
 

 

 「SE」と言われると，ほとんどの人は「システムエンジニア」のことだと思う。

SE がシステム企画，開発や保守，運営に携わっていることはほぼ間違いない。し

かしその人たちは，SE ではあっても必ずしもシステムエンジニアではないのでは

なかろうか。SE にはいろいろな人種がいるようである。それらを総称すると，SE

とは「すべてのエンジニア」と言える。ここではそれらの中からいくつかをピッ

クアップしてみよう。 

 
 

Sir(Sa) Engineer 
 
 ある国の女王様から貴族の称号である Sir を授与されたエンジニアである。私

の憧れの SE である。できればこの SE になりたい。日本語に訳すといわゆる「詐

欺師」である。詐欺師が Sir の称号をもらえるには理由がある。詐欺師は「嘘を

つきながら嘘がばれない」人間である。これは至難の
わざ

業である。「あいつは詐欺

師だ」と言われた人間はもはや詐欺師ではない。それは詐欺師を目指しながら詐

欺師を失格した人間である。本当の詐欺師になるには天才的な想像力，記憶力，

終始一貫した
つじ

辻
つま

褄合わせの能力が必要である。常人には無理だ。遠くから憧れの

目で見ているだけでよい。 
 
 少しの時間ならすべての人をだませるかもしれない。少しの人なら永久に騙

すことができる。しかしすべての人を騙し通すことはできない。 
(エイブラハム・リンカーン) 
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Stone Engineer / Solid Engineer 
 
 Stone Engineer とはいわゆる「石頭の」エンジニア，Solid Engineer とは「頭

の固い」エンジニアである。どちらも眼前で発生する現象や相手の言うことにつ

いてそのまま素直に認識し，その上で以後(これから)のことを考えることができ

ず，自分の頭にすでにある，過去の記憶(それも 1 パターン)をベースとしてしか

判断できないタイプである。これには鳥類の「刷り込み現象」のタイプと独善的

タイプがある。 
 鳥類の「刷り込み現象」とは，ある種の鳥が卵から雛に

かえ

孵ったとき，初めて見

る，動くものを親鳥と思い，それ以後その認識が変わらない現象を言う。自然の

世界では，この刷り込み現象はこれまで問題なかった。親鳥が卵を温めつづけな

い限り卵は孵化しない。したがって，孵ったときに初めて見るものはほとんどが

親鳥である。しかし，最近自然をかく乱する人間の存在がある。人工孵化された

場合，最初に見るのは人間である。雛は人間を自分の親と思って追いかける。そ

の後，どんなに親ではないと教えてやっても受け付けない。人間にもこの種のタ

イプがある。最初に吹き込まれた情報，昔若い頃経験した局所的経験をすべて

「正」と思い，以後の反対情報を一切取り上げない。このタイプは，若いときか

ら年寄りくさく見え，年を取れば取るほどコミュニケーションができなくなるタ

イプである。 
 「独善的タイプ」は，自分が常に「正」と思うタイプである。本来的には「刷

り込み現象タイプ」ほど石頭ではなく，どちらかといえば，いわゆる頭が良いと

思われる人間に多い。しかし，常に「自分こそが正しい」と思っているために，

結局実態をその色眼鏡から見るので，あるがままを正しく認識できない。このよ

うな人は，現実を正しく認識できないことを除いては，論理的能力や強引な行動

力，圧制的な力を持っているため，集団の中ではリーダー的な立場になることも

ある。その集団は悲劇である。 
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Sowasowa Engineer 
 
 ソワソワして落ち着きがない SE である。SE としての基本を認識していない

ために，自分でどのように行動してよいか分からないタイプである。そのために

自分のやっていることが正しいかどうか自信が持てず，誰かに何かを言われると，

すぐにぐらぐらきてしまう。落ち着いて冷静になれない。それでいながら，自分

の考えをきちんとするために，学んだり，深く考えたりしようとしない。いつも

周りを気にしてオドオドし，目をキョロキョロさせている。 
 
 

Suttobi Engineer 
 
 冷静な見通しもないままダボハゼ的にすぐに目の前のものに噛み付いたり，バ

タバタしているタイプである。要は，何でもいいから動いていれば仕事をしてい

ると思う人間である。動いていないと不安になる。行動に腰が座らない。 
 自分の考えがなく，元気とスタミナだけはあるという人間にこの種のタイプが

見られる。リーダーの使い方次第で役に立つこともある。ただし，大きな仕事を

一括してすべて任せるのは危険である。 
 
 

