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SE のロードマップ概要 

 
 
 この章では，本書で述べている 25 歳，30 歳，35 歳というロードマップに沿って，

概要を説明します。詳細は後述の各章，各節をご参照ください。目に留まったところ

から読み始めていただいて結構です。本書は，幅広い読者層を想定し，内容的にも容

易なことから少々高度なところまで書かれていますので，既に習得済みの項目はス

キップしていただいて結構です。 
 SE はシステムエンジニアの略称ですが，「SE」の定義を本書では，「コンピュー

タを含めたシステムの設計・構築・運用・保守などの業務に従事している人」と定義

しておきましょう。本来は，正確に定義するだけで 1 冊の本が必要ですが。 
 また，最近は SI1と呼ばれる会社や職種の人が多くなっています。これらの人は間

違いなく SE に属する人です。SI とは，通常，多くのベンダー，サプライヤーの製品

を集め，統合し，1 つのシステムとして稼働するように設計段階から請け負う会社の

ことを指している場合が多いです。当然，このような会社で働いている人は，ほとん

どが SE に属することになります。 
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1 System Integrator の略。 



1.1 SE の仕事の概要とスキル 

 SE の仕事の概要と要求されるスキルの観点から，理想的な SE 像を浮かび上がらせ

ましょう。それにより，そのような SE の理想像に要求されることが理解できるよう

になるでしょう。 
 

経験豊富なSEへ
成長する

経験・知識・ノウハウ
・実績を積み上げて

経験豊富なSEへ
成長する

経験・知識・ノウハウ
・実績を積み上げて

 

図 1.1 経験を積み上げ，大 SE に成長する 

 
 
1.1.1 SE の仕事 

 SE の仕事は複雑です。種類が多く，範囲が広いのが特徴で，その全体像をつかん

でおくことが大切でしょう。大別すると次のような内容になりますが，これを理解し，

こなしてこそ，大 SE と言えるのではないでしょうか。いわば，成長魚ですね。しかし，

SE の特徴は，これらの種類・範囲が異なる場合でも，必要とされる技術は一般化が

できるし，共通的なものが多いです。これは重要なポイントでしょう。そのような共

通的な知識をこの本では説明することになります。 

  



1.1 SE の仕事の概要とスキル 

• SE の種類が多いです 

 社内ユーザー向けの SE，顧客向けの SE，派遣 SE，顧客向けカスタム化を担

当するコンサルタントと呼ばれる SE，市販のソフトウェアを作る SE。それに，

技術サポート，運用・保守を主たる業務としている SE もいます。この SE の種

類によっても必要とされる知識が異なりますね。しかし，共通点は多いです。 
 

• SE のレベル，仕事の内容は種類が多いです 

 システム設計(システム仕様書作成)，ソフトウェア設計，試験要領書作成，プ

ログラミング，デバッギング，さらに開発などを担当する SE などに区分されま

す。この区分によって必要とされる知識は異なるでしょう。通常は，プログラミ

ングなどの業務から始め，より高度な業務に移り，経験を積み重ねて徐々に身に

つけてゆくことになります。 
 

• 分野ごとに異なる業界知識が必要です 
 製造業，金融・保険業，流通・販売業，電力・上下水道，交通・通信，医療，

政府官公庁，農林・水産業など，業界分野ごとに必要とされる業務知識は異なり

ます。ですから，自分が参画する分野に属する業務知識を持っていることが必要

です。そのため，専門分野を変更することが通常は難しくなります。 
 

• コンピュータ(プラットフォーム)ごとに必要な知識が異なります 

 ホスト計算機システム，(データベースを含めた)各種サーバー，PC システム，

PDA(携帯端末)システム，組み込みシステム2，これらが既存のプラットフォー

ムです。今では，これらのプラットフォームがネットワークで接続されて一体と

なって稼働しており，そのため，その接続の仕事を担っている「ネットワーク関

連機器」も大きい分野となりました。このプラットフォームごとに必要とされる

知識がかなり異なりますから，自分が主として担当するプラットフォームで要求

される知識を中心に身につけてゆくことになります。 
 このため，ホスト系計算機から UNIX 系コンピュータに移行(ダウンサイジン

グ)を行う業務はかなり大変な作業です。 

                                                  
2 これらに加えて古くは，オフコン，ワークステーションなどがありました。 
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• システムを構成するソフトウェアの技術分野が多様です 
 ソフトウェアの一番基礎部分には OS(オペレーティングシステム)があります。

