Menu > Application Dictionary > Window, Tab & Field.

7

Click on Edit > Lookup Record.

(3)-2 Enter ‘Request%’ into Name field and click on Query Enter button.

8

(3)-3 Click on ‘Request’ Name column and click on Tab tab on the left side of the screen.
Click on View > Grid toggle.

(3)-4 Scroll up to the bottom of the screen and click on Create Fields button. And click on
OK button into the next screen and click on OK button into the next screen again.

9

(3)-5 Click on Field Sequence tab on the left side of the screen.

(3)-6 Check the Sequence box on the right side and move non-display fields to Available
Choices box using the left arrow button.
Non-display fields list:
Table
Processed
Fixed in
After select display fields, click on Save Changes button.

10

(3)-7 Go to &Menu > Partner Relations > Request. And look Discription2 field.

End of text
11

How to add a function on Adempiere system02
(1) Add ‘Discription2’ field’s validation using Java module.
At the first, get the name of Interface and Instance from additional specification
sheet.
(ex. Interface name = org.compiere.model.I_R_Request
Instance name = org.compiere.model.X_R_Request )
(1)-1 Start Eclipse with Adempiere project.
Open the interface file and add setter/getter source code to the end of the source.
(ex. Interface file name = org.compiere.model.I_R_Request

in Adempiere/base/src )

Sample code as follows:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/** Column name Discription2 */
public static final String COLUMNNAME_Discription2 = "Discription2";
/** Set Discription2.
* Textual Discription2 of this request
*/
public void setDiscription2 (String Discription2);
/** Get Discription2.
* Textual Discription2 of this request
*/
public String getDiscription2();
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

(1)-2 Open the instance file and add setter/getter source code to the end of the source.
(ex. Interface file name = org.compiere.model.X_R_Request

in Adempiere/base/src )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/** Set Discription2.
@param Discription2
Textual Discription2 of this request
*/
public void setDiscription2 (String Discription2)
{
set_Value (COLUMNNAME_Discription2, Discription2);
}
/** Get Discription2.
@return Textual Discription2 of this request
*/
public String getDiscription2 ()
{
return (String)get_Value(COLUMNNAME_Discription2);
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

(2)-1 Open the Java source ‘MyValidator.java’.
Source path = Adempiere > extend/src > compiere.model
Copy ‘MyValidator.java’ to ‘MSampleTable1Validator.java’.

(2)-2 Comment out the java source code in initialize method of
‘MSampleTable1Validator.java’ as follows:
// engine.addModelChange(MOrder.Table_Name, this);
// engine.addDocValidate(MOrder.Table_Name, this);
And add the source code as follows:
import org.compiere.model.MRequest;
engine.addModelChange(MRequest.Table_Name, this);
engine.addDocValidate(MRequest.Table_Name, this);

3

(3)-3 For validation working, modify ‘modelChange’ method in
‘MSampleTable1Validator.java’ source as follows:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------public String modelChange (PO po, int type) throws Exception
{
if (po.get_TableName().equals("R_Request") && (type == TYPE_NEW ||
type == TYPE_CHANGE))
{
MRequest mRequest = (MRequest)po;
String error = largerThan10_Discription2(mRequest);
if (error != null) {
log.warning(error);
return error;
} else {
log.info(po.toString());
}
}
return null;
}

//modelChange

/**
*

Add largerThen10_Discription2 method
4

*
*/
private String largerThan10_Discription2(MRequest mRequest) {
if (mRequest.getDiscription2().length() < 10) {
return "Discription2 length is lager than 10.";
}
return null;
}
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

(4) There is a preparing to work the validation when the request table is changed.
(4)-1 Add the validation to Adempiere system.
Start Adempiere as System Administrator and go to &Menu > Appliation
Dictionary > Model Validator.

And click on Edit > New Record.

(4)-2 Enter fields on a New Record as follows:
Entity Type:

Dictionary

Name:

MSampleTable1Validator

Model Validation Class: compiere.model.MSampleTable1Validator
And click on Save Changes button.

6

(4)-3 The end of this section, Start Adempiere on eclipse (not java runtime) then check
this additional function as the ‘GardenWorld Admin’ user.

End of text
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How to add a functions on Adempiere system03
(1) How to deploy and set up java module into Adempiere system.
(1)-1 Select one of the modified Java sources on Eclipse, then left click and click
on ‘Export’.
( ex. Adempiere > extend/src > compiere.model > MSampleTabel1Validator.java )

(1)-2 Select Java > JAR file and click on Next button.

(1)-3 Export the modified module and set it up.
Check all of the modified Java source files in ‘Select the resources to export:’ window.
And input the JAR file name in ‘Select the export destination’ column. Then click on
Finish button. Have to use the fixed file name as ‘customization.jar’.

( ex. Select the three of modified Java files.
1: Adempiere > extend/src > compiere.model > MSampleTable1Validator.java
2: Adempiere > base/src > org.compiere.model > I_R_Request.java
3: Adempiere > base/src > org.compiere.model > X_R_Request.java

)

(2) Copy the exported ‘customization.jar’ file into /Adempiere/lib folder.
(If same file exists, you write over it.)

(2)-1 Run the batch file of ‘c:/Adempiere/RUN_update.bat’.

(3) After finish all of these instructions, start Adempiere runtime and check
the additional functions.

(4) After complete all steps, send the ‘customization.jar’ file, modified source files and
proof of the unit test results to the project leader through JIRA system.

End of text

How to use Web-mail and JIRA for managing project
(1) Access to Web-mail system by Web browser. It is named SquirrelMail.
This mail system can send/recieve
URL:

http://pbl2013.ucm.co.jp/webmail

Enter your UserID and Password (Password is as same as UserID.)

UserID
Password

(2) Click on the message text.

1

(3) Click on the URL in the comment then open new tab and access to JIRA login screen
automatically.

(4) Enter User ID and Password on JIRA login screen.

2

(5) Look at JIRA message and do any actions.
If you have a new task, click on Star Progress button then start your task.

(6) Before starting developmet, you have to add a comment to click on Comment button.

3

(7) After input comment, click on Add button.

(8) When you upload your new module and source codes, create sub-task and put them on.
(8)-1 Click on ‘More Actions’ > ‘Create Sub-Task’.

4

(8)-2 Enter Summary, and upload Attachments which are jar modules and source codes
then click on Create button.

5

(3)-3 After add a sub-task, change the task resolution ‘Unresolved’ to ‘Resolved’.
Click on Resolve Issue button.

Click on Resolve button.

6

(3)-4 The task resolution is turned ‘Resolved’.

When task resolution turn ‘Resolved ‘, Bit project leader gets these modules and
starts acceptation test phase.
(4) When anyone add/change some actions on JIRA, JIRA send messages to Web mail
system. Then you can be only watching on Web mail.

7

Additional Infomations
A-1

How to search the issues on JIRA.

(1) Login to JIRA and click on Issues menu.

(2) Enter a related keyword to search the issues. And click on Search button.

(3) Get the results.

End of text
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追加項目仕様書
取引先関連＞要望
追加項目
名称
Discription2

型
文字列

長さ

DBテーブル名
R_Request

100

エラーチェック
10文字以下でエラー
エラーメッセージ
Other length lager than 10
追加するValidationクラス名
compiere.model.MSampleTable1Validator
Validationメソッド名
largerThan10_Discription2

メソッド引数
MRequest
※Requestテーブルのmodelクラス

setter、getterメソッド追加対象のModelクラス名
インターフェース
org.compiere.model.I_R_Request
実態
org.compiere.model.X_R_Request

Discription2

取引先関連＞販売担当者情報
追加項目
名称
other_str

型
文字列

長さ

DBテーブル名
AD_User

100

エラーチェック
10文字以下でエラー
エラーメッセージ
Other length lager than 10
追加するValidationクラス名
compiere.model.MyAdUserValidator
Validationメソッド名
largerThan10_Other

メソッド引数
Muser
※AD_Userテーブルのmodelクラス

setter、getterメソッド追加対象のModelクラス名
インターフェース
org.compiere.model.I_AD_User
実態
org.compiere.model.X_AD_User

other_str

追加項目仕様書
販売管理＞受注＞受注
追加項目
名称
orther_date

型
日付

長さ
-

DBテーブル名
C_Order

エラーチェック
2013/10/10以降でないとエラー
エラーメッセージ
other_date after 2013/10/10
追加するValidationクラス名
compiere.model.MyOrderValidate
Validationメソッド名

メソッド引数
Morder
※C_Orderテーブルのmodelクラス

setter、getterメソッド追加対象のModelクラス名
インターフェース
org.compiere.model.I_C_Order
実態
org.compiere.model.X_C_Order

other_date

販売管理＞受注＞購読
追加項目
名称
Other_Number

型
数

長さ

DBテーブル名
20
C_Subscription
※数を指定すると
AdempiereのJavaソースではBigDecimalになる

エラーチェック
5桁以下エラー
エラーメッセージ
Other_Number length lager than 5
追加するValidationクラス名
compiere.model.MySubScriptionValidator
Validationメソッド名
largerThan10_Discription2

メソッド引数
X_C_Subscription
※C_Subscriptionテーブルのmodelクラス

setter、getterメソッド追加対象のModelクラス名
インターフェース
org.compiere.model.I_C_Subscription
実態
org.compiere.model.X_C_Subscription

Other_Numbe

人事給与管理＞役職カテゴリー
追加項目
名称
Sub_No

型
文字列

長さ

DBテーブル名
C_JobCategory

15

エラーチェック
先頭１文字が’A'または’U'以外はエラー、さらに全体が１５文字以外の場合エラー
エラーメッセージ
Sub_No field length have to 15 characters and it must start from 'A' or 'U' letter.
追加するValidationクラス名
compiere.model.MyPositionCategoryValidator

Sub_No

Validationメソッド名
checkString_SubNo

メソッド引数
X_C_JobCategory
※C_JobCategoryテーブルのmodelクラス

setter、getterメソッド追加対象のModelクラス名
インターフェース
org.compiere.model.I_C_JobCategory
実態
org.compiere.model.X_C_JobCategory

[Additional Specification #01 Sample add a string field on Request screen ]
&Menu > Partner Relations > Request
Additional field informations
Variable
Name
type
Discription2
String

Length

DB Name

100

R_Request

Additional Function
If this field length less than or equal 10 characters, getting an error with message.
Message on error
Discription2 field length is bigger than 10 characters
Add Validation class name
compiere.model.MSampleTable1Validator
Validation method name
largerThan10_Discription2

Method arguments
MRequest
※Request table's model class

Target model class name adding setter and getter methods
Interface name
org.compiere.model.I_R_Request
Instance name
org.compiere.model.X_R_Request

Discription2

[Additional Specification #02 Add a string field on Sales Rep Info screen ]
&Menu > Partner Relations > Sales Rep Info
Additional field informations
Variable
Name
type
Other_str
String

Length

DB Name

100

AD_User

Additional Function
If this field length less than 10 characters, getting an error with message.
Message on error
Other_str field length is bigger than 10 characters
Add Validation class name
compiere.model.MyAdUserValidator
Validation method name
largerThan10_Other

other_str

Method arguments
Muser
※AD_User table's model class

Target model class name adding setter and getter methods
Interface name
org.compiere.model.I_AD_User
Instance name
org.compiere.model.X_AD_User

[Additional Specification #04 Add a number field on Subscription screen ]
&Menu > Quoter-to-invoice > Sales Orders > Subscription
Additional field informations
Variable
Name
type
Other_Number
Number

Length

DB Name

20
C_Subscription
This field type is
BigDecimal on the Java source.

Additional Function
If this field is 5-digit or less, getting an error with message.
Message on error
Other_Number field must be bigger than 5-digit.
Add Validation class name
compiere.model.MySubScriptionValidator
Validation method name
lessThan5_Order_number

Other_Numbe

Method arguments
X_C_Subscription
※C_Subscription table's model class

Target model class name adding setter and getter methods
Interface name
org.compiere.model.I_C_Subscription
Instance name
org.compiere.model.X_C_Subscription

[Additional Specification #05 Add a string field on Position Category screen ]
&Menu > Human Resource & payroll > Position Category
Additional field informations
Variable
Name
type
Sub_No
String

Length

DB Name
15

C_JobCategory

Additional Function
If the first character on this field is not 'A' and 'U', or if the length of this value is not equal 15
characters, then getting an error with message.
Message on error
Sub_No field length have to 15 characters and it must start from 'A' or 'U' letter.
Add Validation class name
compiere.model.MyPositionCategoryValidator

Sub_No

Validation method name
checkString_SubNo

Method arguments
X_C_JobCategory
※C_JobCategory table's model class

Target model class name adding setter and getter methods
Interface name
org.compiere.model.I_C_JobCategory
Instance name
org.compiere.model.X_C_JobCategory

Project Report (2013/11/4 – 11/19)
1. Information summary / 概要
No Item
1

Specification No/ 仕様書 No

2

Description/ 説明

3

Your Name/ 担当者名

4

Other side Name/ 相手側名

5

Numbers of comments/ 対応回数
** See also Project tracking report

/ プロジェクト履歴も参照。

2. Summary of result
Quality: / 品質
How many bugs were there in your work? / バグは何件ありましたか？
Describe also the bug in each. / バグの詳細も記載しなさい。

Elapsed time / 経過時間
How many hours did you use for the development each specification?
/ それぞれの開発に対してどれくらい時間がかかりましたか？

Due date / 納期
Did you keep the due date for your development?
/ 開発の納期を守ることはできましたか？

3. What ideas did you do for the best communication on this project?
/ プロジェクトでコミュニケーションをとるのにどのような工夫をしましたか？

4. What support did you take from team (Philippine and Japan) to solve the problems?
/ 問題解決する為に誰（日本、フィリピン）からどのような支援があったか記載
してください。

5. How do you feel about the difference of culture, custom and mentality between
Pilipino and Japanese?
/ 文化、習慣、メンタリティの違いを感じた点を記載してください。

6. Please write any your opinion about this project.
/ 本講座受講し何か気づいたことを記載してください。

End of Text

Project tracking report / プロジェクト履歴
No

Item / 名称

1

Specification No / 仕様書 No.

2

Description / 説明

3

Your Name / 担当名

4

Other side Name / 相手側名

No

Date-Time

Japan Team Contents

Philippine Team Contents

Translation

/日時

/ 日本側内容

/ フィリピン側内容

Japanese

to

Issues occurred

Solutions

Remarks

/ 問題点

/ 解決策

/ 備考

/ 日 本 語 訳 (Japanese
only)
00

2013/11/05

Sample Specification

サンプル仕様書:

I was a little

I thought I was

The first

16:22

From samples: Adding

ADempiere System 上に

nervous for adding

only familiar

comment

functions on ADempiere

機能追加サンプル

new comment.

with them.

/ 初めてのコ

system.

Mabuhay! ありがとうご

/ 初めてのコメン

/ 慣れるしかない

メント

Mabuhay! ARIGATO

ざいます

トで緊張しました。 ですね。

Sample

GOZAIMASU
00

01

2013/11/05

Thank you to send the

ユニットテストを送っ

22:41

result of your unit

て頂き、ありがとうござ

test.

います。

Thanks.

Thanks.

PBL 実証講座アンケート
氏名
学部学科

学年

今回、実証講座（10 月に実施）を行った後、検証プロジェクト（11 月に実施）を実施し
ました。
実証講座、検証プロジェクトを振り返り、以下のアンケートに回答してください。
実証講座の内容を記載してください。
・英語講座の内容

・ブリッジ SE 育成講座の内容

以下の問いに回答してください。
【質問１】英語講座を受講して、検証プロジェクト（フィリピンの対応）で役に立ったこ
とは何ですか？
（回答１）

【質問２】プリッジ SE 育成講座を受講して、検証プロジェクト（フィリピンの対応）で
役に立った
ことは何ですか？
（回答２）

【質問３】教材の内容で改善点（こうした方がいい点）があれば記載してください。
（回答３）
・英語教材

・ブリッジ SE 育成教材

【質問４】今回利用したツール（Jira、Webmail、ADempiere）の良い点、悪い点は何で
すか？
（回答４）
・良い点

・悪い点

以

上

理解度評価表 （ブリッジＳＥリーダ向け）
/

実施日
：
記入者氏名：
１. 理解力

/

…現状の問題点をすばやく理解できたか。どうすれば理解できるかを考えたか。
評価

高い
５

２．問題解決力

・・・
４

３

低い

２

１

０

…問題を解決するための効率の良い手段や方法を考えて実行したか。
評価

高い
５

・・・
４

３

低い
２

１

０

３．コミュニケーション …オフショア側と円滑に話を進められたか。
評価

高い
５

４．指導力(遠隔)

・・・
４

３

低い
２

１

０

…オフショア側にわかりやすく内容を伝えられたか。相手がわかっているか

いないかを見抜けたか。
評価

高い
５

５．指導力(直接)

・・・
４

３

低い
２

１

０

…共同作業者にわかりやすく作業内容を伝えられたか。共同作業者が詰まっ
ている事を見抜けたか。
評価

高い
５

合計 ＝
コメント

点

・・・
４

３

低い
２

１

０

理解度評価表 （ブリッジＳＥ担当者向け）
/

実施日
：
記入者氏名：
１. 理解力

/

…ブリッジＳＥから指示された内容を正確に理解できたか。
評価

高い
５

２．作業の正確さ

・・・
４

３

低い

２

１

０

…指示された作業を正確に実行して結果を出せたか。疑問に対して推測して自己

判断できたか。
評価

高い
５

３. 報告の正確さ

４

３

低い
２

１

０

…指示された作業の実施結果を正確に報告できたか。
評価

高い
５

４．協調性

・・・

・・・
４

３

低い
２

１

０

…円滑に作業を行う事に気を配る事ができたか。チーム内のほかの人たちの作業内
容をある程度把握していたか。
評価

高い
５

５．応用力

・・・
４

３

低い
２

１

０

…以前の作業等同じ様な作業だと判断される場合、作業内容を予測して作業できた
か。
評価

高い
５

合計 ＝
コメント

点

・・・
４

３

低い
２

１

０

成果検証プロジェクト結果

１．はじめに
2013 年 9 月〜11 月に実施された事前準備講座及び、成果検証プロジェクトの実施
結果について報告する。

2013 年９〜10 月に実施された事前準備講座は下記の通り
対象： 富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生 ４名
場所： 富山情報ビジネス専門学校
期間： 2013 年９月９日〜11 月 1 日
事前準備講座は、平成２４年度に作成された基礎英語とブリッジ SE 育成教材を基
に構成され、オフショア開発会社側の担当者(教師)と英語にて、システム開発上の
やり取りを体験学習する事ができる。

2013 年 11 月に実施された成果検証プロジェクトは下記の通り
対象：国内開発会社担当：

富山ビジネス専門学校
高度情報システム学科４年生 ４名

オフショア会社担当：フィリピン マカティ大学
Computer Science 学生
場所： 富山情報ビジネス専門学校
フィリピン マカティ大学

３名

（国内開発会社を担当）
（オフショア側を担当）

期間： 2013 年 11 月 4 日〜11 月 22 日

成果検証プロジェクトは、架空の基幹システム(ADempiere)の機能追加プロ
ジェクトを想定して、３〜４つの追加機能の開発をオフショア会社側に依
頼し、開発〜受入・検収までの作業工程を実施する。

２．事前準備講座（ブリッジ SE 育成カリキュラム）の実施結果
成果検証プロジェクト実施前に、基礎英語とブリッジ SE 育成 PBL の講座を抜粋し、
事前準備講座として行った。

２．１

基礎英語

日時：9 月 9 日～10 月 4 日

29 時間

場所：富山情報ビジネス専門学校
対象：高度情報システム学科４年生
内容： ・自己紹介

４名

・スペシャリストの語彙
・役立つ日常単語
・文法と句読法
・文法パート２
・未来形
・キーワード

パート１

・キーワード

パート２

・ｅメールを読む
・ビジネスライティング
・ｅメールを書く

２．２

・ｅメールの返信

パート１

・ｅメールの返信

パート２

ブリッジ SE 育成教材

日時：10 月 9 日～11 月 1 日

30 時間＋α（学生が宿題で実施）

場所：富山情報ビジネス専門学校
対象：高度情報システム学科４年生

４名

内容：日本国内の結合テストフェーズを想定し、以下のインシデントを学習した。
学習インシデント

学習期間

学習目標

C030 仕様書のバグに 10/9～10/11

開発の完了後に、システムの仕様漏れがある事が

よる修正依頼

発覚した場合、のように開発側とやり取りをする
かを考える。

C040 顧 客 に よ る 仕 10/1～10/18 客先の都合による仕様変更が発生した場合、開発
様変更の為の修正依

側とどのようにやり取りするかを考える。

頼
C050 DBMS の変更 10/1～10/23 DBMS そのものを変更してコストを下げる事が
依頼（仕様変更）の対

話題となり、それに対応為の大規模な改修に対応

応

するかどうかを検討するやり取りを考える。

C060 テ ス ト 結 果 の 10/28～11/1

受入れたプログラムをチェックした所、バグが発

ウソを指摘する

見されたが、単体テスト結果上では、OK となっ
ている事から、テスト結果の信憑性を問う。

３．成果検証プロジェクトの実施結果
2013 年 11 月 4 日（月）～ 2013 年 11 月 22 日（金）

・期間

・プロジェクトメンバー
国内開発側

：富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生
4 名（リーダ：1 名、メンバ：3 名）

オフショア側

：マカティ大学（フィリピン） Computer Science 学生
3 名（リーダ：1 名、メンバ：2 名）

国内開発側からオフショア側にフリーERP ソフトである ADempiere

・概要

(ア

デンピエレ)の機能追加開発(全３機能)を依頼する。
※本来のカリキュラム上では、国内開発側はブリッジ SE と共同作業者で構
成されるが、短期間プロジェクトでブリッジ SE にかかる大きな負担を軽
減する為、４名全員をブリッジ SE とし、ブリッジ SE(リーダ)とブリッジ
SE(メンバ)としてアサインした上でそれぞれがインシデント毎にオフシ
ョア側担当者と連絡をとる形態でプロジェクトを推進した。

３．１
日付

スケジュール
曜日

フィリピン側

日本側
サンプルの修正仕様書の実施

11/3

日

11/4

月

今回のプロジェクトの概要説明

振替休日

日本での大規模開発手順の簡単な説明
プロジェクト管理システム JIRA の使い方説明
ERP Adempiere の実行環境構築
11/5

火

ERP Adempiere の実行環境構築

JIRA にてサンプルの修正仕様書

Adempiere の開発環境構築

のインシデント発行

サンプル実施（システム修正の実施）

JIRA にて修正仕様書のインシデン
ト発行

11/6

11/7

水

木

10:30 Skype の導入と日本との接続テスト

11:30

Skype の導入と日本との接

日本から実際の修正仕様書の到着とプロジェ

続テスト

クトの開始

質問対応

修正仕様書の内容確認と疑問点のフォロー

質問対応

日付

曜日

フィリピン側

日本側

プログラム作成及び、テスト実施

質問対応

11/8

金

11/9

土

11/10

日

11/11

月

プログラム作成及びテスト実施

質問対応

11/12

火

プログラム作成及びテスト実施

質問対応

11/13

水

納品、プログラム作成及びテスト実施

検収、質問対応

11/14

木

納品、プログラム作成及びテスト実施

検収、質問対応

11/15

金

納品、プログラム作成及びテスト実施

検収、質問対応

11/16

土

11/17

日

11/18

月

納品、プログラム作成及びテスト実施

検収、質問対応

11/19

火

最終納品

検収、質問対応

11/20

水

フィードバック＆レポート

フィードバック＆レポート提出

11/21

木

フィードバック＆レポート

予備

11/22

金

レポート送付

予備

３．２

インシデント(追加機能)内容

No

画面

内容

#１

取引先関連の要望画面

要望画面に文字項目を追加（サンプル）

#２

取引先関連の

販売担当者情報画面に文字項目を追加

販売担当者情報
#３

販売管理の受注画面

受注画面に日付項目を追加

#４

販売管理の購読画面

購買画面に数値項目を追加

#５

人事給与管理の役職カテ 役職カテゴリー画面に文字項目を追加
ゴリー画面

サンプル画面

３．３
日付

インシデント対応履歴

曜日

＃１

11/3

日

11/4

月

サンプル実施

11/5

火

サンプル実施
対応完了

11/6

水

＃２

＃３

＃４

＃５

18:17 イ ン シ デ

18:18 インシデン

18:19 インシデン

ント発行

ト発行

ト発行

17:00 テ ス ト が
できない

11/7

木

11/8

金

11/9

土

11/10

日

11/11

月

11/12

火

11/13

水

11/14

木

11/15

金

11/16

土

11/17

日

11/18

月

11/19

火

11/20

水

11/21

木

11/22

金

18:11

完成

10:09 対応終了

21:36 イ ン シ デ ン

(中断)

ト発行
18:12

完成
16:04 完成

11:27

11:38

対応終了

12:16 対応終了

対応終了

３．４

インシデント結果

項目/インシデント

＃２

＃３

＃４

＃５

やりとり回数

６回

１６回

１５回

１１回

日本側対応回数

３回

４回

７回

６回

バグ 1 件

バグ 2 件

バグ 4 件

バグ 2 件

仕様を追加したテー

①Null 入力時にエラ

①仕様は制限だが、２

①必須入力ではない

ブルが参照のみのた

ーが出る。(必須項目

０桁以上でも保存す

のに、必ず入力しなけ

め、テストが出来なか

ではないので Null で

ることができた。

ればならなかった

った。（仕様不良）

も保存可能が正しい)

②小数点を打ち込む

（null が入力出来な

②PC のシステム日付

ことができた。

い）

より未来の数値を

③２０桁入力すると

②スペースを入力し、

other_date に入力す

自動的に１７桁目で

保存することが出来

るとエラーが発生す

四捨五入が入る。

た

る。
（仕様不良）

④必須項目ではない

品質
バグ内容

のに、null だとエラ
ーが出てしまう。
日本側
対応期間
フィリピン側

７日間（11/06～

９日間（11/06～

１１日間（11/06～

４日間（11/13～

11/12）

11/18）

11/18）

11/18）

-

8 時間

11 時間

6 時間

OK

OK

OK

OK

対応時間
納期

３．５

アンケート結果

●プロジェクトでコミュニケーションをとるのにどのような工夫をしましたか？
【日本側】
・より深くコミュニケーションをとるための英語の勉強。
・相手のことを理解する為にフィリピンについて調査。
（歴史・文化等）
・プロジェクト以外の話題についても積極的に Skype やメールで連絡。
・ツイッターフォロー。
・発注側・請負側の立場を考慮しつつも対等な立場で同じ目線になるように工夫した。
・複数の翻訳を利用し、一番理解しやすい文を選択しました。
また、送信前に英文をリーダに確認してもらいました。
・なるべく正しい文法を使うよう翻訳をして返答した。
・Jira やスカイプでバグの詳細などを詳しく尋ねました。
英文の翻訳も、相手が理解しやすいように１文１文区切り、翻訳しました。

【フィリピン側】
・ JIRA のサブタスクを使って質問したり、Skype によるチャットで不明部分を補足
した。
・ フォーマルな質問を JIRA で行い、Skype チャットでより緊密なやり取りを行うよ
うに工夫した。

●文化、習慣、メンタリティの違いを感じた点を記載してください。
【日本側】
・プロジェクトにおいても、コミュニケーションの面でも熱い。
（毎日まめに、メールや Skype 等で連絡をくれたことなどから）
・フィリピン側の対応がとても速く、１日や２日で修正したものが返ってきたりしたの
で、とてもやる気があると感じました。
また、スカイプで積極的に話しかけてきて、積極性があると感じました。
・ 疑問点などはすぐ連絡するなど、開発へのやる気を感じました。

【フィリピン側】
・ 日本人は時間をとても大切にし、スケジュールを守るために尽力してくれた。フィ
リピンではこのようにはしないと思う。
・ 習慣上の違いは感じなかった。
・ 日本人の作業はとても良く、付き合いやすい。

●本講座受講し何か気づいたことを記載してください。
【日本側】
・文字でのやりとりだけであれば、ある程度外国人とコミュニケーションをとれる自信
がついた。しかし、仕事でこのような事を行う場合は、プロジェクトの仕様やコミュ
ニケーションの面でももっとシビアになると思うので、自信はない。
・プロジェクト管理ツール上だけでのやりとりだとコミュニケーション不足になる恐れ
があると感じた。Skype での会話はプロジェクトにおいても、コミュニケーション
の面でも捗った。
非常に楽しく今回のプロジェクトを行えたので、実際に会って英語で会話したいと
思った。
・翻訳等を使えばある程度会話することができると気付きました。
また、仕様書は確実にミスなく書かなければいけないと感じました。
・オフショア開発を行う前に行った英語の授業がとても役立ったと感じました。
もししていなければ、相手に言葉を伝えることができなかったと思います。

【フィリピン側】
・ 日本人との共同作業はとてもよい経験になった。日本に興味を持ち、少し日本語も
覚えることができた。
・ Open Source の ERP ソフトウェア ADempiere を知ることができて良かった。
・ 日本人は親しみやすくとても好きになった。
・ 時間管理の方法とその価値を学ぶことができた。

３．６

学生セッション

・概要：アンケートの補足やインシデント対応での疑問点の解消など
・日時：2013 年 12 月 4 日（月）9:00-11:10
・参加メンバー
富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生 4 名
マカティ大学（フィリピン） Computer Science 学生 3 名

教員 1 名

教員 1 名

実施委員 2 名
●インシデント#２
日Ａ：わかりづらいところがあった。URL が何を意味しているかが分からなかっ
親切な追加の一言が混乱を起こしたが、そこを追及しきれていなかった。
●インシデント#３
日Ｂ：フィリピン側でトラブルを解決したとのことだが、どう解決したかがわか
らなかった。設定を誤っており、手順書の見直しを行って解決した。
気づいて直したが、連絡がスカイプで回答したため管理者は知らなかった。
連絡内容は解決したという結果だったので、結果だけの連絡は不審が残る。
不安なら聞く。日本側も作業優先だけではなく、真相を聞く必要がある。
日Ｂ：レスポンスが遅かったことを謝りたい。言葉の壁に時間が掛っていると思
いフィリピン側は我慢していた。我慢せず連絡してほしい。
●インシデント#４
日Ｃ：長い英文作成を翻訳サイトに頼ったために英文をうまく作れなかった。
チャットを利用し、短いセンテンスのやり取りで解決した。主語と述語を
明確にしないとうまく翻訳されない。JIRA で細かいチェックをしづらい。
フＡ：翻訳機を使用していると思い、想像して解釈した。しかし間違いが発生す
可能性がある
●インシデント#５
フＢ：インシデント#２の打ち切りは予想していた。#２のトラブルに時間を掛け
たので、#５はスムーズに進んだ。
フＣ：短いプロジェクト期間で、置き換えに 1 週間に掛ったことが問題で
あった。必要であれば、この期間ではできないことを伝えるべき。

４．日本側学生に対する評価
成果検証プロジェクトの実施結果に対して、講師が客観的にみてブリッジ
SE 育成カリキュラムの学習指導要領 15 頁“理解度評価と指標”に基づい
て評価した結果を以下に記載する。
-- 評価基準（抜粋）-○ブリッジ SE(リーダ)向け評価項目（５項目）
1. 理解力
…現状の問題点をすばやく理解する力。理解できない場合は、どうすれば
理解できるかを考える力。
2. 問題解決力
…問題点を解決する為に最も効率の良い手段や方法を見つける力。
3. コミュニケーション力
…問題解決実施する為の方法を英語で相手に円滑に伝える力。関係がこじ
れそうな時に関係を修復できる力。インシデント終了時のプレゼンテー
ションの評価を含む。
4. 指導力(遠隔)
…オフショア側(遠隔地)の作業者に英語で分かりやすく内容を伝える力。
相手がわかっているかいないかを的確に見分ける力と方法を持っている。
5. 指導力(直接)
…一緒に作業しているメンバに対して分かりやすく作業内容を伝える力。
メンバが問題を抱えているか、適切に作業しているかを見分ける力。
○ブリッジ SE(メンバ)向け評価項目（５項目）
1. 指示内容の理解力
…ブリッジ SE(リーダ)から指示された作業を理解する力。理解できない点に
ついて確認する力。
2. 作業の正確さ
…指示された作業を正確に確実に実行して結果を出す力。作業指示上で生
じた疑問をある程度推測して自己解決できる。
3. 報告の正確さ
…指示された作業の実施結果を正確に報告できる力。指示された作業で疑
問に思った事を質問して、正しい回答を得る事ができる。インシデント
終了時のプレゼンテーションの評価を含む。
4. 協調性
…共同作業を円滑に行う為に気を配る事ができる力。他のメンバが行って
いる作業についてもある程度理解して自分の作業を実施する。
5. 応用力
…以前に指示された内容と同様な状況において、今回の状況に当てはめて
作業を実施する力。
※ 前頁の項目を５段階で判断する基準は主観的なものになるが、おおよそ下記の判断基準とする。
○学生に対する評価の指標
学生の評価に使用する指標は下記の通りです。
評価＝５(最も高い)
…評価項目を理解した上で実施し、目的通りの結果を得る事ができる。
４
…評価項目を理解し実施しているが時間が多くかかり、稀に望まない結果
になる。
３
…評価項目を概ね理解して作業を実施し、５０％の確率でうまく行かない。
２
…見よう見まねで作業を実施して、本質を理解していない。
１
…共同作業者に助けられながら、何とか作業をこなしているが理解してい
ない。
０(最も低い)
…全く作業内容を理解しておらず、成果物を全く提出できていない。

-------------------------------------

ブリッジ SE(リーダ) （学生 A）
№

評価項目

1

理解力

評価
4

追記事項
システム構造に対して多少弱み
があった

2

3

問題解決力

問合せが集中した場合にオーバ
ーフロー気味になった

3

コミュニケーション力

5

Skype でのチャットを使用する
などの工夫が見られた

4

4

指導力(遠隔)

指示の出し方は正確だったが確
認が少なく思われる

5

4

指導力(直接)