Sumikomi Engineer 
 
 語源は，客先に何年も駐在したままで自社に戻ってこない SE のことを言う。

これは昔，ハードウェアが非常に高価で，納入マシンとは別に，プロジェクト専

用に開発マシンを自社で用意することができなかった時代に発生した。ハード

ウェアを納入する時期には，まだシステムの開発は終わっていない。その時から

開発が始まるなどというプロジェクトさえあった。そのため，納入されたマシン 
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を追いかけて，開発メンバーは客先のマシン納入現場に行くことになる。それか

ら延々とそこで仕事をすることになる。やっと開発が終了し，システム運用が開

始になっても，顧客自身が開発されたシステムの品質に不安を感じたり，運用に

自信を持てないこともあった。そのため，開発側の頼りになりそうな SE を人質

に押さえてしまう。その人間は，以後何年か常駐することになる。そのような意

味で，(客先へ)行きっぱなしの SE を言った。 
 システム運用(支援)の仕事は，最近運用グループとして明確に認知されるよう

になってきており，アウトソーシングビジネスでその内容が整理され，人質的扱

いは少なくなってきた。 
 現在の Sumikomi(住み込み) Engineer は，物理的な場所にかかわらずに自分

の立場(
よ

拠って立つ場所)を忘れて，どんな立場からの発言や行動か分からないエ

ンジニアを言う。 
 例えば，外注を

やみ

闇
くも

雲に手伝うエンジニアである。請負で発注していながら，外

注側が契約通りの納期にできそうもなくなると(極端な場合は，その危険性がま

だ予見されないときでも)，外注の請負範囲の作業を分担してやっている。外注

は「シメシメ」と考え，いかにも大変という雰囲気を出し，住み込みエンジニア

をうまいこと使う。何のために請負で外注したか分からない。外注しないで自部

門内でその作業をすれば，コストも時間も節約できたに違いない。 
 顧客が本来しなければならない，または顧客しか責任が取れないことに入り込

んでやってしまう SE も，住み込みエンジニアの例である。例えば，顧客がビジ

ネスで使うマスターデータの確認に責任を持とうするような例である。データが

正しいかどうかは，そのビジネスを推進している顧客しか分からないはずである。

その確認作業が契約条件に入っていない場合であっても，顧客側から自分のとこ

ろではできないと言われると，安易に(条件も明確にしないまま)引き受けてしま

う。そして，その部分ができないために全体の工程が遅れてしまうと，顧客から

責任追及されて「済みません」ということになってしまう。顧客は，本来は自分

の役割であるにもかかわらず，ベンダーが責任を果たしていないと考えるように

なる。 
 このような住み込みエンジニアに一般的に見られることは，「自分がすべきこ

とをしていない」ことである。本来果たすべきこと，責任を持つべきことについ 
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て，その認識がない。このようなエンジニアは，周りの関係者から，ただ「人が

いい」と言われるだけで，自分は何に責任があるのか，今自分がやるべき最も重

要なことは何かを考えずにいる。考えようとしない。 
 人の悪い住み込みエンジニアは，自分のやるべきことは分かっているが，それ

を達成できないことも予感している。そのために忙しくてできなかったという言

い訳のために立場を離れる。これは責任逃れのカモフラージュの感が強い。 
 自分の責任をきちんと果たし，プロジェクト全体の視点から，必要な場合に，

他に手を差し伸べるエンジニアは住み込みエンジニアではない。プロジェクトに

携わるエンジニアは，全員この意識が必要である。 
 
 

Silent Engineer 
 
 Silent Engineer には 2 種類のエンジニアがいる。ひとつは「黙りこくってい

る」エンジニアである。この種のエンジニアは，必要なとき，必要なことを言わ

ない(言えない)エンジニアである。特に顧客や上司が参加した会議などではほと

んど発言しない。たまたま質問されたりすると
あせ

焦ってしまい，しどろもどろにな

る。それでいながら終わった後，陰でぶつぶつ反対論(それも断片的)を言う。特

に居酒屋での気軽なメンバーとの飲み会などでは威勢がよい。プロジェクトの問

題はすべて分かっていて，自分だけが仕事をしているような発言が飛び出る。こ

のような人には，「朝から一杯引っ掛けてきたらどうですか」と言いたくなる。 
 もうひとつは，本当に「静かな」エンジニアである。「黙りこくっている」エ

ンジニアとは逆である。必要なとき，必要なことはどんな場合でもきちんと発言

し，しかもその内容はしっかりしており，説得力もある。しかし，通常の場では

それほど目立たず，静かにしているタイプである。特に酒の世界などでは相手の

話を聞く側に立ち，自分はほとんど喋らない。このような人物は相当な大物であ

る。得がたい人物である。 
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Sensational Engineer 
 
