
ここまでに紹介した若手たちは.み

な生き生きと仕事をしている印象を受

けたU封環彼らの活躍にはめざましい

ものがある｡さまざまな現場で若手を

見楓ナているベテラン社員には,彼ら

がどう映っているのだろうか｡また何

を求めているのだろうか｡

日本アイ･ビー･エムの河村秀夫

氏,清水建設の横田均氏,コムラッド

(本社東京)の高根英我氏･富士総合

研究所の八島治氏業界を生き抜いて

きた4人の先輩たちに,本音を語って

もらった｡

まず初めに,みなさんが入社5-6年

目ぐらいの若手社員をどうご覧になっ

ているかを,簡単にお話いただけない

でしょうか｡

河村私たちの若いころと今の若い人

を比べた場合,今も昔もまったく変わ

らないような気がします｡仕事に取り

組む姿勢は,個人差があるものの非常

に前向きな人が多いと思います0日本

ァィ･ビ一･エムの場合,ハード中心

の仕事からサービス業に変わろうとい

う過渡期であるせいか, 40歳代くらい

の人たちのほうが宙ぶらりんな人が多

いですね｡

それに対して30歳前後の社員は,

プロジェクトを引っ張れるだけのバイ

タリティを持っている人が数多く見受

けられます｡

横田涌燕茎設のようなユーザー企業

の場合,どの世代の社員も自分がやっ

た仕事が長期間ついてまわるというこ

とがあります｡例えばかつて私が作っ

たアプリケーションが,実はいまだに

動いている｡自分で見るのも嫌なんで

すけど,だれかが保守をしなければな

らない｡そういう仕事をしている人の

隣で, ｢もうそのシステムは古いから

再構築しよう｣というプロジェクトが

動いている｡新しく作り直すプロジェ

河村秀夫

日本アイ･ビー･エム

金融ソリューション.