もっと指導力を示したほうが良
い

合計

20 点

（15 点以上で効果を認定）

ブリッジ SE(メンバ)（学生 B）
№

評価項目

評価

1

指示内容の理解力

4

追記事項
内容を正確に理解して作業して
いた

2

作業の正確さ

3

相手への指示が的確

3

報告の正確さ

4

ドキュメントはきっちりしてい
た

4

3

協調性

リーダともっと連携した方が良
かった

5

3

応用力
合計

返答までの時間がかかっていた

17 点（15 点以上で効果を認定）

ブリッジ SE(メンバ)（学生 C）
№

評価項目

評価

追記事項

1

指示内容の理解力

5

正確に理解し作業をしていた

2

作業の正確さ

4

システムを深く理解し、作業に
関する指示を出していた

3

4

報告の正確さ

問題や課題をリーダと正確に共
有していたが、報告書を詳細に
記載して欲しかった

4

4

協調性

他のメンバーからの相談も良く
受けていた

5

5

応用力

先方の問題に対しても調査し、
解決策を見つけていた

合計

22 点（15 点以上で効果を認定）

ブリッジ SE(メンバ)（学生 D）
№

評価項目

評価

1

指示内容の理解力

3

追記事項
システム構造の理解がもう少し
必要

2

作業の正確さ

3

感覚による作業が多少あった

3

報告の正確さ

4

リーダ及び先方への報告内容が
良かった

4

4

協調性

わからない点を理解し、協力を
求めて解決に向かっていた

5

2

応用力

全体の流れを理解し、結果を予
測して作業してほしい

合計

16 点（15 点以上で効果を認定）

総括として、ブリッジ SE 育成教材を使用したカリキュラムを事前準備講座とし
て受講し、その役割を理解して成果検証プロジェクトを遂行できた事から、当教
材の有効性を示していると考えられる。当カリキュラムを受講する際に学生が受
持つ役割(ブリッジ SE リーダ及びメンバ)を固定した状態で実施したが、すべての

学生が役割を交代して全員がブリッジ SE(リーダ)の役割を経験した上で、成果検
証プロジェクトを実施した場合、今回以上のより高い成果を期待できると考えら
れる。
当プロジェクトに参加した学生は、大規模プロジェクトへの参加経験も実際のオ
フショア開発プロジェクトへの参加経験ももちろん無かったが、当該カリキュラム
を通して、ブリッジ SE に必要な資質や作業に対する心構えを事前に学習すること
によって、成果検証プロジェクトにおいて想定以上の成果を上げることができた。
これに加えて検証のパートナーを勤めてくれたフィリピンマカティ大学の学生達
のレベルの高さも成果検証プロジェクトの円滑な進行を助けてくれていた事に感
謝したい。
また当教材で想定していたツールには、リアルタイムチャットを行うソフトウ
ェアが含まれていなかったが、今回学生達が自発的に用いた Skype のチャットが
有効に働いていたと考えられる。よって当教材の標準ツールにチャットソフトウ
ェアを追加するとより効果的な学習が行われると考えられる。

以 上

教 材 評 価
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オフショア開発ＰＢＬ教材実証講座

報告書
実証分科会

１．目的
平成 24 年度事業で開発した「オフショア開発ＰＢＬ教材」が教員の目で、専門学校生に
対して有効な教材であるかを評価する。
２．実証方法
専門学校教員がグループを作って、教員役と学生役にわかれて、教材を使用した授業を
実施する。
３．日時
平成 26 年 1 月 24 日

9:00～12:00

４．場所
富山情報ビジネス専門学校
５．受講者
専門学校教員

4名

６．実証内容
・1 回目

インシデント C030 をシナリオ４まで実施

・2 回目

インシデント C040 をシナリオ５まで実施し、その後シナリオ無しで実施

７．アンケート結果
・教材は学生にとって、
「使いやすい」が１名、
「ほぼ使いやすい」が２名、「何とも言え
ない」が１名
・教材は教員にとって、
「使いやすい」が２名、
「ほぼ使いやすい」が２名
・教材はグループワークに、「有効」が３名、「かなり有効」が１名
・教材のシナリオは、「実践的である」が３名、
「かなり実践的」が１名
・教材は英語学習に、「有効」が０名、「かなり有効」が３名、「一部有効」が１名
・教材はブリッジ SE 育成に、「有効」が２名、
「かなり有効」が２名
上記の結果から、教材は、学生と教員にとって「使いやすく」、特にグループワークに有
効であるという意見である。さらにシナリオも実践的であり、英語を取得するにもかなり
有効であるとの評価である。

８．自由意見
・Wiki と Jira を分けて操作すると事が不便である。
・システムの導入が難しい。
・グループ内での作業分担をどうすれば良いかの説明が欲しい。
・外国の文化を理解する必要がある。
・メッセージに未読、既読のフラグがあると良い。
・シナリオは１，２よりも内容をタイトルにした方が判り易い。
・プロジェクト全体の体制図があると判り易い。
・ほぼ理解することができた。
・英語に対するハードルが下がった。
・振返りの時間を設けると良い。
・多人数には向かない。
・基礎的な英語例文を徹底的に行うと良い。
９．総括
専門学校生向けの教材として、効果が高いことが証明された。しかし教材で使用するソ
フトウェアの導入や使用方法について改善点が指摘された。また基礎英語や異文化理解の
部分についても改善点が指摘された。指摘された改善点については、次年度以降に事業で
改修を行う。
以上

アンケート
オフショア開発ＰＢＬ教材の実証ありがとうございました。教材について以下の質問に
ご回答願います。
（１）教材は学生にとって
⑤使いやすい、④ほぼ使いやすい、③何ともいえない、②使いづらい、①かなり使いづら
い
改善点（

）

（２）教材は教員にとって
⑤使いやすい、④ほぼ使いやすい、③何ともいえない、②使いづらい、①かなり使いづら
い
改善点（

）

（３）教材はグループワークに
⑤有効である、④かなり有効である、③何ともいえない、②一部有効である、①ほとんど
有効ではない
改善点（

）

（４）教材のシナリオは
⑤実践的である、④かなり実践的である、③何ともいえない、②一部実践的である、①実
践的ではない
改善点（

）

（５）教材は英語習得に
⑤有効である、④かなり有効である、③何ともいえない、②一部有効である、①ほとんど
有効ではない
改善点（

）

（６）この教材はブリッジＳＥ育成に
⑤有効である、④かなり有効である、③何ともいえない、②一部有効である、①ほとんど
有効ではない
改善点（
（７）その他

）
お気づきの点

（

）
ご協力ありがとうございました。

調 査 報 告
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調査分科会

報告書
調査分科会

１．目的
富山県内の高等教育機関、富山県、業界団体、IT 企業の関係者による、富山県で求めら
れるＩＴエンジニアの人材像を調査する。
２．体制
委員長

富山情報ビジネス専門学校

山田

太

調査員

富山情報ビジネス専門学校

清水

大樹

富山県立大学

唐山

英明

富山大学

黒田

卓

富山高等専門学校

塚田

章

半田

嘉正

富山県高度情報通信ネットワーク社会推進協議会

中野

愼夫

一般社団法人富山県情報産業協会

高本

辰朗

株式会社インテック

宮崎

友之

日本ソフテック株式会社

中島

進

株式会社日本オープンシステムズ

駒野

英史

株式会社システムコボ

島田

敏一

株式会社ユーコム

勤桑

正文

有限会社ザ・ライスマウンド

飯塚

正成

富山県経営管理部

情報政策課

３．活動内容
（１）地方ＩＴ企業調査
（ａ）目的
他県のＩＴ企業の状況を調査し、富山県型ＩＴエンジニアの人材像に活かす。
（ｂ）調査実績
・平成 25 年 11 月 28 日

株式会社

岩手ソフトウェアセンター

（岩手県）

・平成 25 年 11 月 29 日

株式会社

ＩＢＣソフトアルファ

（岩手県）

・平成 25 年 12 月 12 日

コンフォートソフィー株式会社

（福岡県）

・平成 25 年 12 月 13 日

株式会社

（福岡県）

・平成 25 年 12 月 18 日

クオリサイトテクノロジーズ株式会社

（沖縄県）

・平成 25 年 12 月 19 日

株式会社

システック沖縄

（沖縄県）

・平成 25 年 12 月 19 日

株式会社

琉球ネットワークサービス

（沖縄県）

福岡ＣＳＫ

（ｃ）調査結果
岩手県では、東京と新幹線でつながっていることから人材の流出が問題となっている。
県内にＩＴを利用する産業が少ないため、岩手県主導で自動車の組込エンジニア育成を
行っているが、まだ大きく成長できていない。オフショア開発は過去に何件か事例があ
るが、うまくいかなかった。一方では海外への進出を見据えた国際交流を実施している
企業もあり、国際化を重要視されている。また教育機関との連携、社員のスクルアップ
のための e-learning にも興味を示している。
福岡県では、ＩＴ企業同士の連携が広い範囲で行われており、関連するコミュニティ
も多く存在している。下請け業務から元請け業務へ変換するため、提案力、プレゼンテ
ーション能力、マーケティング力、プロモーション力の育成を重要視している。そのた
めには教育機関との連携が必要であると認識している。アジアへの窓口であると自認し
ており、積極的にアジア市場へ進出している。そのため今後、国際性はＩＴ人材に必要
不可欠との認識が強い。
沖縄県では、国内ニアショア拠点として都市部の仕事を多く受注しており、より良い
条件の仕事を受注するために人材の高度化に力を入れている。また沖縄県の税制優遇処
置もあり、県内へのＩＴ企業の進出も増えている。東南アジアに近く、海外企業との交
流も多い。そのため、ビジネスレベルでの国際性を持った人材が求められている。産学
官での研究事業が多く行われており、教育機関との連携に対する関心も高い。
（２）富山県内ＩＴ企業アンケート調査
（ａ）調査時期
平成 26 年 1 月 9 日～1 月 20 日
（ｂ）調査対象
一般社団法人富山県情報産業協会

会員企業

48 社

（ｃ）回答数
11 件（回収率：22.9%）
（ｄ）調査内容
・ＩＴエンジニアに求める業務内容、能力、スキル
・入社前に必要な能力、スキル
・ＩＴエンジニアの育成方法
・教育機関連携への関心
・重要視している規格、資格
（ｅ）調査結果
ＩＴエンジニアに求める業務内容は上流工程であり、そのためにはコミュニケーショ
ン能力、意欲、管理力が必要としている。また入社前に必要なスキル、能力としてコミ
ュニケーション能力、コンピュータ全般知識、意欲、職業人基礎力としている。両方と

もに国際性の必要性は低かった。育成方法ではＯＪＴが多く、別途教育を受けさせる時
間、費用、機会が少ないことを課題としている。教育機関連携については、インターン
シップの受入は過半数の企業で行っているが、それ以上の共同研究等には至っておらず、
関心も低い状況であった。重要視している規格、資格としては、ＩＴＳＳが最も多く、
次いで情報処理技術者試験、ＩＳＭＳであった。
４．結論
富山県のＩＴエンジニアとして求められる、特徴的な業務内容、能力、スキルを見出す
ことは出来なかった。逆に本プロジェクトで推進しているブリッジＳＥの根幹を成す、国
際性のニーズは低い結果となった。
しかし他県の状況を見ると、新幹線で東京に直結している岩手県の状況は、平成 27 年に
新幹線が開通する富山県の未来の姿である。その岩手県では人材育成、教育機関連携、海
外との連携に力を入れている。また福岡県、沖縄県では地理的条件から海外との連携、進
出に積極的である。また沖縄県ではニアショア拠点の強化策として、福岡県では元請け化
策として、人材のスキルアップを重要課題として位置付けている。
富山県としては、現状に甘んじることなく、他県の状況を参考にＩＴエンジニアの育成
を行う必要がある。現状では求められていない能力についても教育機関が積極的に育成、
提示していくことにより、富山県のＩＴ業界を活性化させていくべきと考えられる。具体
的には富山県のＩＴ市場の拡大、元請け業務として必要なスキル、更には海外との連携が
可能な人材を育成する。そのためにはＩＴニーズの掘り起こしから、企画、設計、開発ま
での一連の作業を海外のエンジニアと協働して行うことが求められると考えられる。
次年度プロジェクトは、上述したＩＴエンジニアを育成するためのプロジェクトとすべ
きと判断する。
以上
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ケースＮＯ．１

１．ヒアリング日時
平成２５年１１月２８日（木）１３：４０～１５：３０
２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

盛岡情報ビジネス専門学校

教務課長

谷藤

修栄

３．対応者
株式会社

岩手ソフトウェアセンター

４．ヒアリング場所
株式会社

岩手ソフトウェアセンター

代表取締役専務 松坂

修一

氏
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

株式会社

岩手ソフトウェアセンター

所在地

〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通二丁目 9 番 1 号マリオス 9F
TEL

019-621-5454

FAX

019-621-5464

Web サイト

http://www.isop.ne.jp/isc/

資本金

12 億 7,850 万円

売上高

12,461 万円

設立

平成 6 年 4 月 25 日

特色

IPA、岩手県、盛岡市と企業が株主となって設立された第三セクター
の会社である。研修等の岩手県内のＩＴの活性化につながる事業を展
開している。

事業内容

・研修事業
・システムエンジニア養成研修
・高度情報処理技術者育成専門研修
・一般情報化研修
・ソフト開発施設提供事業
・受託斡旋事業
・インターネットプロバイダー事業
・その他事業
・情報サービス業についての情報の収集、調査分析、相談の実施
・研修室・附属設備の貸出
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６．地域の特色
岩手県内には 200 社ほどのＩＴ企業があるが、２つのＩＴ企業が中心となっている。そ
のうちの一社は介護、医療カルテが強く、全国展開している。県内の仕事は自治体、金融、
病院（県立病院が 21 院ある）が中心である。
県外の仕事は、以前は仙台の仕事が多くあったが、東北電力の仕事が減り、現在は東京
の仕事が多い。しかし東京の仕事も単価がさがっている。地元の利を生かしたベンダーと
の協力が必要と考える。
車の組込みエンジニア育成を県の補助金もあり、進めている。アイシンコムクルーズが
岩手県に進出しているが、部分的な進出に留まっている。そこでは組込みソフトを作成し
ているが、使用するのは愛知県の工場になる。実際にはエンジニアが行き来している。実
際の組込みエンジニアの需要はこれからになる。
また、デジタルコンテンツの開発が県の主導で進められている。岩手大、岩手県大がゲ
ームの開発を進めている。
震災後、海岸部の官公庁はクラウド化した。漁業では小野食品が魚の加工品（おかず）
の受注、配送システムを導入して売り上げを伸ばしている。
県内で何件か中国に開発を出したが、ノウハウがなく、うまくいかなかった。インドか
らエンジニアを招聘したときは、日本語を理解するリーダがいてうまくいった。
７．ＩＴ人材の状況
上流工程の人材が足りない。下流工程は足りている。設計、顧客と話せる人材が必要で
ある。最近の新人は理系が多い感じがする。ＩＴを目指す人は県内での就職が難しいので、
はじめから県外を志向する学生も多い。
トピックス的には、岩手県大→ヤフー→岩手県大大学院→地元起業という、うまく行っ
たケースもある。
岩手県の県民性は、「能ある鷹は爪をかくす」といった、コツコツタイプが多い。
８．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
自治体では担当者が定期的に変わるので、業務知識を持つエンジニアは喜ばれる。
９．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
職業観を持つことが大切であると考えている。当センターでは、ＩＴ企業の新入社員教
育を実施しており、以下のポイントで行っている。
・前に踏み出す力
・考え抜く力

課題発見力、計画力、創造力

・チームで働く力
ール力

主体性、働きかけ力、実行力
発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規律性、ストレスコントロ
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１０．これから重要と考えられる規格・ルール・資格
ＩＴＳＳはあまり広まっていない。共通フレームワークは着目している企業が多い。情
報処理技術者試験、ＰＭＰは自治体案件の際に必要となる。ベンダー試験ではリナックス、
ＣＣＮＡの資格に需要がある。
１１．所感
岩手ソフトウェアセンターは、産官出資の情報教育を行う機関であり、システム開発等
は行っていないため、ＩＴエンジニアに求める能力等については答えを貰えなかったが、
岩手県のＩＴ事情には精通しており、有益な情報を多く得た。岩手県自体にＩＴを必要と
する産業が少なく、仕事の県外依存、技術者の県外流出を懸念されていた。
事業としておこなっているＩＴエンジニアに対する研修においては、技術面だけではな
く、ヒューマンスキルやマネジメント力にも力を入れており、上流工程を担当できる人材
の育成に力を入れている。
以上
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ケースＮＯ．２

１．ヒアリング日時
平成２５年１１月２９日（金）１３：００～１４：３０
２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

岩手情報ビジネス専門学校

事務局次長

高田

孝一

３．対応者
株式会社

ＩＢＣソフトアルファ

執行役員システム本部長

中島

厚志

氏

株式会社

ＩＢＣソフトアルファ

システム一部

高橋

正樹

氏

４．ヒアリング場所
株式会社

ＩＢＣソフトアルファ

課長
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

株式会社

ＩＢＣソフトアルファ

所在地

〒020-8566
岩手県盛岡市志家町 6-1ＩＢＣ放送会館
TEL

019-653-0118

FAX

019-653-6694

Web サイト

http://www.ibcsoft.ne.jp/

資本金

5,000 万円

売上高

6 億 5,000 万円

設立

平成 3 年 7 月

従業員数

45 人

特色

地方の民間放送局と学校法人が共同出資で設立

経営方針

当社は平成３年に、株式会社ＩＢＣ岩手放送と専門学校等を経営す
る学校法人龍澤学館との共同出資により設立した会社です。社員は行
動基準、「意識・知識・組織」をモットーに、お客様の信頼に応える
高い人間性と技術力を身につけるよう日々努力しています。
平成 18 年には東京事業所を開設し、首都圏での営業・開発業務を
展開しています。
平成 24 年には釜石事業所を開設いたしました。
また、人材派遣や広告代理店業にも力を入れています。

事業内容

ソフトウエア開発、情報機器販売、人材派遣、広告代理店業、
各種事業企画

（２）沿革
平成 3 年

株式会社ＩＢＣ岩手放送と専門学校等を経営する学校法人龍澤学館との共同出資
により設立

平成 18 年

東京事業所を開設

平成 24 年

釜石事業所を開設
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６．ヒアリング風景

７．地域の特色
東北地方は、首都圏に比較してＩＴ産業の市場成熟度が低く、大企業よりも地元志向の
中小企業の顧客層が多い。ここ 10 年程度は地方経済も不況の影響を受け、10 年前の約 5
割程度の仕事量となっている。現在は、首都圏とのパイプを構築し首都圏の仕事と岩手の
仕事が半分半分程度の比率で推移している状況となっている。
また、中国との尖閣問題から最近ではニアショアという言葉が定着してきており、首都
圏の人材難を反映して地域・地方にＩＴ人材を求める傾向が強くなっていると感じている。
一方、株主との関連で当社ではベトナム人留学生との交流があり、オフショア先として
ベトナムを想定した取組みも検討している。
今後、地方が生き残るためには、地方発信型の特色のあるパッケージ開発や、ＩＴを利
用した各種業種向けサービスの地域における拠点化を目指していく必要がある。震災を契
機に産業構造も大きく変わりつつあり、復興を目指した地域の新しい担い手を育成し、地
方経済をＩＴを通じて支えていかなければならない。
８．ＩＴ人材の状況
リーマンショック後の不況感や、震災の影響、就職難の影響で 20 代から 30 後半までの
人材が不足している。現在は、30～35 歳の中途採用者を採用し、彼らが開発の中心となっ
て会社を牽引している。今後は、景気の動向を踏まえ積極的に人材を確保していきたいと
考えている。当社の株主は、ＩＴ関連の専門学校を経営しており継続的な人材の採用を通
じて社員の採用、育成を図っている。
９．求めるＩＴ人材の職務
第一にシステム開発の全工程の理解（システム設計・テスト、詳細設計・実装、ハード
ウェア・ソフトウェア導入）と経験が大切であると考えている。第二に顧客企業の業務に
対する知識や要件定義などのコミュニケーションスキルが必要である。
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第三に秒進分歩で変化、進化するＩＴの新しい技術への取組みが大切になっている。
これまでのように、ＩＴ産業はＩＴだけの専門家という範疇では諸外国との競争に勝て
ない時代が想定されている。今後は、オフショア等の外国の技術者とのコミュニケーショ
ンが取れる人材や、顧客に新しい価値を提案できる人材が有用視されてくると考えられる。
１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
首都圏で働く現場ＳＥには、上流工程（要件定義～基本設計）の能力が必要である。ま
た狭くても深い業務知識による知識の専門化が必要となっている。首都圏は多様な仕事が
あるため能力開発の場としては適しているが、地方出身者にとっては永住の場所ではない
ため地方との連携方法が重要となっている。
地方（岩手県内）で働くエンジニアには、一人で一顧客を担当する小さな開発案件が多
いため、広く浅い業務知識と顧客や取引先とのコミュニケーションを構築する力が重要で
ある。地方では顧客自身が、自らの市場での生き残りをかけ大手との差別化を図っている
ため、細かなサポート体制や新しい業務知識、提案活動が大切になってきている。
どちらにしても、今後はＩＴの職業を自らの天職として考えられる人材が必要である。
1990 年代のＩＴ業界の人手不足により漠然とＩＴを職業化した人は、諸外国との競争に勝
てずに淘汰されていく可能性が高いと考えている。日本のＩＴ人材は、諸外国の低コスト、
技術への意欲の高さに対抗するために、自らも国際化していかなければならない。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
第一に社会人になるための基本的な人間性を磨くこと。第二に、ＩＴに関わらず専門分
野の知識や技術で得意分野や資格を取得すること。第三に 3 年後ぐらいの自分の目標を設
定することが大切だと考えている。学生時代の資格取得への取組みは、取得できなかった
としても取得するためのプロセスや努力も重要視している。
また、最近の学生は文章作成能力や表現力が低くなったと感じている。最低限の文章作
成能力は必要である。
さらに付け加えるとすれば、アルバイト経験も社会人の基礎を学ぶには貴重な体験であ
り、挨拶やお金と仕事の関係、組織を意識する感覚を身につける貴重な経験であると評価
している。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
当社では、先輩社員から学ぶＯＪＴ教育が中心となっている。社外教育はスキル標準や
最新技術の習得を中心に個人の希望と組織の目標を鑑みてより多くの社員に受講機会を与
えるように取り組んできた。県や国の教育支援に関する補助制度をさらに充実させて欲し
いと考えている。
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１３．教育機関連携への関心
株主の専門学校を中心に、入社前の３ヶ月程度のインターンシップを実施している。先
輩に学びながら、まず社内の雰囲気や仕事の様子を理解してもらい、入社前の事前準備期
間として活用している。また、当社はより実践型の人材を求めており少しでも早い入社前
からの育成機会を教育機関と調整しながら取り組んでいる。
一方、教育する機会という面では学校への講師派遣を実施し、産官学の協議会への参画
等で連携を深めている。社員が外部教育機関として学校を利用することは、顧客と担当者
とのつながりが強いため会社を離れて長期的に受講することができない状況となっている。
夜学も現実的ではなく、最近ではインターネットを利用した e-learning も有効利用してい
る。
１４．所感
岩手県におけるＩＴ企業、仕事の現状をヒアリングすることができた。岩手県において
は、確かな技術力、堅実な積上げ、顧客との信頼が大切とされている。しかし東京におい
ては、別の能力が必要であることも認識されており、今後の地方でのＩＴ企業の活性化を
模索している。そのためには、現状からの変化が必要であり、海外への展開、教育機関と
の連携が重要であることが推察された。
以上
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ケースＮＯ．３

１．ヒアリング日時
平成２５年１２月１２日（木）１７：００～１８：３０
２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

麻生情報ビジネス専門学校

学科長

金冨

聡

３．対応者
コンフォートソフィー株式会社

４．ヒアリング場所
麻生情報ビジネス専門学校

営業企画部

課長

杉野

知大

氏
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

コンフォートソフィー株式会社

所在地

〒810-0004
福岡県福岡市中央区渡辺通 2 丁目 1 番 31 号
TEL

092-724-4961

FAX

092-724-4962

UK 渡辺通ビル 2F

Web サイト

http://www.comf.jp/

資本金

3,980 万円

売上高

1 億 6 千万円

設立

平成 14 年 10 月 1 日

従業員数

9名

特色

ASP システム開発からスタートし、企業用 Web ページ、業務アプリ
ケーションを開発している。最近は企業のブランディングや企業ニー
ズに出来るだけ早く対応可能なクラウドシステムの提供を行ってい
る。

企業理念

社名「comfortsophy（コンフォートソフィー）」の由来は、「コンフ
ォート（comfort）：心地よい」と「フィロソフィー（philosophy）：
哲学」を重ね合わせた造語で、「心地よい哲学」と意味づけ、社名と
致しました。私たちは、社名の通りお客様の潜在・顕在ニーズ、物
の考え方に合った、「心地よい商品」を開発提供し、お客様の事業発
展に貢献できる具体的提案活動を実施してまいります。

事業内容

・公共系請負型システム開発
・セールスフォース導入コンサルティングサービス
・入力センタ業務
・自社ＡＳＰサービス運用
・Ｗｅｂページ作成、企業ブランディング

（２）沿革
住宅メーカと不動産業向けのネット上のバーチャル展示場の開発からスタートし、周辺アプリケ
ーションをＡＳＰサービスとして提供してきた。その後、セールスフォースの導入をベースに企
業のブランディングやクラウドビジネスの展開を行っている。
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６．ヒアリング風景

７．地域の特色
中堅企業が多く、福岡県情報サービス産業協会（ＦＩＳＡ）には約 200 社が参加してい
る。そのうちの半分の企業が案件情報を交換しながら、協業体制を保っている。地元の仕
事だけでは足りないので、東京、大阪、名古屋の仕事をニアショアで行っている。近年ニ
アショアが増えている。大手ＩＴ企業の下請けとして参加することが多いが、人月単価は
下降傾向である。
８．ＩＴ人材の状況
福岡県内のＩＴ人材は不足気味である。特にリーダ格として顧客対応が可能な中堅ＳＥ
が不足している。中堅ＳＥも以前であれば、30 歳代までという壁があったが、最近は 40
歳代前半まで受け入れられている。しかし 40 歳代後半からのＳＥのキャリアパスが定ま
っておらず、人材の活かし方が課題となっている。技術営業や運用・保守というパスもあ
るが、全員への適用とはならない。
９．求めるＩＴ人材の職務
40 歳代はシステム提案、コンサルタント、要求分析等の上流工程とプロジェクト管理能
力が必要である。30 歳代はプロジェクト管理とシステム設計・テスト、詳細設計・実装力
が必要となる。
企業のニーズを掘り起こす力が必要。大手ＩＴ企業の下請けでは限界がある。顧客と直
接会話し、問題点を掘り起し（または顧客に気付かせる）、迅速にサービスを提供する能力
が必要である。
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１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
職業人基礎力は当然として、コミュニケーション能力、意欲が大切である。コンサルタ
ントとＩＴの境がなくなってきている。迅速なサービス提供が求められており、まずは作
ってから調整していく方式が増えてきている。そのため、顧客に対する的確な質問による
問題点の本質を見極める力が必要である。その問題点に対するロジカルシンキング、固定
観念に捕らわれない柔軟な考えが必要である。現状で必要な能力は理解しているが、今後
必要となる能力については、逆に学校側から提案があっても良いのではないか。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
職業人基礎力は絶対必要で、コミュニケーション能力、意欲が大切である。道徳心が最
近不足していると感じているので、醸成が必要であると考える。また業務知識は会社の大
まかな業務の流れが判れば良い。プログラミングは１つの言語を深く習得することが大切
であるが、製品開発として必要なルールも理解してほしい。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
ほとんど、現場でのＯＪＴで行っている。顧客先にいると研修等に行くことが難しい。
また外部研修の内容、コストパフォーマンスに疑問もある。使わなければ忘れてしまう。
逆に新しい技術の取っ掛りだけを教える簡易で安い研修があれば利用する可能性がある。
教育にはなかなかコストを掛けられないため、中途採用も行っている。
１３．教育機関連携への関心
学生の短期間企業研修（インターンシップ）と学生の企業での実作業には興味がある。
実際の業務（顧客情報を持たないデザイン部分や画面のプロトタイプの作成）を手伝って
もらいつつ、採用に向けた試用期間としての意味合いを持っている。福岡県情報サービス
産業協会として学生を対象としたパネルディスカッションを行っている。
１４．所感
福岡県内のＩＴ企業はお互いに情報を交換しながら、地元と都市部の仕事を行う形がで
きている。現状に満足をしないで、常に新しい仕事の形を探しており、福岡県で仕事を行
うことを大切にしていると感じた。また特に中堅以上の人材のキャリアパスをどうするか
を懸念されている点が、「学び直し」の観点で参考となった。
以上
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ケースＮＯ．４

１．ヒアリング日時
平成２５年１２月１２日（金）１３：００～１４：３０
２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

麻生情報ビジネス専門学校

副校長

金丸

和生

麻生情報ビジネス専門学校

学科長

金冨

聡

浩太郎

氏

３．対応者
株式会社

福岡ＣＳＫ

営業部

４．ヒアリング場所
麻生情報ビジネス専門学校

部長

岡部
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

株式会社

福岡ＣＳＫ

所在地

〒 812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目３０番２３号
博多管絃ビル４Ｆ
TEL

092-686-7373

FAX

092-412-7760

Web サイト

http://www.csk.com/fukuoka/

資本金

2 億円

設立

1990 年 10 月 16 日

従業員数

109 名

特色

2002 年 4 月の分社以来、システム開発サービス、システム運用サー
ビスを中心に、「お客様の経営のお役に立つ」サービスを提供して参
りました。常に九州地区の特性に合わせた地域密着の姿勢を持ち、お
客様の視点でサービスを提供し続けていきたいと考えております。

企業理念

IT サービスで地域の活性化に貢献する

事業内容

・製品組込システム設計・開発
・ビジネスシステム設計・開発
・運用管理・保守
・ネットワーク設計
・機器販売

（２）沿革
1968 年 10 月

１０月７日大阪市淀屋橋でコンピューターサービス株式会社設立

1977 年 2 月

九州で事業開始

1982 年 6 月

東京証券取引所市場第二部上場

1985 年 3 月

東京証券取引所市場第一部上場

1987 年 1 月

株式会社ＣＳＫに社名変更

2002 年 4 月

株式会社福岡ＣＳＫ 設立

2003 年 10 月

北九州市小倉北区に北九州オフィス開設

2004 年 4 月

福岡市中央区天神に本社移転

2011 年 10 月

親会社である株式会社 CSK が住商情報システム株式会社と合併（新会社名
SCSK 株式会社）

2012 年 7 月

福岡市博多区博多駅前３丁目に本社移転
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６．ヒアリング風景

７．地域の特色
100 名を超えるＩＴ企業は 30 社程度で、ほとんどのＩＴ企業は 10～50 名程度の規模で
ある。メーカベンダの地域ＩＴ企業の下請けを行っていることが多い。誰でも受け入れて
仲良くなる県民性から、Web 技術や経営などのコミュニティが数多く存在する。2007 年
の Ruby ブームの際には、福岡県の県民性を聞きつけ、Ruby のコミュニティが福岡県で
立ち上がった。その後、福岡県で 10 年間を掛けて、Ruby に注力する取組みにつながり、
産学官を取り込み、日本有数のコミュニティに成長した。IT 人材育成を行う特定非営利活
動法人 AIP では、300 名程度の会員を持つ IT コミュニティが運営されており、月 1 回程
度の活動を行っている。特に下請け企業が多い福岡県において、元請企業になることが重
要なテーマとしてとらえ、勉強会を実施している。
アジアへの窓口としての顔を持つ福岡県では、アジア市場へ積極的に進出しようとして
いるＩＴ企業も多く存在している。
コミュニティ参加も含めて、ＩＴ企業同士の連携が密であり、良い意味でのライバル関
係を築いている。
８．ＩＴ人材の状況
現状ではプログラマが不足している。しかし将来的には、元請企業になるために、提案
力、プレゼンテーション能力、マーケティング力、プロモーション力を持った人材を育成
する必要がある。あわせて全体的な設計力を持つアーキテクト的人材を育成する必要があ
る。
人材育成には、学習、経験、人間性育成の３つが必要であると考えている。具体的には
それぞれ、学習は AIP による講座提供、経験は企業からの仕事の提供、人間性育成はコミ
ュニティへの参加で対応していこうとしている。
アジア進出において、英語は必要であると考えている。特に海外企業で働くレベルでの
経験が必要になってくると考えている。
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９．求めるＩＴ人材の職務
プロジェクト管理力が５０％、ソリューション提案が１０％、システム設計・テストが
２０％、詳細設計・実装が２０％の割合と考える。特に物作りにおいては、とかくエンジ
ニアは独りよがりになり、過剰な品質を求める傾向がある。顧客のニーズの妥当性を検討
しながら、着地点を見出す能力が必要である。
１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
職業人基礎力（一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成）は当然必要として、コミ
ュニケーション能力が非常に大切である。次に業務知識は顧客と同じ言葉を理解するうえ
で必要である。次に専門知識・技術が必要である。管理力や国際性は必要に応じて必要に
なってくる。道徳心は仕事に対する倫理観として必要である。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
一番に必要なのは意欲である。ＩＴに対して興味を持つこと。技術の革新が早いＩＴ業
界において技術を維持するためには必要な要素である。これからは国際性を是非持ってほ
しい。特に英語は必須となってくる。専門知識・技術は何に対してなぜ興味があるのか、
どのように使えるのかを伝えられる必要がある。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
入社前の 8 月から基本情報技術者試験レベルの自己勉強を課している。新人研修は外部
機関であるＡＩＰ等も使用しながら、３～４カ月実施している。内容はマナー、ロジカル
シンキング、プレゼン、ＰＢＬ、Ｊａｖａ言語等である。その後はＯＪＴが中心となる。
外部の講座を受けることは少ない。課題としては、先端技術に対する遅れが気になってい
る。
１３．教育機関連携への関心
学生の短期間企業研修（インターンシップ）は行っている。学生向けイベント、社員の
学校への訪問、講演は各種団体を通した依頼を受け実施している。社員の学校での授業実
施は、九産大において、３か月程度のＰＢＬ授業を実施している。この取り組みは文科省
からもうまく行った事例として評価されている。福岡県のＩＴのレベルアップにつながれ
ばと思い継続している。
学 校 と の 共 同 研 究 、 開 発 で は 2010 年 に 経 産 省 事 業 と し て 、 組 込 み 用 Ｒ ｕ ｂ ｙ 言 語
（mruby）を産学で開発した。すでにオープンソースとして公開している。
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１４．これから重要と考えられる規格・ルール・資格
ＩＴＳＳ・ＥＴＳＳは人材ロードマップとして取り入れている。運用部門においては、
ＩＴＩＬのノウハウを利用している。情報処理技術者試験は取得を推奨している。人事評
価としては参考レベルで使用してる。過去には、技術の維持を目的として同じ資格を定期
的に何回も受験させていた。ベンダー試験も同様な扱いであり、幅広く受験している。そ
の他、顧客対応も考え、ありとあらゆる資格への挑戦を推奨している。
１５．所感
Ｒｕｂｙを中心とした技術コミュニティとビジネスのつながりを意識したコミュニティ
が活発に活動しており、地域のＩＴ企業の活性化につながっている。海外に対しても目を
向けており、中小のＩＴ企業が中心となる地方においては、企業単独で発展の道を模索す
るより、コミュニティによる複数企業の発展が有効であると感じた。
以上
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ケースＮＯ．５

