
 
 

 
 

ソリューションビジネス人材の革新 

Innovating Talent in Solution Business 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

 テクノロジの進化は，ビジネスドメインとコンテンツの変容を加速させた。その結果，新

しい市場を獲得するための競争が激化した。こうした環境で，企業が成功するためには，ビ

ジネスの選択と集中が必要となる。また，今あるコンテンツを最大限に活用し，自ら新しい

ビジネスドメインを創造しなければならない。企業の特性を生かした独自の戦略のもと，成

長を考えなければ生き残りが困難な時代の到来である。富士通は，テクノロジソリューショ

ンを中核に，サービスとプロダクトの両輪で，ソリューションサービスをグローバルにビジ

ネス展開していく。こうした経営方針の中，お客様の経営価値向上をサポートするプロ

フェッショナル人材の育成に取り組んでいる。 
 本稿では，高い技術を正しい視点で使いこなすための「人材革新」についての考えと方向

性を紹介する。 

Abstract 

 The evolution of technology has accelerated changes in business domains and contents, so 
that there is now intensified competition to acquire new markets.  In this situation, 
companies need to concentrate on their core competences.  They must create new business 
domains voluntarily, by making the most of the contents they have.  We are in an age where 
it is difficult to survive in business, and companies should grow via their own unique 
strategies.  Fujitsu is providing solutions, mainly technological ones, to accelerate the 
expansion of our global business in both circles of services and products.  We are developing 
talented people who can provide value and satisfaction for our customers.  This paper 
introduces the concept behind and course of actions for this talent innovation, which we are 
conducting to master advanced technologies appropriately to fit the purpose. 
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ま え が き 