その上にアプリケーションが乗るのですが，その間に，一般的にミドルウェアと

称する部分があります。共通的なルーチンやサブルーチンです。ユーザー・イン

タフェースとして，マンマシン・インタフェースが重要です。また，アプリケー

ションがアクセスして業務を実行できるためには，DB(データベース)が必須です。

それに，通信には各種のプロトコルが今日の計算機環境では非常に重要な役割を

果たしています。 
 

• システムの運用・保守(メンテナンス)も SE の仕事です 

 SE の仕事は現場が仕事場です。格好良く構えていてもシステムは動いてくれ

ません。ですから，システムを定期的にバックアップして，万一の障害発生時に

も，正常なときの状態に復旧できるようにし，さらに，バックアップシステムを

並行して動作させておいて，ホットスタンバイ・システムに即時に切り替えを実

施して，運用を継続するようなシステムも要求されることがあります。このよう

な地道な運用・保守の仕事も SE の仕事です。また，セキュリティ保持も重要な

技術要素ですし，全システムの遠隔監視・管理なども現在では必須の技術になっ

てきております。これらの技術を適切に援用することにより，システムの可用性

(ユーザビリティ)が増大します。 
 
1.1.2 SE に要求されるスキル 

 SEに要求されるスキルを見てみましょう。こんな毎日を送るのは大変でしょうが，

理想像を描かないと進むこともできませんね。 
 

• 業務知識を理解する 
 SE の業務は，顧客対応の仕事が多いです。そのため，顧客の業務を知り，顧

客から業務の説明を受けたときに，その裏，すなわち「真の意味」を理解するこ

とが要求されます。そうして，顧客が要求していることそのままを実現するので

はなく，より本質的な事項を解決すると，顧客の要求をより良く満たすことがで

きます。逆に表現すると，そのような努力をしなければ，顧客の真の要求を満足

  