１．ヒアリング日時
平成２５年１２月１８日（水）１６：００～１７：３０
２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

国際電子ビジネス専門学校

教務部

国際電子ビジネス専門学校

山田

太

次長

淵上

真一

主任

神谷

圭太

管理部

部長

松村

３．対応者
クオリサイトテクノロジーズ株式会社

４．ヒアリング場所
クオリサイトテクノロジーズ株式会社

隆之

様
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

クオリサイトテクノロジーズ株式会社

所在地

〒905-2172
沖縄県名護市豊原 195-3
TEL

0980-50-0600

FAX

0980-50-0601

みらい 2 号館

Web サイト

http://www.qualysite.co.jp/

資本金

1 億円

売上高

12 億 7,775 万円

設立

2003 年 11 月 7 日

従業員数

144 名

特色

当社は、オンショアセンターとして、沖縄にて首都圏向けのサービス
を提供しております。当オンショアデータセンターでは既に、金融機
関のミッション・クリティカルな基幹システム（メインシステム）の
稼動実績があり、堅牢な設備とセキュリティ、運用実績をもとにした
運用ノウハウとあわせて、お客様のご要件に応じた最適なデータセン
ターサービスを、安心してご利用いただけます。Java 開発センター
は Java テクノロジーに特化し、首都圏のお客様向けにオンショア・
モデルによるシステム開発サービスをご提供いたします。継続的な
Java 開発スキルの育成・蓄積、フレームワークやツールの徹底活用
により、均質かつ効率の高い開発を行い、製造コストを抑制しつつ高
い品質のサービスを提供することを目指しております。

企業理念

Made in Japan
オンショアサイトより、常に高い品質と高い技術の IT サービスを提
供する。それが私たちの社名であり使命です。そして私たちクオリサ
イトテクノロジーズは、イノベーションマインド溢れる専門家集団を
目指し、情報技術の先進的活用により、お客様と沖縄県情報産業の発
展に貢献していきます。

事業内容

・Java に特化したシステム開発サービス
・データセンター運営、維持と付帯するサービス

平成 25 年度 成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業
「ブリッジＳＥの中核的専門人材養成のためのＰＢＬ教材の国際的実証と再構築」

（２）沿革
2003 年 11 月

国際情報通信・金融特区に指定されている沖縄県名護市に株式会社ビックニイウ
スを設立
資本金 1 億円、社員数 2 名でスタート

2004 年 3 月

沖縄県那覇市に那覇事務所を開設

2004 年 4 月

第 1 期新卒採用開始

2005 年 1 月

FRT 浦添センターとアット東京をつなぐ 3 拠点体制で、データセンターサービス
を開始

2005 年 7 月

本社ビル「名護市みらい 2 号館」オープン
Java 開発センターサービス開始
名護データセンターサービス開始

2007 年 6 月

沖縄県内 2 ヶ所（名護、浦添）のデータセンターを名護データセンターに統合

2008 年 9 月

主要株主がキヤノン IT ソリューションズ株式会社に異動

2008 年 10 月

データセンター利用に関してティーシス・ジャパン株式会社と業務提携

2009 年 1 月

ISO27001:2005 適合認証取得(Java 開発事業部)

2009 年 2 月

ニッセイ情報テクノロジー株式会社と資本提携

2009 年 4 月

社員 100 名突破

2010 年 7 月

ISO14001 適合認証取得
本格的に事業を開始して 5 年経過

2010 年 12 月

年商 10 億円突破

2011 年 11 月

ISO 27001 グループ認証を取得（Java 開発事業部）

2012 年 10 月

IPA 中小 IT ベンダー人材育成優秀賞

６．ヒアリング風景

特別賞受賞
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７．地域の特色
全般的に地場の仕事を行っている企業が多く、県外の仕事を行っている企業は少ない。
しかしＩＴを使う産業が育っていないため、沖縄県地場の仕事はマーケットが限られる。
一方で、カントリーリスクの顕在化により国内拠点が注目されており、東日本大震災の
教訓から、開発センターの分散も考えられており、沖縄は有力な候補地である。また、地
理的には東南アジアのハブとなりうる。
８．ＩＴ人材の状況
地域分散開発拠点として首都圏のお客様の期待に応えられるエンジニア数は多くない。
キャリア採用を行うにも、東京の業務を経験していないことが多い。沖縄の新卒者の特徴
は、
「まじめ」で育成のしがいがあり、育成環境しだいで首都圏レベルの人材になるが、反
面「おとなしすぎる」点もある。横並び意識が強く、自分から抜きんでようとしない傾向
が伺える。環境的な刺激で変化することもあるので、早めに県外の客先に出すようにして
いる。
９．求めるＩＴ人材の職務
上流から実装、テスト、保守、システム運用（ＩＴサービスマネジメント）が必要とな
る。特にシステム運用では業務理解から上流工程の担当へつながる。
１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
専門知識・技術は特に Java とその関連技術を高いレベルで習得して欲しい。
意欲も大切である。組織、顧客、自分への貢献。5 年後どうなりたいのか？ビジョンを
持って欲しい。
職業人基礎力（一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成）は業務を円滑に遂行する
ために必要である。
道徳心については、特に意識していない。沖縄県人は総じて道徳心が高い。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
ベースとなる基礎知識、Java 言語は新人研修を実施する。入社前は、資格取得よりは考
える力が欲しい。専門学科出身学生と一般学科出身学生とは入社試験を分けたいと考えて
いる。専門学科出身学生には作ったプログラムを提出いただく。
コミュニケーション能力は、社内外のいろいろな立場の方と一緒に物事を深く突き詰め
て考えられる対話力を身に付けて欲しい。
意欲と伸びしろを重視している。未経験でも学生時代までをステップに将来を切り開く
人、専門的に技術を学んできた人ならこだわりを持っている人が良い。自分で考える力を
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持ってほしい。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
新卒採用は半年の座学研修を実施後、ＯＪＴを実施している。社外教育は目標管理制度
に基づき県外も行かせている。新卒採用を基本としている。
１３．教育機関連携への関心
学生の短期間企業研修（インターンシップ）はセキュリティを厳しくしているため実施
していない。学校での授業実施は過去に沖縄高等工業専門学校で実施していたが、現在は
行っていない。社員の学校への訪問、講演は依頼があれば行う。学校との共同研究、開発
は現在行っていないが、将来は行いたい。
１４．これから重要と考えられる規格・ルール・資格
ＩＴＳＳはスキル評価にカスタマイズして使用している。ベンダー試験は OCJ-P、
CCNA、LPIC について常に上位を目指させている。ＣＭＭＩは現在レベル３を取得して
いる。会社全体のレベルアップのために取得した。ＰＭＰはプロジェクトマネージャには
取得させている。
１５．所感
都市部のＩＴ企業と安定した仕事の発注を受けている点が特徴的である。そこに至るた
めに、技術力の向上、信頼性の確保を継続的に続けてきた。その結果、新入社員に対して
も、高い技術力と深い探究心を求めている。採用において、文系学生と情報系学生を分け
て試験を行おうとしている点も、より高いレベルの学生を獲得するための方法であると推
測される。
このように都市部のＩＴ企業から確実に仕事を取る事ができる体制を作ることは、地方
のＩＴ企業が安定して成長できる一つの形である。
以上
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ケースＮＯ．６

１．ヒアリング日時
平成２５年１２月１９日（木）

１０：００～１１：３０

２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

国際電子ビジネス専門学校

主任

神谷

圭太

３．対応者
株式会社システック沖縄

４．ヒアリング場所
株式会社システック沖縄

代表取締役社長

赤嶺

宏

氏
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

株式会社システック沖縄

所在地

〒900-0032
沖縄県那覇市松山 1-32-7
TEL

098-941-5900

FAX

098-867-0056

那覇久米ビル 3F

Web サイト

http://www.s-okinawa.co.jp/

資本金

1,000 万円

売上高

2 億 6,000 万円

設立

昭和 61 年 2 月

従業員数

45 名

特色

当社はＦＡ関連業務を初めとして、通信、流通、交通、発電、放送、
報道、その他 県内外の多種多様なシステム開発、ソフトウェア開発
に携わっております。社会貢献の中での触媒としての役割を担ってい
ます。

企業理念

ただ仕事に追われる日々の繰り返しは、ストレスが溜まりますの
で、日常の仕事生活に、新たに“変化と刺激”を付け加えたいと思い
ます。
今日と言う日を生きているのだから、一日が、“明るく、楽しく、
面白く”なければ「過し甲斐」がない。
今日と言う日を一生懸命に働こうとするなら、一日が、“顧客や人
様”のためにならなければ「働き甲斐」がない。
年を重ね、仕事をしながら多くの人との出会いがあるなら、学び合
い、高め合わなければ「生き甲斐」もない。
この三つの『人生を生き抜く根本的な精神』を大切にすることで、
弊社に関わる人達が、それぞれ自分の一生をこの様に過せたら、どん
なに素晴らしいことかと思っています。そして、自らを明るく過ごす
ことが、自分を取り巻く周りに明るさを呼び起こすことと信じ、日頃
から次のコトを心掛けるようにしたいと思います。
●日々

是

人生

●人生

是

仕事

●仕事

是

朗働

●朗働

是

創造

●創造

是

日々
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事業内容

・組込み系システム開発
・交通系システム開発
・放送系システム開発
・発電系システム開発
・通信系オンラインシステム開発
・イントラマート(intra-mart)製品販売・カスタマイズ

（２）沿革
昭和 61.02

株式会社システック沖縄を那覇市泊に創立

昭和 61.04

新人を採用し技術研修で東京圏へ出向

昭和 62.10

本社事務所を那覇市前島に移転

平成 元.05

地元開催のコンピュータショー出展

平成 04.12

管理強化のため本社機構を東京に移転

平成 06.04

東京圏で技術研修中の先行部隊が復帰

平成 07.12

沖縄事務所を浦添市屋富祖に移転

平成 08.02

東京圏で技術研修中の本部隊が復帰

平成 08.04

地元にて本格的なソフト開発業務着手

平成 13.07

地元体制強化に伴い本社機構を沖縄に移転

平成 14.01

本社事務所を那覇市おもろまちに移転

平成 16.02

社員から初の取締役就任

平成 16.07

自社株保有率が親会社 70%、社員持株会 30%

平成 18.03

特定労働者派遣事業申請

平成 19.02

自社株保有率が親会社 70%、社員持株会 20%、役員株主 10%

平成 20.02

社員から初の代表取締役就任

平成 20.02

自社株保有率が親会社 70%、役員株主 15%、社員持株会 15%

平成 20.11

ISMS(情報セキュリティマネージメント)
ISO/ICE27001】認証取得

平成 21.08

本社事務所を那覇市松山に移転

平成 23.02

自社株保有率が親会社 45%、役員株主 20%、社員株主 35%、社員持株会 0%

平成 23.02

親会社の株式支配権解除に伴い役員構成を刷新

平成 23.11

ISMS(情報セキュリティマネージメント)【ISO/ICE27001】更新認証

平成 24.02

自社株保有率が社員株主 65%、役員株主 35%、社員持株会 0%

平成 24.05

自社株保有率が社員持株会 65%、役員株主 35%
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６．ヒアリング風景

７．地域の特色
沖縄県がＩＴ特区として支援をしており、県外への売り込みも積極的に行ってくれてい
る。そのためＩＴエンジニアも比較的に多く、県外の仕事が増えている。リーマンショッ
ク後は一時的に仕事が減ったが、現在はニアショアの仕事が多く、ＩＴエンジニアが不足
している。
従来の下請け的仕事とパッケージ開発の 2 本立てが主流となってきている。その他に県
外企業へのコンテンツ提供、ＥＣサイト構築、システム検証作業なども増えている。
８．ＩＴ人材の状況
Ｊａｖａ開発要員が不足している。顧客からは経験者を求められるが、経験者を育成す
る期間が無い状況である。
９．求めるＩＴ人材の職務
製品企画・顧客システム戦略立案（マーケティング）、システム提案（セールス）、プロ
ジェクト管理（プロジェクトマネジャ）が大切である。技術的な部分については、社内で
継承が出来ている。
１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
コミュニケーション能力が一番大切である。部下との会話ができること。顧客との対話
においては、顧客のニーズの吸い上げができることが求められる。業務知識は自分の担当
分野について深く理解してほしい。管理力も必要である。専門知識・技術は新しい技術、
従来の技術を分け隔てなく身に付けてほしい。ビジネスマナーは最低限身に付けてほしい。
文章理解・作成能力は重要である。国際性については、少しずつ増やしていきたいと考え
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ており、バイリンガルも採用している。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
コミュニケーション能力が一番大切である。自分の考えを言えない人が増えている。人
まねではない、自分の意見をぶつけられる人が良い。電話応対ができない人が増えている。
文章読解・作成力も不足している。セキュリティのヒューマンインシデントについて教育
をしっかりとしてほしい。専門知識・技術においては、即戦力レベルを期待していない。
資格は無いよりは有った方が良い。勉強をしたあかしであると認識している。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
新入社員には 3 か月間外部の教育機関で研修を受けさせている。レベルを揃えさせるの
が目的であるが、人脈作りも期待している。その後はＯＪＴが中心となる。社外教育は希
望者を受けさせている。役職者向けの研修を受けさせている。経験者採用はほとんど行っ
ていないが、これから増やしたい。課題としては、顧客からニーズを引き出すことが出来
る人材が育たないことである。
１３．教育機関連携への関心
学生の短期間企業研修（インターンシップ）はセキュリティの問題でやっていないが、
人材育成のためにはやっていく必要がある。学生の企業での実作業は内定者の事前研修を
兼ねて実施している。学生向けイベントは業界団体として行っている。
人材の底辺を広げるためには、中高生への教育が必要であると認識している。教育者が
ＩＴについての正しい理解を持って教えてもらいたい。
学校との共同研究、開発は過去に琉球大学と共同開発を行ったことがある。
１４．これから重要と考えられる規格・ルール・資格
ＩＴＳＳは現在使用していないが、今後キャリアパスとして取り入れていきたい。情報
処理技術者試験は報奨金を出すと共に、評価項目としても見ている。ベンダー試験は Java
や Oracle の試験を受けている。ＩＳＭＳは取得している。ＰＭＢＯＫ、ＰＭＰは中堅社
員には受講、受験させている。
１５．所感
県内の中堅ＩＴ企業として、地域に根付いた仕事を目指しており、そのためには人材育
成が大切であると認識されている。社員のスキルアップにも力を入れており、今後、教育
機関との連携やＩＴ技術者の裾野を広げるための施策も検討されている。
以上
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ケースＮＯ．７

１．ヒアリング日時
平成２５年１２月１９日（木）

１４：００～１５：３０

２．訪問者
富山情報ビジネス専門学校

学科長

山田

太

国際電子ビジネス専門学校

主任

神谷

圭太

３．対応者
株式会社 琉球ネットワークサービス

４．ヒアリング場所
株式会社 琉球ネットワークサービス

代表取締役社長

渡慶次

賀雄

氏
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５．企業情報
（１）基本情報
企業名

株式会社 琉球ネットワークサービス

所在地

〒900-0033
沖縄県那覇市久米 2 丁目 4 番 16 号三井生命那覇ビル 8F
TEL

098-864-1001

FAX

098-864-0072

Web サイト

http://www.r-net.co.jp/

資本金

3,000 万円

売上高

約 10 億円

設立

1997 年 1 月 23 日

従業員数

169 名

特色

組込み系に力を入れている。携帯、自動車、ストレージ等のかいは
つが中心となっている。またショートレンジワイヤレス機器の輸入販
売をも行っている。

企業理念

技術を活かし新しい時代を造る
琉球ネットワークサービス社員は以下の経営理念に従い、高度な開発
技術を習得して広く社会に貢献することをお約束します。
また、社員一人ひとりは行動指針に従い、人間性においても日々精進
していくことを誓います。

事業内容

ソフトウェア受託開発及びシステム開発・運用における情報技術の提
供
・組込み開発
・ソリューション開発
・通信管理システム開発
・公共システム開発
・行政向けシステム開発
・基幹システム開発
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（２）沿革
1997 年 1 月

沖縄県那覇市前島に有限会社琉球ネットワークサービスを設立

1997 年 7 月

組織変更に伴い、株式会社へ

1998 年 11 月

事業拡大の為、那覇市久米 1 丁目へ本社移転

1999 年 5 月

KDDI、沖縄通信ネットワーク株式会社と営業業務委託契約を結ぶ

2000 年 6 月

ターボリナックスジャパン株式会社の Turbo LINKS に加入

SI パートナー認

定・リテールパートナー認定
2001 年 10 月

特定労働者派遣事業の認定

2002 年 5 月

ペン型マウス」特許(意匠)取得(ペン型マウス画像)国際特許取得(国際特許画像)

2003 年 4 月

東京都千代田区に東京支社開設

2003 年 6 月

日本オラクル株式会社と OPN(Oracle Partner Network)パートナー契約を締結

2004 年 4 月

NTT コミュニケーションズ株式会社とビジネスパートナー契約を締結

2004 年 7 月

㈱フロンティアオキナワ 21 に資本参加

2004 年 7 月

事業拡大の為、東京支社を東京都港区に移転

2005 年 1 月

「中小企業経営革新支援法」に基づく経営革新計画承認企業に認定

2005 年 2 月

事業拡大の為、那覇市久米 2 丁目へ本社移転

2005 年 4 月

IT 企業 5 社合同企業奨学制度実施

2005 年 5 月

日本オラクル主催「第 8 回全国縦断!Oracle Technology Seminar」に協賛参加

2005 年 6 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において 3 年連続受賞

2005 年 12 月

サン・マイクロシステムズ株式会社、日本オラクル株式会社主催

「 Java

Seminar in Okinawa」に協賛
2006 年 1 月

2,000 万円の増資により資本金 3,000 万円となる

2006 年 6 月

株式会社アプリックスと提携、品質評価業務を開始

2007 年 1 月

エンプレックス株式会社と Business Partner 契約を締結

2007 年 4 月

LLP「組込技術推進プロジェクト」設立

2007 年 6 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において 4 年連続受賞

2007 年 8 月

プライバシーマーク認定(JIPDEC 第 A822506(01)号)

2007 年 11 月

第 3 回「沖縄ベンチャーフォーラム」にパネリスト参加

2008 年 5 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において 5 年連続受賞

2008 年 9 月

CEATEC JAPAN 2008 に出展

2009 年 1 月

財団法人 21 世紀職業財団沖縄事務所長より「職場風土改革促進事業主」に指定

2009 年 1 月

組織改革

2009 年 5 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において 6 年連続受賞

2009 年 7 月

IT Flogs 2009 へ協賛

2009 年 8 月

RUSSIAN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES と技術面で業務提携

2010 年 2 月

駐日大使との意見交換会

2010 年 6 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において 7 年連続受賞

2010 年 6 月

NEC ソフト沖縄(株)様より平成 22 年度下期プロジェクト 2 年度目の受賞
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2010 年 7 月

平成 22 年度経済産業省 「中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための
支援事業」公募採択

2010 年 11 月

沖縄県ワーク・ライフ・バランス企業認証決定

2010 年 12 月

中央職業能力開発協会より認定を受け、緊急人材育成支援事業(基金訓練)講座を
開講

2010 年 12 月

那覇市の推薦を受け、沖縄県 IT ビジネスアワード受賞

2011 年 4 月

第 2 開発事業部において、ISMS 認証取得 (ISO27001 規格)

2012 年 5 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において受賞

2012 年 5 月

電気通信事業資格取得

2012 年 8 月

一般労働者派遣事業の許可認定

2012 年 9 月

スウェーデン connectBlue AB 社と代理店契約を締結

2012 年 9 月

デンマーク RTX A/S 社と代理店契約を締結

2013 年 5 月

NEC ソフト沖縄(株)様”パートナー会社表彰制度”において受賞

2013 年 5 月

NPO 法人 3G シールドアライアンスに加盟

2013 年 5 月

琉球クラウドサービスの提供を開始

６．ヒアリング風景

７．地域の特色
東南アジアに一番近い位置にあるため、海外のＩＴ企業との交流が多い。沖縄と香港間
を直接繋ぐ海底ケーブルがある。東京のＩＴ企業がオフショア開発の前線基地として沖縄
を使うことが多い。
県庁もＩＴをバックアップしている。税制優遇があり、人件費も 2～3 割東京より安い。
県外からの進出が平成 2 年度 67 社、6973 人が平成 20 年度には 263 社、23741 人になっ
た。災害が少ないことからデータセンタの建設も増えている。
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８．ＩＴ人材の状況
全職種の人材が不足している。特に組込みプログラマが足らない。県内外の仕事を断っ
ている。中途採用募集を行ってもなかなか集まらない。県内志向が強い。
９．求めるＩＴ人材の職務
プロジェクト管理（プロジェクトマネジャ）が 1 番重要である。仕事の内容、実現方式
を顧客と話すことが出来る人がキーマンとなる。
専門技術対応も必要でデータベース、ネットワーク、セキュリティはある程度出来るよ
うになってほしい。
１０．ＩＴエンジニアに必要な能力・スキル・レベル
管理力、コミュニケーション能力が 1 番大切である。次に専門知識・技術、業務知識が
大切である。意欲も重要である。国際性は今後必要となる。外国人と対等に話ができるレ
ベル、ビジネスレベルまで達してほしい。沖縄の県民性からか、県外でも高い道徳性を褒
められている。
１１．ＩＴエンジニアとして入社前に身に付けるべき能力・スキル・レベル
コミュニケーション能力が１番大切で、最近はメールだけに頼りすぎている感がある。
直接コミュニケーションを取る必要がある。職業人基礎（一般常識、ビジネスマナー、文
章読解・作成）が２番目に大切である。意欲も同様に大切で、目標を持って、自分で考え、
結果を出すサイクルを持ってほしい。
専門知識・技術では基本情報技術者はせめて持っていてほしい。文系出身の学生でも内
定後に資格を取らせている。国際性はあれば良い。
１２．ＩＴエンジニアの育成方法・状況・課題
社内教育は内定者の早期研修としてダミープロジェクトを設計、製造、テストまで 1，2
か月かけて実施している。新人研修は 2 週間共通として行い、その後出来上がった新入社
員から配属していく。資格取得の勉強会は行っている。社外教育は県の人材育成事業を利
用して受けさせている。経験者採用も行っている。
課題は社員が忙しくて、集合教育を行えない。県内に専門講師がいないため、県外から
呼ぶことになり、受講料が高くなる。
ヒューマンセキュリティの教育が大切である。全社員が年 1 回セキュリティ教育とテス
トを受けさせている。監査も受けている。新技術の動向を知ることも大切で、シリコンバ
レーの最新技術情報は収集している。
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１３．教育機関連携への関心
学生の短期間企業研修については、高校生やポリテクの学生向け 3 日間程度実施したこ
とがある。基本的にはセキュリティの問題がありプロジェクトメンバ以外は入れない。
学生向けイベントはやっていないが、人材の裾野を広げるためには必要であると考えて
いる。
社員の学校での授業実施は以前行っていた。次年度から再開を検討している。社員の学
校への訪問、講演は組込技術推進プロジェクトとして実施している。社員の学校での教育
は夜間の学校へ通っていた人はいた。
産学官での共同研究、開発は多数の実績があり、今後もやっていきたい。
１４．これから重要と考えられる規格・ルール・資格
ＩＴＳＳは参考程度に利用している。情報処理技術者試験は取得を奨励している。資格
手当の支給や昇格の参考にしている。ベンダー試験は Oracle を中心に数多く受験させて
いる。ＩＳＭＳは取得している。ＰＭＢＯＫは受験させている。ＰＭＰは日本版のプロジ
ェクト管理の仕組みを利用している。
１５．所感
県外の仕事を受注するために、プロジェクトごとに部屋を分けるなど、セキュリティ及
び製品管理に非常に気を使っている。またＩＴ技術者育成のための社会的貢献や教育機関
との共同開発も積極的に行っており、外部とのつながりを大切にしている。更に海外企業
との取引も行っており、沖縄が地理的に海外とつながり易いことを活用している。

以上

人材育成についてのアンケート結果

●調査時期
平成26年1月9日～1月20日
●調査対象
（一社）富山県情報産業協会 会員企業
●発送数

48 件

●回答数

11 件

●回答率

22.9%

＜調査企業プロファイル＞
■資本金
資本金(万円)
500～600
1,000～5,200
20,000以上
合計

企業数
2
7
2
11

回答率
18.2%
63.6%
18.2%
100.0%

500～600
18.2%

20,000以上
18.2%

資本金

1,000～5,200
63.6%

■従業員数
従業員数
50未満
50～100未満
100以上
500以上
合計

人数
3
4
3
1
11

回答率
27.3%
36.4%
27.3%
9.1%
100.0%

500以上
9.1%

100以上
27.3%

50未満
27.3%

従業員

50～100未満
36.4%

■従業員数に対する技術者の割合
従業員数に対して技術者の割合
企業数
50％未満
3
50％以上
8

50％未満
27.3%

50％以上
72.7%

＜アンケート集計結果＞
１．ＩＴエンジニアについての質問
(1)

ＩＴエンジニアに求められる業務内容を優先順位の高い順に最大５つまで選んで下さい。
項目
回答数
回答率
① 製品企画・顧客システム戦略立案（マーケティング）
4
7.8%
② システム提案（セールス）
8
15.7%
③ システム開発支援（コンサルタント）
4
7.8%
④ 要求分析・アーキテクチャ設計
9
17.6%
⑤ プロジェク管理（プロジェクトマネジャ）
10
19.6%
⑥ 専門技術対応
1
2.0%
⑦ システム設計・テスト
6
11.8%
⑧ 業務パッケージ導入
0
0.0%
⑨ 詳細設計・実装
4
7.8%
⑩ ハードウェア・ソフトウェア導入
0
0.0%
⑪ システムカスタマイズ・保守
2
3.9%
⑫ システム運用（ＩＴサービスマネジメント）
1
2.0%
⑬ サービスデスク（ＩＴサービスマネジメント）
1
2.0%
■その他、と回答したその内容
項目
⑭ その他
1
2.0%
S.No
合計
51
100.0%
6 コミュニケーション能力,業務知識,熱意,発想力

製品企画・顧客システム戦略立案（マーケティング）
システム提案（セールス）
システム開発支援（コンサルタント）
要求分析・アーキテクチャ設計
プロジェク管理（プロジェクトマネジャ）
専門技術対応
システム設計・テスト
業務パッケージ導入
詳細設計・実装
ハードウェア・ソフトウェア導入
システムカスタマイズ・保守
システム運用（ＩＴサービスマネジメント）
サービスデスク（ＩＴサービスマネジメント）
その他

0

2

4

6

8

10

12

回答数

(2)

上記業務内容を達成するために必要となる能力・スキルを優先順位の高い順に最大５つまで選んで下さい。
項目
回答数
回答率
① 専門知識・技術
8
15.1%
② 業務知識
6
11.3%
専門知識・技術
③ 管理力
9
17.0%
④ コミュニケーション能力
11
20.8%
業務知識
⑤ 意欲
10
18.9%
管理力
⑥ 職業人基礎力*
4
7.5%
⑦ 国際性
2
3.8%
コミュニケーション能力
⑧ 道徳心
2
3.8%
意欲
⑨ その他
1
1.9%
合計
53
100.0%
職業人基礎力*
国際性

*一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成

道徳心
■その他、と回答したその内容
S.No 項目
1 発想力(アイディア)

その他

0

5

10

15
回答数

(3)

入社前に学校等で身に付けるべき能力・スキルを優先順位の高い順に最大５つまで選んで下さい。
入社前に学校等で身に付けるべき能力・スキルを優先順位の高い順に最大５つまで選んで下さい。
項目
回答数
回答率
コンピュータ全般知識
8
16.0%
専門知識・技術
6
12.0%
コンピュータ全般知識
業務知識
2
4.0%
専門知識・技術
管理力
3
6.0%
コミュニケーション能力
10
20.0%
業務知識
意欲
8
16.0%
管理力
職業人基礎力*
8
16.0%

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧ 国際性
⑨ 道徳心
⑩ その他
合計

*一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成

2
3
0
50

4.0%
6.0%
0.0%
100.0%

コミュニケーション能力
意欲
職業人基礎力*
国際性
道徳心
その他

0

5

10
回答数

15

２．人材育成についての質問
(1)

御社でのＩＴエンジニアの育成方法と課題について記載して下さい。

①育成方法
回答
S.No
1 入社後の新人研修の後はOJT
2 実務での一部開発
3 年間教育計画を立て、研修等を受講
4 研修とOJTを基本とし、実務を通して役割の変更(ステップアップ)を図る。
5 外部研修の受講
6 自社独自カリキュラム、OJT、専門技術研修
9 内定研修、新人社員研修、OJTを通じて社会人として必要なスキルを身につける。
10 OJT、集合教育
11 OJT
②課題
回答
S.No
1 教育に専任できる要員がいない。教育をかねられるような業務がない。
2 実務にて行うためその時期により異なる。
3 県内の教育機関が限られる。費用がかかる。
4 中長期スパンでの育成計画の立案。事業方針とのマッチング。
5 PM能力不足
6 フォローが少ない、フィードバックが少ない
8 10年来新規採用を行っておらず、協力会社からの出向派遣職員に頼っている。
9 やる気が伺えない者が増えている。(働く意欲の低下?
11 指導員の社員の業務量が多いので指導にかけられる時間が少ない
(2)

教育機関連携への関心について該当する項目に丸を付け、具体的な内容を記載して下さい。

①学生の短期間企業研修（インターンシップ）の受け入れ
項目
回答数
回答率
実施している
7
58.3%
関心がある
2
16.7%
関心がない
3
25.0%
合計
12
100.0%

関心がない,
25.0%
実施してい
る, 58.3%

関心がある,
16.7%

■実施している、その内容
S.No
1 本社で実施
2 通常業務内の一部開発
9 約2週間の実務研修
10 パソコン設定(設定作業があるとき)

項目

■関心がある、その理由
項目
S.No
4 授業で学ぶ内容と実務とのギャップを実感してもらうことは、IT業界の理解の一助になる。
11 学生、企業双方にメリットがるので
■関心がない、その理由
S.No
3 与える仕事がない
5 一定レベルがない者を受け入れるのは無理
②企業の実作業を学生に行わせる
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

回答数
4
1
6
11

項目

回答率
36.4%
9.1%
54.5%
100.0%

実施してい
る, 36.4%
関心がな
い, 54.5%

関心がある,
9.1%
■実施している、その内容
S.No
2 インターンにて実施している。
10 パソコン設定

項目

■関心がある、その理由
S.No
11 単純な開発業務を行ってもらえると助かるので

項目

■関心がない、その理由
項目
S.No
1 業務はそんなに単純ではない。ただし、システム運用のサポートをしてもらった実績はある。(本社のみ)
3 与える仕事がない
4 結果保証の責任という点を考えると難しい。インターンシップとして体験するレベルでは可能かも。
5 一定レベルがない者を受け入れるのは無理
9 実際にお客様の業務を行わせることは困難
5 一定レベルがない者を受け入れるのは無理

③学生を対象としたイベントの実施
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

回答数

回答率
1
2
8
11

実施してい
る, 9.1%

9.1%
18.2%
72.7%
100.0%

関心がある,
18.2%
関心がない,
72.7%

■実施している、その内容
項目
S.No
8 富山県情報産業協会主催のITサマーキャンプに支援を行っています。(高校、高専生対象)
■関心がある、その理由
項目
S.No
4 授業で学ぶ内容と実務とのギャップを実感してもらうことは、IT業界の理解の一助になる。
5 IT技術レベルを知りたい(学生の)
■関心がない、その理由
S.No
1 当社のみではイベント実施する規模にない。
3 イベントを実施する余裕がない。採用人数が少ない。
6 イベントイメージが分からない。
9 時間的余裕がない
11 時間がとれないので

④社員が学校で授業を実施
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

回答数
1
1
4
6

項目

回答率
16.7%
16.7%
66.7%
100.0%

実施してい
る, 16.7%

関心がない,
66.7%

■実施している、その内容
S.No
6 PBL、ネットワーク、DB関連など

項目

■関心がある、その理由
S.No
1 適任者がいれば(現在なし)

項目

■関心がない、その理由
項目
S.No
3 余力がないため
4 授業となると提供すべき内容のレベルが大切である。系統だって実施するだけの経験知もない。
5 目的が不明
9 時間的余裕がない
11 時間がとれないので

関心がある,
16.7%

⑤社員が学校で講演を実施
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

回答数
5
1
4
10

回答率
50.0%
10.0%
40.0%
100.0%

関心がない,
40.0%

実施してい
る, 50.0%

関心がある,
10.0%

■実施している、その内容
項目
S.No
3 高校より依頼があり、ITエンジニアの仕事について実施したことがあります。
4 業界・職務内容の説明。OB/OGとのコミュニケーション。学生と企業との意識のギャップ。
6 卒業生による講演
10 社会人になる為に必要なこと
■関心がある、その理由
S.No
1 適任者がいれば(現在なし)