 企業経営を取り巻く環境は，様々な要因によって

変化を続けている。お客様は「コストパフォーマン

スの高い」「経営価値向上」に貢献する提案と実現

を求め始めている。富士通は，お客様の要望に応え

るために，ソリューションサービスのプロフェッ

ショナルの育成とサービス専門組織の設置を進めて

いる。 
 本稿では，お客様の「経営価値向上」をサポート

する「ソリューション」をスピード感あふれ，高い

品質で提供するための人材の育成をねらった富士通

のソフト・サービス部門における取組み，方向性を

紹介する。 

ビジネス環境の変化 

 企業の経営環境として，テクノロジの進化と地球

上の人口急増による市場拡大によってグローバル化

が進み，ビジネスの境界線が変わった。ビジネスが

複雑化・高度化し，新たな競合や協調関係が発生

した。 
 ビジネスの複雑化・高度化は，現場における業務

プロセスやオペレーションを複雑化・高度化した。

IT化が進んだ業務プロセス環境では，ITの機能不

全が，ビジネスの機能不全を引き起こすように

なった。 
 これらのビジネスの変化は，製品やサービスの差

別化を促進し，競争力向上のためにITと業務プロ

セスを一体にし，PDCAのサイクルを短くした。こ

れに伴いITの適用範囲が拡大し，ITそのものの開

発量は爆発的に増加した。 
 このような状況が進む中，高度成長時代の大規模

なIT開発を支えた内製中心の体制からアウトソー

サを活用した体制になり，情報システム部門のスリ

ム化が進んだ。一方，利用部門ではIT化された業

務プロセスを長年，使い続けることにより，業務ノ

ウハウの空洞化が進んだ。 
 ITの標準化とオープン化が進み，仮想化技術が

誕生した。このITの革新がビジネス環境変化への

対応を加速させた。業務プロセスのIT化の手段が

増え，組合せが多様になった。一方，仮想化，

SaaSなどのITの開発基盤における大きな変化は，

開発基盤上での開発における競争条件を変化させた。

ITの革新は，ソフト・サービスのビジネスにおけ

る参入障壁を低くし多くの企業が参入した。それぞ

れが特化したITで生き残りをかけた激しい競争の

結果，知的財産，人材の重要性が高まった。 

これまでの取組みと今後必要となる人材 

 富士通は，1990年代初頭にPROPOSEというコ

ンセプトでプロフェッショナルのサービス事業を立

ち上げ，サービス商品の提供を開始した。その後，

コンサルティング分野をはじめ多くの分野でサービ

ス実施者のプロフェッショナリティを認定する社内

制 度 と し て ， FCP 制 度 （ Fujitsu Certified 
Professional）を立ち上げた。現在，入社時点から

段階的に専門性を高めるための人材育成基盤を構築

し，プロフェッショナルの育成を進めている。 
 その一方で，ビジネスの拡大に対して，供給する

リソース・製品の質や量および内部プロセスの改革

が追いつかず，顧客満足度が評価にも現われたこと

がある。 
 プロジェクト現場では主要リソースである人材の

量の不足と以下のような活動の質が，必要な技術ス

キルやコンピテンシに大きな影響を与えた。 
（1） 採用するITの多様化と他社製品の増加など，

技術の修得に時間がかかる。 
（2） 複数の専門分野に強い企業，協力会社との混

成プロジェクトや工程間分業が増える。 
（3） お客様から高次元な経営要求が増え，高度な

要求分析が必要になる。 
 これらに対する特効薬はない。しかし，①部門に

またがった人材やナレッジをすり合わせ，インテグ

レートする「強く束ねる力を持った人材」，②工程

間や組織間でのインタフェースを確立し，総合品質

を保証する「確実に継ぐ力を持った人材」，③プロ

ジェクト事情を考慮しながら標準化を進める「しっ

かり保つ力を持った人材」が重要な役割を果たすと

考える（図-1）。 
 今後，富士通が変化する市場に対応し，提供価値

を最大化し，継続的に成長していくためには，高い

競争力と専門性を持つプロフェッショナル人材が要

となる。図-2に示すように，ビジネスや技術の変化

に負けないスピードで，既存のビジネス領域から新

たなビジネス領域へ，人材を計画的にシフトする。

本稿では，このように業務システムも含めた広義の
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①束ねる力

③保つ力 ②継ぐ力

 
図-1 プロフェッショナルに求められる三つの力 
Fig.1- Three abilities required for professional. 
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研究

 
図-2 リソースの計画的シフト 

Fig.2-Intentional shift in resources. 
 

情報システムを扱う人材を IS （ Information 
System）人材と呼ぶことにする。 

これからの活動領域

企画フェーズ 開発フェーズ 運用フェーズ

経営

業務

情報
システム

これまでの
活動領域

図-3 ビジネスの活動領域の拡大 
Fig.3-Expansion of areas of activities in business. 

 

