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未来のしくみを、ITで つくる。
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「理窓」編集委員  関 根 功 (30理 ・化)

(東京理科大 ・理工 ・工化 ・教授)

赤木和彦 (2理 応物)

4月 下旬、株式会社NTTデ ータの本社を訪問い

たしました。本社は東京の有楽町線豊洲駅前に高

層36階建ての豊洲センタービル内にありました。

関根  本 日はこのインタビューにご出席いただきあり

がとうございます。まず自己紹介をお願いいたし

ます。

杉本  私 は昭和63年 (1988)3月 、理工学研究科経営

工学専攻修士課程を修了しました。そのときの担

当は溝口文雄教授でした。

入社当時は技術開発本部のR&D部 門に着任し、

学生時代から人工知能の研究をやっておりました

関係上、その延長線上で会社でも5年 ぐらいや り

ました。その後、公共システム事業本部に移 り、航

空管制システムをlo年ぐらいや り、今は経営企画

音呂におります。

この経営企画部での仕事は、弊社はグループ経

営をやってお りますので、さまざまな課題を検討

してお ります。また、弊社は他社への出資や資本

提携をしてお りますので、会社のスタッフとして

種々チェックをする仕事を行っております。

赤木 私 は平成 2年 (199o)3月 、理学部応用物理学

科を卒業いたしました。卒業研究は田中研に所属

し、そこから外部研究に出て、宇宙科学研究所、川

島教授の下で電波の屈折率と強さを調査し、大気

分析をいたしました。

弊社に入社いたしましたときは、SE、その後、

都市銀行の営業、経営企画部を経て、現在は東京、

神奈川、千葉県の地方銀行の営業を担当しており

ます。その仕事の内容として、システムにはどう

いうものがあるのかを売り込む以外に、ニーズを

伺って新しいシステムを構築するための企画の段

階とか、販売に移るところまでの トータルのプロ

デユースをするミッションになっております。

株式会社NTTデ ータの社員数は7,232

名 (平成 16年 3月 31日 現在)、このうち

東京理科大学の卒業生約230名 が各事

業所で活躍されております。



関根 貴社の案内によりますと、16に区分されてい

る「資格」を持つておられる社員数が公表されて

おります。この内容について説明していただけま

せんか?

資格者数の状況 (単独) (単位 t名)

区分 2004年 3月期

ています。この表の資格者数で最も少ないテクニ

カルエンジエア (エンベデッドシステム)と いう

のは、コンピュー タシステムに組み込まれたソフ

トウェアです。この部門は弊社ではビジネス上あ

まり使われていません。会社としてのエーズがあ

まり多 くないからです。ソフ トウエア開発技術者

や基本情報技術者は、本物の技術者、SEに なる

ための基本的知識を必要とする初心者向けの資格

で、新入社員や入社 2年 目、3年 目の社員がこれ

らの資格を取 リステップアップして行きます。新

入社員は、このような資格を取って、自分のスキ

ルが国が認めている一定のレベルになるように心

がけてお ります。弊社では多 くの社員がこれらの

資格を取ることを推奨しています。

この資格者数については、重複 して持っている

人がかなりお ります。まず、基本情報技術者→テク

ニカルエンジエア→アプリケーションエンジエア

の順に取得 してお ります。キャリアーを積んでい

くと難 しさも色々あるようです。多分若手の30代

前半は複数の資格を持っていると思います。逆に

ベテランの40代後半の人達はほとんど何 も持っ

ていないと推損Jしてお ります。これはこの試験の

体系自身は何年かごとに変わってお りまして、今

の体系にな りましたのは、ここ数年前からです。

ちなみに、私は唯一PMPの み持っております。

赤木 私 は今、資格試験中です。

関根 会 社四季報によりますと、貴社の特色は、官公

庁金融機関向け大型システムの受託に強いとあり

ます。この大型システムにつきまして赤木 さん説

明していただけませんか ?