項目

■関心がない、その理由
S.No
5 目的が不明
9 時間的余裕がない
11 時間がとれないので

⑥社員を学校で教育させる
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

項目

回答数
2
3
5
10

回答率
20.0%
30.0%
50.0%
100.0%

実施してい
る, 20.0%
関心がない,
50.0%

関心がある,
30.0%
■実施している、その内容
S.No
3 ポリテクの研修受講

項目

■関心がある、その理由
S.No
9 必要なスキルを身につけさせる期間が少ないため

項目

■関心がない、その理由
S.No
4 現在実施している研修制度で対応可。
6 教育のレベルが不明なため
11 短期ならよいが長期間は難しい

⑦学校との共同研究、開発の実施
項目
実施している
関心がある
関心がない
合計

項目

回答数
2
5
5
12

回答率
16.7%
41.7%
41.7%
100.0%

実施してい
る, 16.7%
関心がない,
41.7%

関心がある,
41.7%

■実施している、その内容
S.No
2 システム開発
7 実装、ネットワーキング

項目

■関心がある、その理由
項目
S.No
これからは大手企業だけではなく、いろんなコラボによりアイディアがあれば、いろんなチャンスはあると思うが、実際現
1 実は費用面でかなり厳しい。
4 先行技術の検証を通して新サービスへの適用を図る。
6 メリットを得る事ができれば良いと感じる
11 研究に時間をかけてる余裕がないので
■関心がない、その理由
S.No
3 請負開発が主である。
9 時間的余裕がない

項目

２．人材育成についての質問（続き）
(3)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

これから重要と考えられる規格・ルール・資格に丸を付けて、理由を記載して下さい。
項目
回答数 回答率
ＩＴＳＳ
6
20.7%
ＩＴＳＳ
2
6.9%
ＩＴＩＬ
共通フレームワーク
ＩＴＩＬ
1
3.4%
(SCLP-JCF)
共通フレームワーク(SCLP-…
情報処理技術者試験
5
17.2%
ＩＳＭＳ
5
17.2%
情報処理技術者試験
ＣＭＭＩ
1
3.4%
ＩＳＭＳ
ＰＭＢＯＫ
2
6.9%
ＣＭＭＩ
ＰＭＰ
3
10.3%
ベンダー試験
3
10.3%
ＰＭＢＯＫ
その他
1
3.4%
ＰＭＰ
合計
29
100.0%
ベンダー試験
その他

0

1

2

3

4

5

6
回答数

①ＩＴＳＳを選択、その理由
S.No
2 スキルの指標として有効
4 業界標準の基準として参照する。
6 顧客要望
9 規格をマッチングさせやすい
10 業界の技術標準
②ＩＴＩＬを選択、その理由
S.No
4 運用サービスの標準として参照する。
6 運用、保守業務を実施する際に必要

回答

回答

③共通フレームワーク（ＳＬＣＰ－ＪＣＦ）を選択、その理由
回答
S.No
4 主流のフレームワークの一つである。

④情報処理技術者試験を選択、その理由
回答
S.No
4 業界全体のスキル計測の基準
6 技術者の免許証
10 ITSSを運用するとき時の知識レベルの測定

⑤ＩＳＭＳを選択、その理由
回答
S.No
4 セキュリティ認証・運用の基準として必須
6 企業コンプライアンス
10 情報量をしっかりやっているとお客様に理解していただけるので

⑥ＣＭＭＩを選択、その理由 なし
⑦ＰＭＢＯＫを選択、その理由
S.No
4 プロマネの知識体系の標準の一つである。

⑧ＰＭＰを選択、その理由
S.No
4 対外的に運用する資格の一つである。
6 リーダー育成のいため
9 プロジェクトマネージャ育成のため

回答

回答

⑨ベンダー試験を選択、その種類と理由
回答
S.No
3 種類:マイクロソフト,Vmware等。理由:実務に直結するため。
4 オラクル、ネットワーク技術者の標準の一つ。
6 種類:ORACLE、LPIC、Ruby 理由:業務で利用頻度が高い

⑩その他を選択、その種類と理由
S.No
4 RED HAT,VMWARE、LINUX、仮想は必須。

回答

7

■人材育成についてのアンケート■
お手数ですが、以下のアンケート用紙に必要事項をご記入いただき、
ＦＡＸ(0766-55-0757)でのご回答をお願いします。

■御社プロファイル
御社名
ご記入者

役職

資本金

従業員数

技術者数

外国人数

１．ＩＴエンジニアについての質問
※ＩＴエンジニアとは今後の企業の発展に必要となる中堅エンジニアを指す。
（１） ＩＴエンジニアに求められる業務内容を優先順位の高い順に最大５つまで選んで
下さい。
①製品企画・顧客システム戦略立案（マーケティング）
②システム提案（セールス）
③システム開発支援（コンサルタント）
④要求分析・アーキテクチャ設計
⑤プロジェク管理（プロジェクトマネジャ）
⑥専門技術対応
⑦システム設計・テスト
⑧業務パッケージ導入
⑨詳細設計・実装
⑩ハードウェア・ソフトウェア導入
⑪システムカスタマイズ・保守
⑫システム運用（ＩＴサービスマネジメント）
⑬サービスデスク（ＩＴサービスマネジメント）
⑭その他（
順位
項番

）
１

２

３

４

５

（２） 上記業務内容を達成するために必要となる能力・スキルを優先順位の高い順に最大
５つまで選んで下さい。
①専門知識・技術
②業務知識
③管理力
④コミュニケーション能力
⑤意欲
⑥職業人基礎力（一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成）
⑦国際性
⑧道徳心
⑨その他（
順位

）
１

２

３

４

５

項番

（３） 入社前に学校等で身に付けるべき能力・スキルを優先順位の高い順に最大５つまで
選んで下さい。
①コンピュータ全般知識
②専門知識・技術
③業務知識
④管理力
⑤コミュニケーション能力
⑥意欲
⑦職業人基礎力（一般常識、ビジネスマナー、文章読解・作成）
⑧国際性
⑨道徳心
⑩その他（
順位
項番

）
１

２

３

４

５

２．人材育成についての質問
（１）御社でのＩＴエンジニアの育成方法と課題について記載して下さい。
①育成方法
（

）

②課題
（

）

（２）教育機関連携への関心について該当する項目に丸を付け、具体的な内容を記載して
下さい。
①学生の短期間企業研修（インターンシップ）の受け入れ
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

②企業の実作業を学生に行わせる
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

③学生を対象としたイベントの実施
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

④社員が学校で授業を実施
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

⑤社員が学校で講演を実施
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

⑥社員を学校で教育させる
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

⑦学校との共同研究、開発の実施
・実施している（内容：

）

・関心がある

（理由：

）

・関心がない

（理由：

）

（３）これから重要と考えられる規格・ルール・資格に丸を付けて、理由を記載して下さ
い。
①ＩＴＳＳ

（理由：

）

②ＩＴＩＬ

（理由：

）

③共通フレームワーク（ＳＬＣＰ－ＪＣＦ）
（理由：

）

④情報処理技術者試験
（理由：

）

⑤ＩＳＭＳ

（理由：

）

⑥ＣＭＭＩ

（理由：

）

⑦ＰＭＢＯＫ（理由：

）

⑧ＰＭＰ

）

（理由：

⑨ベンダー試験（種類：
（理由：
⑩その他（

）
）
）

（理由：

）
アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。
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I. はじめに
第二次世界大戦直後のフィリピン共和国はアジア全体で、最も豊かな先進国であった。
その為に、終戦直後の当時の日本政府はフィリピンを日本国復興モデルの国として検討された記
録が国立図書館に残っている。
日本とフィリピンの関係を歴史で遡れば、戦国時代の千利休が茶壷をルソンから輸入し、豊臣秀
吉に追われたキリシタン大名の高山右近は、当時スペインが支配するルソン島から大歓迎を受けで
マニラ近郊に日本人村を拓いた。
明治中頃には日本から貧しい日本人 5,000 名以上がフィリピンの北ルソン島 （バギオ市） へ出
稼ぎ労働者として或いは移住している。 その様子を描いた織田作之助の小説「ベンゲットの虎」に
は、明治・大正・昭和の日本人が持つフィリピンのイメージと今日のそれは随分とかけ離れている。
平成時代の日本人がイメージするフィリピンは、日本のマスコミが流す読者受けする風俗的な報
道が多く、観光ガイドブックや旅行案内パンフレットや PR が少ないためなのか、他のアセアン諸国より
マイナスイメージの先入観が強いように思われる。
フィリピンに対する偏見的な先入観は世界がグローバル化する中で、海外進出を狙う日本企業の
ビジネスマインドをミスリードさせ、ビジネスチャンスを損失させている可能性が大きい。
日本はフィリピンの最大投資国であるにもかかわらず、日本人のフィリピンへの理解度や情報は量
的にも質的にも他のアジア新興国と比較して劣っている。
日本人が未だ気がついていないフィリピンの人的資源の活用は、日本の中小企業の国際化につ
ながる。
昨今のフィリピン経済は日本の高度経済成長を迎えた昭和 40 年代と同じ人口ボーナス期を迎え、
フィリピンの経済成長ぶりは世界中から注目を浴びている。
欧米の行政機関や投資ランク付けの企業は投資適格の国として見直しており、この国の経済成
長は勢いに乗っている。
人口ボーナス期に入ったフィリピンは豊富な質の高い労働力を有し、人件費コストは安く、国民の
90％以上が世界共通語の英語を話し、国民の識字率はアジアでトップ、世帯の家計の教育費支
出割合がアジアで一番の教育熱心さ・・・など、フィリピンは投資対象国として魅力があり、他のアセア
ン諸国への投資と比べても見劣りがしない。
日本は 1995 年頃から、フィリピンの電子産業（モノづくりのハード）の製造輸出に大きく貢献してい
るが、同じ頃に欧米諸国はフィリピンの英語力資源に着目して、コールセンターや IT-BPO （IT-ビ
ジネス・プロセス・アウトソーシング） 等、所謂 ICT 産業 （情報のソフト産業） に力を入れてきた。
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その成果として、数年後の ICT サービス産業はフィリピン国家予算の半分近くに達する売上規模に
成長すると言われている。
この IT ブリッジ SE プロジェクトの報告書は、アジアの劣等生であったフィリピンが、経済成長国へと
脱皮した第 3 次サービス産業の IT 産業の背景を探りながら、今後の日本とフィリピンの IT ビジネスの
オフショァーの見通しをレポートした。
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II. フィリピン共和国の概要
1） フィリピン共和国の基本情報
面積

約 30 万 K ㎡（日本の約 8 割）。 島数は 7,109 の島国である。

人口

約 9,420 万人（2011 年推定値、フィリピン国勢調査）
・平均年令 23 才 （参考までに日本人の平均年令は 45 才）
・41％が 20-44 才
・16％が 45-64 才
・ピラミッド型の人口構成図
脚注※1： 人口構成図参照
一国の人口構成で、子供と老人が少なく、生産年令人口が多い人口構成の状態、豊
富な労働力で、その国の高度の経済成長が見込まれる。

首都

首都圏マニラ （人口約 1,155 万人） 16 の市から構成
1．ケソン、2．マニラ、3．カロカン、4．パシッグ、5．バレンズエラ、6．タギッグ、7．ラスビ
ニャ、8．パラニャーケ、9．マカティ 10．マリキナ、11．モンテンルパ、12．パサイ、13．マ
ラボン、14、マダルーヨン、15 サンファン、16．ナボタス

民族

マレー系が主体。ほかに中国系、スペイン系及びこれらとの混血並びに少数
民族がいる。

言語

国語はフィリピノ語、公用語はフィリピノ語及び英語。80 前後の方言がある。

宗教

ASEAN 唯一のキリスト教国。国民の 83％がカトリック、その他のキリスト教
が 10％。イスラム教は 5％（ミンダナオ島ではイスラム教徒が人口の 2 割以上）

平均寿命

男性 69.5 歳、女性 73.9 歳（フィリピン国家統計局）

識字率

95.6％（2008 年調査フィリピン国家統計局）

＜資料引用： フィリピン中央国立銀行＞
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2）フィリピンの人口構成/人口ボーナス
脚注※1： 人口構成図参照

＜資料引用： U.S. Department of Commerce＞

＜男＞

7 百万 5.6

4.2

＜女＞

2.8

1.4

0

0

1.4

2.8

4.2

5.6

7 百万

フィリピン人口（単位：百万人）

3） フィリピンの基礎経済データー
GDP

＜資料引用： 比国国家統計局＞

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

1,669

1,610

1,887

1,996

2,248

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

1,624

1,845

1,746

2,123

2,345

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

7.3

4.6

1.1

7.6

3.9

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

2.9

8.3

4.1

3.8

4.6

輸出総額

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

（US 億$）

505

491

384

515

483

（US 億ドル）
一人当り GDP
（US$）
経済成長率
（％）
物価上昇率
（％）

フィリピンの国別貿易取引量％
輸出国 2011 年

日本

米国

中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

香港

（シェァ-順）％

18.4

14.7

12.9

8.9

7.7

輸入国 2011 年

日本

米国

中国

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ

韓国

（シェァ-順）％

10.8

10.8

10.1

8.1

7.3
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4） フィリピン人の日本留学生数と文化援助
①

国際交流基金の対フィリピン事業実績（金額ベース）は、2010 年度は 1 億 7200 万円。
2011 年 5 月時点の国費及び私費を含めた在日フィリピン人留学生数は 498 名。

② 日本の対フィリピン文化無償援助協力は 1976 年から開始され、2012 年度までに 44 件、
総額 18 億 780 万円を供与。
2011 年度の海外から日本への留学生数
国別留学生

留学生数

構成比%

国別留学生

中国

87,533

63.4

モンゴル

1,170

0.8

韓国

17,640

12.8

ミャンマー

1,118

0.8

台湾

4,571

3.3

スリランカ

737

0.5

ベトナム

4,033

2.9

インド

573

0.4

マレーシア

2,417

1.8

フランス

530

0.4

タイ

2,396

1.7

フィリピン

498

0.4

インドネシア

2,162

1.6

ドイツ

393

0.3

ネパール

2,016

1.5

英国

364

0.3

アメリカ

1,456

1.1

サウジアラビア

336

0.2

バングラデッシュ

1,322

1.0

ロシア

331

0.2

＜資料引用：独立行政法人日本学生支援機構＞

5） 在フィリピン日本人と在日本のフィリピン人
① 在留邦人（2011 年 10 月時点、在留届）
日本人数： 17,702 人
② 在日フィリピン人（2011 年 10 月時点外国人登録数）
フィリピン人数： 209,376 人
＜資料引用：マニラ日本大使館＞

留学生数

構成比%

9

III. フィリピンの経済成長と電子産業
１） フィリピンの経済成長の推移
今から 50 年ほど前の 1960 年代、フィリピンの一人当たり国民所得はアジア第 2 位で、その上に
位置するのは日本だけだった。
だがそれから 10 年後の 1970 年頃には韓国と台湾に追い越され、1980 年代にはマレーシアとタイに
抜かれ、そして 1990 年代後半には中国にも追い抜かれた。
フィリピンは世界の経済成長から取り残され、この国の産業は相変わらず財閥系企業などの一握
りの同族会社に牛耳られていた。
1980 年代までは、長期経済プロジェクトが頓挫することが多く、天然資源に恵まれ、人的資源が
豊富でも、経済発展から取り残されて、フィリピンはアジアの劣等生だと言われて来た。
フィリピンの第一次産業の農業部門の GDP シェアは、この 30 年間連続して減少しているが，これ
に代わる産業の地位を占めたのは第二次産業の製造業を飛ばして、第三次産業の部品加工サー
ビスである電子製品の輸出産業と通信分野の発展が目覚ましい。
フィリピンの IT 関連の電子輸出産業が急成長したのとは逆に、第一次産業の産業規模が減少し、
特に農産物の輸出総額は、2005 年頃から 5％台に激減した。

農林水産業

工業

商業

農林水産業,
698,736ペソ
（11%）

商業
3,591,549ペソ
（57%）
＜参考引用： NSCB （国家統計調整局）＞

工業,
2,024,580ペソ
（32%）
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２） IT 関連産業 電子産業と IT-BPO 産業
① 電子産業の現状
フィリピン政府は、マルコス政権時代の 1980 年代はじめにフィリピン・北ルソンのバギオにアメリカのテ
キサス･インスツルメンツの工場誘致に成功した。
数年後、日本は 1980 年代半ばに生じた円高の時期に、日系企業の海外進出･移転も進み出
し、現在のフィリピン電子産業を形成した。 この時代に進出を果たした主な企業は日本電産コパル、
矢崎総業、共立、旭ガラス、ローム、クラリオンなどと同時期に台湾系・韓国系の海外企業もフィリピ
ンに進出し始めた。 そして 1990 年代には、日立、東芝、富士通、NEC が進出、ハードディスクド
ライブ（HDD）製造事業がほぼ同時期に開始された。
こうした電子産業の成長と発展には、フィリピン政府のフィリピン経済区庁(PEZA)や投資委員会
(BOI) が実施する各種優遇措置が、海外企業のフィリピン進出に大きく寄与している。
PEZA や BOI がある経済特別地区のルソン島のラグナ地区、カビテ地区、スービック地区、クラーク
地区やセブ島などに進出した海外企業の電子工業製品の海外輸出は多い時にはフィリピンの総輸
出額の 60％を超えるまでに成長した。
<フィリピン電子産業の市場規模（2000～2010 年）>
単位：10 億＄
フィリピン総輸出額と電子産業規模の割合

電子産業/

39,598

26,645

67

2005 年

41,223

27,304

66

2006 年

47,028

29,718

63

2007 年

50,500

31,023

61

2008 年

49,080

28,501

58

2009 年

38,436

22,182

57

2010 年

51,393

31,079

61

年

04
20

03
20

20

02

年

年

年
00

01
20

20

年度

＜参考引用：BOI (商務省 投資委員会)＞

フィリピン電子製品の製造企業は日系企業とも緊密な関係をつくりながら、例えばフィリピンの電子
製造メーカーである IM I (Integrated Microelectronics, Inc.) 社のように、プリント基板などの製造
から始めた地場企業が、組み立て工程の委託生産（EMS）事業にまで展開している。

年

2004 年

年

67

10

24,168

20

36,231

年

2003 年

09

69

08

24,321

20

35,066

年

2002 年

20

68

年

21,909

07

32,150

20

2001 年

9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

年

71

電子産業輸出額

06

27,166

05

38,077

全輸出額

20

2000 年

総輸出 ％

年

電子産業

20

総輸出額

単 位 1 0 億 ドル

年
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② 電子産業の課題
フィリピンの総輸出の 60％超えした電子産業の事業規模が拡大した割合にもかかわらず、電子
部品の国内調達比率は低い。
その背景には金型を含めた部品産業などが日本をはじめとする外国資本によってカバーされ、フィ
リピン国内の基礎技術の構築と蓄積が未成熟であると言われている。
その理由は、高度な技術が要求される電子産業の部品供給を全面的にフィリピン国内で引き受
けできる生産体制が取られていないので、日本からの電子部品の輸入とその輸入部品の加工作業
が中心の産業構造がその要因である。
その為にフィリピンの第二次産業の発展が伸びず、日本のように第一次産業から第二次産業では
なく、いきなり第三次産業に発展したので、工場など大口の労働力を雇用する産業規模が少ない
のでフィリピンの失業率 ＜脚注※2＞ も高くなっている。
＜脚注※2＞ フィリピン国家統計局によると、2011 年の失業率は 7％である。
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IV 通信インフラとネット環境/携帯電話
１） インターネット普及率とモバイルの普及率
フィリピンのインターネット利用者数はすでに 2500 万人になるといわれており、国民 （約 1 億人
/2012 年現在） のうち、4 人のうち、一人が何かしらの形でインターネットを利用している。
インターネット固定回線の普及率は 4%程度とまだまだ低い数値だが、インターネットユーザーの
多くはネットカフェや会社オフィス、最近ではポケット Wi-Fi 型の 3G ネットワークサービスなどを通じて
接続している。
一方、携帯電話の普及率は非常に高く、2010 年時点で人口の 8 割を超える約 8300 万台、
2013 年には携帯電話と iOS の合計台数は 1 億台以上と予想されている。
ユーザーのほとんどがテキスト送信サービス（SMS）の利用を目的に携帯電話を使っており、フィ
リピンの 1 日の SMS 流通量は 1 日あたり約 7 億件に達する。
これはヨーロッパ全体の 1 日当たりの SMS 流通量に相当し、世界で最も SMS 利用が盛んな
国はフィリピンだといわれている。
その中で 3G 携帯の普及率は、2010 年時点で全携帯端末保有者の 7% 程度いる。 2012 年
の保有台数は公開されていないが、2012 年現在は 9～10% 程度であると予想されている。
ユーザーの多くは 2G 携帯が主流で、Android や iPhone のスマートフォンの普及率は 3G 携帯
保有者の 3 割程度といわれているので、まだまだ増加する傾向だ。
因みに数年前からフィリピン ブランドの“チェリー” （メイド・イン・チャイナ） の携帯電話の最安
値が 1 台 600 ペソ（約 1,300 円）、i-PAD が 7000 ペソ（約 16,000 円））で販売されており、フィリ
ピンの低所得者層の間では人気がある通信端末機である。
２） フィリピンのパソコン通信
フィリピンの 2011 年 6 月現在におけるブロードバンド普及率は固定通信網の設備不足を反映
して約 1.9％と低水準である。
フィリピンのブロードバンド加入者及び普及率（2007-2011 年）

ブロードバンド加入者数
ブロードバンド普及率

2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

496 千人

1,046 千人

1,722 千人

1,722 千人

1,791 千人

0.6％

1.2％

1.9％

1.8％

1.9％
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単位：千人

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

＜参考資料： ITU-World Telecommunication/ICT Indicators Database, June 2012＞

しかしニールセン ＜脚注※3＞ の調査報告書によれば、自宅にパソコンがなく、インターネットを
引いていない市民の多くはインターネットカフェでパソコン通信を利用している。
インターネットカフェの利用者を年令別にみると 15～19 才が 65％、20 才代が 30％で 95％を
占め、40 才以上の利用者 5％ほどである。
フィリピンのインターネットカフェの 24 時間営業は日本の漫画インターネットカフェと同じだが、全て
がオープンスペースなので隔離された部屋になっていない。 まるでゲームセンターのような騒がしい
中で、学生は学校レポートを作成や、20 代の若者が平気で就職活動の情報収集、或いは無料
通信の SKYPE や LINE で海外の友人や親戚と電話替わりで利用している。
＜脚注※3＞ ニールセン （NYSE:NLSN） は世界的な情報・調査企業で、マーケティング及び消費者情報、テ
レビなどのメディア視聴率、オンラインおよびモバイルのインターネット視聴率を提供する米国調査企業

① インターネットの環境
フィリピンがインターネットを頻繁に利用するようになったのは 1994 年に頃だと言われている。
当時は 64Kbit/s のスピードしかなく、今でも電話回線の ADSL が中心であり、日本のインター
ネット環境と比較すると、フィリピンの通信インフラはまだまだ遅れている。 しかし、最近は光ファイ
バーも首都圏とセブ島の一部で利用され初めて来たがその普及率はまだまだ低い。
2011 年 7 月現在で、フィリピン人の 33％の約 3 千万人がインターネットを利用している
状況を表にまとめてみた。
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年齢別のインターネット利用者
年令層
15-19 才

コメント
この年代の 65％ がネットを利用。そのうち 74％はインターネットカフェを利用して
いる。しかし、近年この年代の 56％が携帯電話でのインターネットを利用している。

30 才代

インターネットを利用する 52％の人が自宅でパソコンとインターネットをひいている

40 才代

〃

13％

〃

〃

50 歳代

〃

4％

〃

〃

＜参考資料： ITU-World Telecommunication/ICT Indicators Database, June 2012＞

② フィリピンのインターネットプロバイダー
フィリピンの主なプロバイダーは PLDT（NTT と提携）、バイヤンテル・コミュニケーション（ABS-CBN
テレビなどのグループ）、グローブ・テレコム（アヤラグループ）などがある。
フィリピンのインターネットプロバイダーリスト
会社名

通信スピート

PLDT

ADSL

（512kbit～10Mbit）と光ファイバー（8Mbit～100Mbit）

バイヤンテル

ADSL

（3Mbit～768Mbit）

グローブ

ADSL

（1Mbit～15Mbit）と光ファイバー（50Mbit～100Mbit）

SKY ブロードバンド

ADSL

（200Mbit）

ETPI

ADSL

（3Mbit～768Mbit）

Smart コミュニケーション

ADSL

（512 kbit/s and 4 Mbit/s）

Sun セルラー

ADSL

（3.5G-enabled wireless Internet～3.6 Mbit/s.）

Wi-Trib/ Wi-Max

ADSL

（1Mbit/s～2Mbit/s.）

＜資料参照： Nielsen's Philippines 2011/7/12）
http://ja.scribd.com/doc/59832352/Nielsen-Study-1-in-3-Filipinos-Accessing-the-Internet

③

Wi-Fi 環境
数年前から、Wi‐Fi などのワイヤレス（無線 LAN）ブロードバンド·インターネットはフィリピン首都圏

と第二の都市と言われるセブ島を中心に、徐々に Wi-Fi が広がりをみせている。
全国規模のフランチャイズの有名コーヒー店、ショッピング・モール、主要空港では Wi-Fi が広く利
用されるようになった。
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3） 携帯電話のネット通信
フィリピン人は恐らく世界でもっとも話好きな民族である。 まるで携帯電話中毒症状のようであ
り、いつでもどこでもテキスト・チャットや音声会話を交わし、携帯電話のコミュニケーションがなけれ
ばフィリピン人は一日が落ち着かないと言われている。
この携帯電話によるネットワークは、この国の政治さえも変え、市民革命を起こしたほどの社会
的な影響力をもっている。
携帯電話によるネットワークは所得階層も年齢も関係なく使われており、一人１台を超える程
であり、2012 年現在でフィリピンでは １億台 以上の携帯端末が利用されている。
しかも都会や田舎の地域に関係なく、1 日に 2 ドル（200 円）ほどしか収入のない低所得者層で
も、彼らは携帯電話のプリペードカード （バラ売りの約 20 円～1000 円のカード） を購入し、テキ
ストメール/チャット料金（1 テキスト/約 5～10 円）を払う。
前述のニールセン調査報告書によると、フィリピンの消費性向は携帯電話から得る情報が商品
の購買動機となり、ほかの東南アジア諸国よりも携帯端末で商品を選ぶ比率が圧倒的に高い。
携帯電話や i-OS 端末によるフィリピンでのビジネス展開と社会コミュニティ（SNS）の重要性はま
すます高くなってきている。
フィリピン人のインターネット人口の特徴
＜フィリピン人の利用状況＞
・ フィリピン人の 24％は、毎日携帯電話などでインターネットにアクセスしている
・ Face Book などの SNS（Social networking site）利用率は 70％、パソコン E メールは 40％
・ パソコンのブロードバンド通信よりも、携帯電話による通信（テキストチャット）が圧倒的
・ オンラインの紹介商品を信頼するは 61％と高い。（他の東南アジア諸国は平均 54％）
・ ネットユーザーの 64％はソシアルメディアを商品購買の一番の情報源として利用している
・ 携帯電話台数は１億台を超え、一人に 1 台と、非常に普及率が高い
＜資料参照： NPO ネットワーク Inc,＞ http://www.philstar.com/social-media-newsroom

携帯電話加入者数及び普及率 （2007-2011 年）
2007 年

2008 年

2009 年

2010 年

2011 年

携帯電話加入台数（千）

57,345

68,117

75,587

79,896

87,256

携帯電話普及率

64.7％

75.5％

82.4％

85.7％

92.0％
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2008年

2009年

2010年

2011年

＜資料参照： ITU-World Telecommunication/ICT Indicators Database, June 2012＞

フィリピン最大手の通信事業者である PLDT ＜脚注※4＞ は他社の回線を借りて携帯電話サー
ビスを提供するＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）を 2004 年に香港の在留フィリピン人数は約 17
万人をターゲットにスタートした。
今ではアジア太平洋の中ではオーストラリア、マレーシア、日本に次ぐ 4 番目の規模となり、比較的
フィリピン人の多い市場をターゲットに提供国・地域を拡大し、合計 6 カ国・地域となっている
2012 年 9 月、世界に点在する海外在留フィリピン人を対象とする MVNO（仮想移動体通信事業
者）、いわゆるエスニック MVNO 事業を積極推進していく方針を公表し、獲得顧客数の目標や提供
先の拡大などを打ち出した。
光ファイバーの FTTH は、PLDT が 2011 年 11 月にマニラ首都圏の一部の企業向けに提供を開
始しているが、まだ一般的でない。
LTE は 2011 年 5 月 にフィリピン通 信 事 業 者 の Smart（PLDT 子 会 社 ）が商用サービスを開
始。 2012 年 3 月現在、マニラ首都圏を含む主要市区で約 4 万 9,000 の加入者を獲得している。
＜脚注※4＞ PLDT の子会社であるスマートは NTT ドコモと提携して、市場シェアは約 70％にまで拡大してい

る。フィリピンの通信事業者の最大手、フィリピン長距離電話会社で、フィリピンで最大規模の企業。
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V フィリピンの新しいサービス産業/IT-BPO ビジネス
１） フィリピン IT-BPO サービス産業の概要
ここ数年、フィリピンの新しいサービス産業である IT-BPO（IT-ビジネス・アウト・ソーシング）は世
界の先進国から注目されている。
1990 年代中頃に日本の電子部品加工産業の企業がフィリピンに進出して、フィリピン最大の
輸出産業に育ったが、その頃の IT-BPO 産業は揺籃期であった。
当時の IT-BPO 関連ビジネスはアメリカ企業中心に首都圏マニラでスタートした。 2000 年頃
は数える程の欧米企業と数社の地元ベンチャー企業しかなく、主に米国親会社が現地子会社/
協力企業に資料作成などのデーター入力やコールセンター業務が中心であり、IT-BPO ビジネス
関連企業で働く従業員数は、マニラ首都圏全体でも 2000 名ほどの小規模ビジネスだった。
しかし、IT-BPO ビジネスはフィリピン人の、「質の高い労働力」・「安い労働力コスト」・「英語能
力」・「ホスピタリティー」、そしてフィリピン政府の PEZA や BOI の積極的な「海外企業向けの各種
優遇策」が功を奏し、徐々に欧米を中心にしたコールセンター・IT データ-入力などを中心に仕事
が広がってきた。 また世界中のアニメーションブームはフィリピン人の家族主義から生まれるチーム
ワークの良さが IT アニメ制作がフィリピンにうってつけのビジネスであることも IT-BPO ビジネスの広が
りに役立ってきた。
2005 年頃には、アメリカ医療関連のメディカル・トランスクリプション (医療の音声テープをデジタ
ル文書化） が欧米から大量に仕事が流れてきて、新しいフィリピンの IT ビジネスとして IT 産業の裾
野が広がり、更に新しい技術を海外企業から学んで育ってきた IT エンジニアや地方ローカル企業
は、徐々に下流工程の仕事から上流工程へのビジネスオフショアが増えてきて、フィリピンの国民総
生産の成長率に大きく寄与している。
ここ数年、IT-BPO ビジネスオフショアは売上規模も大きく、更に年率 30％で伸び続け、世界で
も例を見ないほどの驚異的なスピードで経済成長を続け、いずれはフィリピン最大の輸出産業で
ある電子部品製造の売上規模を超えようとしている。
2012 年中頃から、BRICs 諸国 （ブラジル、ロシア、インド、チャイナ） の経済成長率が鈍り、
欧州の経済金融不安が広がり始めるのと反比例するかのように、フィリピンの IT-BPO のコールセン
ターがインドを超えて世界一になった。
フィリピンの新しいサービス産業の IT-BPO ビジネスは 2013 年第 1 四半期の経済成長率が
7.8％、第 2 四半期は 7.5％、2013 年の半期でアジア最大の経済成率を支える大きなサービス産
業に成長した。
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2013 年 9 月中旬に、アメリカの大手会計事務所と英国エコノミスト誌が発表した国別経済の
成長発展を示す GDI 指数 （Global Dynamism Index /世界ダイナミック成長指数） でフィリピン
の急成長ぶりが示されている。
この指数は世界 60 カ国・地域で最高経営責任者（ＣＥＯ）などの企業幹部 400 人以上を対
象に事業の成長・発展に適している国を 5 項目の評価を基に国際経済ダイナミズム指数（ＧＤＩ）
を算出している。
その調査した結果、フィリピンは 60 カ国・地域中 21 位となった。2012 年版の 50 カ国・地域中
46 位から 25 ランク上昇し、これまでの調査対象の国の中で最大の上昇幅を記録した。
GDI 指数（成長率）順位 1 位～7 位
順位

国名

GDI ポイント

フィリピン、日本などの GDI 指数順位参照
順位

国名

GDI ポイント

1位

オーストラリア

66.5

13 位

マレーシア

59.5

2位

チリ

64.5

15 位

日本

58.8

3位

中国

62.7

19 位

タイ

56.4

4位

ニュージーランド

62.6

21 位

フィリピン

55.7

5位

カナダ

62.3

27 位

ベトナム

54.0

6位

フィンランド

62.2

37 位

インドネシア

51.2

7位

シンガポール

61.9

＜資料引用：米大手会計事務所のグラント・ソントン＆英経済誌エコノミストの調査部、2013 年 9 月＞

（The Philippines posted its biggest climb in a global index of dynamic business growth environments,
British-based advisory firm Grant Thornton International reported on Monday.
The country leapfrogged by 25 places to land at the 21st spot in this year's Global Dynamism Index
(GDI), improving the most among 60 countries included in the report. ・・・ 17 September 2013. ）
http://www.punongbayan-araullo.com/pnawebsite/pnahome.nsf/section_docs/CX417H_17-9-13

2） IT-BPO の売上規模と雇用者数
2004 年から 2012 年までの IT-BPO の成長率は年平均 34％と飛躍的に伸長して、2012
年のフィリピン IT-BPO 産業の売上規模は約 134 億ドル （1 兆 3400 億円、GDP 比約 5.6％、
国家予算比約 32％）、IT-BPO サービスの就労者数は約 77 万 2,000 人に達している。
この IT-BPO サービス産業の規模はフィリピンの外貨獲得のトップである海外送金＜脚注※5＞
の 213 億ドル（2012 年）、そして観光産業 ＜脚注※6＞ の 200 億ドル（2012 年）の次に迫る勢
いであるが、年間の伸び率は驚異的な数字で伸びている。
＜脚注※5＞ 海外送金： イタリア・ギリシャの経済危機に端を発した欧州の経済不況や中国・韓国の経済リセッショ
ンにもかかわらず、OFW（Overseas Filipino Worker/フィリピン人海外勤労者）の母国送金額は 2012 年度の総
金額は 213 億ドル（2 兆 1 千億円）を超えた。
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その額は GDP の 10％に迫り、フィリピン国家予算（1 兆 8,160 億ペソ＝421 億ドル/2012 年度）の 50％を超え
ている。 今年度の 2013 年の母国送金額は、引き続き増加傾向がみられている。