 自分を目立たせるために，常に物事を大袈裟にするタイプのエンジニアである。

常に自分を周囲から認めさせたいと思っている。そのためにいろいろなことを企

画したり，実施したりする。会議や集まりがあると目立つ役をやりたがる。何か

の成果があったとき，それに少しでも関係していると「すべて自分の采配でやっ

た」というような言い方をする。「俺が俺が・・・」と気を張っているため，
はた

傍

から見ると結構疲れるのではないかと思われるが，本人は意外と元気な場合が多

い。 
 このような人が最後にすることは，「マッチポンプ」である。すなわち，自分

で問題を作り，周りが騒ぎ始めると，その火消しをやり，自分が火事を消したと

吹聴して歩く。 
 彼らは残念である。周りから Sensational と

らく

烙
いん

印を押されているため，たまた

まプロジェクトにとって結果として良いことをしても認められない。 
 Sensational Engineer を，より奥深く，

ろう

老
かい

獪にしたものに「政略エンジニア」

がある。この人物は頭も良く，行動力もあり，弁も立つ。彼(女)は顧客上層部に

取り入ったり，自社上層部からも頼りにされるように仕向ける。部下に対しても，

ある程度の人望を勝ち得ることができる。彼(女)は，力があり，かつ自分の言う

ことをそのまま聞いてくれる人間を選んで近づく。力があるが，自分の言うこと

を聞いてくれない人間はあくまで排除しようとする。その場合，手段を選ばない。

力のない上司や顧客を無視する。その視点は，プロジェクトが成功するかどうか

ではなく，自分が立場上有利になるか，自分の存在感を強められるかである。こ

のような人がプロジェクトを掻き回した場合，プロジェクトは混乱し，進まなく

なり，組織は大混乱になる。時には客先さえ混乱の巻き添えになる。恐ろしいエ

ンジニアである。 
 政略エンジニアをひ弱にしたものに「社内(組織)ベッタリエンジニア」がある。

この人間は，社内の中で自分の
せい

生
さつ

殺
よ

与
だつ

奪の権限を握っている人，将来持ちそうな

人に対してだけベッタリとフォローする人間である。彼は顧客からは印象が薄い。

業界からはその存在さえ知られていない。しかし自己保身に関する社内根回しは， 
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長期的視点から，足場を固めていく。その手腕は並々ならぬものを持っている。

自分のビジネスが分かっていない(本人は分かったつもりになっている)上司は

彼を信頼し，地位を引き上げる。しかしこのような人間が長になった組織は，顧

客から頼りにされなくなり，業界からその存在さえ忘れられていく。 
 
 

Scandalous Engineer 
 
 下劣な心境の下に詐欺を働こうとしてばれてしまった人間である。地に落ちた

詐欺師である。詐欺師は天上を優雅に舞っているから素晴らしいのであって，地

に落ちた詐欺師は汚いだけである。 
 彼(女)が犯す最も軽い罪は，客先との間で，安易に約束し，その約束を守らな

いことである。例えば，「いつまでにこのシステムを仕上げます」とか「この部

分のプログラムは何日にできます」といって，結局はできないなどである。また

「品質は万全にします」と言いながら，運用開始したらバタバタ，ダウンするな

どである。このような嘘は本来許されることではないが，SE にはありがちな嘘

である。客先や営業，上司からちょっと圧力が掛かると，きちんと検討もせずに，

その場の雰囲気で簡単に約束してしまうからである。SE は，このようなことを

嘘と自覚していない。「頑張ったけど結果としてできなかった。仕方がない」で

ある。だから平気で嘘をつく。 
 計画的犯罪は自分の自己保身のために物事を画策する人間である。例えば，自

分が客先にあまり信用がなく，自分の部下が信用ある場合，プロジェクトの成功

を願っている人間ならば，その部下を客先対策に活用することを考えるはずであ

る。ところが彼(女)は，自分が信用がないということが社内でばれるのを恐れ，

実態をあまり把握していない上司に「部下が客先から信用されていない，客先は

彼が癌だと思っている」とささやき，首にしてもらうことを画策する。このよう

な人間が上に立った場合，一時は恐怖政治をバックにプロジェクトに君臨するが，

一定の時間が経つと必ず崩壊する。 
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 外注との間での癒着の関係から発生するスキャンダルもある。例えば，発注す

る物件について仕様も条件も把握せず，客先意向も把握していないまま，ある外

注に発注し，自分がすべきことまですべて外注に面倒を見てもらい，あげくの果

ては夜の接待まで受けてしまう。そして以後は，すべてその外注会社の言いなり

に発注せざるを得ないようになってしまう SE である。この中の 50％以上は罪の

意識もなく，その立場のメリットを心地良く受けている。彼らの心配は，外注先

との関係を上司やスタッフ部門から追求されることと，ある日突然の配置転換に

よりその立場を下ろされることである。この関係が深刻になると，外注先から

バックリベートをもらうようなことも起こる。特に調達部門においては要注意で

ある。 
 いずれも心境は下劣である。 
 
 