センター

金融第二システム部部長

入社以来26年乱主に

金融機関のシステム構築

を手掛けるo大規模開発

のプロジェクト･マネジ

ャを務めたほか,人材育

成にも尽力｡

クトをやっている若い人は,ホストな

んか知ったことじゃないですね｡

ただ,このままだとシステムの仕組

みや原理を教えないままになってしま

ぅ可能性がある｡手数だけで勝負する

人間ができちゃうんではないかと不安

に思うことがあります｡

高根彼らは自分の土俵でモノを見る

ことは得意なんですが,他の土俵を見

る目がないんです｡自分の世界に置き

換えて話をするエンジニアが,最近の

若い人には多いように感じられますo

パソコンの世界からメインフレーム

をバカにしてみたり,メインフレーム

の世界からパソコンをバカにすること

は簡単です｡しかしそれは土俵が違う

からであって,目的を達成するために

何をしたらいいのかをお互い勉強する

気持ちがあまりにもなさすぎる｡私は

これが今の若い人たちの特徴じゃない

かなと思っていますっ

例えばノりコンの世界で生きてきた

人間は,帳票にケイ線をつけることす

らバカらしいと思っている｡必要ない

じゃないかってね｡しかし官庁との仕

事をしてみると,この重要性が十分わ

かるわけですよ｡

逆に,メインフレ-ムの人間は,パ

ソコンはたかだかネットワークをつけ

たオモチヤみたいな言い方しかしな

い｡お互いにいま実現しているものを,

そのままずっと引きずろうとしてい

る｡

本来,エンジニアは幅広い知識を持

っていなければならなくて,その中か

らどの部分を自分で掘り下げていけば



いいかまで研究できなければいけな

い｡全部を掘り下げることはできない

ですから｡でも多くの人は｢私は忙し

い｣と決めつけて,自分なりに狭い

範囲の中で納得しちゃっているんで

す｡

八島　私は若手とおじさんの話をする

場合,議論を二つに分けた方がいいと

考えています｡新旧というのは年齢的

に明らかに異なっている｡団塊のILr代

の感覚と東京オリンピック後の人たち

の感覚では,この業界に限らず明らか

な世代ギャップがあります｡そういう

観点で新旧を語っても,今の若い者は

いいとか悪いとかいう議論には必ずし

もならないでしょう｡

例えば我々のようなMVSの世界で

育ってきた人間は,パソコンは後追い

ですから非常に飲み込みが悪い｡あま

りにも一つのOSにこだわりがありす

ぎる｡ところが今の新人は,我々の飲

み込み方と比べれば明らかに異なって

いる｡それがいいとか悪いとかじゃな

い｡実は我々も新人のころに, 40歳代

50歳代の人たちに同じことを言われて

いた気がします｡

一方で,新人とベテランという区別

がある｡この点について私はあまり心

配していない｡その人がまだそういう

場所に行っていないからであって,顧

客の前に立たされればわかると思いま

すoこれが｢経験｣というギャップの

差だと思います｡

みなさんから見た最近の苦い人たちの

傾向がいくつか見えてきましたo彼ら

は,経験を積んだり,適切な仕事の環

境を提供すれば,今後変わっていくも

のなのでしょうか｡

河村　環境を与えれば,入社3年目か

らあるプロジェクトに入って,終わる

ころにはリーダーになれるぐらいのパ

ワーとキャパシティを持っていると思

います｡

最近の若者はかわいそう

高根　僕は環境を与えてもそうは変わ

らないという印象を受けています｡僕

は今の若い人たちはかわいそうだと思

っているんです｡パソコンの世界に限

っていえば,この数年間の技術の変わ

り方は異常ですからね｡

インターネットといった新しい技術

が生まれると,そこから全然違うこと

を-から勉強しなおさなければならな

い｡若手に｢これはできない｣と言わ

れると｢確かにできないんだろうな｣

と思ってしまう｡

横田均

清水建設

情報システムセンター

システム部長

｢君はこの会社にいる限

りシステム部門だ｣と言

われて入社oかつてはメ

インフレームのシステ

ム･プログラマとして活

躍｡

横田　でも私は根本的な技術的要素は

変わっていないと考えています｡ツー

ルとかが常に変わっているのは事実で

す｡しかLWindowsNTを1回も触っ

たことがない私が,若手の苦しんでい

る問題にヒントを出せるのです｡

すると,彼らはなぜヒントが出せる

のかと逆に聞いてきます｡ぼくに言わ

せればツールぐらいしか違わないと映

るのですが,若い人たちはそうじゃな

い｡彼らは｢いまのデファクト･スタ

ンダードはこっちです｣とかいう議論

ばかりしたがります｡表面上のツール

の違いを追っかけているだけ｡

それが若い人たちがかわいそうな理

由というか.混乱している最大の原因

だと思いますn梶本のアーキテクチャ

を何隼にもわたって連続して教えてい

かないと.どこかでスコーンと断層が

できる危機感があります｡

ユーザー企業のシステム部門におい

ては,一一度業態に合ったアーキテクチ