＜脚注※6＞ 観光産業： 2013 年上半期のフィリピン訪問の観光客数は既に 250 万人を超え、通年で 550 万人、
産業規模は交通機関、ホテル、レストラン、国営カジノなどの直接販売規模が 150 億ドル（1.5 兆円）を超え、
それに付随する観光関連産業を含むとその規模は 200 億ドルを超えるといわれている。カジノやリゾートを海外
にアピールしている。12 年の来訪者は約 420 万人で、16 年の目標は 1000 万人。

フィリピン政府は IT-BPO サービスの成長率を年 20％と見込んでおり、3 年先の 2016 年までには
その売上規模が、290 億ドル（世界市場シェアの 1 割）、GDP 比 9％、新規雇用者数を 50 万
増やして、IT サービスビジネス就労者数は 130 万人と強気の予測している。
更に政府は観光産業と同じく、交通システムから飲食産業までの各産業分野へ波及効果が期
待できるとして、間接雇用を入れると 320 万人、国家の税収入が３０億ペソ増加を見込んでいる。
後で詳述するが成長産業への期待とともに、IT 人材の育成教育にも力を入れていく計画が産学
協同で進められている。
2015 年には現行の小・中高・大学の教育期間の 6・4・4 年制から 6・6・4 年制に移行が決定して
しる。 また、既に政府の TESDA(技術技能教育機構)と大学が協力して、実務的な IT 関連ビジネ
スの教育訓練など、１000 種類のオンライン教育を通じて IT 人材教育を進めている。
IT-BPO 産業の内、最も売上が高いのはボイス BPO と呼ばれるいわゆるコールセンターで
IT-BPO 産業の売上規模の約 66％を占める。 次いで、バックオフィス業務を中心とするノンボイス
BPO/KPO（Business Process Outsourcing / Knowledge Process Outsourcing） が 19％、ソフ
ト開発を含む BPO/ITO（Information Technology Outsourcing）が 9％、医療情報管理が 3％
の順になっている。
億＄
％

コールセンター

88.44

66

BPO/KPO

25.46

19

BPO/ITO

12.06

9

医療情報管理

4.02

3

その他

4.02

3

134 億ドル

100％

合計

＜資料参照： Philippines (BPA/P) ＞

100
80
60
40
20
0
そ
の
他

億ドル

医
療 IT
情 O
報
管
理

職種

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
BP
O
/K
PO

IT-BPO 産業のサービス職種

先の述べたように 2012 年末には IT-BPO サービスのコールセンター （Voice IT-BPO）は世界第
1 位となった。 それはコスト面のみならず、英語が公用語であり国民の 80％がアメリカ英語を話せる
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という語学力と国民がアメリカ文化に対して非常に親しみを持ち、インド人のイギリス英語よりも分かり
易いという優位性がアメリカからのフィリピンにコールセンタービジネスが流れ込んできたと言える。
コールセンター以外の分野（Non-Voice IT-BPO）においてもインドに次いで世界シェア 2 位を誇り、
BPO は投資優遇対象産業に指定されており、2013 年 3 月時点において PEZA 認定の IT パーク
が 39、IT センターは 139 がフィリピン国内にできている。
1999 年から 2012 年までの直接投資における IT/BPO サービスの投資額は電子機器などの組
立電子産業に次ぐ 2 位であり、約 8％になっている。
これまで IT-BPO 拠点基地として、マニラ首都圏やセブ、クラークといった都市部が中心であったが、
今後の成長目標を支える次のロケーションとして、例えば南ルソンのビコール州に、米国 IBM が地元
大学とタイアップして、産学協同のビジネスモデルを作る計画など、フィリピンの地方 10 都市が”The
Next Wave Cities”と位置付けられ、これに伴いオフィス・商業複合ビルの開発も進められている。

マニラ首都圏の BPO 関連企業数
首都圏の市

社数

マカティ市

226

ケソン市

96

オーテイガス市

80

ポートボニファシオ市

62

マンダルーヨン市

34

マニラ首都圏 BPO 企業数

合計 496 社

＜資料引用： Ayala Land Inc. /Jones Lang LaSalle ＞

http://www.ayalaland.com.ph/

3） IT-BOP 成長率と経済成長
フィリピンの 2012 年の IT-BPO の売上規模は 134 億ドル（1 兆 3400 億円）に達した。 この業界
の揺籃期のフルタイム雇用労働者数は 2000 名であったが、20 年経過した 2012 年には業界全体の
フルタイム雇用者数は 77 万人を超え、さらにその成長の勢いは続いている。
BPAP（Business Process Association /Philippines）によると、2016 年には、売上規模が 250
億ドル(2 兆 5000 億円)で、フィリピン GDP の 10％を占め、直接雇用は 130 万人、各産業への波及
効果の間接雇用を入れると 320 万人に達し、マニラが世界で第 3 位の BPO 大国になると予想して
いる。
2012 年に Voice-BPO のコールセンター業務に限れば、インドを抜いて世界首位に躍り出ており、
その後もインドのコールセンター機能の拠点からフィリピンに移す海外企業も少なくない。
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フィリピンが BPO の海外拠点として注目され、アメリカがフィリピンをインドより高く評価している理由
として
（1） 米国文化への理解と親和性がより高く、
（2） 米国アクセントに近い英語を話すため理解しやすい、
(3)

コスト競争力がある、

(4)

国民の人柄が明るく陽気なため顧客サービスに適している

・・・ などが挙げられる。

フィリピンの GDP に占める IT-BPO 売上規模と％
年度

売上規模

GDP 億＄

ITBPO

10 億＄

10 億＄

対 GDP 比

2006 年

3.2

123.1

2.6％

2009 年

7.1

169.0

4.2％

2010 年

8.9

197.8

4.5％

2011 年

10.9

209.6

5.2％

2012 年

13.4

227.1

5.9％

2016 年(低予測）

15.0

300.0

5.0％

2016 年(中予測）

20.0

298.5

6.7％

2016 年(高予測）

25.0

301.2

8.3％

＜資料参照：Business Process Association / Philippines (BPA/P)＞
補足資料 ＜① IT-BPO 産業のフルタイム雇用人口数＞

最近ではフィリピン IT-BPO ビジネスエリアやアウトソーシングなどが多様化してきて、ローエンドの単
なるデーター入力作業から、ハイエンドのオフショアが増えてきた。
企業のシステム統合、法務関連のデータトランスクリプション 、企業のマーケティング調査、特許な
どの知識財産管理、大手企業の財務管理、新規 i-OS 端末とリンクさせたビジネス提案モデルなど、
より付加価値の高いビジネスエリアへと拡大している。
IT-BPO 産業のビジネスエリアが広がる中で、更に高度な専門業務知識が求められ、フィリピンの
豊富な人材資源をもとに、IT 技術者の教育のみならず、財務・法務・医療といった専門業務知識を
もった人材がこの産業に参入し始めている.
ハイエンドの KPO（Knowledge Process Outsourcing） やビジネスの多様化がすすむ世界の市場
ニーズに対応する為、IT-BPO 企業はフィリピンの大学など教育機関、行政機関などと共同で IT 人
材の育成のみならず、医療的な医療・会計・法律などに精通した人材育成プログラムに取り組んで
いる。
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一例を上げると、フィリピンの会計システムが米国基準と同じ会計基準を導入していることもあり、
10 万人の会計・ファイナンス・マネジメント分野の人材（毎年 3,000 人づつ増加）がおり、毎年国家
の会計士試験に 2,500∼3,000 人合格している。 彼らが持つ専門知識分野である企業分析、知
識財産管理、財務管理などの知識を駆使して、IT システムエンジニアとチームを組んで、企業などが
求める KPO（Knowledge Process Outsourcing）ビジネスなどに参入している。
業界の専門性と IT システムの複合ビジネスは今後益々需要が増えると予想される。
そして、フィリピンの家族主義のチームワーク、人口ボーナスによる豊富な人材資源、堪能な英語
力、知識吸収力と教育熱心、安価なコスト、文化適応力 ・・・ 等のメリットが将来の高度な IT 複
合ビジネスにとって有利であり、フィリピンの IT ビジネスオフショアが飛躍的な成長を支えると考えられて
いる。
2013 年の「世界オフショァー都市トップ 100」で、インドのバンガロールが第 1 位、ムンバイは第 2 位
につづき、マニラ首都圏が世界第 3 位（前年 4 位）に、またフィリピン第二の都市のセブ市が 8 位（前
年 9 位）と、それぞれ 1 ランク・アップした。
＜上記 2 行の引用記事： USA Tholons 社、ニュースレター発表 2013 年 9 月＞

フィリピン商務省の発表によると、2013 年第 2 四半期（4～6 月）の情報通信技術（ICT）部門の
投資認可総額が、前年同期比 3.6 倍増の 42 億 4,520 万ペソ（約 1 億 400 万円）に拡大した。
そして、2013 年の ICT 投資認可案件による推定雇用創出数は前年同期比 74.5%増であり、新
規雇用人口数は 8,298 人、そのうちの 80％が IT サービス部門、20％が情報通信部門での雇用さ
れている。
＜上記 4 行の引用記事： フィリピン商務省情報通信技術（ICT）部門、2013 年 9 月号より＞

アメリカ企業は、次のコールセンターのビジネスオフショァーとして、付加価値の高い財務会計のアド
バイスができるファイナンシャル・コールセンターやメディカルツーリズムとリンクした医療保険などの医療
分野の IT 化を進める計画である。
全米を代表する保険と投資の AIG 社（American International Group）、世界規模の金融機関
JPMorgan、アメリカ Alitalia 航空、Citybank 銀行、衛生生活用品の P&G、化学の Chevron
Texaco、石油の Caltex, 世界規模の IT 企業 Accenture、E コマースの Sell、世界最大の銀行
HSBC などは、フィリピンに IT-BPO オフショァーしながら、更なる競合メーカーとの競争に勝つために、
顧客満足度の高めるサービス開発に各社はしのぎを削っている。
しかし、これまでは米国一辺倒の IT-BPO アウトソーシングであったが、ここ最近は日本をはじめ、
オーストラリ・欧州・シンガポールなどへも広がりを見せている。
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VI. 在フィリピンの日系企業と日系 IT 企業
１） 在フィリピン日系企業
フィリピンに進出している日系企業を産業別に分けると、第一次産業（農林水業・鉱業）が 11
社 （1％）、第二次産業（製造業）は 479 社 （48％）、第三次産業（サービス産業） は 484
社 （48％）である。
三次産業のサービス業には IT ソフトウエァ開発サービス企業や飲食業などが含まれる。
フィリピンの主な日系 IT ソフトウエァー開発サービス会社はフィリピン日本人商工会のデザイン・
ソフトウエァー部会に所属している。 例えばキャノンインフォメーションテクノロジー、富士通 We
Serve、JGC、TSUKIDEN、MBK データ（三井系）、NYK、NEC テレコム、NTT、住友、東映アニ
メーションなどが会員として登録している。
フィリピンの日系 IT 企業は日本の本社からフィリピン支社（又は本社と資本関係がある日系
企業）への IT-BPO オフショアが多く、独立系の IT-BPO オフショアの日系企業は少ない。 しかし、
今後は現地日系企業も日本企業のグローバル化に伴い、海外からもフィリピンでオフショァーを受
注する動きが出始めてきた。
一方でフィリピンのアヤラ財閥系 IT-BPO 企業はフィリピンから日本に支店を開設して、日本企
業向けのサービスとして、日系企業のグローバル化に対応した IT ソフト開発ビジネスが始まった。
以下、ブリッジ SE プロジェクトの企業訪問先を含めて、在フィリピンの日本企業をまとめてみた。

２）日系企業の IT-BPO サービス
1990 年代初めに進出した日系 IT ソフトウエア開発企業は日本の大手企業の現地支店や関連
企業にオフショアするのが中心であったが、数年前から独立系の IT ソフト開発企業もフィリピンの
IT-BPO 産業に参入してきた。
フィリピン日本人商工会議所の藤井専務理事によると、おおかたのデザインソフトウエア部会の企
業がフィリピンに進出した大きな理由は・・・、
（1） フィリピンの大きな優位性として、フィリピン経済区庁（PEZA）による投資優遇政策の充実
（2） それに伴う必要な手続きのスムーズさ
（3） 優秀な人材、アジア各国から 4 時間以内という立地の優位性
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・・・ などが挙げられる。
主なオフショァービジネスとして ソフトウェア製品開発・販売、ソフトウェアコンサルタンシー、受託ソ
フトウェア開発、システムインテグレーションサービス、ウェブデザイン＆ウェブ開発、CAD/CAM データ
サービス、アニメーション制作、コンピューターグラフィックデザイン＆コンテンツ開発、インターネットデータ
センター (IDC) 、データのデジタル化、IT 関連の人材斡旋などがある。
日系 IT 企業とアメリカやオーストラリアの IT-BPO オフショァー・サービスで大きな違いは、日系企業
は Non-Voice/IT-BPO の仕事は多く、欧米企業は Voice/IT-BPO のコールセンターなどが多い。

３） 日系企業訪問インタビュー
①

TGSI / ツキデン・グローバル・ソルーション Inc.（インタビュー/割貝ジェネラル・マネージャー）
TGSI/ツキデングローバルソルーション（Tsukiden

Global

Solutions . Inc）は福島県に本社

を置く 「月電ソフトウェア株式会社」であり、1989 年にフィリピンに会社を設立した日系企業として、
IT-BPO ビジネスの草分け的な存在である。
現在 400 人のフィリピン人 IT 技術者がシステム開発をしており、2015 年には 500 人の業務体
制に拡大する計画だ。
TGSI は「フィリピンアウト ソーシングパイオニア企業」として 20 数年間の在フィリピン日系企業と
しての経験とフィリピン人 IT 技術者を活かしながら、日本の顧客ニーズに合わせたシステム提案、
システム開発、保守サービスを柱に、 オフィス・オートメーション、スケジューリング・システム、製品サ
ポート・ソルーション、製造・在庫管理情報システムの開発などを行っている。
TGS Inc. はフィリピン人技術者と日本人 IT 技術者の合計 40 名がブリッジ委員会（ブリッジ
SE） として顧客サービスしながら、社内人材育成として PBL （Project Business Learning) プロ
グラムを 実施している。
フィリピン側にはブリッジＳＥが常駐 25 名常駐し、日本の顧客と現地エンジニアとの間に立ち、企
業が海外リソースを使う上で避けて通れない言葉、価値観、品質などのギャップを専門家として解
消している。
一般的にブリッジ SE に成長するまでは 5 年の人材育成のリードタイムがかかるが、離職率は採
用人材の 10％ぐらいで、他の企業と比較するとその割合は小さい。その成果として、製品やサービ
スの問い合わせのカスタマー・サポート・ポータル、オンラインの E ラーニングのシステム、コールセンタ
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ーや飲食フランチャイズシステム管理の CRM、日本の大学向けに開発したデーターインプットシステ
ムなどのシステム開発などは顧客から高い評価を得ている。
TGSI がフィリピンに事業所を構えた理由として、フィリピン人 IT 技術者と日本人とのコミュニケー
ションが取りやすいことを上げている。 また、フィリピン人 IT 技術者はほかのアジアの国の人よりも
自己主張が少なく、穏やかな国民性なので、よくマネージャーの指示に従うので、必要があれば本
人は残業や休日出勤もこなす。
また、日本における開発プロジェクトで、システム開発の途中に顧客から仕様変更が発生し、時
にはフィリピンの IT 技術者に無理を求めることもある日本型の開発スタイルなども、彼らは比較的
柔軟に受け入れている。
その一方で首社のリスクとして、政治的な不安定性があったが現政権になってからは問題がなく
なった。
課題として人件費などは円安などの影響を受けて、為替リスクが問題である。

② アイ・ブリッジ・システム・フィリピン Inc. （インタビュー/水島副社長）
企業にとって、優秀な技術者の獲得と技術者の人件費コストが増大する中でそのコストパフォ
ーマンスを高めていくかが経営の最重要課題だと考えている。
アイ・ブリッジ・システム・フィリピン Inc. は 2007 年にフィリピンに設立された 100％日本資本の
IT-BPO ソフト開発会社である。
一部の先進企業で推進されてきた『オフショア開発』は、21 世紀においても、企業が生き残りの
ためには必須戦略であると考え、グローバル化を目指す日本企業に 『オフショア開発の推進』
勧め、世界で戦える開発体制の基盤づくりを支援する目的で現地に会社を設立した。
業務内容は PC/WS と内蔵システムの通信コミュニケーションの組み込みシステムのオフシアを
中心に、IT 関連のコンサルティング、システム設計、製造、システム構築、保守サービスなどを中心
に、クラウドコンピューティングの開発、iPhone やアンドロイドのアプリケーションの開発、Web ベースの
システム開発、Web ブラウザを使った有線/無線ディバイスの設定と開発などのハイエンドの仕事が
主流である。
在フィリピンの多くの日系 IT オフショア企業は日本本社からの業務委託が多い中で、首社は独
立系の IT オフショァー企業であり、取引先は日本とアメリカの企業が顧客が中心で、フィリピン企
業との取引はほとんどない。
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即戦力の技術者採用方針をとり、社内人材育成プログラムと教育カリキュラムの検証を重視
している。
フルタイムのフィリピン技術者 80 名のうち、常時 40 名が現地でビジネス・オフショアリングをこなし、
40 名は日本に出向している。
社内のビジネス・コミュニケーションとして基本にすべて英語である。
日本語コミュニケーションについては、フィリピン人技術者が現地で日本語覚えることよりも、日
本へ出向しながら実践的に日本語を覚えてもらうやり方を進めている。
コミュニケーション・ギャップを無くし、スピーディーに仕事を進める場合には、フィリピン人に日本
語を覚えてもらうより、専門用語が全て英語なので、日本人が英語を使う方が早道だとの考え方
なので、社内ビジネス・コミュニケーションは英語が中心である。
会社の課題は、急速に進む技術革新と企業競争の中で、コストパフォーマンスよりも優秀な人
材確保が重要なテーマである。
フィリピン人技術者の採用基準は、履歴書に書かれている内容よりも会社独自のペーパーテスト
やオラクルゴールドなどの資格などで採否を判断している。

③ アヤラ・グループの AyalaLand (インタビュー/アニセト・ジュン・ビスナー 副社長)
システムズ・テクノロジーズ社（ASTI/本社マニラ）について
ＡＳＴＩ社とその日本子会社 ASJ 社は、スペイン系フィリピン最大財閥のアヤラ・グループが日本
に設立した日系企業のグローバルビジネスを応援する IT-BPO 企業である。
2006 年に日本法人のＡＳＪ（= Ayala Systems Japan 本社千葉県幕張）を設立、日本企業
向けにオンショア、オフショア開発やインキュベーション支援などを展開している。
本社の ASTI は 2006 年にシンガポールのシンテル 100％子会社のＮＣＳ社と業務提携して
IT-BPO ビジネスの会社を立ち上げ、シンガポールでは国家的規模のビジネスとなっている紙データ
の電子帳票化・データ運用や銀行、保険業務で IT オフショァーが始まった。
シンガポールのＮＣＳ社は従業員７千人を抱える大企業でシンガポール政府関連の受注が多
いが、インドや中東、中国、東南アジア諸国（ＡＳＥＡＮ）にも強いネットワークを持っている。
今回の提携を経て、ＮＣＳが関わっていたオーストラリアの通信会社からのシステムの運用開発
をフィリピンで行うことも決まった。
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ASJ

ASTI

NCS

ASTI 日本法人（千葉）。
オンショア、オフショア開発
やインキュベーション支援な
どを展開。

アヤラ財閥（フィリピン）。
スペイン系財閥として 1834
年に設立。2006 年 BPO
オフショァー開始。

シンガポール政府系通信
企業の子会社、National
Computer Systems が
ASTI と提携。

主な IT ソルーションの提供：
シンガポールをはじめ、インド・中東・中国・ASEAN 諸国などの国
家的規模のビジネスになっている紙データの電子化やそのデータ運営
管理などのソルーションを提供するグローバルな BPO ビジネス。
そのビジネス・エリアは『物流と交通 、テレコミュニケーション 、流通·
製造 、ヘルスケア 、政府 、金融業務 、教育 、航空・・・』まで広く
行われている。
2008 年にはスウェーデンのＩＴ企業とも提携、アヤラが開発したマニラ
郊外のアラバンでスウェーデンからの技術者とＡＳＴＩの技術者が組ん
での活動を開始している。又、北欧で４割の旅行市場を押さえてい
る旅行代理店のウエッブでの予約システム開発、さらにはスウェーデン
の風力発電機メーカーなどとも活動を開始している。
＜資料引用：アヤラグループ Jones Lang LsSalle＞

2008 年 12 月にＡＳＴＩとＪＦＥスチール （NKK と川崎製鉄の合弁企業/粗鋼生産は日本で第
二位） は「IT の戦略的提携協定」を締結し、その一環として 2009 年からフィリピン人技術が日本
の JFE の関連会社でＪＦＥシステムズの研修を受けている。
AST は IT-BPO 事業は日本国内だけでは人材面でも事業が成り立たなくなる時代を睨み、海
外志向の日系企業を応援のため、アヤラ・グループの総合力、信用力を生かして、日本企業とパ
ートナーシップを進めようとしている。

４） IT-BPO と日系企業の課題
① 言葉の壁の課題
フィリピン IT 技術者コスト安を活用して企業の利益を上げるためには、日本人の英語と日本語の
コミュニケーション力である 「言葉の壁」 が大きな課題である。
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現地日系企業がフィリピン人技術者とのコミュニケーションを図るために、現地で日本語教育、日
本へ技術者の研修、ローテーションを組みながら日本に派遣してフィリピン人技術者のリーダーの育
成・・・などを実施しているが、教育コストやビジネス日本語を習得するのに教育に時間がかかること
が課題である。 フィリピン人が初めて日本語の “文字“ を覚えるのは、日本人がアラビア語を覚え
るのと同じぐらいに難しく、日本語検定 2 級レベルを取得するには最低でも 1 年以上かかる
しかし、日本人は英語を中学から大学卒業まで 12 年間勉強しているので、たとえ英語が苦手な
日本人でも、英語基礎力は既にあり、ほんの少しの努力で十分にフィリピン人技術者と十分コミュニ
ケーションができる。
一部の日系企業では、フィリピン人が日本語を覚えて仕事を進めるより、日本人が英語コミュニケ
ーション力（ジャパニーズ・イングリッシュで十分）を身に付けることのほうが、企業にとって圧倒的に生産
コストが安く、仕事もスピードアップできる。 特に IT ビジネスの専門用語は英語であるので、ほかの産
業よりも英語がなじみやすい。
インタビューした日系企業も、「日本語よりも英語がコストは安く・コミュニケーションが早い」 と指摘
している。
② 日本型ビジネス文化の課題
日本の IT サービス産業に限らず、一般的な日本型ビジネススタイルの特徴は、日本独特のビ
ジネス文化がある。 得意先との特殊な信頼関係、結論が出ないのが遅い、決まれば短納期、
高品質の要求、受注の仕様書の途中変更が多い、・・・。
日本人技術者はある程度理解できる日本独特のビジネス文化であるが、現地のインフラ整備、
日本とフィリピンの距離などを考慮しながら、フィリピン人技術者に日本ビジネス文化を理解させ、
彼らのマネージメント能力開発とそれを継承させて行くのが課題である。

③ 優秀なソフトウェアエンジニア不足
フィリピンの優秀な IT エンジニアは英語が通じるアメリカを中心にシンガポール、オーストラリア、欧
州の企業への就職希望者は非常に多い。
彼らの理想は欧米や先進アジア諸国で、異国の技術者と同じ給与や待遇を求めるので、優秀
なエンジニアは海外に出かけてしまう。
日系企業がフィリピンで求めるソフト開発のエンジニアは転職組が多く、望み通りの人材が確保
できない。 日本よりも転職する優秀なエンジニアが多く、人材確保が課題である。
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そのために、現地大学と共同で、日本語と日本型ビジネス文化を教える新しいカリキュラム（日
本語クラス）をつくり、学生時代から企業向けの将来のエンジニア養成に乗り出した日系企業も出
てきている。
一方で、大手の日系企業は大学の情報学部などと提携して、日本本社の新入社員や中堅リ
ーダーを現地大学に留学させて、英語だけでなく、アジアのビジネス文化を学ばせている。

５） 経済優遇策とフィリピン IT 協会
① PEZA （フィリピン経済特区庁）
PEZA とは Philippine Economic Zone Authority（フィリピン経済特区庁）は貿易産業省の法
定機関である。 フィリピンへの投資推進、雇用創出、輸出増加を目的として、1995 年に設置さ
れた。 2011 年末現在、フィリピン全土には 252 の経済特区がある。
優遇政策としては、4∼8 年の所得税免除（IT 産業は最高 8 年の所得税免除）、輸入資本財
の手数料等免除など、手厚い優遇政策が策定されている。
承認には通常 1 ヶ月程度かかるが、最近は即日で可能となるケースもある。
IT-BPO に関する PEZA の優遇政策を受けるのに、IT ビルディングの収容面積か 5,000 ㎡
（建坪 1515 坪）以上あれば、そのビルが PEZA に申請ができる。
② BPAP （フィリピン・ビジネス・プロセス協会）
Business Processing Association Philippines (BPAP)は、フィリピンの e-Service 産業をまと
め、インドの NASSCOM のような窓口となる組織を目指している。
＜BPAP の ６つの作業部門＞
１．コールセンタ- ：
最も急成長を遂げている分野。 アメリカ企業を中心にオーストラリア・シンガポール、インドの企業
が進出している。
代表的な企業として、コンバ－ジス、IBM、People Support、SYKES,ACS 等。
２．バックオフィス ：
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保険、銀行サービス、旅行業務、出版、コンテンツ開発、IT サポート、法律転写、会計分野な
どの需要がある。HSBC、AIG、Shell AG、Procter&Gamble に加え、Accenture、SPI
Technologies などから受注がある。
３．医療記録転写 ：
メディカル・トランスリプション（音声のデジタル化）は、現在 60 数社あるが、今後は米国とヨーロッパ
での高齢化が進むため、年間 20%の成長が見込める。
４．アニメーション ：
米国、日本、インドからアウトソーシングを受注。
東映アニメーションの制作の 70％がｆマニラの IT パークで作成されている。
５． エンジニアリングデザイン ：
政府関連、建築、造船等の分野で、最先端のコンピュータアプリケーションを用いてデザインしてい
る。主な企業は JGC、Fluor、Bechtel、Dash Engineering など。
６．ソフトウェア開発 ：
広範囲の産業分野をカバーしている。 主な企業は Lexmark、NEC、NCR、Canon、Safeway 等
であり、潜在需要が非常に大きく、日本からのオフショア参入が期待される。
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VII. フィリピンの IT 教育事情
１） フィリピンの教育制度
2013 年現在のフィリピンの教育制度は初等教育が 6 年、中等教育が中等教育 4 年、その後
は大学の高等教育の 4 年に入る。 つまりフィリピン初等教育と中等教育は 6-4 制であり、日本の
6-3-3 制と比べて基礎教育の初等・中等教育は 2 年間短い。
しかし、2012 年からフィリピン教育省は基礎教育期間を 2 年延長する教育制度改革法を決定
し、今年の 2013 年 6 月から、基礎教育（初等・中等教育）は 6-6 制に移行するために、マカティ
ー大学の附属高校が実験モデル校としてスタートした。
教育改革の目的は国際ビジネスのグローバル化が広がる中で、フィリピン人の質的教育レベル
の向上とあらゆる産業に対応できる人材資源の活用とその育成強化が目的である。
特に最近欧米アジア諸国から注目されているハイエンド IT 産業や医療・観光・ホテルレストラン
マネージメントなどの観光サービス産業が高度化するとともに、人材教育もグローバル化に対応し
た教育改革が進められている。
2010 年度 フィリピンの理系/文系別の大学卒業生
2010 年度の理系学部/学科（約 27 万人）

＜理系/学生卒業生/千人＞

・ 医療・介護看護・薬学部、自然科学

約 119

・ IT 情報システム、数学

約 78

・ エンジニアリング、建築学

約 51

・ 理系その他

約 20

2010 年度の文系/学科（約 21 万人）

＜文系/学生数卒業/千人＞

・ 経済、商学関連

約 117

・ 社会科学、教育学部

約 69

・ 芸術、マスコミ、人類学

約 12

・文系その他

約 16
合 計

＜資料参考： フィリピン高等教育機構/CHED2012＞

482 千人

＜文理比率＞

56％

＜文理比率＞

44％

100％
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大学卒業生数

芸術、マスコミ,
12,269, 3%
看護、医療、自然科
学, 119,378, 28%

社会、教育, 68,811,
15%

経済、商学,
117,339, 26%

IT、物理、化学、数
学, 77,928, 17%

看護、医療、自然科学
IT、物理、化学、数学
建築デザイン
経済、商学
社会、教育
芸術、マスコミ

建築デザイン,
50,734, 11%
＜資料参考： フィリピン高等教育機構/CHED2012＞

2） フィリピンの大学と教育機関
新しいサービス産業を支えるフィリピンの人材資源として、毎年大卒者は 44 万人を超え、理科系
離れが多い日本とは逆に、医療、IT 関連の理科系の大卒生数は毎年 29 万人を輩出している。
フィリピンの大学卒業生数と技術系卒業生数は、中国、インドに続いて世界トップ 3 である。
因みに、2010 年の教育省の資料によると、代表的なアジアの大学生数を見た場合、現在のフィリ
ピンの大学生数は 1.590.000 人である。
その学生人口数をフィリピンの総人口と比較して検証してみた結果、興味ある傾向がわかった。
完全なピラミッド型の人口構成をしているフィリピン人の 15 才から 19 才の人口 1000 万人であり、
中間層と富裕層の子弟はその人口の 20％の 200 万人が中間層か富裕層の子弟になる。
つまりフィリピンの大学生数 160 万人のうち、大半の中間層を含む富裕層以上の若者はほとんど
が大学へ進学している。
アジア諸国の国別大学生の総数

＜資料参照：アジナビより）＞

1位

中国

27,000,000

8位

ベトナム

1,200,000

2位

インド

13,000,000

9位

マレーシア

585,000

3位

韓国

2,950,000

10 位

ミャンマー

340,000

４位

インドネシア

2,915,291

11 位

カンボジア

120,000

5位

日本

2,846,000

12 位

シンガポール

6位

フィリピン

1,590,000

13 位

ブルネイ

2,000

7位

タイ

1,300,000

14 位

ラオス

1,500

30,000

33

①

CHED（Commission on Higher Education/高等教育委員会）
フ ィ リ ピ ン の 大 学 が 参 加 す る 高 等 教 育 委 員 会 は 、 “ CHED ” （ Commission on Higher
Education/高等教育委員会） に加盟する“国公私立大学” と “ALUC” (Association of
Local Colleges and Universities) に加盟する市が運営する“市立大学”がある。
その他に政府が運営する技術教育機関として TESDA（Technical Education and Skills
Development Authority/技術教育技能教育庁）の全国組織がある。 ＜脚注※6＞
＜脚注※6＞
CHED/チェッド （Commission on Higher Education/高等教育委員会）
1994 年 5 月に設立され、フィリピンの大学のほとんどは CHED に加盟している。 フィリピンの高等教育の教育計画、
政策、方針、運営はこの委員会が管理している。 現在はフィリピンの国公立、私立大学を合わせて全国でフィリピ
ンの大学卒業生数と技術系卒業生数は、中国、インドに続いて世界トップ 3 である。
2010 年の教育省の資料によると、代表的なアジアの大学生数を見た場合、現在のフィリピンの大学生数は
1.590.000 人である。

補足資料 ＜② CHED に加盟している大学＞
補足資料 ＜③ マニラ首都圏の代表的な IT 学部のある大学 （首都圏で 330 校）＞

② ALUC/アルク (Association of Local Colleges and Universities/市立大学運営協会)
2003 年に設立され、全国の有力的な“市”が運営する市立大学の教育運営協会である。 マカ
ティー大学が加盟市立大学の本部的機能を果たし、産学協同を目指して、新しい学部・学科、カ
リキュラム編成、新クラス開設は ALUC 独自で創設できるのが大きな特徴。

＜脚注※7＞

＜脚注※7＞
ALUC/アルク (Association of Local Colleges and Universities)
学費の 90％前後が市側の教育財政でカバーされているので、CHED と比較して、父兄の学費負担は軽微である。
マカティー大学をリーダー校として、全国で 33 の市立大学が加盟。

③ TESDA /テスダ
（Technical Education and Skills Development Authority/技術教育技能教育庁）
ラモス大統領が 1994 年、国際的な技術競争力を持った人材育成することが目的で創設さ
れた。 DOLE （労働雇用省）と DECS（教育文化スポーツ省）協同参画による全国組織であ
る。経済的に恵まれず、やむなく大学、高校中退者や企業内再教育など、新技術習得希望
者を対象に、クラス講義やインターネット教育で年間 350 万人以上が受講している。

34

職業技能教育施設は、首都圏を中心に、州政府、地方政府、大学、教育センターとタイアッ
プして、その教育施設は 4000 ヶ所を超える。
最近はフィリピン IT 産業の急成長を背景に、パソコンハードウエァー技術、通信技術、ボイス
BPO のコールセンター養成講座などの人気が高い。 ＜脚注※8＞
＜脚注※8＞
（Technical Education and Skills Development Authority） 2013 年、Google と協力してコミュニケーションの向上
と Google Apps for Education を介してフリーのオンライン・アプリケーションの共同スイートにアクセスできるようにした。
中国・韓国と 5G 技術開発の協力体制を作り、ニュージーランド、シンガポールとはインターネットソフト開発に力を入
れている。

補足資料 ＜④ ESDA/技術技能教育庁＞

④

PhilNITS/フィルニッツ（Philippine National IT Standards Foundation）
フィルニッツは 2003 年以来、フィリピン人 IT 技術者 1,285 名に教育トレーニング行い、2010
～2011 年の期間中には 239 名の IT 技術者を奨学生として日本に派遣した。
キャリア技術は 4 級（ST～AS まで）、3 級（AP/Applied information Technology）、2
級,(Fundamental Information)、1 級(Information Technology Passport)の試験がある。
フィルニッツ事務所は現在首都圏マカティ市、セブ島セブ市、ミンダナオ島ダバオ市の 3 ヶ所に
ある。 ＜脚注※9＞