赤木 細 か く言いますと、官公庁であれば、社会のイ
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システムアナリスト

システム監査技術者

アプリケーションエンジエア

プロジェクトマネージャ

テクニカルエンジエア (システム管理)

テクニカルエンジエア (データベース)

テクニカルエンジエア (ネットワーク)

テクニカルエンジエア (エンベデッドシステム)

ソフトウエア開発技術者

基本情報技術者

情報セキュリテイアドミニストレータ

上級システムアドミニストレータ

初級システムアドミエストレータ

48

104

267

67

43

171

594

2

1577

3465

76

20

590

マイクロソフト認定技術者          454

オラクル認定技術者             381

PMP υロジェクトマネジメントプロフェッショナリリ   565

杉本  こ の表の二重線の上は、経済産業省で行ってい

る情報技術者資格試験です。弊社独自の資格では

なく公的資格です。二重線の下の三つは米国のマ

イクロソフ ト、オラクル、PMI(プ ロジェクト管

理に関する米国の研究機関)が 認定している資格

です。

経済産業省では、年 2回 、春と秋に試験を行っ



ンフラス トラクチュアーになるシステムが多 く、

例えば、郵便貯金、航空管制、特許庁、税関、社会

保険などに関するシステムが含まれております。

また、金融では、銀行間の取引をするネットヮー

クを運営 してお ります。ATMで 他の銀行に振 り

込んだりするネットヮーク、銀行間のネットヮー

ク、クレジットカー ドのシステムなど、かなり多

岐にわたって弊社がやっております。

関根  入 社の志望動機についてお話しください。

杉本  私 が就職活動をした16～ 7年 前にはNTTデ ー

タという会社はあ りませんで した。当時NTTに

就職活動で訪問 したとき、来年NTTの データ通

信事業本部は分離独立して 「NTTデ ータ通信」と

いう新 しい会社がで きることを聞きました。私

はそのとき新 しい会社なら、かなり色々な自分の

や りたい仕事ができるかも知れないと思いまし

た。内容はシステムを作るということで、ある程

度マッチ してお りましたので、その可能性に引か

れ、この会社に入社いたしました。

赤木  私 の就職活動のときは、NTTデ ータ通信はで

きて2年 目になり、このような業界では規模的に

も非常に大 きいもので した。諸先輩に伺うと、社

会の大 きなインフラを受託 していることが多 く、

社会に大きな影響を与えて、それを支えていける

ような仕事ができることに大きい魅力を感じて入

社することにしました。

関根  現 在の心境についてお話ください。

杉本  入 社後10数年の間に人事異動で、セクションが

変わることが 2回 あ り、今!=つ目の仕事です。研

究開発、SE、スタッフと全 く違う仕事をやってき

ました。私自身や りたいと思っていたことよりも

色んな仕事ができました。

私は入社以来、研究をや りたい、実用化をや り

たいと思って入りましたが、実用化はあまりうま
く行きませんでした。その後技術者としてシステ

ムに関わってきました。システム開発においてお

客様とや りとりすることは、入社当時、自分 とし

てはあまり得意ではないと思っておりましたが、

結構面白かったし、自分としては色んなことがで

きました。

今の心境は、これからバラ色かどうかは、クエ

スチョン・マークがいっぱいつきますが、知識欲

が出てくる時期に色々な仕事をやらせていただい

たお蔭で、成長できたと思っております。

赤木 私 もまずSEで 5年 くらいやり、その後営業に

回りました。もともと入社時からSEを経験 して

営業に入り、その後スタッフに入るということを

希望しておりました。入社当時抱いていたものを

希望通りにやらせていただきました。

現在、経営企画部 (スタッフ)か ら、再度営業に

戻ってきました。以前の営業よりも全社的視点を

ふまえながら、客に提案していけることになり、

非常に満足した感じを抱いております。

関根 現 在の抱負についてお話しくださぃ。

杉本 現 在、弊社での仕事は、世の中に大きく貢献 し

ている点もありますが、まだまだ不満足な点もあ

ります。これからいかに会社が大きく発展し、世

の中に役に立つ仕事、ITで作っていくことに対

して、もっともっとやることがあるのではない

かと思っております。私個人としても会社として

も、官公庁だけでなく一般企業を横につなげると

か、官公庁、金融機関と連携するようなところを

うまくシステム化できればより便利になると思い

ます。そして会社として世の中に貢献できるとこ

ろが、まだまだ残されているのではないかとその

可能性を信じています。これをいかに実現させて

いくのかが私の抱負です。

赤木 会 社に対しての希望とか、自分がどういうこと

をやりたいのかというのは、今杉本氏が話された

ことと同じです。個人的な抱負ですが、私も管理

職になりまして、「働きやすい職場」を作りたいと

思っています。掬を張うて仕事をして、帰宅しても

家族に誇れるような案しい職場の雰囲気作りを考

えています。しかし、システムエンジエアを沢山

抱えております私共の会社では、忙しいこともあ

り、そのような環境を作 りづらいところも現実で

あり、どのセクションも非常に悩みを抱えている
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