ヤを作ったら,今度はインフラの連続

性を保証しなければいけない｡そのア
ーキテクチャを若い人たちに教えなけ

ればならないとは思っています｡

八島　システムというのはテクノロジ

の世界と,人間という世界がありま

す｡このセットをシステムと呼んでい

るにもかかわらず, 20歳代の方々は,

コンピュータ･テクノロジがシステム

のすべてだと勘違いしているoそれが

若さだという感じがします｡まだわか

ってないなってね｡

技術だけでシステムが片付けられれ

ばこんなやりやすいことはない｡技術

の世界はもう私なんかの出る幕ではな

いと思っています｡どんどん新しいも

のが出てきて,私なんかついていけま

せん｡方法論は彼らに任せます｡しか

し,システムをどう作るべきかとか･

ユーザーはどう思うだろうかというこ

とに関してはひと言いわせろ,という

ことです｡

ところが方法論が先に出てきて,お

客さんにできる,できないを言ってし

まうから話がややこしくなる｡つい感

悌和こもなってしまうo私はシステム

構築っていうのは自然科学じゃなくて

社会科学なんだと言っているんですo

Lかしなかなか理解してもらえない｡

人と接するのが総じて不得意

なるべく人と接しないで,システム

が作れればいいと考えている若手が多

い｡しかし人とやるところに本当のシ

ステム構築の神髄がある｡

高根最近の若者は,例外なくコミュ

ニケーションを嫌うようなマインドを

持っていますよね｡それはちょっと悲

しい気がします｡この前すごく不思議

な光景を見たのですが,ある飲み屋で

女の子二人がお酒を飲んでいたoでも

二人とも携帯電話でずっとほかのだれ

かと話し続ける｡そこに二人がいる必

然性はどこにあるのでしょうかねo'寂

高根英哉

コムラッド

代表取締役

日本のソフトウエアが生

きるのは､コンポーネン

トしかないという信念か

ら,自ら会社を設立｡

ActiveXのソフト部品を

開発･販売こ

しがりやなくせに,コミュニケーショ

ンの取り方がよくわかっていない人た

ちが多い｡うちの会社でも結構いるん

じゃないかなと見ていますo

横田　ウチの会社でも初めから情報シ

ステム部門を前提に採用した人には,

総じてコミュニケーションが下手な人

が多いですね｡ただ人によっては向き,

不向きというか,人と交わるのが好き

な人と嫌いな人がいる｡ですからそこ

は我々が使い分けてやらないとダメで

すよ｡

八島　そこに私が最初に話した世代の

違いがかかわってくるのです｡今の若

い人が育ってきた世界には,地域社会

との交わりのようなものがまったくな

くて,初めて企業の中で社会性を求め

られる｡そこにとまどいを感じている

のかなという気がします｡彼らにとっ

ては世代が違う人と交わるのが初めて

なんですよ｡我々は小さい時から年齢

の差が当たり前だというふうに育って

きましたけど｡

マイナス面の指摘が多かったようです

が,長所もありますよねo例えば,慕

近の若手は割と簡単にホームページを

作ったりしますo

横田　そういうのが悪いというんじゃ

ないですけど,それで自分の実力が高

いような気になっちゃう人が多いです

よね｡またよせばいいのに,上司も

｢すごいね,君｣とかいってはめるか

ら余計おかしくなる｡そうじゃないで

しょう.ホームペ-ジ作りなんて,い
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まどき中学生でもやってることだと思

います｡そのへんの勘違いは,どつち

かというとおじさん世代の責任だとも

言えますが｡

舎こそコンピュータ維新

高根　ただインターネットが生まれた

ことで,私は今の若い人たちに多少し

っとを覚えます｡私は今こそコンピュ

ータ維新だと思っているんですよ｡今

の時代にコンピュータの最前線にい

て,吸収力がある年代であることを誇

りに思ってほしい｡

そういう気持ちで技術を吸収してい

けば,世界的な巨人が日本から現れて

も不思議ではないんですよ｡ネットス

ケープの次にくるのが日本の人や企業

だっておかしくないところまで来たか

なと思います｡そんな時代を生きてい

ることの楽しさをすごく感じてはしい

です｡

ただ,そう感じている人と感じてい

ない人の差が激しすぎます｡感じてい

る人はこっちでもわかるんですよね｡

そういう人間と会話をしていると楽し

い｡そのl一拍ゝら一人でも二人でも巨人

が出てきてくれればいいですね｡

河村　私は来年入社予定の新卒と今年

の面接で知り合いましたけど,特に過

去と比べて何か差があるかという気は

しません｡変わったとすれば,大学の

卒論でもコンピュータの利用は当たり

前ですから,.まったくコンピュータを

知りませんという人はいないことくら

いですoかといって, }りコンに触っ

ていないことが不利だとも思えません｡
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八島　逆に知らないセンスを覚えてい