＜脚注※9＞
日本の情報技術標準試験とフィリピンの IT 試験出題範囲等が同等レベルであり、IT 情報技術試験を実施する機
関として、2002 年にフィリピンに設立された。 当初は JITSE（Japan IT Standards Examination）と呼ばれたが、現
在は「PhilNITS」と呼ばれている。
日本がフィリピンの IT 技術者を受け入れる際の客観的な能力評価の判断基準をつくり、現地日系企業がフィリピ
ン人 IT 技術者採用のコスト・リスクを軽減することや現地でソフトウエァ開発する際に業務提携しやすい環境づくり
ができるように、IT 資格試験の相合認証を狙っている。

3） マカティ大学 ＜ブリッジ SE プロジェクトの協力大学＞
①

マカティ大学の概要
市立マカティー大学の前身は 1972 年に設立されたマカティ-・ポリテックコ・ミュ二ティー・カレッ
ジである。 学生数が増えるに従い、2002 年当時のビナイ市長（現職副大統領）により、公式
に University of Makati (マカティー大学/UMAK）の名称に変えた。 現在の大学生数はおおよ
そ 12,000 人である。
マカティー大学は CPA(公認会計士)、教師、看護師などの国家試験合格率が国内トップク
ラスを誇り、卒業生の就職率や教育レベルが高いことで全国的に有名な大学である。
当大学の特徴の一つとして、首都圏の中心地であるマカティー市の優位性を活かして、他の地
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域では難しいグローバル企業やローカル企業などと組んで Makati Training, Placement and
Livelihood Consortia (MTPLC/就職実践教育プログラム) と呼ばれる実践的な産学協同の
教育プロラムがある。
更にこのプログラムは政府教育機関 Technical Education and Skills Development Authority
(TESDA/技術教育＆技能開発機構） と組み、技術・技能研修プログラムを大学生のみなら
ず、一般社会人にも実践教育を提供している。
大学生のインターン研修先は、マカティーに本社/支社を構える世界的な IT 企業、グローバ
ルな病院やホテル、飲食サービス産業、TV などのマスコミ関連、化学製品などのサプライチェー
ン企業、建築デザイン、不動産開発企業などへ 300 時間以上の OJT を実施している。
また、マカティー大学は、2011 年 12 月には、公立大学として全国に先駆けて、ISO 9001
(International Organization for Standardization) の認証を受けている。
② ブリッジ SE のプロジェクトに参加予定のマカティー大学の教授リスト
College of Computer Science (CCS) ・・・ コンピューターサイエンス学部
・ CCS College Dean / Ms. ENGR. ESTRELLA O. CHAN
・ CCS Chair, Software Department / Ms. MA.CORAZON E.BENOSA
・ CCS Professor, Mr. ABEL BUCAD （2013 年 12 月に来日予定）
・ CCC 学部の学生（2013 年 12 月に来日予定）
Mr. Candia Rhanel Agnote
Mr. Castro Paulo Miguel Padilla
Mr. Serrano David King Bulaon
（上記 3 名はマカティー大学 Computer Science の Application 開発の学生）
③ マカティ大学の学部
4 年制の７カレッジ （7 学部）
・College of Arts, Science and Education (CASE) ・・・ 文学部・経済部・教育学部
・College of Governance and Public Policy (CGPP) ・・・ 法学部・政経学部
・College of Computer Science (CCS) ・・・ コンピューターサイエンス学部
・College of Allied Health Studies (COAHS) ・・・ 看護学部・薬学部
・Center for Performing and Digital Arts (CEPDA) ・・・パソコンデザイン学部（アニメなど）
・College of Technology Management (CTM) ・・・ 生産技術管理学部
・College of Business Administration (CBA) ・・・経営学部
・College of Human Kinetics (CHK) ・・・ 化学部

その他に、5 年制課程、修士課程、博士課程が用意されている。

④ マカティー大学関連の最新情報
＜UMAK の国家試験合格率＞
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近年の国家試験（CPA 資格、看護師資格、教師免許資格など）では、マカティー大学は一
般の大学合格者輩出は全国平均の２倍以上である。 2011 年度 公認会計士資格
CPA の UMAK 合格率は 50％ と、全国平均合格率（20％）を上回っている。
2011 年度 看護師国家試験 81％、全国ランキング第 19 位と、実力をつけてきている。
マカティー市はフィリピン国家の首都であり、地元トップ企業、海外企業マニラ支店などから多
額の税収入があり、財政豊なマカティー市の補助金により、学費が安い。 さらに都会の大
学としての立地条件が良いので、国内や海外の企業との産学協同の推進や大学の卒業前
の企業へのインターンシップ/OJT（On the Job Training）は他大学よりも有利である。
＜マカティー大学とフィリピン教育改革プログラム （K-12 プログラム）＞
フィリピン政府は 2011 年のフィリピン教育改革法により、これまで 2 年短い就学年数を延
長することが決定したのに従い、アメリカ、カナダの中等・高等教育学校をモデルに 2013 年 6
月から、ハイスクール（高校）が 4 年制から 6 年制にかわり、日本と同じ就学年数になる。
フィリピン教育改革のモデル校として、総合大学の市立マカティー大学とその付属マカティー
高校が 2013 年 3 月から教育カリキュラムの編成（K-12 プログラム/中等教育 6 年、高等教
育 6 年）のケース・スタディー・モデル校として指定された。
フィリピン全国の教育機関からマカティー大学の教育改革の進捗状況が注目されている。

K-12 教育改革プログラム実施スケジュール
学校

グレード・ハイスクール
グレード 7 年生

年令（才）

実施年

12

2012 年～

ジュニアー

〃

8 年生

13

2013 年～

ハイスクール

〃

9 年生

14

2014 年～

〃

10 年生

15

2015 年～

シニア

〃

11 年生

16

2016 年～

ハイスクール

〃

12 年生

17

2017 年～

＜参考引用：Department of Education Philippines (フィリピン教育省)＞

Department of Education Philippines の報告書によると、2012-2013 年の全国ハイスクール生徒数
は 5,641,898 人、2013-2014 年には 26％増の 7,127,475 人のハイスクール生が予定されている。

＜マカティー大学と日本の学校提携＞
2013 年 4 月にマカティー大学の各学部の教授 13 名が関西を中心に来日した。
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来日の目的は日本の教育とビジネスの実態を知り、大学、専門学校などとの姉妹校提
携や産学協同プログラムの可能性を探ることであった。
来日した教授たちは経営学部、IT 情報学部、HRM (ホテル・レストラン管理部)、看護
学部、商学部などで教えているが、神戸大学・同志社大学・兵庫県立大学・その他専門
学校などを訪問した中で、日比両国の交換留学や相互単位認証（デュアル・デグリー）など
に高い関心があった。
帰国後、フィリピン人の英語力と人材は必ず日本企業のＡＳＥＡＮ諸国進出に役立てると、
教授たちは確信をもち、市立マカティー大学を運営するマカティー市の市長をはじめ、大学が
インターンシップ提携先のフィリピン企業経営者にも訪日内容を報告した。
今後、同大学は産官学が一体となって、日本の企業や教育機関との連携を積極的に取
り組みたい方針が出て、2014 年には、第二回目の「日比両国の産学協同プログラム推進」
を目的に、訪日を計画中である。

4） フィリピンの初等・中等教育の教育格差と IT 教育
フィリピンの総人口約 1 億人の 5％（500 万人）が富裕層と言われるが、その層の師弟が通う有名
私立小学校・中高校の年間授業料は名門私立大学の授業料と変わらない。 しかし、そこの私立
小学校・中学校の IT 教育では、小学 4 年生でワード、エクセルを教え、小学 5 年生ではホームペー
ジやマイクロソフトのムービーメーカなどの映像技術を習得する。
私立小学 6 年生は１年間に IT 教材として、JAVA や映像編集テクニックの 2 冊を学ぶ。
（デリマンプリパラトリー小学校 2013 年度用/出版社 Teach Factor Inc.を参照）
補足資料 ＜⑤ フィリピンの小学校 6 年生の IT 教材＞

初等教育からコンピューター関連科目が他の教育科目より高い水準、あるいは早い時期から学ぶ
ことは、IT-BPO サービス産業は、この国の産業構造と市場ニーズを物語っている。
2013 年 9 月の市場調査会社ニールセンが調査したフィリピン人の家計に占める教育費の割合の
調査によると、フィリピンはその教育費の割合が世界第２位であり、アジア太平洋地域では最高水準
だったと明らかにした。
フィリピンでは、教育が雇用と給与に影響を与えるとの考えも根強く、ニールセンの分析によると、フ
ィリピン人の 90％は、教育がもっとも勤労者の雇用機会を創りだすと考えている。
つまり、教育は所得の基盤になると考える家庭は世界平均より 15 ポイント高い 87％、東南アジア
では最高に高い回答であった。
＜引用＞ ヤフーニュース http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20130912-00000008-nna_kyodo-nb
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高等教育を受けない場合は国内企業への就職が厳しく、雇用の機会も恵まれず、貧しい家庭は
いつまでも貧困生活を続けることになるので、教育＝雇用の機会の考えが強い。
英語が得意のフィリピン人は海外勤労者（OFW）として 1,000 万人が海外で働いているが、有効
労働人口（15 才～50 才前後）の 5 人に 1 人は高等教育（教育投資＝雇用の機会）を卒業して、
海外に出かけていることを裏付けている。
高学歴の優秀なフィリピン人 IT 技術者や技能者は母国よりも給与や待遇が良い欧米・シンガポ
ールへ流出するわけである。
補足資料 ＜⑥ フィリピン IT 産業/従業員の給与＞

5） 大学と IT 企業の産学協同プログラム
マニラ首都圏のケソン市では、フィリピン国立大学（ＵＰ）とアヤラ財閥グループの合弁事業として、
ＵＰ大学が保有している広大な敷地に建設を進めていた 『ＵＰ・アヤラランド・テクノハブ』 は 2008
年以降から 10 棟の産学協同のテクノパークがオープンしている。
ここに入居する企業は法人税の免税等の優遇策を受ける事ができる。 また、産学協同のベンチ
ャービジネスが、ここのスペースを利用して、ビジネス・インキュベーションに入ることもできる。
その他にも、アヤラ・グループは、コールセンター設立の応援も実施している。
例えば、米国の医療・金融・保険・ＩＴベンチャーなどあらゆる部門を対象としてアヤラ・グループには
１万席のコールセンター能力を有し、2009 年には世界の大手である Stream 社との合弁を通じて全
世界で 2 万席を有している。
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あとがき
フィリピンは出 稼 ぎ国 家 のイメージが強 く、海 外 フィリピン人 就 労 者 (OFW）は一 般 的 にロ
ーエンド（単 純 作 業 ）の仕 事 をするようなイメージで想 像 する日 本 人 が多 い。
しかし、フィリピン最大のコングロマリット企業のアヤラ財閥副社長のジュン・ビズナー氏は、「国民の
技能レベルは年々あがり、アメリカを中心にシンガポール・オーストラリア・イギリスで OFW は会計士、
IT 技術者、医師、看護師、法律顧問など様々な専門知識を兼ね備えた人材として海外で活躍し
ている」 という。
2012 年の OFW からの海外送金は前年比 7.2％増の 201 億 2699 万ドルと過去最高を記録した
が、彼らの職業はハイエンドな知的職業人であることが多い。
例えば、フィリピン人の公認会計士は世界で 2 番目に多いという事実や、世界最大の経営コンサ
ルタント会社のマッキンゼーの役員で米国、欧州についでフィリピン人が多いは有名だ。
そうした海外で高い技術や技能を習得したフィリピン人 OFW は母国に戻り、或いはそのまま海外に
残って、IT 技術と専門分野（医療・金融など）の知識をシステム的に統合した KPO (Knowledge
Processing Outsourcing) などの IT-サービス産業に参入している。
アメリカ企業がフィリピンへ IT-BPO オフショアする大きな理由として “母国語が英語”の共通点は
が、海外に働いている 1,000 万人のフィリピン人 OFW がもっている世界各地の文化・言葉・風俗習
慣を理解していることもアメリカ企業にとって隠れた魅力となっている。

東京オリンピックが開催される 2020 年には、フィリピンの IT-BPO 産業が 250 億ドル（約 2 兆 5000
億円） を超えるという。
この売上規模は欧米諸国やアジア先進国のオフショアが増えて、フィリピンの IT-SE 技術が進歩し
つづけ、比例的に売上規模と SE 技術が飛躍する可能性が大きいことを意味している。
この調査報告書作成に当たり、インタビューに応じてくれた Philnits のアコール会長は、「この国の
人々は教育熱心だ」 と話す。
フィリピンの家計支出の中で、教育費の支出はアジアで一番高く、国民は教育イコール雇用創造
である・・・との考えが強く、身内に優秀な子供がいれば、親戚や親兄弟が大学卒業まで金銭面で
支援する。
世界銀行の報告書によると、フィリピンの大学進学率は約 29％であり、中国の 24～25％やインド
の約 13％のそれよりも上回っている。
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PEZA(フィリピン経済区機構)のデリマ長官は、高等教育を受けた工学系の大学卒業生は年間で
約 30 万人、そのうち IT（情報技術）系は年間 26 万人が輩出され、フィリピンは 「特に技術者が豊
富だ」 という話しである。
国民一人あたりの GDP は低いが、総人口の 5～10％を占める中間所得者層～富裕層の大学
進学率が高いことを考えると長官の話には同感できる。
今回の取材に応じてくれたアヤラ・グループの副社長の言葉は印象的であった。
「フィリピン人の若き実業界リーダーたちは、アメリカのハーバード大学院やスタンフォード大学院へ
留学して、将来のグローバル・ビジネスに役立つ国際人脈を確実に広げている・・・。」
日本が海外 IT オフショアの開発先として、同じ漢字国圏の中国に 80％前後の仕事が集中してい
るが、これからは世界共通語の英語で IT オフショアする日系企業が増えそうだ。
その意味で人件費コストが安く、民主主義体制で、親日国家のフィリピンは、今後の日本企業の
IT オフショアが拡大していく可能性は大きい。
日本人の英語によるコミュニケーションを心配する向きはあるが、IT 専門用語は全て英語かローマ
字表記であり、英語は「習うより、慣れろ」式で、IT-SE 技術である設計・開発・テスト工程の中で、
自然に日本人の英語コミュニケーション技法が身についてくると確信している。
今回の日本の専門学校とフィリピンの大学の IT ブリッジ SE プロジェクトは限定的で長期間にわたっ
て検証が取れない。 しかし、英語が苦手な日本人でも、フィリピン人の大学生とブリッジ SE プロジェ
クトを進めていく中で、両国の学生たちが英語によるコミュニケーションに慣れてきて、日本の学生が
英語に対する抵抗がなくなり、フィリピンが将来の日本の IT オフショア有望な有力なパートナーになる
ことを願っている。
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補足資料
＜① BPO 産業のフルタイム雇用人口数 / 772,000 人＞ （2012 年現在）

NCR 地区

中部ルソン地区

･ﾏﾆﾗ首都圏

25,600 人

485,600 人

･ｸﾗｰｸ
･ｶﾊﾞﾅﾂｱﾝ
･ｽｰﾋﾞｯｸ

西ﾋﾞｻﾔ地区

･ﾀｰﾗｯｸ

24,900 人

･ﾏﾛﾛｽ

･ﾊﾞｺﾛｯﾄﾞ
･ｲﾛｲﾛ

ｶﾗﾊﾞｿﾞﾝ地区
21,300 人

中央ﾋﾞｻﾔ地区

･ｻﾝﾀﾛｻ

47,700 人

･ﾘﾊﾟ

･ｾﾌﾞ島

･ｶｲﾝﾀ

･ﾗﾌﾟﾗﾌﾟ

･ﾙｾﾅ

･ﾄﾞﾏｹﾞｯﾃｨ
･ﾀﾋﾞﾗﾗﾝ

ﾀﾞﾊﾞｵ地区
10,000 人
＜資料引用： アヤラアイランド不動産開発部門＞

IT-BPO コールセンターの従業員雇用数
中央ﾋﾞｻﾔ地区
中部ﾞﾙｿﾝ地区
西ﾋﾞｻﾔ地区
ｶﾗﾊﾞｿﾞﾝ地区
ﾀﾞﾊﾞｵ地区

10,000, 2%
21,300, 3%
24,900, 4%
25,600, 4%
47,700, 8%

ﾏﾆﾗ首都圏

485,600, 79%
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＜② CHED に加盟している大学＞
フィリピン全国の大学数
CHED 加盟大学（国公立/私立）

全国で 2294 大学

Commission on Higher Education

（マカティー大学など市立大学 ALUC 加盟校は 37 大学）

/高等教育委員会
地区別

ルソン島

地区詳細

大学数

マニラ首都圏

330 校

イロコス地方（バギオ）

114 校

北ルソン（カガヤンバレー）

73 校

中部ルソン

234 校

カラバーゾン（ラグナ）

305

ミマロパ （パラワン諸島）

89

ビコール（カマリネス）

152 校

合計大学数

合計 1354 校

ビザヤ地区

東、西、中部地区合計

406 校

ミンダナオ地区

6 地区合計

534 校

フィリピンの全国大学の合計

2294 校

＜③ マニラ首都圏の代表的な IT 学部のある大学 （首都圏で 330 校）＞
首都圏の代表的な IT 学部の大学（1）

首都圏の代表的な IT 学部の大学（2）

UP University of The Philippines

Saint Paul University

Ateneo de Manila University

UNIVERSITY OF SAN CARLOS

De La Salle University

Asian Institue of Management

University of Makati

Makati Technology School

UNIVERSITY OF MANILA

University of East

Asian College of Science

University of Santo Tomas

STI

Trinity College

Adamson University

La Consolacion College

AMA Computer College-Makati

Interface Computer College

FEU - East Asia College in Manila

Pasig Catholic College

Polytechnic University of the Phis

Manila Central University

MMSU

SAMSON COLLEGE

San Beda College Alabang

Makati Technology School

Mapua Institute of Technolgy

Jose Rizal Memorial State College
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＜④ TESDA/技術技能教育庁＞
TESDA （Technical Education and Skills Development Authority/技術技能教育庁）
TESDA の IT 関連部門
◆ TSDO（教育システム開発オフィス）4 部門
・システム開発部門
・TVET(専門教育トレーニングプログラム)のサポ
ート サービス部門
・テクニカル・リサーチ＆プログラム開発部門
・キャリア・ガイダンス開発部門

◆ TESDA 直接運営する教育トレーニング
センター
・全国主要都市に 60 ヶ所
・TESDA と提携大学数 57 校

◆ 間接的に運営する教育訓練機関
・公営が 1352 センター
・民間が 2045 センター

◆ TESDA の教育プログラム
・大学教育に準じたプログラム （57 コース）
・教育センターに準じたプログラム（60 コース）
・地域コミュ二ティーに準じたプログラム
・企業の社内教育に準じたプログラム

◆ TESDA の外国語スキルコース
英語、日本語、韓国語、中国語、アラビア
語、スペイン語

メ モ
「産業技術教育コース」では 4 学期、2 年間
の授業を受けた後、受講者は 1 年間、実際に
企業で実地訓練を受ける。
この訓練は「監督下の産業訓練」(STI)と呼
ばれているが、受講者は日給をもらえる上に現
場の最先端の技術を学ぶことができ、 一方、
企業側としても受講者を選別、優秀な者だけ
を取り込むことができるため「1 石 2 鳥」とみられ
ている。
全国各地の 3,397 カ所に TESDA の教育訓
練センターが存在し、うち公営の訓練機関が
1,352 ヵ所、民間訓練機関が 2,045 ヵ所ある。
TESDA が直接、運営に携わっている教育
センターは 60 ヵ所、提携大学は 57 カ所であ
る。
（大学は産業技術系が 31 校、農業系が 19
校、水産業系が 7 校）
教育センターや大学で学ぶ、訓練期間は、
1 年～3 年の普通コース、1 年以内の短期コー
ス、3 カ月以内のミニコースに大別される。
カリキュラムは、技術教育技能開発局
(TESDA)に模範がある場合はそれを基にカリキ
ュラムを組み、模範がない場合は独自にカリキ
ュラムを開発している。 カリキュラムの研究・監
視チーム、改定・最新化チームがそれぞれ設け
られ、各産業界と連携を取りながらカリキュラム
の向上に努めている。
英語はコールセンター勤務に必要なアメリカ
ンのアクセントやイントネーションの矯正訓練を
受けるために設けられている。その他の外国語
は技術者・技能者として海外勤務やコールセ
ンターで働くこと前提に学習する。

＜資料参照： Technical Education and Skills Development Authority＞
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＜⑤ フィリピンの小学校 6 年生の IT 教材＞
１年間に JAVA や映像編集テクニックの 2 冊を学習

＜資料引用： デリマンプリパラトリー小学校 2013 年度用/出版社 Teach Factor Inc.＞
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＜⑥ フィリピン IT 産業/従業員の給与＞ （2013 年 9 月現在）
＜資料参照： サラリーエクスプローラー フィリピン社＞

（2013 年 9 月）

1P＝2.3 円
給与（ペ

IT 関連産業の職種

給与（円）
ソ）
ペソ

￥

Client Service Representative 一般顧客サービス

13,500

31,050

Call Centre Representative コールセンター

15,200

34,960

最高給与

45,000

103,500

平均給与

19,906

45,784

最低給与

13,500

31,050

Customer Service Team Leader カスタマーサービスチームリーダー

23,500

54,050

Call Center Quality Analyst コールセンター品質分析

27,500

63,250

Customer Service Trainer カスタマーサービストレーナー

29,633

68,156

Call Center Team Leader カスタマーチームリーダー

36,341

83,584

Customer Service Manager カスタマーサービスマネージャー

68,000

156,400

Call Centre Manager コールセンターマネージャー

75,709

174,131

Customer Service Executive カスタマーサービスエグゼクティブ

97,667

224,634

Web ウエブデザイン

20,990

48,277

Administrators アドミニストレータ

21,500

49,450

HelpDesk & Support ヘルプデスク＆サポート

27,280

62,744

最高給与

27,280

62,744

平均給与

27,280

62,744

最低給与

10,000

23,000

最高給与

50,000

115,000

平均給与

28,500

65,550

最低給与

15,000

34,500

103,000

236,900

Networking ネットワーク

Developer＆Programmer 開発＆プログラマー
最高給与
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平均給与

36,627

84,242

最低給与

5,000

11,500

最高給与

113,333

260,666

平均給与

53,983

124,161

最低給与

17,000

39,100

Security IT セキュリティー

65,583

150,841

Managers ＆ Supervisors マネージャー＆スーパーバイザー

69,000

158,700

最高給与

250,000

575,000

平均給与

69,000

158,700

最低給与

20,000

46,000

Consultants コンサルタント

77,800

178,940

最高給与

220,000

506,000

平均給与

77,800

178,940

最低給与

24,500

56,350

教師/教育関連

17,000

39,100

ペットケァー

18,000

41,400

Health and Medical 健康医療

23,700

54,510

Food /Hospitality / Tourism / Catering 飲食、ツーリズム、旅行関係

24,250

55,775

Electrical and Electronics Trades 電気機器販売ビジネス

25,000

57,500

Construction / Building / Installation 建設、設備

28,044

64,501

Automotive 自動車関連

30,000

69,000

Law Enforcement / Security / Fire 法務、安全、消防

35,000

80,500

Business Pannning ビジネスプランナー

36,088

83,002

Advertising/Grafic Design 広告/グラフィックデザイナー

38,283

88,051

Engineering エンジニアリング

39,727

91,372

Marketing 市場マーケティング

49,807

114,556

Real Estate 不動産業

66,667

153,334

Pharmaceutical and Biotechnology 薬剤師＆生物化学

73,667

169,434

Legal 弁護士など

73,695

169,499

Oil / Gas / Energy / Mining ガソリン、エネルギー、鉱業技術者

90,233

207,536

Analyst＆ Architects アナリスト＆設計デザイナー

その他の職種カテゴリー

http://www.salaryexplorer.com/index.php

項目

内容

訪問先

Tsukiden Global Solutions,Inc.

所在地

21st Floor, One Corporate Center Julia Vargass corner
Meralco Avenue Oritgas Center, Pasig City, Philippines

訪問日時

9月3日

15:00～17:00

企業概要

1990 年に月電ソフトウェア株式会社の子会社として設立以
来、フィリピンでのオフショアソフトウェア開発のパイオニア
企業。通信・業務・品質保証・ファームウェア、各分野での日
本国内ソフトウェア開発関連業務に加え、顧客業務についてオ
フショアへの移行を提案・実施するブリッジソリューションを
提供している。

対応者
訪問風景

General Manager 割貝

匡範氏

項目
議事

内容
以下の説明を受けた。

・日本に月電ソフトウェア株式会社があり、日本からの発注元
になっている。
・オフショア開発の形態は、日本とフィリピンに日本人ブリッ
ジＳＥを置いて、フィリピンでは英語でプログラム開発を行
う。
・最近は開発以外に、日本企業幹部候補生等を対象にしたグロ
ーバル人材育成事業も行っている。
・フィリピンでのオフショア開発における不安要素は、為替と
政情である。政情は好転している。
・フィリピン人プログラマの初任給は 30,000 円程度である。
・フィリピン人採用の際には、6 か月間の試用期間を設け、人
材を見極める。6 か月を経たら正式採用なる。その後のレイ
オフは基本的に不可となる。
・フィリピン人のメンタリティは日本人に似ており、クリスマ
ス休暇においても、本当に必要であれば、出勤してくれる人
は多い。
・家庭においてメイドを使用する習慣があり、女性が永く勤務
することが可能であり、責任あるポジションに就くことも多
い。

所感

20 年以上、フィリピンでオフショア開発を手掛けており、オ
フショア開発に対する確固たる仕組み・提案力を持っている。
漢字文化圏ではない技術者を使用する際には、現地に英語がで
きて現地メンバの性格をよく知る日本人ブリッジＳＥを配置
している方式は、本プロジェクトで育成しようとしているブリ
ッジＳＥに合致するため、非常に参考になった。

項目

内容

訪問先

i-Bridge Systems Philippines INC

所在地

1802-1803

Hanston

Square

Bldg.,No.17

San

Miguel

Ave.,Ortigas Center, Pasig City
訪問日時

9月4日

10:00～12:00

企業概要

2007 年に組込系を主体としたソフトウェアの技術研究開発の
オフショア拠点としてフィリピンに設立した。作業工程として
は、次世代先行技術の研究開発や要件定義・基本設計等を含む
上流工程からの一連の開発工程をすべて行っている。

対応者

Executive Vice-President 水島

哲也氏

訪問風景

議事

以下の説明を受けた。
・主な顧客は日本および米国でいずれも打合せ及び、ドキュメ
ント等は英語を主体に実施している。
・顧客側としては、英語で行うことに対し抵抗が見られる場合
があるが、今後のグローバル化を踏まえ、より効率的で効果的
な体制や工程を目指すために英語で行うことを提案し、現在は
ほぼすべての開発工程を英語主体で行っている。
・高度な知識を身につけた技術者を確保するためには、給与や
福利厚生面をはじめ、総合的に働きやすい環境作りを心がけ
様々な面に配慮しながら取り組んでいる。
・上位大学以外の出身者は基礎学力（一般常識含む数学や科学
など）が基準に満たない傾向が多く、弊社が求める人材スキル
としては適合が難しい場合がある。
・フィリピン内の取得可能資格は、まだレベルが高いとは言い
難く弊社の基準では考慮対象としては限定的である場合が多
い。
・フィリピン国内のソフトウェアの要求品質は、非常に低いた
め、当社では気質や予算面で適合が難しい。

項目
所感

内容
日本市場の拡大が難しい傾向がある現状で、上流工程からすべ
を英語で開発する方式は、アジアのエンジニアを育成、使用し
ていくために、非常に重要なアプローチであると考えられる。
この方式が確立されれば、アジアが世界のソフトウェア開発セ
ンタになる可能性が出てくると考えられる。

項目

内容

訪問先

Toei Animation Phils.,INC

所在地

9th Flr. Cyber One Bldg, Eastwood City Cyberpark, E.
Rodriguez Jr. Ave., Bagumbayan, Quezon City

訪問日時

9月4日

14:00～16:00

企業概要

1986 年に東映アニメーションの子会社として設立された。当
時の日本ではアニメーションの需要増に対して、人材が不足し
ており、アジア各国に同様な会社が設立された。原画の作成、
色付け等を行っている。

対応者

President 祖谷
General Manager

訪問風景

悟氏
Nestor P. Palabrica

項目
議事

内容
以下の説明を受けた。
・フィリピンはアジアの好景気、通貨危機の影響が少なく、賃
金相場は安定している。初任給はフィリピンの最低賃金であ
る 20,000 円程度である。
・フィリピン人スタッフは 160 名で日本人社員は１名、他に日
本の親会社から、品質管理、技術指導などの目的で数名が交
代で滞在をしている。
・採用基準は高卒以上で、絵を描くテストを行う。6 か月の研
修期間で人材を見極める。
・キリスト教徒が多いので、日曜日は基本働かないが、お願い
すれば応じてくれる。
・仕事はノルマ設定で、出来るまでは帰らずに作業を続けるこ
とが多い。
・日本への作品の送付は専用回線で送っている。以前は航空便
で送っていたが、翌日には日本に到着するところがフィリピ
ンの強みであった。
・最近フィリピンで増えているのはスマートフォンのアプリや
ゲームを開発する会社らしい。
・日本の習慣等は、日本人スタッフが教え、チェックしている。
・これからは、アニメーションのベースとなる原画を作成する
クリエータの育成が重要になってくる。

所感

職場を見学させてもらったが、フィリピン人スタッフは非常に
礼儀正しく、フレンドリーな対応であった。設立してから 20
年以上たっているため、年配のスタッフも多くいたが、若手ス
タッフと同様に一生懸命仕事をしていた点が印象的であった。
優秀な働き手であると推測される。

事 業 評 価
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ブリッジＳＥの中核的専門人材育成のための PBL 教材の国際的実証と再構築
評価報告書
平成 26 年 2 月 19 日
評価分科会

第１章 ブリッジ SE 育成プロジェクトの取り組みと評価
1.1 プロジェクトの目的
オフショア開発におけるブリッジ SE が果たす役割は非常に大きい。しかし、現状では、ブリッジ SE を
育成する教育コースやカリキュラム、教材、トレーニングシステムは存在しない。本プロジェクトの目的
は、ブリッジ SE が業務を行うために必要な英語コミュニケーション力を養い、即戦力になることを目標
に、効果的かつ効率的な教育コースを開発することである。具体的には、基礎英語教材や PBL
（Project Based Learning）教材を開発し、その効果を検証する。本プロジェクトの目的は、単に関連教
材を開発し検証するだけではなく、実際のオフショア開発作業環境に近い環境を創り出し、実務に即
したリアルな学習の場で、ダイナミックなブリッジ SE 教育を行い、その効果の検証を行うことである。
1.2 前年度までの取り組み
ブリッジ SE 育成プロジェクトは、平成２３年度から本格的に始まり、平成２４年度および平成２５年度と、
３年間のプロジェクトとして行われてきた。平成２３年度は、ブリッジ SE 育成の必要性を提言し、産官学
コンソーシアムの立ち上げ、取組方針の検討などが行われた。平成２４年度は、ブリッジ SE レベル別達
成評価基準の作成、人材育成のための実践的モデルカリキュラムの作成、ブリッジ SE に必要な英語
教材の開発、PBL 教材の開発と実証実験・評価などが行われた。
1.3 平成２５年度実施プロジェクト
平成２５年度は実際のオフショア開発現場に近い環境を創り出し、実践に即した開発作業(成果検証
プロジェクト)が行われた。またオフショア開発の作業実施に先立ち、平成２４年度に開発された基礎英
語教材と PBL 教材を使って、事前に準備講座が開講された。専門学校教員によるオフショア開発 PBL
教材評価が行われた。さらに、地方都市が求める「IT 人材像」についての調査が行われた。
1.4 評価分科会の役割
評価分科会は、ブリッジＳＥ育成プロジェクトにおいて行われて来た英語教材の開発、PBL 教材の
開発と実証実験、成果検証プロジェクトの教育効果について評価する。さらにＩＴ人材像調査について
もその結果を評価する。
1.5 プロジェクトの内容と評価項目
1.5.1 評価の目的
基礎英語教材と PBL 教材を使った準備講座が、開発作業を行う上で役に立ったかどうか、教材の
有効性を評価する。さらに、実際のオフショア開発現場に近い環境で行われた作業やコミュニケーショ

ンが有効であったかどうか、その結果を評価する。その他、関連事項について評価する。
1.5.2 評価方針と評価のポイント
プロジェクト参加者の作業内容およびアンケート調査などを分析し、可能な限り定量的な評価を行う。
また、評価は、すでに開発された基礎英語教材と PBL 教材が、実際のオフショア開発に役に立った
かどうか、作業との関連性について調査し、その有効性を検証する。
1.5.3 評価項目と範囲
評価項目は以下の４項目とする。
（１）事前準備講座の実施と教材の有効性評価
フィリピンのマカティ大学の学生をソフトウエア開発委託先と想定して、実際のオフショア開発に近い
環境でソフトウエアの改修（カスタマイズ）作業が行われた。これに先行して基礎英語の授業と、ＰＢＬ
教材を使った学習を事前準備講座として実施した。これらの事前準備講座が、ブリッジ SE が行う作業
とうまく連携し、作業を進める上で役に立ったかどうかを評価する。
（２）成果検証プロジェクトの実施評価
事前準備講座を修了した専門学校生をブリッジ SE（リーダおよび担当者）と見立て、マカティ大学の
学生をソフトウエア開発委託先と想定して、実際のオフショア開発作業を実施した。この作業の有効性
について検証評価する。
（３）全国の専門学校におけるブリッジ SE 育成カリキュラム、基礎英語および PBL 教材の有効性評価実
験
代表的な専門学校を選び、平成 24 年度に開発した育成カリキュラムと基礎英語および PBL 教材が
有効であったかどうか、検証実験が行われた。これについて評価する。
（４）地方都市が求める「IT 人材像」についての調査
富山県内の産官学関係者を対象に、地方都市が求める IT 人材像の調査が行われた。本調査内
容について評価する。
1.5.4 評価方法
評価分科会では、前項 1.5.3「実施項目と範囲」に示した４項目について評価した。評価の「物差し」
は、たとえば、開発された教材は、「極めて有効」、「有効」、「工夫・改善が必要」の３段階とした。さらに
実施結果に対してコメント（提案）がある場合には「改善提案」として、その内容を示した。
第２章 作業内容と評価結果
2.1 事前準備講座の実施と教材の有効性評価
2.1.1 基礎英語講座の有効性評価
基礎英語講座は、富山情報ビジネス専門学校・高度情報システム学科４年生４名に対して、平成 25
年 9 月 9 日から 10 月 4 日まで、２９時間行われた。教材は、ブリッジ SE が、開発委託先とやり取りする
際に最小限必要な知識・スキルを選んで実施された。学習内容は以下のとおりである。
①スペシャリストの語彙、②日常のコミュニケーション時によく使う単語、③文法と句読法、④文法パ
ート２、⑤未来形、⑥キーワード・パート１および２、⑦e メールを読む、⑧ビジネスライティング、⑨e メー
ルの書き方、⑩e メールでの返信の仕方・パート１および２、である。