Salon de Engineer 
 
 Scandalous Engineer が汚いエンジニアだとすれば，Salon de Engineer は優

雅なエンジニアである。 
 昔だったら，ポンパドール夫人のサロンで話題になっていることについて，素

晴らしい話術で，自分がいかに知識があるかを見せるような人間である。サロン

では花形である。貴婦人方からはうっとりした瞳で見つめられ，男たちからはや

んやの喝采を受ける。ヴォルテールかラロシェフーコーのような人物である。 
 現代の Salon de Engineer は，システムやソフトウェアについてよく勉強し，

何事にも意見を明確に表現できる。したがって，ソフトウェアの製品や考え方に

ついても常に
ひと

一
かど

角の評論ができる。ディスカッションしても滅多なことでは負け

ない。ただし，その意見や見解は，業界やサロンで感心されていることが明らか

なものばかりである。本当に自分の物として持っているのではない。したがって，

強硬な反論が出たときには腰砕けになる。しかしサロンでは強硬な反論を提起す

るのは野暮なので，あまり馬脚を現すことはない。そしてシリアスな経験や本当

の勉強をしていない人，現実の問題解決には関心のない人たちからは，素晴らし 
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い人として重要視される。いかにもその道のオーソリティに思われる。このよう

な人たちが本物かどうかは，実際の仕事をさせればすぐに分かる。実際の仕事は

サロンでの優雅な会話ではない。それは
の

伸るか
そ

反るかのぎりぎりの場面に直面す

る。Salon de Engineer は，このような場面ではほとんど無力になる。そして，

そのような場面になってしまったのはなぜかという解説はできる。これからどう

するかという実質的な方針やアイデアを出すことはできない。 
 
 

Slave Engineer 
 
 奴隷のエンジニアである。客先や上司から何かを言われたり，指示されたりす

ると，言われた言葉通りとにかく頑張るタイプである。しかし自分のやっている

ことについて，なぜそれをしなければならないかを考えない。また，それが期限

通りできるかどうかも見通していない。時間の許す限り，体力が続く限り頑張り

通す。先の見通しを持っていないから，当然現在やっている作業に改善の余地が

ないかどうかなども一切考慮に入れない。 
 主体性のないこと

おびただ

夥 しい人種である。一見，上の人間から見ると都合が良さ

そうであるが，いざというときには頼りにならない。仕事を与える側が彼(女)の

特性を熟知し，それに見合った仕事を与えた場合のみ，所定の範囲内の成果を出

すことができる。しかしその成果も，本人は出せるかどうか見通しているわけで

はない。 
 このような人間を見ていると，プロジェクトを離れて，彼個人の将来はどうな

るか心配になってくる。リストラをされなければいいが，と思う。 
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Semi Engineer 
 
 SE の中で最も多い人種である。多分 SE の 50％ほどはこのタイプであろう。

いわゆる中途半端なエンジニアである。IT 系に特に多い。例えば，話題になるこ

とについて言葉だけは知っている。しかしその正確な意味は知らない。「これか

らはオブジェクト指向だ」などというので，「オブジェクト指向とは何ですか」

と質問すると，まともに答えられない。最近流行の言葉を使わなければレベルが

低いと思っている。少し基本的なことを伝統的な言葉で言うと「
ふる

旧いですね」な

どと言う。それでいながら，その旧いことについて基本的なことを聞くと分から

ない。例えば「品質とは何ですか」と聞くと，途端にまやかしの言葉しか出てこ

ない。客先とそれなりの打ち合わせはするが，膠着状態に陥ったりすると成り行

きに任せてしまう。 
 仕様書を作ることは一応できる。しかし肝心の部分，例えば客先や外注とのイ

ンタフェース等のけじめになるところが抽象的だったり，曖昧なまま放置されて

いる。そして仕様書はそのようなものだと思っている。仕様および仕様書につい

て深く考えない。なぜ仕様を明確にしなければならないか，仕様書で確定しなけ

ればならないことは何か，を整理して認識していない。 
 品質を上げろと言うと，一本調子でテストのことしか考えない。そしてコスト

ばかりを発生させ，品質はそれほど上がらない。テスト以前の要求事項の確定段

階，設計，製作におけるプロセス品質を考慮していない。 
 よく喋る。しかし喋っていることを整理した形で認識していない。したがって

それは単なる断片的なことの連鎖であって，説得力がない。言葉が空を飛んでい

くだけである。 
 こんな SE が作っているシステムは，やはり中途半端なシステムになるであろ

う。 
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Scrap Engineer 
 
 「静かな」エンジニアを除いて，「Stone Engineer/Solid Engineer」から「Semi 
Engineer」までの状態で何年か経ったときに出てくるエンジニアである。いわゆ