IS人材に求められるもの 

 経済産業省，(1) 総務省，(2) 独立行政法人情報処理推進

機構（IPA），(3) 日本情報システム・ユーザー協会

（JUAS），(4) 情報処理学会（IPSJ）(5)などの諸団体や機

関では，同じような課題認識で，それぞれの立場で

情報システムにかかわる人材の重要性およびスキル，

人材像について検討している。 
 すでに述べたように，ビジネスと情報システムと

の相互依存関係，一体化が進展すると，ベンダとお

客様とのパートナシップが変化する。この新たな関

係性を構築，維持するIS人材には，拡大したビジ

ネス活動領域で，付加価値を訴求し，その遂行のた

めにマインドセットの変革，スキルセットの変革が

求められる。 
● ビジネス活動領域の拡大 
 IS人材が，お客様のスパイラルな成長を支える

ITソリューションを実現するには，従来の開発

フェーズに閉じることなく，上流工程の企画フェー

ズから下流工程の開発フェーズ，運用フェーズまで

広範囲かつシームレスで一貫したサービスの提供を

求められる（図-3）。 
 このことは，フェーズの拡大だけではなく，カテ

ゴリを経営カテゴリと業務カテゴリに拡張し，それ

に対応するプロフェッショナル人材の育成が必要と

なることを意味している。 
 企画フェーズにおける企画品質は利用者視点によ

る品質であり，開発フェーズにおける設計品質，開

発品質はベンダ視点による品質である。運用フェー

ズでは，いかに運用するかによって導入効果が左右

されるため，本当の意味で利用者視点での運用品質

が問われる。さらに，運用フェーズで発生する利用

者の改修要求を新たな企画フェーズにつなぐことに

より，情報システムを継続的に成長させることが重

要である。 
 お客様のビジネスを成功に導くためには，カテゴ

リ全体に活動領域を広げ，高い品質で一貫してカ

バーしなければならない。個人ワークの限界を超え

るような場合には，複数の経験知を有したプロ

フェッショナルのチームワークによる相乗効果で対

応する。 
● 高次元のビジネスとしての付加価値の訴求 
 IS人材は，ビジネス活動領域の拡張だけではな

く，提供するビジネスとしての付加価値も向上させ

る。お客様の経営要求，業務要求に応えるべく，お

客様の更にお客様の視点で，お客様との協働作業を

通じて，新たな付加価値を創造し続けることが求め

られる。 
 活動領域を拡張すると，お客様との接点が広がり，

お客様の期待は，単なる発注先から，ビジネスパー
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トナへと変化する。内製の外注化による価格差とい

う付加価値よりも，お客様とコンテキストや問題を

共有し，新たなビジネスシナリオを協働で作り上げ

るほうが，付加価値が大きくなる。「ものづくり」

による付加価値から，「もの」と人との相互作用に

よる関係性を構築する「ことづくり」による付加価

値へと変化する。このビジネスシナリオに沿ったビ

ジネスソリューションを具現化し，高次元の付加価

値を提供する。 
● パートナシップのためのマインドの醸成 
 IS人材は，お客様のビジネスの成功をチームと

してお客様も含めて分かち合えるマインドを持つこ

とで，より深い，真のパートナシップを確立する。 
 変化が速い時代では，既存の経営環境や制約条件

に従属する変化追従型人材ではお客様の期待に十分

応えることができない。お客様の環境変化を先読み

し，将来の要求を予測し，ビジネスとしての創造的

活動を楽しめる人材でなければならない。つまり，

変化を乗りこなせる（チェンジ・サーフィンでき

る）変化先導型人材が求められる。 
 お客様との関係は，受注者・発注者の関係を維持

しつつ，お客様と価値観を共有し，「経営に貢献す

る仕組みづくり」で協働する。お客様の経営要求な

どの上位目的を共有化するため，十分なマインド，

スキルセット，スキルレベルを修得した人材を育成

し，この新たな人材を加えたプロジェクト体制を確

立する。プロジェクトの活動を通じて，現場知・経

験知・顧客知を理解することで，お客様のビジネス

面での価値観を共有する。これにより，お客様の安

心感，信頼感，一体感を醸成するとともに，継続的

なパートナシップを確立する。 
・点での関係から線，面での関係へ 
・部分的な関係から全体的関係へ 
・部分最適な関係から全体最適な関係へ 
・一時的な関係から，継続的な関係へ 
・短期的な関係から長期的な関係へ 
・個人的な関係から集団的（チーム）な関係へ 
● 多能型スキルセットの修得 
 活動領域が，コンピュータの世界から現実の世界