（１）作業状況


学習者４名は、上記 10 項目について事前学習するとともに、基礎的な英単語、コンピュータ関連
単語や英文法（現在、過去、進行形、主語・述語の関係）等の学習、メールの書き方、翻訳サイト
の利用方法、自己紹介の仕方などを積極的に学習した。
事前の「基礎英語講座」がフィリピンとのオフショア開発作業に役立ったことはなんですか？との質
問に、次のように回答している。



翻訳ソフトを使って、日本語を英語に翻訳したときに、機械翻訳が明らかにおかしいというミスに気
がついたこと、メールの書き方や、正しい文法を学ぶことができたこと、メールで返信するときに、
文法に注意することができたこと、翻訳するときの主語、述語の明確化、翻訳サイトの利用のノウ
ハウに気がついた、とコメントしている。

（２）評価
翻訳ソフトを使う場合、一定の文法知識を持っていないと、機械翻訳の結果がどれほど正確か、そ
の精度について判断できない。すなわち、機械翻訳の結果判定には、ある程度の基本的な英文法の
知識が必要である。上記、アンケート結果に見るように、「機械翻訳の品質」や「ミス」に気付いたことは、
文法についての事前学習が効果的であったことを示している。よって、事前の基礎英語講座は、「有
効」であると評価した。
（３）改善提案（コメント）
機械翻訳では、日本語文があいまいで、わかりにくい文章の場合でも、そのまま、英語に翻訳される。
その結果、精度の低い不明確な英文に翻訳される。機械翻訳は人間が行う翻訳のように、行間を読む
ことや、文章の前後関係を推測することはできない。翻訳対象となる日本語の原文をそのまま解析する。
この機械翻訳の特徴や機能を先ず、十分に利用者（学生）に教える必要がある。
翻訳結果の善し悪しは、すべて原文の日本語が分かりやすく、簡潔であるかどうかで決定される。機
械翻訳は、前編集と後編集が必要であることを十分にオリエンテーションすることを提言したい。参考
までに、機械翻訳（前編集）の鉄則を以下に示す。


先ず、何を伝えたいのか、徹底的に吟味し、メリハリのある分かりやすい日本語文にする。



文章は短文にする



あいまいな表現は避ける



簡潔で明快な文にする。（例：吾輩は猫である。まだ名前はない）



長い文章は、内容を精査し、箇条書き（短文）にする

機械翻訳の後編集では、単数・複数が適切に訳されているかどうか、定冠詞や不定冠詞の付け方
は適切か、時制は一致しているか、などを注意深くチェックする必要がある。それには、翻訳の慣れとと
もに、一定の文法知識が必要である。
2.1.2 PBL 教材を使った準備講座の有効性評価
富山情報ビジネス専門学校・高度情報システム学科４年生４名を対象に、インシデントの演習が実
施された。演習時間は、３０時間＋α（宿題で対応）である。具体的には、日本国内で行う結合テストフ
ェーズを想定し、以下の４つのインシデントについて演習が行われた。
① C030 仕様書にバグが発見された場合の修正依頼

・開発側と、どのようなやり取りをするか、最適なコミュニケーション方法について考える
② C040 顧客からの仕様変更があった場合の修正依頼
・客先の都合により、仕様変更が発生した場合、開発側と、どのようなやり取りをするか、考える
③ C050 DBMS の仕様変更依頼があった場合の対応
・DBMS を仕様変更してコストを下げることが話題となり、それに対応するには大規模な改修となる
が、それにどう対応するか、やり取りについて考える
④ C060 テスト結果の「誤り」を指摘する
・受け入れたプログラムをチェックした結果、バグが発見された。しかし、単体テストの結果は、OK
であった。テストが適切に行われたかどうか、テスト結果の信憑性を問う。
（１）作業状況


４名の学生が実習で使うコミュニケーションツール JIRA を使い作業を行った。作業内容は、メール
のやり取り、翻訳サイトの利用、各インシデントの①仕様書のバグによる修正依頼、②顧客による
仕様変更のための修正依頼、③テスト結果のウソを発見し指摘する（実際には実施していないテ
スト結果を入れてあるケース）、④DBMS の変更依頼（仕様変更）対応などを実施した。

（２）評価
準備講座に参加した学生４名に対して、この事前学習がフィリピンとのオフショア作業に役立ったか
どうか、ヒアリング調査を実施した。その結果、役に立ったと述べている。特に、コミュニケーションの方法
や、英語に翻訳しやすい日本語にしてから翻訳するという翻訳スキルが身に付いた、と述べている。さらに、
メールでのやりとり、翻訳サイトの利用の仕方、相手側に返事を返す場合の返信の仕方、基本的な文例や
マナーが理解でき、不安を取り除くことができたこと。さらに、①相手に伝わりやすい翻訳を行うこと、②上か
らの目線ではなく、丁寧な言葉に気をつけること、などが事前学習できたと述べている。
このことから、ブリッジＳＥ育成講座の事前学習は、後日、実施されたフィリピンとのオフショア作業に役

立ったといえる。よって、事前の基礎英語講座は、「極めて有効」であると判定した。
（３）改善提案（コメント）：
発注側と受託側とのコミュニケーションがすべてスムーズに進行したとは、言えない部分もあったと思
われる。JIRA のログを分析するなどして、コミュニケーション上の課題を探り、トレーニングシステムの改
善に生かすべきであると思う。
2.2 成果検証プロジェクトの実施評価
（１）実施期間およびメンバー
成果検証プロジェクトは平成 25 年 11 月 4 日から 11 月 22 日まで 15 日、行われた。プロジェクトメン
バーは、国内発注側は、富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生、
４名（リーダ：１名、担当者：３名）である。一方、オフショア受託側は、フィリピン・マカティ大学、
Computer Science コースの学生、３名（リーダ：１名、担当者：２名）である。
検証プロジェクトは、国内発注側からオフショア受託側にオープンソース ERP ソフトである ADempiere
(アデンピエレ)に機能追加をする、という想定でオフショア開発作業が実施された。
（２）作業内容
実際に行われた成果検証プロジェクトの実施内容及び結果は表１のとおりである。インシデントは、

No.２から No.５まで、４項目の作業が行われた。No.１は、「取引先からの要望画面に文字項目を追加
する」作業でありサンプルとして行われた。表に見るように、やり取りの回数、バグ件数、バグ内容、対
応期間、納期内に収まったかどうかの結果が示されている。
表１ インシデント結果

No.２

インシデント

No.３

No.４

No.５

項目
作業内容

販売担当者の情報画

受注画面に日付項目

購買画面に数値項

役職カテゴリー画面

（インシデントの内容）

面に文字項目を追加

を追加

目を追加

に文字項目を追加

６回

１６回

１５回

１１回

３回

４回

７回

６回

双方のやりとり
合計回数
そのうちの日本側
対応回数
バグ件数

バグ 1 件

バグ 2 件

バグ 4 件

バグ 2 件

仕様を追加したテーブ

①Null 入力時にエラー

①仕様は「制限」に

①必須入力ではない

ルが参照のみのため、

が出る。(必須項目では

なっているが、２０桁

のに、必ず入力しな

テストが出来ない。（仕

ないので Null でも保存

以上でも保存するこ

ければならない。

様不良）

可能が正しい)

とができてしまう。

（null が入力出来な

②PC のシステム日付よ

②小数点を打ち込む

い）

（製造・テスト

り未来の数値を

ことができてしまう。

②スペースを入力

および検収で

other_date に入力する

③２０桁入力すると自

し、保存することが出

発見されたバ

とエラーが発生する。

動的に１７桁目で四

来た

グとその件

（仕様不良）

捨五入が入る。

バグ内容

品質

（注）

数）

④必須項目ではない
のに、null だとエラー
が出てしまう。

日本側

７日間

９日間

１１日間

４日間

対応期間

（インシデントクローズま

（左に同じ）

（左に同じ）

（左に同じ）

8 時間

11 時間

6 時間

（左に同じ）

（左に同じ）

（左に同じ）

OK

OK

OK

での期間）
フィリピン側
対応時間
納期

（開発、テスト、検収に
要した期間）
OK

（注）やりとり回数が合計１６回で、そのうち、日本側対応回数が４回、フィリピン側が１２回であった。これは、

フィリピン側からの質問に対して、日本側が確認し、対策をとるのに時間がかかり、その際、フィリピン側へ状
況説明の返事をしなかったため、フィリピン側から督促のメールが何通も来たことが原因であった。
（３）評価項目と内容
本プロジェクトの作業は、ブリッジ SE リーダ（１名）とブリッジ SE 担当者（３名）によって行われた。作業

内容がそれぞれ異なるので、評価項目がそれぞれ異なっている。ブリッジ SE（リーダ）に対する評価項
目（５項目）とその内容を表２に示す。

表２ ブリッジ SE（リーダ）の評価項目
評価項目
１．理解力

内 容
現状の問題点をすばやく理解する力。理解できない場合は、どうす
れば理解できるか、対応を考える力。

２．問題解決力

問題点を解決するのに最も効率の良い手段や方法を見出す力
問題解決の方法を英語で相手に円滑に伝える力。関係がこじれそう

３．コミュニケーション力

な時には関係を修復することができる力。インシデント終了時、プレ
ゼンテーションの評価ができる。

４．指導力
(遠隔地の作業者)

海外のオフショア委託先の作業者に英語で分かりやすく内容を伝え
ることができる力。相手が理解しているか、いないかを的確に見極め
る力を持っている。

５．指導力
(国内メンバー)

一緒に作業している担当者に対して、分かりやすく作業内容を伝
え、指示することができる。作業者の作業進捗状況を把握する力。

ブリッジ SE（担当者）に対する評価項目（５項目）とその内容を表３に示す。
表３ ブリッジ SE（担当者）の評価項目
評価項目
１．指示内容の理解力

内 容
ブリッジ SE から指示された作業を理解する力。理解できない点につ
いて確認する力

２．作業の正確さ

指示された作業を正確、かつ確実に実行して結果を出す力。作業
指示上で生じた疑問をある程度推測して自己解決ができる。
指示された作業の実施結果を正確に報告できる力。指示された作

３．報告の正確さ

業に疑問が生じた場合には質問し、正しい回答を得る事ができる。
インシデント終了時のプレゼンテーションの評価を含む。
共同作業を円滑に行う為に、他のメンバーに気配りができる力。他

４．協調性

の作業者が行っている作業についてもある程度理解して自分の作
業を実施する力。

５．応用力

以前に指示された内容と同様な状況において、それを今回の状況
に当てはめて作業を推進する力。

（４）評価点とその内容
評価点は、表４に示すように最も高い評価点を５とし、最も低い評価点を０とし、６段階として評価した。
また、各評価点の内容を表４（右欄）に示す。

表４ 理解度評価と指標
内 容

評価点

５(最も高い)

評価項目を理解した上で実施し、目的通りの結果を得る事ができる。

４

評価項目を理解し実施しているが多くの時間がかかり、稀に望まない結果になる。

３

評価項目を概ね理解して作業を実施しているが、５０％の確率でうまく行かない。

２

見よう見まねで作業は実施してはいるが、本質を理解していない。

１

共同作業者の支援を受け、何とか作業をこなしているが作業内容は理解していない。

０(最も低い)

全く作業内容を理解しておらず、成果物が全く提出できていない。

（５）評価結果
評価は、評価担当講師がプロジェクトに参加した学生（ブリッジＳＥ（リーダ）とブリッジＳＥ（担当者））
の作業状況を観察し、「ブリッジＳＥ育成カリキュラムの学生指導要領」（表４）“理解度評価と指標”に基
づいて客観的に行われた。結果は以下の通りである。
（ａ）プロジェクト全体の評価
表１から分かるように、４つのインシデントが実際のオフショア開発と同様に、実践さながらに行われた。
発注側と開発側とのやり取りも実践さながらに、頻繁に行われている。すべてのインシデントのバグも納期内
に解決され、納期（平成 25 年 11 月 19 日）は守られた。よってプロジェクトの推進は、高く評価される。

（ｂ）ブリッジＳＥ（リーダ）
今回の評価実験では、ブリッジＳＥ（リーダ）役は１名（学生Ａ）であった。評価点、25 点満点のところ、
合計 20 点である。15 点(100 点満点法では 60 点に相当)以上の得点を「効果認定点」とすると、20 点
（80 点）であり、高い評価点を得ている。この結果から効果があったことが認定できる。
（ｃ）ブリッジＳＥ（担当者）
ブリッジＳＥ（担当者）は、学生Ｂ，Ｃおよび D の３名である。評価点はそれぞれ、Ｂ=17 点、Ｃ=22 点、
Ｄ=16 点で、平均評価点は 18 点である。ＣとＤの得点差は大きく、個人差はあるものの、平均点 18 点
は、100 点満点法に換算すると、72 点に相当し、これは十分な効果認定点といえる。
（ｄ）総合評価
今回、ブリッジ SE 育成教材を使用して事前準備講座が実施された。その後、本「成果検証プロジェ
クト」が行われたが、評価結果から、高い評価点を得ている。よってこの結果から、開発した教材は「極
めて有効」であったといえる。また成果検証プロジェクトは、マカティ大学との連携により、実際のオフシ
ョア開発現場に近い環境を作り、リアルな体験を実施したこと、さらに、世界のデファクトスタンダードで
あるオープンソース ERP ソフト「ADempiere」をカスタマイズ教材として選択したこと、などは高く評価さ
れる。ただ、学生数が少なかったこと、また学生が受持つ役割(ブリッジ SE のリーダと担当者)が固定し
た状態で実施され、役割の交代がなかったことは少し残念であった。
当プロジェクトに参加した学生は、すでに PBL 授業でシステム開発や分散開発の経験を積んでいる。
そのうえで、ブリッジ SE に必要な知識や役割、作業に対する心構えなどを、今回のカリキュラムを通し
て学び、体験し、習得した。本成果検証プロジェクトにおいて、想定以上の成果を上げたことは高く評
価できる。具体的には、プロジェクトに参加した学生４名は、レベル別達成評価基準において、ブリッジ
ＳＥとして「レベル３」に達している、と認定できる。

さらに、今回、オフショア開発のパートナーを務めたフィリピン・マカティ大学の学生達のレベルの高
さも高く評価できる。
（ｅ）改善提案：
１）ブリッジ SE リーダと担当者の役割について
今回の検証実験では、ブリッジ SE リーダと担当者が固定であったが、役割を交代して全員がリーダと
担当者を経験すれば、さらに高い教育成果が期待できたと思う。検証実験の期間は長くなるが、役割
交代により、リーダを経験して初めて担当者のやるべきことが理解でき、またその逆もある。役割交代は
ブリッジ SE 育成教育には重要なことであると思う。今後に期待したい。
２）リアルタイムチャットについて
当教材で想定していたツールには、リアルタイムチャットを行う機能がなかった。しかし、今回学生達
が自発的に、たまたま用いた Skype によるチャットが非常に有効であったと述べている。よって今後、当
教材の標準ツールにチャットソフトウェアを追加するなど、対応が必要である。
2.3 全国の専門学校におけるブリッジ SE 育成カリキュラム、基礎英語および PBL 教材の有効性検
証
平成 24 年度に開発したカリキュラムと基礎英語および PBL 教材が有効であるかどうか、検証実験が
行われた。本評価実験では、被験者として、代表的な専門学校の教員４名が選ばれ、評価実験が行
われた。
（１）作業状況
４名の教員は、開発発注側であるブリッジ SE 側と、受託先であるオフショア側とに分かれて、インシ
デント C030 と C040 を実施した（表５）。
表５ 教員によるブリッジ SE 育成教材を使った作業
第１回
作業内容

第２回

インシデント C030

インシデント C040

（シナリオ４まで実施）

（シナリオ５まで実施、６からはシナ
リオなしで自由形式で実施）

発注（ブリッジ SE）側

教員 A, B が担当

教員 C, D が担当

受託（オフショア）側

教員 C, D が担当

教員 A, B が担当

（２）評価結果
(a) アンケート調査（その１）
インシデント C030 と C040 を実施した後、アンケート調査を行った。アンケートは、以下の６項目につ
いて行われた。①教材は学習者（学生）にとって「使いやすい（5）」から、「かなり使いにくい(1)」まで、５
段階評価で実施された。以下同様に、②教材は教員にとって、「使いやすいか？（5～1）」、③教材は
グループワークに、「有効か？（5～1）」、④教材のシナリオは、「実践的か？（5～1）」、⑤教材は英語
習得に「有効か？（5～1）」、⑥教材はブリッジ SE 育成に「有効か？（5～1）」である。アンケートの結果
は、以下のとおりである。
①教材は学生にとって、「使いやすい」が１名、「ほぼ使いやすい」が２名、「何とも言えない」が１名

②教材は教員にとって、「使いやすい」が２名、「ほぼ使いやすい」が２名
③教材はグループワークに、「有効」が３名、「かなり有効」が１名
④教材のシナリオは、「実践的である」が３名、「かなり実践的」が１名
⑤教材は英語学習に、「有効」が０名、「かなり有効」が３名、「一部有効」が１名
⑥教材はブリッジ SE 育成に、「有効」が２名、「かなり有効」が２名


評価

上記の結果から、教材は、学生や教員にとって「ほぼ使いやすく」、特にグループワークに有効であ
るという意見が多い。さらにシナリオも実践的であり、英語を取得するにもかなり有効であるとの評価で
ある。総合的に、ブリッジ SE を育成する教材として、高い評価を得ている。よって、本教材は「有効であ
る」と判断できる。
(b) アンケート調査（その２）の結果：
PBL 教材を使って、ブリッジ SE と受託先（オフショア開発側）とのコミュニケーションが問題なく、スム
ーズにできたかどうか、「コミュニケーション」という視点からアンケート調査が行われた。アンケートの内
容は以下の９項目である。[

]内の数値は、アンケートの回答（５段階評価）の平均得点を示している。

（ア）JIRA の「操作」について[4.0]
⑤簡単にできた、④まあまあできた、③何ともいえない、②難しい、①非常に難しかった
（イ）JIRA を使った「英語コミュニケーション」について[3.8]
⑤簡単にできた、④まあまあできた、③何ともいえない、②難しい、①非常に難しかった
（ウ）受託先（オフショア開発会社）からの「指示内容の理解」について[4.0]
⑤全く問題なく理解できた、④まあまあ理解できた、③何ともいえない、②あまり理解できなかった、
①まったく理解できなかった
（エ）「指示」に対する「回答・同意」について[3.8]
⑤問題なくスムーズにできた、④何とかできた、③何ともいえない、②あまりスムーズでなかった、①
まったくスムーズでなかった
（オ）英文メールで指示を出す際の関連英文の想起について[4.0]
⑤問題なくスムーズに想起できた、④時間がかかったが何とか想起できた、③何ともいえない、②あ
まりスムーズでなかった、①まったく想起できなかった
（カ）ブリッジ SE の英語コミュニケーションスキル向上策について[4.8]
⑤さらなる高度な教材が必要、④現状のものでよい、③何ともいえない、②あまり必要でない、①ま
ったく必要ない
（キ）今回演習で利用したシナリオの内容について[5.0]
⑤大変よく考えられている、④まあまあよい、③何ともいえない、②あまり良くない、①改善が必要
（ク）今回演習で利用した PBL 教材の量について[4.5]
⑤適当である、④まあまあである、③何ともいえない、②少ない、①もっと必要である
（ケ）総合（全体）的に、ブリッジ SE と受託先（オフショア開発担当）との作業の「やりとり（コミュニケーショ
ン）」に習熟する教材として、本 PBL 教材は [4.8]
⑤非常に役に立つ、④まあまあ役に立つ、③何ともいえない、②あまり役に立たない、①まったく役
に立たない



評価
各質問に対し、高い評価を得ている。特に、教材のシナリオの内容については、評価点 5.0 で高い

評価である。一方、「JIRA を使った英語コミュニケーショ力」強化については何らかの工夫が必要であ
る。（イ）を除けば、すべての項目で 4.0 以上の評価点を得ており、高い評価である。よって、本教材は
総合的に、「有効である」と判断した。
（３）改善提案：
英語教材と PBL 教材の内容について次のような意見もあるので、今後改善を望みたい。

（a）実際の作業には、JIRA のメール・チャット機能を使うことが多かったので、それに合わせて、英語で
のチャットができる教材が必要である、という意見がある。
ブリッジＳＥが使う英文メールやチャットは、今までの作業経験から、使う英文は、おおよそパターン
は決まっている。よく使う「SE のための英文・チャット文」を抽出して、分類・整理し、それをまとめて、学
生に教材として配布しておくのも一つの方法である。学生はこの基本パターンを応用して、「場」に応じ
たいろいろなメール作成やチャットができるようになると思う。
また、e-Learning 教材化して、学生の能力に応じて、いつでも「練習」ができる体制を整える必要があ
る。英語が即、実践で使えるようになるには、「反射力」や「瞬発力」が必要である。これは、繰り返しの
練習で習得できる。今は、e-Learning で簡単にこのような「学習の場」が構成できるので、是非、作成す
ることを推奨したい。
（b）PBL 教材では、「一度コツを覚えてから、ズット同じ作業の繰り返しであったので興味が薄れた」という意
見もあるので、ケースをもっと増やした方が良いと思う。

2.4 地方都市が求める「IT 人材像」についての調査
（１）調査の目的
富山県が求めるＩＴエンジニアの人材像を明確にするために調査分科会を立ち上げ、調査が行われ
た。調査分科会の構成は、富山県内の高等教育機関関係者５名、富山県庁関係者１名、業界団体２
名、IT 企業関係者６名、計 14 名である。
（２）調査内容と方法
調査は、先ず他県のＩＴ企業の状況を調査し、「富山県型ＩＴエンジニアのあるべき人材像」を明確に
することを目的に行われた。調査対象は、富山県内ＩＴ企業はじめ、岩手県、福岡県、沖縄県の IT 企
業である。調査内容は、ＩＴエンジニアに求める業務内容、必要な能力・スキル、入社前に必要な能力・
スキル、ＩＴエンジニアの育成方法、教育機関との連携に対する関心、重要視している資格などである。
調査はアンケートやヒアリングにより行われた。
（３）調査分科会による調査の結果
調査の結果は、調査分科会によってまとめられた。内容は、おおよそ次のとおりである。
企業がＩＴエンジニアに求める業務内容は上流工程である。そのためにはコミュニケーション能力、
意欲や管理能力が必要である。また入社前に必要なスキル・能力としては、コミュニケーション能力、コ
ンピュータ全般の知識、意欲、職業人基礎力である。国際化への対応は緊急の課題ではなく、ニーズ
は低かった。育成方法は OJT による職場での育成が多い。企業では、別途教育を受けさせる時間、費
用、機会および余裕が少ないことを表している。教育機関との連携については、インターンシップの受

入は積極的に実施しているが、産学連携による共同研究等のニーズはない。IT 企業が重要視してい
る資格は、ＩＴＳＳが最も多く、次いで情報処理技術者試験、ＩＳＭＳであった。
（３）評価結果
富山県が求めるＩＴエンジニアの人材像調査は、富山県内の高等教育機関、富山県庁、業界団体
および IT 企業の関係者で構成される調査分科会を立ち上げ、多方面の関係者によって積極的に行
われた。また、富山県内ＩＴ企業はじめ、岩手県、福岡県、沖縄県の IT 企業に対して調査が行われ、
「ＩＴエンジニアの人材像」がまとめられた。調査結果から、富山県のＩＴエンジニアに求められる特徴的
な人材像を見出すことは出来なかった。しかし調査のまとめによれば、今後、日本国内のＩＴ産業が、
将来あるべき姿として「国際化は避けられない」とし、グローバルＩＴ人材の育成、海外との連携を重要
事項と位置付けた。そして、富山県としては、現状に甘んじることなく、他県の状況を参考に、グローバ
ルなＩＴエンジニアの育成を行う必要がある、としている。現状では未だ求められていない国際化対応
ができるＩＴエンジニアについて、教育機関が積極的に提言し人材育成に力を注ぐべきであると結論づ
けている。次年度プロジェクトは、グローバル対応のＩＴエンジニアを育成するためのプロジェクトとすべ
きであると結論付けている。
本調査は、今後の「グローバルなＩＴエンジニア人材像」を考える機会となり、有意義な調査であった
と思う。よって、「有効である」と評価した。
第３章 評価のまとめと今後への期待
3.1 評価のまとめ
富山情報ビジネス専門学校の学生を国内発注側として、ブリッジ SE リーダと担当者に分け、フィリピ
ンのマカティ大学の学生をソフトウエア開発委託先と想定して、実際のオフショア開発に近い環境を構
築し、オフショア開発作業が行われた。また本オフショア開発に先立ち、平成２４年度に開発した基礎
英語教材とＰＢＬ教材を使った事前準備講座が行われた。
平成２５年度の評価ポイントは、基礎英語の学習とＰＢＬ教材が、ブリッジ SE が行うオフショア開発作
業と、うまく連携し、作業を進める上で役に立ったかどうかを評価することであった。
学生に対するアンケート結果や、教員による評価結果を分析した結果、基礎英語の学習と、ＰＢＬ教
材による学習は、オフショア開発を推進する上で、大変有効であることが確認された。また、他の専門
学校教員による評価でも、教材は、高い評価を得ており、「極めて有効」であると評価した。特にマカテ
ィ大学との開発環境の構築、オフショア開発の推進と、その結果については、「極めて有効」である。
さらに開発対象としてオープンソース ERP ソフト「ADempiere」を選定したのは、大変有効であった。
現在、ERP ソフトとして、国内外の企業で広く使われているのが SAP である。しかし、SAP は、プロプ
ラエタリ（独占的）な ERP ソフトであり、ユーザ企業規模にもよるが、価格は 500 万円から数千万円と高
価である。そこで、近年オープンソース ERP ソフトとして世界的に注目を集めている ERP ソフトが
「ADempiere」である。ADempiere は現在、世界のデファクトスタンダードになっている。今回の検証実
験では、カスタマイズ対象として ADempiere が選定された。将来、企業の IT 部門で活躍することが予
想される国内の学生と、マカティ大学の学生にとっては、ADempiere の機能に触れられたことは、大変
有意義であった。

3.2 今後への期待
（１）教材のモデル化と普及
現状では、ブリッジ SE のトレーニングツールや教育システムがない。本プロジェクトは、具体
的に PBL 教材を開発し、オフショア開発環境を作って、実際の作業に近い環境で、効果的、かつ
効率的なトレーニングができるように工夫したことは大変意義深い。この経験を全国の専門学校、
高専、大学に拡げて欲しい。さらに国内のソフトウエア開発企業のブリッジ SE 育成にも十分に利
用できる教材であるので、拡大して欲しい。さらに、ブリッジ SE が、実際にオフショア開発に使
う英語コミュニケーション用語や単語、チャット、メール文などは、かなり限定されている。それ
らを集めて、英語コミュニケーション力を養う e-Learning 教材を開発して欲しい。英語コミュニ
ケーションには瞬発力が必要である。このスキルを付ければ、ブリッジ SE を効果的、かつ効率よ
く育成することが可能である。開発のためのコミュニケーションツールは JIRA と Skype を使い、
開発対象は ADempiere のカスタマイズとして、
「ブリッジ SE 育成用トレーニングシステム」のモ
デルを作成すれば非常に有効である。
（２）海外の技術者との共同開発
これからのソフトウエア開発は、従来のように日本側から人件費の安い開発途上国のソフトウエ
ア企業へ委託する、というトップダウン的手法は少なくなると思われる。むしろ、海外の技術者と
協調し、連携しながら開発を進めるという「共同開発方式」が主流になるであろう。すなわち、現
地の IT 技術者と連携して共同で物づくりをするという方法である。共同開発した成果物は、現地
でも利用してもらう「オープンイノベーション」の発想である。これは、現地の人材育成にも貢献
できるし、新たな市場開拓にもつながる。今までのように、先進国で物づくりをして、それを開発
途上国で販売し、消費する、という発想はもはや古くなっている。我々は新しいビジネスモデルが
生まれていることに気がつかなければならない。
しかし、これを実現するには、グローバル対応ができる IT 人材が必要である。英語コミュニケ
ーション力や英語による仕様書作成ができる IT 人材が必要である。しかし、従来の英語教育のよ
うに、目的のない「英語を学ぶための英語教育」では、IT 技術者の英語スキルアップはいつまでも
望めない。そこで、注目されるのが、今回のプロジェクトのように「目的をもった英語コミュニケ
ーション力の学習」である。すなわち、IT 技術者として IT スキルを習得することと並行して、英
語 IT スキルも学ぶという「並行処理方式」である。
今回のブリッジＳＥ育成モデルをベースに、これを発展させた「グローバル IT 人材育成プログ
ラム」が開発されることを切に望みたい。
以上
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学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校

ブリッジSEの中核的専門人材養成のための
ブリッジ
の中核的専門人材養成のための
ＰＢＬ教材の国際的実証と再構築

Agenda
１．文科省委託事業の全体像
２．当プロジェクトに至る背景
３．平成25年度 プロジェクトの目的
４．平成25年度 プロジェクトの概要

１．文科省委託事業の全体像

（１）成長分野等における中核的人材養成の戦略的推進事業

平成23年度
平成 年度

平成24年度
平成 年度

 第三者による評価
等取組の実証
 事業のフォローアッ
プ調査、普及
 質保証・向上の仕
組みの構築

平成25年度
平成 年度

 各成長分野における取組を先導する産学官コンソーシア
ムを組織化し、中核的専門人材養成のための新たな学習
システムの実証等を通じた基盤を3年間で確立する。
 環境・エネルギー、食・農林水産、医療・福祉・健康、観光、
ＩＴ等の11分野が推進されている。

 産学官コンソーシア
ムの立上げ
 今後の取組方針等
の検討

 各分野で職域プロ
ジェクトの立上げ
 モデル・カリキュラ
ムの作成
 達成度評価の仕組
み等の実証・検証

（２）ＩＴ分野の全体像
ＩＴ分野産学連携コンソーシアム
ブリッジＳＥ
ゲーム
自動車組み込み
クラウド
ＣＧ
スマートフォン
情報セキュリティ
ＩＴグローバル

２．当プロジェクトに至る背景

（１）前回までのプロジェクト実施成果
事業内容・成果

・SE育成4年制カリキュラム作成
・販売管理システムPBL教材開発

年度

平成17年度

・分散開発PBL教材開発

・ブリッジSEレベル別達成評価基準作成
・ブリッジSE育成カリキュラム作成
・ブリッジSE育成教材開発

・ブリッジSE育成を提言

平成22年度
平成23年度

平成24年度

（２）オフショア開発の普及 １
オフショア開発

国内のシステム開発を海外企業で行う開発形態

（百万円）

（年度）
IPA発行：ＩＴ人材白書
発行：ＩＴ人材白書2012
より
発行：ＩＴ人材白書

（３）ブリッジSEの位置づけ

“ブリッジＳＥ”とは、オフショア開発における国内の
開発グループと海外の開発グループの間を取り
持つＳＥを指す








異なる言語・習慣を持つ技術者同士をつないでプロジ
ェクトの方向性を合わせる
システム開発について深く理解し、問題発生の兆候を
出来るだけ早く察知して対策を行う
技術者だけで無く、システムを利用するユーザについ
ても理解し、技術者－ユーザ間を取り持つ
限られた時間とコミュニケーション手段を最大限に利
用して、双方向に正しく情報を伝える

平成24年度事業成果物
平成 年度事業成果物

ITSS
アプリケーション
スペシャリスト

役割・能力
開発チーム
リーダ

開発チーム
メンバ

上位者の指
導の下で作業

最低限必要な
基礎知識を保
有

語学力
（ ※）

（ ※）

ブリッジSE
専門知識力

異文化適応能力
（ ※）

資格
・システム
アーキテクト
・TOEIC780点

・国際化対応システ
ムの設計能力
・ブリッジSE（後進）育
成力

・外国人との模擬システム開
発
・基本情報
技術者
TOEIC 450点

・現地語（中国語、ベトナム語
等の習得

リーダとして外国
人を含むチームを
まとめて開発作業
を行うことができる。
International
Management Skills
・英語職場の管理
（3000語）
・delegation（委任）
・ mediation（調停）
・ diplomacy（駆引き）
・分散開発能力
・国際的な業務知識
・多言語対応プロ
ジェクト管理ツール
知識
・アジアの国理解
（文化、歴史、地理、動植物）
・外国人のメンタリティ理解
・日本人のＮＧ行為の理解

・応用情報
技術者
・TOEIC600点

外国人と共同で開
発作業を行うこと
ができる。

Innovative English
・英語職場で1人で仕
事をする（2000語）
・プレゼンテーション力
・多言語対応のシス
テム開発環境知識
・外国人と共同の課
題解決力