1.1 SE の仕事の概要とスキル 

できないばかりか，納入したシステムが全く使われることなくお
くら

蔵
い

入りをするか，

顧客からのクレームで返却されるなどの運命をたどります。 
 

• 技術の進歩に合わせた学習が必須です 
 SE の業務は常に進化しています。対応業種の仕事のやり方(業務フロー/ビジ

ネスプロセス)も，システムを構築する手法も，環境も，あらゆるものが日進月歩

です。顧客の要求も常に進歩・進展してゆきます。これらに対応するために，日

常の学習により，技術的な知識の獲得が欠かせません。 
 

• コミュニケーションスキルが大切です 
 SE の業務には，顧客との対話，商談，打ち合わせだけでなく，社内の多くの

部門の人とのコミュニケーションが必須です。SE の仕事は 1 人ではできません。

プログラミングでさえチームで実施します。その場合，当然ながらチーム内の人々

とのコミュニケーションが欠かせません。人の言うことを理解するためには，メー

ルだけで意志疎通がかなうと考えないほうがよいでしょう。図やポンチ絵，工程

表，関連図などを用いることにより，より正確に情報の伝達が可能となります。

このスキルは，練習を積むことによって得られます。 
 

• 企画能力，発表能力を養うことも大切です 
 SE は今いるところに定住するわけにはゆきません。定住するということは，

すなわち成長が止まることを意味します。それを避けるためには，自己の主張を

行うことであり，また，自己の
けん

研
さん

鑽内容の発表が刺激になるでしょう。自分で考

えた新規の企画を社内や顧客に提出することです。それ自体に意味があるだけで

はなく，発表，企画の提出には，そのバックグランドが必要であることがポイン

トです。バックグランドは，日常の学習，日常の情報収集などにより得られるも

のです。それに自分のノウハウ・知識，知恵を加えることにより，発表企画の提

出が可能となります。“1”のことを発表するには，そのバックに“10”以上の

知識・ノウハウがなければ発表できません。これは，常識ですね。 
 このようにして提出した企画が採用された場合，そのフォローアップを行うこ

とになりますが，自分の夢(企画)の実現に向けて努力することは大きい刺激にな

り，自己の成長に役立つことが大です。 
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コミュニケーションスキル

業務知識の理解

技術の進歩に
合わせた学習

企画能力・発表能力
コミュニケーションスキル

業務知識の理解

技術の進歩に
合わせた学習

企画能力・発表能力

 

図 1.2 大 SE に成長するにはこんなスキルが必要です 

 
 

1.2 SE のレベルと業種別の紹介 

 SE になりたいと一言でいっても，ソフトウェアパッケージ製品を使用する SE，イ

ンターネットに関わる SE から，企業から受注したシステム構築に関する SE まで様々

な種類の SE があります。私のサイトの訪問者から，「どのような SE があるのか明

確に理解できていません。もしよろしければ SE の分類についてお教えいただけない

でしょうか？」という問いがありました。ここに，その回答を引用して紹介しましょ

う。 
 

〔回 答〕 
 SE の分類ですが，確かに SE と言ってもいろいろあることは確かです。レベル的な

ものと，業種に分かれると思いますので，順次説明しましょう。 

  



1.4 ロードマップの概要(SE 経験年数ごと) 

1.2.1 レベルによる SE の分類 

 SE には様々なレベルがあると言っては失礼なのですが，1.1.1 項で SE のことを「成

長魚」と述べているように，会社に入社してから経験を積むにつれて名前が変わって

ゆきます。その意味で，レベル順に説明しましょう。 
 
 ① プログラマー：レベルその 1 

 入社してすぐに SE と呼ぶ会社もあるようですが，この SE はよくてプログラ

ムをするだけだと思います。それでないと，仕事などできないですよね。だから，

SE といって最初から緊張する必要はないと思うのですが。コンピュータ(どのよ

うな機種であれ，どのように複雑であっても)を使用し，多分プログラミング言語

を勉強し，OS を勉強し，多少のユーティリティやネットワークのことを勉強し

て，その後仕様書に従ってプログラムを作るようなレベルの人を指します。 
 
 ② プログラマー：レベルその 2 

 また，人によっては単にプログラムを作るだけではなく，試験仕様書(試験要領

書ともいいます)に従って他人の作ったプログラムを試験し，それらがきちんと動

くかどうかを調べます。万一どころか，たくさんのバグを見つけ出して，プログ

ラマーに突っ返します。試験はフルパスといって，フローチャートですべてのパ

スを通るように試験要領書を作成するのが通常です。ですから試験自体は単純作

業ですが，試験作業は大変な時間を要します。入社間もない SE(プログラマー)

は，このような仕事を数年することになるのではないでしょうか。なお，この試

験要領書を作成する仕事は難しい仕事ですから，入社間もない人がアサインされ

ることは少ないと思います。 
 
 ③ プログラマー：レベルその 3(営業職との関係) 

 入社したての人が例えば SE という称号を貰っても，このレベルの人が顧客の

ところに行っても何も発言することもできないでしょうし，顧客に対する提案も

できないでしょう。 
 営業職に就く人はなんとなく SE より上位にいるような気がするようですが，

SE としてシステムを構築することに関しては全く経験がないわけですから，顧
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客に対しての提案や顧客の要求をきちんと聞き取ることは困難でしょう。仕方が