るリストラ対象の SE である。使い捨てにされてしまった SE である。 
 リストラは，社会的に見れば，大きな世界動向，人口動態の変化，グローバル

化と米国の自国有利の下における競争激化政策，それに追随する政府，記事にな

りさえすれば一貫した主張などどうでもよい一般のマスコミ(自分の言ったこと

に責任を取らない/責任を追及してくる相手がいない)，その他種々の要因が絡ん

でいる。また，自社の経営の失敗によるリストラもある。上司が逆に，これまで

述べたタイプ(「静かな」エンジニアを除いて)のために，自分が認められないこ

ともある。 
 しかし，Scrap Engineer になってしまった人間がその原因を外部に求めても，

何の解決にもならない。個人はこのようにならないため，日々の生き方にもっと

注意しなければならない。外部に原因を求めるのは社会学者や政局担当者がする

ことである。 
 Scrap Engineer の発生は，表面的には時代が変わったため使い物にならなく

なったという現象で現れてくる。最近見られるのは，「COBOL プログラマは必

要ない。Java を知っている人」というような言葉に代表される。確かにその通

りである。しかしそれならば，また何年か経ったら「Java はいらない。XXX を

知っている人」になるであろう。 
 IT に関係する人は消耗品なのであろうか。IT というテクノロジーは何のため

にあるのだろうか。それは人間が人間のために作ったのではないか。それなのに，

どうして IT に関係する人は消耗品になってしまうのか。これは矛盾ではないだ

ろうか。この矛盾は，見掛け上の忙しさの中で不毛のスピードを出そうと，ただ

神経をすり減らして頑張った結果である。もっと本来の立場に立って物事を観察

し，整理する訓練を日頃から心掛けるべきであった。 
 Scrap Engineerの中のひとつにShrink Engineerがある。このエンジニアは，

自分自身が自分を見限ってしまったエンジニアである。もう自分は役に立たない 
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と思い，自信を無くし，これまでの経験を将来に向けて，また後輩に向けて活用

する意欲を失ってしまった人である。自分自身を見限ってしまった人を誰が助け

られようか。 
 狭い世界で自信を無くしそうになったら，時間と空間を広げて世の中を見たら

よい。上司が分かってくれないなら，その上の上司はどうか，社長ならどうか，

他の会社ならどうか，IT 業界以外ならどうか，米国ならどうか，中国ならどうか

と想像したらどうだろうか。その上で自分のレベルを謙虚に判断し，これからの

生き方を謙虚に，誠実に，楽観的に考えてみたらどうか。 
 現代では理解されないと思ったら，歴史上の人物と対話してみたらどうか。そ

こには様々な人物がいる。商の初代宰相の
い

伊
いん

尹，
せい

斉の
あん

晏
し

子，
しょく

蜀の
しょかつ

諸葛
こうめい

孔明，カル

タゴのハンニバル，ローマのスキピオやシーザー，彼らの能力と行動力，またそ

の運命を想像して見たらどうか。自分の狭い世界が，いかに平均的な世界かを理

解できるであろう。自分の立場が良いとか，悪いとか言えるレベルではないこと

も分かるであろう。もっと自分を素直に
も

揉み
ほぐ

解すことが必要である。 
 
 

Sweet Engineer 
 
 なんとも言えず甘い雰囲気や甘い香りのするエンジニアである。 
 「あいつは甘い」というエンジニア(Easy Engineer)ではない。「あいつは甘

い」という意味には，「安易」「イージー」「深く考えない」「すぐに
あご

顎を出す」

というような意味が含まれている。このようなエンジニアに近いタイプは Semi 
Engineer である。 
 ここで取り上げる Sweet Engineer は，そのようなタイプではなく，現実に会っ

ているとき，相手に甘い感覚，甘い香り，甘い雰囲気を感じさせるエンジニアで

ある。相手はその雰囲気に巻き込まれ，気分良くさせられてしまう。そのため技

術的な打ち合わせなどでも，有害な感情的対立はなくなり，素直に内容そのもの

についてのディスカッションができる。またプロジェクトの雰囲気も良くなる。

このようなエンジニアは，個人として目に見える成果を出さなくてもチームの成 
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果には大きな貢献をしている。もって生まれた天性か，苦労して身につけたのか

は分からないが，素晴らしい特性を持ったエンジニアである。 
 最近は目に見える成果，しかも個人としての数値的成果ばかりを要求する風潮

が強まっている。このため，Sweet Engineer は絶滅の危機にあるかもしれない。 
 
 