たはうがいいかもしれませんよ｡わか

りすぎている人はわからない人に説明

ができない｡どこがわからないかがわ

からないからです｡わからないという

記憶を持っているほうが,相手に優し

くなるんです｡ ｢お前が勉強したころ

の気持ちを思い起こしてくれ｣と言う

んですよ｡わかっている人は,わから

ない人に対してはすごく高飛車な態度

で説明する｡

オタクになりつつある若手は,自分

の土俵の中では高飛車になってしま

う｡相手がわからないと言ってるなら,

わかるように説明するのがSEの必要

条件です｡

苦手の育成についてはどうお考えです

かo

横田　私の前の上司は｢どうせ就職じ

ゃなくて就社したんだろうから,入社

八島治

富士総合研究所

システムコンサルタンツ
･グループ

八島クラスター主宰

組織名に個人名がついて
いるように｢自分がやり

たいことが自分の仕事｣｡

ユーザー企業が困った時

に.ベンタ-との間に入

る参謀役｡

して6-7年の間に自分が何をやりた

いか決めろ｣と言ってました｡上司が

部下の適性を判断して決めてやる,と

いう話ではない｡今の若い人も昔の人

も,育ててはしいとは考えていないと

思います｡我々がどう育成するかって

眺めているだけで｡

一番危険なのは部下がせっかく｢ど

うしてそうやらなければいけないんで

すか｣と聞いてきたときに, ｢いいん

だよ,こうやっておけば｣と答える上

司です｡ ｢先輩はこうやってうまくい

ってるんだから,この通りやっておけ

ばいい｣とかね｡

育ててもらえるとは思うな

八島　なぜ育てなければいけないんで

すかね｡ ｢育てる｣ということは若手

が我々に堂々と要求できる言葉ではな

くて,むしろ恥ずかしい言葉だと思っ

ています｡盗むんならただですが.教

えてほしいなら金を出せと私は言うん



ですよ｡育てるという言葉は幼児の世

界では成り立ちますが,大学を卒業し

てもう成人という人にはどうですかね｡

高根私も上から下に教える必要はな

いと思います｡下が拾うべきものであ

って,上が教えるものではない｡上か

ら教えると自分の技術を教えてしまう

から,欠点もそのままつながってしま

う｡

どちらかというと自分で勉強してわ

からないところだけを聞く｡聞きにこ

ないようなやつだったら, SEなんて

辞めろと言いたい｡

八島　こちらから教える必要はないで

すが,実はコンピュータの知識という

のは,私らが若手から教わるほうが多

い｡でも知恵は私が教えられます｡知

恵というのは勘というか,このへんが

臭いというか,危ないなというのがわ

かることです｡その部分なら明らかに

若手と勝負できますよ｡

高根　僕も勘については経験則だか

ら.絶対先非のほうが強いと思ってい

るんです｡だからそういうものは教え

てあげるべきだけれども,やはり聞い

てくるまでは教えなくていいんじゃな

いかと思います｡

横田　それにしても最近は下が聞きに

こないと思いませんか.私にはそうい

う印象があります｡教えてくれるもの

だと思っているんじゃないですか｡

八島過保誰の世界で育ってきていま

すから,自ら望まなくても必ず何かし

てくれると考える｡そこに私がさっき

言った世代のギャップが出ているよう

な気がする｡

瀞寸　そうですかね｡そういう人もい

ますねぐらいの感覚で,私はあまり実

感としてはないですね｡

高根　ただ一方で,今の若い人たち

は,カリスマ性があって絶対的に尊敬

できる上司がいれば,もっと仕事をす

ると思います｡そういう上司にはつい

てくるし,矧司もするし,勉強もす

る｡しかし尊敬できる上司がいないo

彼らはそれを求めているんじゃないで

しょうか｡

横田　高根さんのおっしゃっることは

本当によくわかります｡ただ日本的な

社会が,そういうがノスマ的な存在を

認めるかが問題ですね｡出る杭は打た

れるという感じがしますから｡

では若手が自ら成長していくには,入

社5-6年目までに何をやっておけば

いいのでしょうか｡

三朝寸私は部下に｢才FT･1古老はギブアン