・外国のタブー理解
・宗教、政治理解

外国人の指示のも
とに、開発作業を
行うことができる。

Workplace English
・英語職場で仕事をす
るビジネス英会話
（800語）
・専門会話（400語）

社会人

・ITパスポート
・TOEIC Bridge
130点

マネジメント英語演習

・自国理解
（文化、歴史、地理、動植物）
・自分理解
（長短所、特技、趣味、家族）
・外国人と日常会話

プレゼンテーション英語演習

専門学校3,4年生
専門学校 年生

アジア言語演習

専門英会話

コミュニケーション演習

日常英会話

コミュニケーション概論

管理、協働演習

レベル４

人材育成概論

オフショア開発ＰＢＬⅢ

国際契約演習

リスク管理演習

コスト管理演習

標準開発フレームワーク
演習

異文化研修
（海外）

アジア文化概論Ⅱ

オフショア開発ＰＢＬⅡ

国際規準概論

スケジュール管理演習

アジア文化概論Ⅰ

日本文化概論Ⅱ

オフショア開発ＰＢＬⅠ

専門学校1,2年生
専門学校 年生

・外国人との模擬会議
Basic Communication
・英語力のリフレッシュ
・英語への自信
・日常英会話（400語）
・専門用語 （200語）

基礎英語

日本文化概論Ⅰ

自己発見演習

品質管理演習

・追加項目なし

システム開発に必
要な用語、会話の
英語を習得してい
る。

役割・能力

（１）レベル別達成評価基準

Lv

４

３

２

１

専門知識力

語学力

（２）モデルカリキュラム

ブリッジＳＥ育成
カリキュラム

異文化
適応能力

異文化研修
（国内）

レベル１
レベル２
レベル３
※ ITSSにあるアプリケーションエンジニア育成のためのカリキュラムは別途受講するものとする。

（３）基礎英語教材 １

目的
高校までの英語教育のリフレッシュから英文メールの作成を可能と
する。

ポイント
・英語ネイティブが実践的な教材を作成。
・日本人でも教えられるように、英語版と日本語版を作成。
・誰でも教えられるように、授業中の時間配分も記載。
・文法授業は出来るだけ少なく制限。
・英会話は行わず、中学レベルの読み書き能力で英文メールの
読み書きができるように、簡単な成功体験の積上げ。
・グループワークによる、いろいろな意見の取り入れ。

（３）基礎英語教材 ２

ビジネス自己紹介
（2時間）

専門用語
（2時間）

日常用語
（2時間）

（４）オフショア開発ＰＢＬ教材 １

４インシデントの実施と
実習結果のフィードバック
プロジェクト健全性の通知

③第８～１１週目

４インシデントの実施と
実習結果のフィードバック
プロジェクト健全性の通知

②第４～７週目

・概要
当教材は、直接会話できないグループ同士をつなぐコミュニケーション・シミュレ
当教材は、直接会話できないグループ同士をつなぐコミュニケーション・シミュレ
ーターとして機能します。
ーターとして機能します。
今回の想定として、国内中堅
今回の想定として、国内中堅IT
国内中堅IT会社
IT会社(
会社(以下、
以下、元請会社)
元請会社)が、受注した受発注システ
ム開発をアジアに位置する国外のソフトウェア開発会社をオフショア委託先((以下
ム開発をアジアに位置する国外のソフトウェア開発会社をオフショア委託先
オフショア会社)
オフショア会社)としてシステム開発が進行中のプロジェクトがあります。
としてシステム開発が進行中のプロジェクトがあります。
この中で、学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐ
この中で、学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐブリッジ
学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐブリッジSE
ブリッジSE
として参加し、様々な
として参加し、様々な問題点
参加し、様々な問題点(
問題点(インシデント)
インシデント)を解決してプロジェクトを円滑に
を解決してプロジェクトを円滑に進める
円滑に進める
為に尽力します。
一方、オフショア会社側を教師が受持ち予め用意されたシナリオに沿って様々な
問題(
問題(インシデント)
インシデント)を発生させます。
これらブリッジＳＥとオフショア会社間のやり取りを英語を用いて
これらブリッジＳＥとオフショア会社間のやり取りを英語を用いてプロジェクト管理
英語を用いてプロジェクト管理
ツール上で行います。

実習する内容の説明と
実習環境の整備

①第１～３週目

（４）オフショア開発ＰＢＬ教材 ２
授業の構成

全１６週
１６０時間

⑤第１６週目
最終プレゼンの発表と
教師からの評価の通知
と総評

④第１２～１５週目
４インシデントの実施と
実習結果のフィードバック
プロジェクト健全性の通知

（５）実証講座 １
・実施内容
当実証講座は、全２部構成となっており、“第１部 基礎英語”と“第２部 オフ
ショア開発PBL”で構成される。
①第１部 基礎英語
・日時： 2月5日(火)～2月6日(水) 合計６時間
・場所： 富山情報ビジネス専門学校
・対象者： 上記学校の高度情報システム学科より選抜された
2年高度情報システム学科 学生 2名
3年高度情報システム学科 学生 3名
4年高度情報システム学科 学生 1名
・内容：基礎英語教材の第1週、第2週、第4週、第10週、第11週、第15週分

（５）実証講座 ２
②第２部 オフショア開発PBL
オフショア開発
・日時： 2月7日(木)～2月8日(金) 合計10時間
・場所： 富山情報ビジネス専門学校
・対象者： 上記学校の高度情報システム学科より選抜された
2年高度情報システム学科 学生 2名
3年高度情報システム学科 学生 3名
4年高度情報システム学科 学生 1名
・内容：このＰＢＬ教材は、全体で５つの部分(説明と準備、開発フェーズ、
結合テストフェーズ、納品フェーズ、成果発表)に分かれているが、
実証講座にて“説明と準備”と、“開発フェーズ”内の１インシデント
への対応と相互評価を実施した。
また、学生を３名ずつ２グループに分けて実施した。
第１グループ ･･･ ４年生＋２年生
第２グループ ･･･ ３年生

（５）実証講座 ３
実証講座の実施結果
・今回、学生が第１部 基礎英語で学習した事を最大限に活用して、第２部 オ
フショア開発PBLを受講し予想以上の成果を残せたと考えられる。
・学生の英語に対する苦手意識を軽減する事が、英語を活用した授業への取
り組む姿勢を大きく左右する事がわかり、非常な驚きがあった。
・ 英語に対する苦手意識の克服は、当カリキュラム作成当初からの課題と
なっていたが、この敷居を下げる為に当カリキュラムが働く事が実証された。

総括として短時間の実証講座であったにも関わらず
総括として短時間の実証講座であったにも関わらず、今回使用したプロジェ
短時間の実証講座であったにも関わらず、今回使用したプロジェ
クト管理用のツール及び、教材コンテンツは効率良く作用し想定していた以上
の結果を得る事ができた。

方法：ヒアリング・アンケート
期間：201２年1２月～201３年1月

調査の方法と期間

全国のIT系企業 175社

調査対象

ブリッジＳＥ育成カリキュラムを開発するにあたり、企業で
行われているオフショア開発の状況及び課題の抽出、ブ
リッジＳＥ育成状況を把握する。

調査の目的

（６）調査 １








（６）調査 ２

オフショア開発はまだまだ発展途上段階にあり、成功のための方法論が確立
されていない。
ブリッジＳＥ教育は、ほとんどのIT企業でＯＪＴで行われており、体系的な教育
は実施されていない。
本事業で開発しようとしているカリキュラム他に見ることがない、企業が求め
る教育プログラムになり得る。
地方においてはオフショア開発を実施している企業はほとんど無い。

調査結果








（７）評価






前例のないブリッジＳＥ育成のための体系的なカ
リキュラムの作成
英語が不得手な学生向けの英語リフレッシュ教
材の開発
オフショア開発を体験することができるＰＢＬ教材
の開発

３．平成25年度
３．平成 年度 プロジェクトの目的

（１）事業の目的
 平成24年度開発カリキュラム・教材の有効性を
評価する。
 地方でブリッジＳＥを活用するための土壌を作る。

（２）各分科会の目的

調査分科会

 平成24年度開発カリキュラム・教材の検証
 平成24年度開発教材受講者の検証

 地方で求められるＩＴ人材像の明確化
 海外ＩＴ事情の調査
 調査結果のまとめ、報告

目的

実証分科会

 成果物の確認、評価
 プロジェクト全体の評価

分科会

評価分科会

４．平成25年度
４．平成 年度 プロジェクトの概要

地方が求めるＩＴ人材像
の明確化

カリキュラム・教材の検証

教材受講生の評価

開発したPBL教材を用いた講習を実証的に行い、その
評価・検証を実施（成果の評価）

富山県内の産学官関係者によるＩＴ人材像の検討

全国の専門学校において平成24年度開発カリキュラムと
教材を検証する。

平成24年度開発教材を受講した日本の専門学校生を
ブリッジＳＥとしてマカティー大学（フィリピン）の学生と
オフショア開発を行う。

（１）実施内容

海外ＩＴ事情調査

（２）教材受講生の評価１

2013年11月4日（月）～ 2013年11月22日（金）

ブリッジＳＥの中核的専門人材育成のためのＰＢＬ教材の検証の為、
国際模擬開発を行います。
・期間

オフショア側 ：マカティ―大学（フィリピン）の生徒
5名（リーダ：1名、サブリーダ：1名、メンバ：3名）

・実証メンバー 発注側
：富山情報ビジネス専門学校の生徒
5名（リーダ：1名、サブリーダ：1名、メンバ：3名）

・概要

発注側からオフショア側にフリーERPソフトであるAdempiere
(アデンピエレ)の一部分の修正を依頼する。

5

6

7

8

9

2013年11月
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

4

実証講座スケジュール（案）

（２）教材受講生の評価２

工程
開発環境構築
開発内容説明
プログラム作成／テスト
検収
予備

（２）教材受講生の評価３
開発概要
●概要
オープンソースのERP、CRMソフトウェアである「ADempiere」(アデンピエレ)
のカスタマイズします。
ADempiereは、世界で最も高機能なオープンソースERPのひとつ として近年
注目が集まっており、マルチ言語、マルチ通貨、 マルチTAXなどに対応して
います。 また、情報システム教育用ERPとしても使用されています。
ERP 【 Enterprise Resource Planning 】
「統合基幹業務システム」や「統合業務パッケージ」
CRM 【 Customer Relationship Management 】
「顧客管理」
●カスタマイズ内容
既存の画面に項目追加など（日本語画面／英語画面）を行います。

（２）教材受講生の評価４
ADempiere(アデンピエレ
アデンピエレ)の全体像
アデンピエレ の全体像

（２）教材受講生の評価５
Adempiere(アデンピエレ
アデンピエレ)のカスタマイズ例
アデンピエレ のカスタマイズ例

※日本ADempiereの会ホームページより引用

項目を追加

（３）地方ＩＴ人材像の調査１

平成24年度の調査結果から
地方においてオフショア開発はほとんど行われていない
【要因】
地方には海外を利用するまでの市場、体力がない
【将来】
都市部のオフショア開発が進み、地方の先細りが懸念
される

（３）地方ＩＴ人材像の調査２

富山県の産学官が協働して検討する
【検討項目】
・富山県のＩＴの現状・課題
・ＩＴ人材ニーズ
・IT人材育成の現状・課題
・新たなＩＴ市場の育成
【将来】
・富山型ＩＴ人材育成モデルの構築
・全国の各地方への展開

（４）構成機関 １

教育機関
富山情報ビジネス専門学校
中央情報経理専門学校高崎校
宮崎情報ビジネス専門学校
国際電子ビジネス専門学校
麻生情報ビジネス専門学校
高知情報ビジネス専門学校
盛岡情報ビジネス専門学校
日本電子専門学校

（４）構成機関 ２

官公庁・企業・各種団体

富山県立大学
富山大学
富山高等専門学校
金沢工業大学
神戸情報大学院大学
マカティー大学

富山県
インテック
日本ソフテック
日本オープンシステムズ
システムコボ
ユーコム
ｅ－Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
ＫＥＩアドバンス
ザ・ライスマウンド
関西アジア太平洋共生機構
ＡＫＩ財団
富山県高度情報通信ネットワーク社会推進機構
富山県情報産業協会

（５）スケジュール

11月
月

12月
月

1月
月

2月
月

3月
月

実施予定
２回

10月
月
○
２回

9月
月

○
○

8月
月

実施委員会
○

内容

合同分科会
○

○

○

１回

２回

２回

３回

○
○

○

調査分科会
○
○

実証分科会
評価分科会
ＩＴ人材調査
教材評価
オフショア開発
成果報告会

（６）将来構想

 富山型ＩＴ人材育成モデルの展開

平成２７年度

 富山型ＩＴ人材育成モデルの確立

 アジアＳＥ育成センターの設立

平成２６年度
 ブリッジＳＥ育成カリキュラムの統合

学校法人浦山学園
富山情報ビジネス専門学校

ブリッジSEの中核的専門人材養成のための
ブリッジ
の中核的専門人材養成のための
ＰＢＬ教材の国際的実証と再構築

Agenda
１．文科省委託事業の全体像
２．当プロジェクトに至る背景
３．プロジェクトの目的
４．プロジェクトの概要
５．事業活動と成果
６．評価と今後の展望
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１．文科省委託事業の全体像
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（１）成長分野等における中核的人材養成の戦略的推進事業

平成23年度
平成 年度

平成24年度
平成 年度

 第三者による評価
等取組の実証
 事業のフォローアッ
プ調査、普及
 質保証・向上の仕
組みの構築

平成25年度
平成 年度

 各成長分野における取組を先導する産学官コンソーシア
ムを組織化し、中核的専門人材養成のための新たな学習
システムの実証等を通じた基盤を3年間で確立する。
 環境・エネルギー、食・農林水産、医療・福祉・健康、観光、
ＩＴ等の11分野が推進されている。

 産学官コンソーシア
ムの立上げ
 今後の取組方針等
の検討

 各分野で職域プロ
ジェクトの立上げ
 モデル・カリキュラ
ムの作成
 達成度評価の仕組
み等の実証・検証
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（２）ＩＴ分野の全体像
ＩＴ分野産学コンソーシアム
ブリッジＳＥ
ゲーム
自動車組み込み
スマホ
ＣＧ
次世代インターネット
情報セキュリティ
ＩＴグローバル
ＩＴビジネスクリエータ
© 2014 URAYAMA Gakuen All Rights Reserved

２．当プロジェクトに至る背景
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（１）前回までのプロジェクト実施成果
事業内容・成果

・SE育成4年制カリキュラム作成
・販売管理システムPBL教材開発

年度

平成17年度

・分散開発PBL教材開発

・ブリッジSEレベル別達成評価基準作成
・ブリッジSE育成カリキュラム作成
・ブリッジSE育成教材開発

・ブリッジSE育成を提言

平成22年度
平成23年度

平成24年度
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（２）オフショア開発の普及 １
オフショア開発

（年度）
IPA発行：ＩＴ人材白書
発行：ＩＴ人材白書2012
より
発行：ＩＴ人材白書

国内のシステム開発を海外企業で行う開発形態

（百万円）
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（３）ブリッジSEの位置づけ

“ブリッジＳＥ”とは、オフショア開発における国内の
開発グループと海外の開発グループの間を取り
持つＳＥを指す








異なる言語・習慣を持つ技術者同士をつないでプロジ
ェクトの方向性を合わせる
システム開発について深く理解し、問題発生の兆候を
出来るだけ早く察知して対策を行う
技術者だけで無く、システムを利用するユーザについ
ても理解し、技術者－ユーザ間を取り持つ
限られた時間とコミュニケーション手段を最大限に利
用して、双方向に正しく情報を伝える
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平成24年度事業成果物
平成 年度事業成果物
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ITSS
アプリケーション
スペシャリスト

役割・能力
開発チーム
リーダ

開発チーム
メンバ

上位者の指
導の下で作業

最低限必要な
基礎知識を保
有

語学力
（ ※）

（ ※）

ブリッジSE
専門知識力

異文化適応能力
（ ※）

資格
・システム
アーキテクト
・TOEIC780点

・国際化対応システ
ムの設計能力
・ブリッジSE（後進）育
成力

・外国人との模擬システム開
発
・基本情報
技術者
TOEIC 450点

・現地語（中国語、ベトナム語
等の習得

リーダとして外国
人を含むチームを
まとめて開発作業
を行うことができる。
International
Management Skills
・英語職場の管理
（3000語）
・delegation（委任）
・ mediation（調停）
・ diplomacy（駆引き）
・分散開発能力
・国際的な業務知識
・多言語対応プロ
ジェクト管理ツール
知識
・アジアの国理解
（文化、歴史、地理、動植物）
・外国人のメンタリティ理解
・日本人のＮＧ行為の理解

・応用情報
技術者
・TOEIC600点

外国人と共同で開
発作業を行うこと
ができる。

Innovative English
・英語職場で1人で仕
事をする（2000語）
・プレゼンテーション力
・多言語対応のシス
テム開発環境知識
・外国人と共同の課
題解決力

・外国のタブー理解
・宗教、政治理解

外国人の指示のも
とに、開発作業を
行うことができる。

Workplace English
・英語職場で仕事をす
るビジネス英会話
（800語）
・専門会話（400語）

社会人

・ITパスポート
・TOEIC Bridge
130点

マネジメント英語演習

・自国理解
（文化、歴史、地理、動植物）
・自分理解
（長短所、特技、趣味、家族）
・外国人と日常会話

プレゼンテーション英語演習

専門学校3,4年生
専門学校 年生

アジア言語演習

専門英会話

コミュニケーション演習

日常英会話

コミュニケーション概論

管理、協働演習

レベル４

人材育成概論

オフショア開発ＰＢＬⅢ

国際契約演習

リスク管理演習

コスト管理演習

標準開発フレームワーク
演習

異文化研修
（海外）

アジア文化概論Ⅱ

オフショア開発ＰＢＬⅡ

国際規準概論

スケジュール管理演習

アジア文化概論Ⅰ

日本文化概論Ⅱ

オフショア開発ＰＢＬⅠ

専門学校1,2年生
専門学校 年生

・外国人との模擬会議
Basic Communication
・英語力のリフレッシュ
・英語への自信
・日常英会話（400語）
・専門用語 （200語）

基礎英語

日本文化概論Ⅰ

自己発見演習

品質管理演習

・追加項目なし

システム開発に必
要な用語、会話の
英語を習得してい
る。

役割・能力

（１）レベル別達成評価基準

Lv

４

３

２

１
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専門知識力

語学力

（２）モデルカリキュラム

ブリッジＳＥ育成
カリキュラム

異文化
適応能力

異文化研修
（国内）

レベル２
レベル３
※ ITSSにあるアプリケーションエンジニア育成のためのカリキュラムは別途受講するものとする。
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レベル１

（３）基礎英語教材 １

目的
高校までの英語教育のリフレッシュから英文メールの作成を可能と
する。

ポイント
・英語ネイティブが実践的な教材を作成。
・日本人でも教えられるように、英語版と日本語版を作成。
・誰でも教えられるように、授業中の時間配分も記載。
・文法授業は出来るだけ少なく制限。
・英会話は行わず、中学レベルの読み書き能力で英文メールの
読み書きができるように、簡単な成功体験の積上げ。
・グループワークによる、いろいろな意見の取り入れ。
© 2014 URAYAMA Gakuen All Rights Reserved

（４）オフショア開発ＰＢＬ教材 １
・概要
当教材は、直接会話できないグループ同士をつなぐコミュニケーション・シミュレ
当教材は、直接会話できないグループ同士をつなぐコミュニケーション・シミュレ
ーターとして機能する。
ーター
として機能する。
今回の想定として、国内中堅
今回の想定として、国内中堅IT
国内中堅IT会社
IT会社(
会社(以下、
以下、元請会社)
元請会社)が、受注した受発注システ
ム開発をアジアに位置する国外のソフトウェア開発会社をオフショア委託先(
ム開発をアジアに位置する国外のソフトウェア開発会社をオフショア委託先(以下
オフショア会社)
オフショア会社)としてシステム開発が進行中のプロジェクトがある。
としてシステム開発が進行中のプロジェクトがある。
この中で、学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐ
この中で、学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐブリッジ
学生は元請会社とオフショア会社のシステム開発をつなぐブリッジSE
ブリッジSE
として参加し、様々な
として参加し、様々な問題点
参加し、様々な問題点(
問題点(インシデント)
インシデント)を解決してプロジェクトを円滑に
を解決してプロジェクトを円滑に進める
円滑に進める
為に尽力する
に尽力する。
する。
一方、オフショア会社側を教師が受持ち予め用意されたシナリオに沿って様々な
問題(
問題(インシデント)
インシデント)を発生させる。
これらブリッジＳＥとオフショア会社間のやり取りを英語を用いて
これらブリッジＳＥとオフショア会社間のやり取りを英語を用いてプロジェクト管理
英語を用いてプロジェクト管理
ツール上で行う。
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（５）評価






前例のないブリッジＳＥ育成のための体系的なカ
リキュラムの作成
英語が不得手な学生向けの英語リフレッシュ教
材の開発
オフショア開発を体験することができるＰＢＬ教材
の開発
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３．平成25年度
３．平成 年度 プロジェクトの目的
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（１）事業の目的
 平成24年度開発カリキュラム・教材の有効性を
評価する。
 地方でブリッジＳＥを活用するための土壌を作る。
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４．プロジェクトの概要
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（１）プロジェクトの概要

教材受講生の評価

カリキュラム・教材の検証

地方が求めるＩＴ人材像
の明確化
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平成24年度開発教材を受講した日本の専門
学校生をブリッジＳＥとしてマカティ大（フィリピ
ン）の学生とオフショア開発を行う。

平成24年度開発教材の専門学校生教育への
有効性を検証する。

富山県内の産学官関係者によるＩＴ人材像の
検討

５．事業活動と成果
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（１）フィリピンとのオフショア開発1
ブリッジSE育成カリキュラム受講した学生の学習効果を検証する為に
下記の実証講座及び成果検証プロジェクトを実施した。
①事前準備講座（2013年9月9日〜11月1日）
場所：富山情報ビジネス専門学校
対象：富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生 ４名
概要：ブリッジSE育成カリキュラムの基礎英語及びオフショア開発ＰＢＬ教材
より抜粋し、短縮版として実施した。
②成果検証プロジェクト実施(2013年11月4日〜11月22日)
場所：富山情報ビジネス専門学校(国内発注元会社を担当)
フィリピン マカティ大学
(オフショア開発会社を担当)
対象：富山情報ビジネス専門学校 高度情報システム学科４年生 ４名
フィリピン マカティ大学 Computer Science学部生
３名
概要：架空の会社向け基幹システムの機能追加プロジェクトを想定し、
３〜４つの追加機能開発を依頼し、開発〜受入・検収までの作業
工程を英語にて実施した。
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（１）フィリピンとのオフショア開発２
①事前準備講座（2013年9月9日〜11月1日）
①-1 基礎英語教材より、抜粋して２９時間の授業を日本側学生４名に
対して実施した。(9月9日〜10月4日)
主な実施内容は、下記の通り
自己紹介、日常単語、基礎文法、ｅメールを読む、
ビジネスライティング、ｅメールを書く、ｅメールの返信
①-2 オフショア開発ＰＢＬ教材より、抜粋して３０時間＋α(宿題として対応)
の授業を日本側学生４名に対して実施した。(10月9日〜11月1日)
主な実施内容は、下記の通り
結合テストフェーズの４インシデントのやり取りを行った。実施の際の
オフショア側を講師が担当した。
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（１）フィリピンとのオフショア開発３
オフショア開発ＰＢＬ教材より、実施したインシデントは下記の通り
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（１）フィリピンとのオフショア開発４

Check and
Advice

Check and
Advice

Japanese
Members

Send and Receive
e-mail

Send e-mail

e-mail

Web
Mail

Philippines
Members

Modules

ADempiere
ERP
Environment

Modules

ADempiere
ERP
Environment

Send and Receive
e-mail

Link to Task

Philippines
Leader

Add sub-tasks
Change Status
Upload modules

Modules

ＪＩＲＡ

Add tasks
Change Status
Get modules

Japanese
Leader

②成果検証プロジェクト実施(2013年11月4日〜11月22日)
OSSのERP基幹ソフトウェアのADempiere(アデンピエレ)の機能
追加開発を架空のプロジェクトとして実施し、日本側学生の学習成果を
検証する。
Japanese
Adviser

Philippines
Adviser
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（１）フィリピンとのオフショア開発５
参考：ADempiereの概要

© 2014 URAYAMA Gakuen All Rights Reserved

※日本ADempiereの会ホームページより引用

項目を追加

（１）フィリピンとのオフショア開発６
参考：Adempiere(アデンピエレ)のカスタマイズ例
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（１）フィリピンとのオフショア開発７
実施スケジュール（前半）
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（１）フィリピンとのオフショア開発８
実施スケジュール（後半）
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（１）フィリピンとのオフショア開発９
インシデント内容（機能追加開発の内容）

上記＃１は、フィリピン側のみで開発環境の動作確認として実施したサン
プルインシデント、＃２はシステムトラブルで途中で中断した為、新たに
＃５を代替インシデントとして実施した。
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（１）フィリピンとのオフショア開発１０
参考：機能追加開発の仕様書サンプル
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（１）フィリピンとのオフショア開発１１
実施結果（インシデント単位）
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（１）フィリピンとのオフショア開発１２
成果検証プロジェクト終了後に、受講した学生を対象に実施した
アンケート結果は下記の通り。
【問１】 コミュニケーションをとるのにどのような工夫をしたか？
・より深いコミュニケーションの為の英語学習
・相手の事を理解する為の歴史・文化の事前調査
・対等な立場で同じ目線になるように工夫した
・JIRAを中心に活用し、Skypeのチャットも活用して補足した
・チャットにてより緊密なやり取りを行うように工夫した
【問２】文化・習慣・メンタリティの違いを感じた点は何か？
・フィリピン側の対応が早く、とてもやる気と積極性があると感じた
・日本人は時間を大切にし、スケジュールを守るために尽力してくれた
・習慣上の違いは感じなかった
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（１）フィリピンとのオフショア開発１３
【問３】 本講座受講し気づいた点は何か？
・文字でのやりとりであれば、ある程度外国人とのコミュニケーションをとれ
る自信がついた
・プロジェクト管理ツール上だけのやりとりでは、コミュニケーション不足に
なる恐れがあると感じた、Skypeでの会話はプロジェクトに有効であった
・非常に楽しく今回のプロジェクトを行えたので、実際に会って英語で会話
したいと思った
・オフショア開発前の英語の授業が役に立った
・日本人との共同作業はとてもよい経験になった、日本にも興味を持った
・ERPソフトウェアのADempiereを知ることができて良かった
・時間管理の方法とその価値を学ぶことができた
・日本人は親しみやすく、とても好きになった
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（１）フィリピンとのオフショア開発１４

◯ブリッジSE(メンバ)向け評価（５項目）
１．指示内容の理解力
２．作業の正確さ
３．報告の正確さ
４．協調性
５．応用力

成果検証プロジェクトに参加した日本側学生を講師が客観的に評価した結果は
下記の通り。
（当カリキュラム学習指導要領 15頁“理解度評価と指標”に基づいた評価結果）
【評価基準】（抜粋）
◯ブリッジSE(リーダ)向け評価（５項目）
１．理解力
２．問題解決力
３．コミュニケーション力
４．指導力（遠隔）
５．指導力（直接）

【評価の指標】（抜粋）
５(高い) ･･･評価項目を理解した上で実施し、目的通りの結果を得る事ができる
４
･･･評価項目を理解し実施しているが時間が多くかかり、稀に望まない結果になる
３
･･･評価項目を概ね理解して作業を実施し、５０％の確率でうまく行かない
２
･･･見よう見まねで作業を実施して、本質を理解していない
１
･･･共同作業者に助けられながら、何とか作業をこなしているが理解していない
０(低い) ･･･全く作業内容を理解しておらず、成果物を全く提出できていない
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（１）フィリピンとのオフショア開発１５

学生B

対象

学生A

対象

5

4

指示内容の
理解力

４

理解力

3

4

3

作業の
正確さ

３

問題解決
力

4

4

4

報告の
正確さ

５

コミュニケー
ション力

4

4

3

協調性

４

指導力
(遠隔
遠隔)
遠隔

2

5

3

応用力

４

指導力
(直接
直接)
直接

１６

２２

１７

合計

２０

合計

ブリッジSE（リーダ）

学生C
3

ブリッジSE（メンバ）

学生D

※ リーダ及びメンバの合計点数が１５点以上（６０％以上）で学習の効果を認定
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（１）フィリピンとのオフショア開発１６
【検証のまとめ】
当プロジェクトに参加した学生は、英語に苦手意識があり、大規模プロジェクトへの参加
経験も実際のオフショア開発プロジェクトへの参加経験も無かったが、当該カリキュラム
と教材を通して、ブリッジSEとして必要な資質や作業に対する心構えを事前に学習する
ことによって、成果検証プロジェクトにて想定以上の成果を上げることができた。
これに加えて検証パートナーを務めてくれたフィリピン マカティ大学の学生達のレベル
の高さも当プロジェクトの円滑な進行を助長してくれたと考えている。
上記の様に、事前準備講座を受講した学生が、成果検証プロジェクトを遂行できた結
果より当カリキュラム及び教材の有効性を示している。
また当教材で想定していたツールには、リアルタイムチャットを行うソフトウェアが含ま
れていなかったが、今回学生達が自発的に用いたSkypeチャット機能が有効に働いて
いたと考えられる。よって当教材の標準ツールにチャットソフトウェアを追加する事でより
効果的が学習が行われると考えている。
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（２）オフショア開発ＰＢＬ教材の検証１
【目的】
平成24年度事業で開発した「オフショア開発ＰＢＬ教材」が教員の目で、
専門学校生に対して有効な教材であるかを評価する。
【検証方法】
専門学校教員がグループを作って、教員役と学生役にわかれて、教材
を使用した授業を実施した。
【受講者】
専門学校教員 4名
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（２）オフショア開発ＰＢＬ教材の検証２
【結果】
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（２）オフショア開発ＰＢＬ教材の検証３
【意見】
・システムの導入が難しい。
・グループ内での作業分担をどうすれば良いかの説明が欲しい。
・英語に対するハードルが下がった。
・振返りの時間を設けると良い。
・基礎的な英語例文を徹底的に行うと良い。
【検証結果】
専門学校生向けの教材として、効果が高いことが証明された。しかし教
材で使用するソフトウェアの導入や使用方法について改善点が指摘さ
れた。また基礎英語や異文化理解の部分についても改善点が指摘さ
れた。指摘された改善点については、次年度以降に事業で改修を行う。
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立１
【目的】
富山県内の高等教育機関、富山県、業界団体、IT企業の関係者により
富山県で求められるＩＴエンジニアの人材像を調査する。
【調査内容】
・富山県ＩＴ企業へのアンケート調査
・岩手県、福岡県、沖縄県のＩＴ企業ヒアリング調査
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立２
①富山県ＩＴ企業へのアンケート調査
【時期】
平成26年1月9日～1月20日
【対象】
一般社団法人富山県情報産業協会 会員企業 48社
【回答数】
11件（回収率：22.9%）
【内容】
・ＩＴエンジニアに求める業務内容、能力、スキル
・入社前に必要な能力、スキル
・ＩＴエンジニアの育成方法
・教育機関連携への関心 等
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立３
①富山県ＩＴ企業へのアンケート調査
【結果】
・ＩＴエンジニアに求める業務内容は上流工程である
・入社前に必要な能力はコンピュータ全般知識、職業人基礎力である
・国際性の必要性は低い
・育成方法ではＯＪＴが多い
・教育機関連携については、インターンシップが多い
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立３
②岩手県、福岡県、沖縄県のＩＴ企業ヒアリング調査
【目的】
他県のＩＴ企業の状況を調査し、富山県型ＩＴエンジニア像に活かす。
【対象】
・岩手県ＩＴ企業 ２社
・福岡県ＩＴ企業 ２社
・沖縄県ＩＴ企業 ３社
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立３
②岩手県、福岡県、沖縄県のＩＴ企業ヒアリング調査
【結果】
• 岩手県では、東京と新幹線でつながっていることから人材の流出が
課題となっている。海外への進出を見据えた国際交流を実施してい
る企業もあり、国際化を重要視されている。また教育機関との連携、
社員のスキルアップのためのe-learningに興味を持つ。
• 福岡県では、ＩＴ企業同士の連携が行われており、関連するコミュニ
ティも多く存在している。下請け業務から元請け業務へ変換を目指
している。そのためには教育機関との連携が必要であると認識して
いる。アジアの窓口であると自認。積極的にアジア市場へ進出して
いる。
• 沖縄県では、人材の高度化に力を入れている。東南アジアに近く、
海外企業との交流も多い。そのため、ビジネスレベルでの国際性を
持った人材が求められている。産学官での研究事業が多く行われ
ており、教育機関との連携に対する関心も高い。
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（３）富山型ＩＴエンジニア像の確立３
③結論
• 富山県のＩＴエンジニアとして求められる、特徴的な業務内容、能力、ス
キルを見出すことは出来なかった。
• 富山県ではブリッジＳＥの根幹を成す、国際性のニーズは低い。
• 他県では人材育成、教育機関連携、海外との連携に力を入れている。
• 現状では求められていない能力についても教育機関が積極的に育成、
提示していく。
• 富山県のＩＴ市場の拡大、元請け業務として必要なスキル、更には海外
との連携が可能な人材を育成する。
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５．評価と今後の展望
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（１）評価










基礎英語とＰＢＬ教材による学習は、オフショア開発を推進する上で、大変
有効である。
他の専門学校教員による評価でも、教材は、高い評価を得ており、「極めて
有効」である。
ブリッジＳＥ役の学生はレベル別達成基準におけるレベル３に達している。
オープンソースERPソフト「ADempiere」を選定したのは、大変有効である。
メール等に使われる英文を集めたe-Learning教材を開発して欲しい。
海外の技術者と協調し、連携しながら開発を進めるという「共同開発方式」、
共同開発した成果物を現地でも利用してもらう「オープンイノベーション」を
進めて欲しい。
「目的をもった英語コミュニケーション力の学習」が有効である。すなわち、
IT技術者としてITスキルを習得することと並行して、英語ITスキルも学ぶと
いう「並行処理方式」が注目されている。
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（２）今後の展望

 ブリッジSEを含む国際的ＩＴエンジニアを育成するための国際的なシステム
開発実施体制を確立する。中長期間をかけて、実際に使用されるシステム
開発を行う。
 ＩＴ企業に勤める社会人を対象とした学び直し用の短期講座を含めた基礎
英語教育およびＰＢＬ教材の見直しを実施する。
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平成２５年度 文部科学省
成長分野等における中核的専門人材養成の戦略的推進事業

事業成果報告書
平成２６年３月
ブリッジ SE の中核的専門人材養成のためのＰＢＬ教材の国際的実証と再構築
（代表校：学校法人浦山学園）
連絡先：〒939-0341 富山県射水市三ケ 576
学校法人浦山学園 富山情報ビジネス専門学校
電話：0766-55-1420

＊本書の内容を無断で転記、記載することは禁じます。