Smile Engineer 
 
 いつも明るい笑顔を絶やさないエンジニアである。Sweet Engineer ほどでは

ないが，笑顔はそれだけで，個人的には健康，チームには明るく，温かく，柔ら

かい空気を
かも

醸し出す。笑顔のない集団は，殺伐とした陰惨な世界である。誰もそ

こから逃れたいと思い，無心にチームの仕事を仕上げようとする意欲はなくなる。

日々の仕事は惰性になる。 
 「笑顔」はその瞬間，対立，殺伐，冷淡，いらいらなどの感情を消してくれる

効果がある。このようなエンジニアは貴重である。 
 
 

Spice Engineer 
 
 小粒でもピリリと辛いエンジニアである。それほど技術的に認められるほどノ

ウハウを持っているわけでもなし，経験もそれほどない，いわば新人に近いが，

その言動はきびきびしているタイプのエンジニアである。与えられた仕事は
ツ

勘
ボ

所

を押さえてきちんと果たす。分からないときは，何が分からないかをきちんと認

識して，その関係の当事者に質問する。特に，分からないときの質問に本質を突

いた鋭さが目立つ。将来性のあるエンジニアである。チームにとってはホープで

ある。 
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Service Engineer 
 
 Service Engineer とは，当初はハードウェア製品と顧客の橋渡しをするエンジ

ニアであった。日本語で保守技術者と言われたこともある。製品を顧客の現場に

設置して動くまで面倒を見る(いわゆるインストール作業)ことや，その動かし方

を顧客が分からないときに教えてやったり，トラブルがあるとその修理を担当す

る。Service Engineer がいい加減だと，その製品の評判はすぐに落ちて売れなく

なる。また，その製品のメーカーは顧客から信頼されなくなる。ビジネスを着実

に成長させるためには Service Engineer は重要である。 
 ここで取り上げる Service Engineer は，当初の定義を広げて「フォローを確実

に行う」エンジニアを言う。決めたことを確実に果たす。時間，品質共に決めた

通り，またはそれ以上の成果を出す。人間社会はこのような人たちで支えられて

いる。一部のスターたちではない。プロジェクト X における「地上の星」たちで

ある。現実の SE の 50％は Semi Engineer であるが，プロジェクトが欲しい人

材の 50％は Service Engineer である。 
 
 

Sales Engineer 
 
 語源は，営業と一緒になり，場合により営業の業務も兼ねて，製品を顧客に買っ

てもらうために，製品の特徴やメリットを説明して回るエンジニアである。その

目的は顧客に自社の製品を買ってもらうことであり，そのためにはその製品を買

いたいと言う気持を起こさせなければならない。最初にすることはお客への訪問

で，運良く会ってもらえたら，次は製品の特徴を説明し，いかにこの製品が良い

かを強調することになる。ところが買い手から見たら，「それでどうなの。お宅

の製品がいいことは分かったけど，それがうちと関係あるの」ということになる。

これでは売れない。このような場合，売り込みに焦っている人は買い手の心を読

んでいない。そのためにどんなに努力しても買ってもらうことはできない。 
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 いつだったか，車のセールスマンで成績が抜群に良い人からセールスのポイン