ないので，一生懸命にメモを取ったり，または顧客からの資料を入手して，これ

を SE に渡し，これを基に顧客の要求を理解してもらい，SE が顧客に対しての提

案書を作成するようになります。 
 営業職の人はこれを顧客に提出するわけですが，SE がこれに必要な価格(

にん

人
く

工

＝人数×月数：といいます)を見積もります。そしてハードウェアの値段を組み合

わせ，リースするネットワークの費用，運用費用，保守費用，リスク管理費用な

どを一括して見積もって，これに儲けを上乗せして顧客に提出します。さらに本

社の費用なども加算されます。だから，間接部門の人がたくさんいる会社のシス

テムは高価になります。独占的な立場にある会社などはそれが可能ですが，実力

が伴なっていないので自由競争時代に入ると厳しい試練に遭うことになります。 
 
 ④ SE：レベルその 1 

 このようなことをやりながら数年を過ごすうちに，顧客の元に出かける機会も

増えるでしょうし，自分がプログラミングしたシステムが顧客の元に納まるまで

に，仕様の調整などが必要な場合などは，必然的に顧客の元に出かける機会が増

えることになります。そうすると，顧客の言っていることが自然と理解できるよ

うになります。今まで何が不足しており，何が余分であったかなどが分かってき

ます。顧客の現場が分かるわけですから，もっと素敵なシステムを組むにはどう

するとよいかなどが分かってくるのではないでしょうか。 
 そうすると，ぼつぼつ先輩の SE に付いて顧客の元に出かけ，場合によっては

自分 1 人で出かけて顧客の要求などを聞き出すことができるようになってくるの

ではないでしょうか。 
 
 ⑤ SE：レベルその 2 

 我々はこのレベルくらいから SE と呼んでいます。一般に，基本情報技術者試

験(昔の 2 種)は入社したてでも取得することができますが，1 種3が取得できるよ

うになる頃が SE と呼んでもよい時期ではないでしょうか。特種4は特殊ですが，

                                                  
3 現在は体系が変更されました。 
4 現在は体系が変更されました。 

  



1.4 ロードマップの概要(SE 経験年数ごと) 

経験が蓄積されれば自然と取得できるようになります。私はこの試験のための専

門の勉強をする必要があるとは思いません。このレベルの技術は実務を通して自

然と習得できるべきものでしょう。 
 
 ⑥ SE：レベルその 3 

 このようなことを数年やると，顧客の言っていることと，本当に実現しなけれ

ばならないことが違っていることが分かってきます。例えば，顧客の要求を聴取

して提案書としての仕様書をまとめるのは，基本的にこのレベルより上級の SE
を対象とする業務です。 
 顧客の困っていることや要求していることをそのまま聞き入れてシステムを組

むと，たいていは納入後に「これでは困る，こう改善してくれ。あれも困る，す

ぐに使えなくなる」などとたくさんのクレームが出てくるのです。ですから SE
が一番に苦労することは，我々のトイメン5の人の要求と，実際にそのシステムを

使用する人6との要求が異なることを認識することです。そうすると，いったいど

の人のことを聞いてシステムを作ればいいのでしょうか。これは，まだあなたに

は理解できないことでしょうが，徐々に理解してゆく必要があります。 
 
 ⑦ SE：レベルその 4 

 このレベルの SE は，予算の制約や期間の制約などを十分に理解したうえで，

顧客の言っていることを聞きながらもそれを読み直して，システムが果たすべき

機能を決定して，顧客が「感激する」ようなシステムを作成することが仕事です。

ですから，顧客が特定の OS やパッケージソフトなどを指定してシステムを組ん

でくれと言ってきても，これをそのまま聞き入れるととんでもないシステムを作

ることになりかねません。自分の経験や時代の動向技術の動向，さらには顧客の

要望の将来を見すえた動向などを十分に勘案した後にシステムの提案書を作成す

るのです。このように実施することで，十分な利益を確保して，しかも顧客が感

激するようなシステムを構築することができるようになるのです。 
 

                                                  
5 対面，すなわちあなたと直接会って対応する人。 
6 一般的に「エンドユーザー」と呼ばれます。 
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