に拡大することにより，求められる知識やスキル

セットがコンピュータサイエンス分野から社会科学

分野にまで拡大する。一つの専門分野で偏るのでは

なく，IS構築に必要な一連の作業に関して幅広い

分野での高い専門知識と以下のスキルを有した多能

的なプロフェッショナルとして活動する。 
 ハードスキルは，お客様のお客様まで含めてその

ビジネスを鳥瞰
かん

してとらえ，情報システムのある

べき姿を描き出すスキルである。「鳥の眼」を持ち，

分析設計するスキルが重要となる。とくにビジネス

や情報システムの構造を的確に把握するモデリング

では，変化をキャッチし，変わりやすい，変わりに

くいものを峻
しゅん

別できることが求められる。 
 ソフトスキルは，お客様のビジネスの現場で，問

題を直視してとらえ，解決策を合意するスキルであ

る。いわゆる人間力・コンピテンシと言われるチー

ムワーク，コラボレーションも重視される。「虫の

眼」を持ち，ありのままを五感で感じ取るスキルが

重要となる。とくに，現場の実態を把握するフィー

ルドワークでは，変化を体感し，事実をリアルに把

握し，先入観を持たずに新鮮な視点で本質を見抜く

ことが求められる。 
 以下に多能型プロフェッショナルに求められる要

件を述べる。 
（1） ビジネス基礎力 
 観る，聴く，考える，行動する，協働する。 
（2） IS構築力 
 企画する，設計する，構築する，運用する，検証

する，保証する。 
（3） マネジメント力 
 プロジェクト・プログラムマネジメントを実施

する，改善する。 
（4） ビジネス開発力 
 ビジネスを企画する，開拓する。 

IS人材の育成 

 IS人材は，拡張した活動領域に対応し，高い付

加価値の提供能力と，パートナシップを確立する豊

かなマインドセットと，多能的なスキルセットを保

有している。一言で言うとIS人材は，技術の変化

に敏感に反応し，技術を身につけ，研鑽
さん

し続ける

貪欲さと，人間としての温もりと魅力を持っている。

このような人材の育成はハードルが高い。成功に向

けた人材マネジメントおよびナレッジマネジメント

が重要である。 
● 人材マネジメント 
 人材マネジメントは，単純に研修を実施すればで
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図-4 ナレッジが成長する仕組み 
Fig.4-Spiral structure growing knowledge. 

 

きるというわけではない。ビジネスを通じて自己成

長への強い動機づけ，修得すべきスキルセットに応

じた適切な研修・訓練の仕組み，実際のプロジェク

ト現場での実践と振返り，公正な評価処遇による強

い達成感が必要である。この育成，活用，評価，処

遇までの一連の流れの中でじっくり成長していくも

のと考える。 
 スキルを効率的に修得するために，目標スキル

セットに，研修KPI（Key Performance Indicator）
を最適化し，それぞれに応じた研修・訓練を組み合

わせることで実現する。知識を保有し，一人ででき

るようになることを目標とする。事前学習や課題や，

職場でのプロジェクト経験へのフォローアップ，メ

ンタリングを通じてスキルを定着させ，実践力を磨

き上げる。 
 これらは対象者全員が同じ方法ではなく，個人別

の育成計画を立案することが重要である。その際， 
（1） 育成の「期間」：短期育成と中長期育成の期間

の設定， 
（2） 育成する「スキル」：新技術や新製品・サービ

スなどの展開に必要な「旬」なスキル，重点製

品・サービスの展開に必要な重点修得スキル，

プロフェッショナルスキルのバランス， 
（3） 育成の「場」：所属組織や担当プロジェクトな

どの公式組織とコミュニティなどの準公式組織

の組合せ， 
（4） 育成のための「研修」：講義，演習，実習，

eラーニングの選択 
などの要素を考慮する。 

 この際，組織と個人の方向性をすり合わせながら，

「人」起点で高い成長動機を持った自律型人材の育

成を重視する。 
● ナレッジマネジメント 
 第一線の現場で，お客様との接点を形成，維持，

改善するプロフェッショナルに求められるものは多

い。プロジェクト活動でお客様との協働を通じて，

プロフェッショナリティとコンピテンシを発揮して，

お客様に付加価値を提供する。そこで獲得した個人

の経験知を，組織レベルで基本技として活用できる

形で共有する。お客様のビジネス企画や新たな課題

に対して，基本技を編集して組み合わせ，応用する

ことで付加価値を提供し，お客様との関係性を強固

にする（図-4）。 
 これらは，業種経験を持つ第一線のプロフェッ

ショナルが新たなビジネスの立上げのため，組織の

枠を越え，経験知をナレッジとして成長させるコ

ミュニティ活動を通じて実現する。 

む  す  び 

 ビジネスの現場では，活動領域のボーダレス化と，

変化に対する意思決定の迅速化が進んでいる。その

活動主体の人材には新たな価値を提供することが求

められる。 
 価値創造とコスト削減を行動原理とする人材の育

成環境を整え，高い技術を正しい視点で使いこなす

ための「人材の革新」が重要である。 
・開発のための開発ではなく，安定運用を目指した

開発を志向する人材 
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