トを聞いたことがあった。この方が訪問する 1 日の客先数は，セールスマンの中

では最下位に近かった。平均でも彼の 2 倍以上，多い人は 5 倍以上の客を訪問し

ていた。 
 彼はまず自分の訪問エリアの中で，「他社の車を持っており，それが新車では

なく，そろそろ買い替えてもよさそうと思われる家」を見つけて，ベルを押す。

運良く会ってもらえたら，まずその家の車の話をする。自分の車の宣伝はしない。

そして，その車のどんな所が良いかを話す。客は自分の車を誉められるので気分

が良くなる。打ち解けてくる。そうすると，今の車で不満に思っていることを話

すようになる。しかしそれに同調しない。そして他社の車の立場に立った言い訳

をしてやる。そうなるとお客はますます素直に問題を言ってくる。そこで初めて，

その問題について自分の会社が考えていることを話す。お客が聞いてくれそうな

らば，その考えが車にどのように反映しているかを具体的に示す。あくまでもお

客が思っている以上の押し付けがましい，しつこい言い方はしない。しかしお客

が期待していることに焦点を絞って，そこは確実に表現する。一度では決まらな

いが，次に行ったときは必ず会ってもらえる。いつでも会ってもらえるようにな

る。最後は買ってもらえる。 
 彼は，お客の気持に合わせた対応を心掛けた。これは「云うは易くして行うは

難し」である。相手の気持を感ずるセンスと相手の気持になれる心の広さと柔軟

性，その中で何を訴えたら最も効果的かを考えられる構想力が必要である。 
 Sales Engineer とは「人の心を掴まえる」エンジニアである。「人をその気に

させる」エンジニアである。ユーザーとの折衝，プロジェクトメンバーのモチベー

ション，上司や関係部門の説得にはこのようなエンジニアが必要である。 
 IT のエンジニアには，一般的に自分の知識を述べるのに急で相手の気持ちから

組み立てていける人が少ない。IT 業界の未熟さとエンジニアが技術の基盤をきち

んと押さえておらず，中途半端な段階の技術用語で物事を分かったつもりになっ

ているため，潜在意識の中で常に焦りがあるから，他者が見えない。 
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Software Engineer 
 
 「ソフトウェアについて見識を持っている」エンジニアである。見識とは，単

なる知識ではない。知識とは，過去に見たり，聞いたり，読んだりして獲得した

情報である。それに対して，「見識は将来に向けたあるべきイメージを作れるこ

と」である。Software Engineer は，ソフトウェアの問題について現状を正しく

認識し，その上で「将来に向けて今何をすべきか」を明確に提起できるエンジニ

アである。いわゆる Salon de Engineer とは姿勢が異なる。あくまでも直面して

いるソフトウェアの課題に対して，将来を見据えた対処(アイデア/提案/行動等)

を，自信と説得性を持ってできるエンジニアである。 
 このエンジニアは当然，基盤としてのソフトウェアエンジニアリングの知識を

体系的に整理して身につけている。 
 
 

System Engineer 
 
 System Engineer とは「夢を現実に変える」エンジニアである。 
 すなわち，ユーザーの潜在的な願望，断片的で整理されていない，またはでき

るかどうかについて意識していないニーズを，現実の制約を踏まえて実現可能性

のあるシステムとして構想し，提案し，作り上げていくことのできるエンジニア

である。 
 システムエンジニアには，現状を素直に認識できる能力と将来をまざまざと想

像でき，現状と将来の間を，映画を見るようにイメージできる能力が要求される。 
 システム開発の場合を例に取ると，まずは完成して，運用されているシステム

の動く姿を具体的に，実感としてイメージできることである。すなわち「夢」を

明確にすることである。このイメージを作れるかどうかが，システム開発の出発

点である。 
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 このイメージを現実のシステムとして作り上げることが，システム開発におけ

るプロジェクト活動である。このプロジェクト活動の動きをイメージすることが

次に必要になる。すなわち，プロジェクト開始からシステムの完成(プロジェク

トの終了)までのプロジェクトの動きをイメージする。 
 
 ① 「このままの状態でプロジェクトを進めたらどのような状態になるか」 
 ② 「目的のシステムを約束した条件の下で完成するには，どのようにプロ

ジェクトを進めなければならないか」 
 ③ 「①，②のギャップを埋めるためには何をしなければならないか」 
 
について具体的なイメージを作り，その結果としてプロジェクト計画を立てる。 
 そして，この計画に沿ってプロジェクトを推進していく。推進過程では様々な

障害が発生するが，それに対して適切な対応をし，最終的に当初イメージしたシ

ステムを実現することである。 
 その意味でシステムエンジニアは，「夢とロマンと冷静な現状認識能力と最後

まであきらめない執念とバイタリティを持ったエンジニア」である。それほど多

く存在する種ではないが，システム開発のプロジェクトでは 1 人は必ず必要にな

る。 
 
 

Special Engineer 
 
 Special Engineer とは，「ある分野のオーソリティ」を言う。ある技術，ある

業務について，特別に深い知識やスキルを持ち，該当する技術や業務について自

分なりの見識をしっかりと持っているエンジニアである。「データベース」や「通

信・ネットワーク」のスペシャリスト，「Windows」の裏技師，「制御理論」の

大家，「経理一筋，決算については何でも来い」という人たちである。 
 システム開発は総合技術である。したがって，様々な要素技術が必要とされる。

それらの要素技術を持たず，その技術については素人的なエンジニアの集団だけ 
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で取り掛かり，そのリスクに気がつかないプロジェクトは思わぬところで