ドテイクの世界で生きている｣と教え

ています｡ ｢知らないから教えてほし

い｣と相手に言えるのは,自分が他に

知っていることがあってギブできると

きだけです｡ですから何でもいいから

｢技術的な観点で自分が柏手にギブで

きるものを,あるレベルまで高めてお

きなさい｣と言いたいです｡

相手に与えられるものを探せ

高根　同感ですね｡ぼくも何か一つで

いいから自分を確立しなさいと言って

ます｡一つ確立したものを持っている

と,自分の精神的な支えになるoもち

ろん会社にとっての柱にもなれます

し,ギブができるからテイクもあると

いう広がりができます｡

八島　同じことですが, ｢早く自分が



何をやりたいか宣言できるようになり

なさい｣と言いたい｡自分が何をやり

たいかが早く決まれば,そのために何

をしなければならないかを,我々もア

ドバイスできる｡

漠然とシステム･エンジニアになり

たいとか言われても,何をやる仕事な

のかがわかっていない｡ぼやけ過ぎて

いるし,アピール性が弱い｡もう少し

アクがあっていいんじゃないですか｡

もう少し荒々しく,かわいいバカにな

ってほしいですね｡その無鉄砲さが若

さのような気がします｡バカなことが

できなくなると,それはもう中年です｡

それともうーっ付け加えさせてもら

うと,やはり｢人間を研究してくださ

い｣と言いたいですね｡技術を知って

いれば優れているというわけではな

く,プラス｢人間｣を勉強してほしい｡

｢理想の上司｣とは何でしょう｡今岡

取材した若手社員は,自由にやらせて

くれて,かつ何かあったら幸任をとっ

てくれる上司を望んでいましたが｡

八島　部下は理想の上司像を考える前

に｢自分がどういう部下でありたい

か｣を主張してもらいたい｡

失敗したら責任を取ってくれるかど

うかは上司のキャパシティの問題であ

って,そのキャパシティ内だったらだ

れでも自由にやらせてくれますよ｡

河村　逆に言うと,上司は部下のキャ

パシティを見てその範囲内で自由にや

らせている,ということ｡ ｢何でも自由

にやらせてくれ｣と言われても,今度

はこっちが責任持てないですからね｡

若い人が自己主張したり,自分のアイ

デアを披露できるための環境作りは必

要でしょうか｡

河村　私のまわりには自己主張しない

人が非常に少ない｡お互いに好きなよ

うに言い合うことにしていますし｡

八島　でも現実的には簡単に上司に対

して話せないですよ｡確かにプログラ

ムとして話せる環境が用意されている

場合は多いですよ｡でもある企業で

は,役員室は常にオープンだとかいっ

ておきながら,本当に入っていった社

員が怒られたなんて話がある｡日本企

業は,みんな制度だけ用意しているの

です｡

横田　私は若い人が自己主張をしたい

のであればすればいい,というぐらい

にしか思っていません｡変に制度とか

で平等に扱おうとするのは,かえって

マイナスのような気がします｡

やっぱり組織ですから,入社5年目

だろうが10年目だろうが,だれか一

人くらいはリーダ-が出てきてくれな

いと困ります｡自己主張の強い人もい

れば弱い人もいて,だから役割分担が

ある｡放っておいたって自己主張の強

い人はいるじゃないですか｡

だから私はその芽を摘んじゃいけな

いと思います｡プログラムを用意する

のはいかがかなものでしょう｡逆にリ

ーダー的な素質がある人だったら,放

っておいても自己主張すると私は考え

たいです｡

高根　私の会社に限っていえば,自由

奔放じゃないと製品ができません｡私

は一人-製品じゃないと駄目だと考え

ている人間ですから,基本的に一人で

製品全体の面倒をみてほしいと考えて

います｡技術的にそれを実現できるの

は,一人だと思ってますからo

八島　それからプロフェッショナルと

いう言葉にもっとこだわってほしい｡

プロにこだわれば,もっと自分から出

てきていい｡どう育てられるとかじゃ

なくてね｡自分はこういうプロで勝負

する,という意識がない限り,どう伸

びていくかわからないでしょう｡

今日はありがとうございました｡ ○