つまづ

躓く。

技術的な問題で躓くプロジェクトは，その技術を知らないために躓くのではなく，

その場合に安易に「何とかなるのではないか」と思って真剣にそれについて考え

ないために躓く。この場合に，該当技術についてのリスクを深く考慮することと，

それを回避するためにどうするかについて Special Engineer を有効に活用する

ことが肝要である。 
 過去，この Special Engineer の立場が低い時代があった。その地位は，ここ数

十年で大幅に改善されてきた。しかし Special Engineer と言われる側にまだ意識

が変わっていない者もいる。ときどきそのような人から，「自分の所は専門家を

認めない」という話を聞くことがある。そのとき 2 つの質問をする。 
 
 「あなたは自分の専門ノウハウで，現実に何を解決しましたか」 
 
 「あなたは専門分野で，世の中で知られていますか。または，世の中でオーソ

リティと言われる人たちと対等に議論できるだけの見識と自信を持ってい

ますか」 
 
 ぼやいている人で，この 2 つの質問に YES と答えられる人は少ない。なぜ彼

らが自分を Special Engineer と錯覚するのであろうか。それは，社内の周辺にそ

の専門技術を知っている人がほとんどいないためである。そのような集団では，

専門に関する本を 10 冊も読んで適当な整理ができさえすれば，専門家らしく見

え，自身も専門家と思ってしまう。その程度のレベルでは，基本的には Special 
Engineer とは言わない。それは，どこにでもいる Salon de Engineer の端くれ

である。 
 本当の Special Engineer は重要である。技術的課題は，彼らがいなければ解決

できない。しかし，要素技術だけのエンジニアではシステム開発の仕事を成功さ

せるのは困難である。現実のプロジェクトでは，それらの要素技術を総合的に組

み立て，システムに転換するシステムエンジニアとの組み合わせが重要である。 
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Super Engineer 
 
 Super Engineer とは，System/Software/Sales/Service について総合的に体

現できるエンジニアである。しかもバランスを持って，大きく体現できるエンジ

ニアを言う。一般的には System，Software，Sales，Service について，その中

の 1 つでも体現できるエンジニアは一人前のエンジニアである。そしてこの一人

前のエンジニアになることも，相当に困難である。ましてこれらを，総合的にバ

ランスをとって体現できるエンジニアになることは至難の業である。しかし，稀

にこのようなエンジニアが存在する。 
 開発するシステムについて，システムエンジニアとして具体的イメージを持ち，

顧客や関係するステークホルダーに対してはセールスエンジニアとして事に当

たり，ソフトウェア設計においてはソフトウェアエンジニアとしての見識を発揮

し，それらをまとめて現実に可能なシステムを構想し，完成にまで持っていける

人間である。彼は日常において，サービスエンジニアとして，構想から完成まで

の雑用も含めて，必要な業務を
う

倦まず
たゆ

弛まず遂行する。 
 このようなエンジニアは得がたい。しかし万一いたならば，それは組織にとっ

て「至宝の存在」である。 
 
 

Success Engineer 
 
 プロジェクトは成功させなければならない。成功しなければ意味はない。その

ような場面で，「あの人がいると成功すると思われる人」が Success Engineer
である。このエンジニアには，「運がいい」または「運を引っ張ってこれる」力

が期待される。 
 明治時代に日露戦争があった。日露戦争の最後の山場は日本海大海戦であった。

そのときの連合艦隊司令長官は東郷平八郎元帥(当時大将)であった。東郷元帥が

連合艦隊司令長官になった経緯は面白い。元帥は当時，舞鶴鎮守府長官であった。 
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海軍の中では閑職，いわば窓際長官であった。そのとき海軍大臣山本権兵衛は，

並み居る先輩や力があると思われる人材を外して東郷を据えた。そのとき明治天

皇から「どうして東郷を抜擢したのか」という御下問があったが，彼は「東郷は

運のいい男でございまして」と答えたということである。海軍大臣は運を重視し

ていた。運というと偶然や迷信と思う人もいるかもしれない。しかし，運は重要

である。ある人は「運とはその人の性格から来る」という言葉を発した。連合艦

隊司令長官になった後の彼の動きを見ると「運を呼ぶ何か」が分かる。 
 日本海大海戦の戦術を考案したのは秋山真之であった。彼の 7 段戦法と言われ

るほどの緻密な戦法が勝利の最も大きな要因であろう。この秋山真之には服装上

のちょっとした奇癖があった。東郷はこれが嫌いだった。しかし，そのために秋

山を参謀から外すことはしなかった。そこには，目的に対して必要な能力を必要

な場面で活用するという大きな視点があった。また，いざ海戦が始まると，敵の

弾丸が雨
あられ

霰と来る中，甲板に微動だにせず立っていたということである。そこに

は腹を据えた，冷静な勇気があった。これが運を呼んだのだと言える。 
 我々の仕事にも，シリアスで，刀の刃渡りをするような場面がある。それを乗

り切ってプロジェクトを成功に導くためには，「運を呼ぶ」ことが必要である。

そこには目的の徹底的な認識，それを必ず達成するという執念，状況に応じた最

適解を得ようとする柔軟な頭と楽観的姿勢，およびそれらを一つに融合する人格

がある。 
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