導入事例カタログ FUJITSU 人材育成・研修サービス 人材力診断

NTTデータシステム技術株式会社 様
人材力診断サービス SkillCompass（ITSS版）を全社（約800名）を対象に導入し、現状を可視化。
診断・分析結果を元に、3ヵ年の人材育成施策を策定し、診断の翌年度から実施。
課

題

効

必要な人に必要な訓練を行う
「個別最適」
な育成を実現する

果

社員一人ひとりにどの様な育成をすべきかが明確になった

社員の「SE」としての専門分野と、レベルを把握し、それに応じ
た育成を実施したい。
（役職や年次による統一的な訓練では現
場にFITしない。）

専門分野ごとに強めるべき要素を明確化した。

自社の強み・弱みを把握し、同業他社と技術レベルを比較したい。

研 修によるスキル 習 得が必 要な社 員（ 又はそれが 不 要な社
員）、及び身に付けるべきスキルを明確化した。

ITSSに基づき、テスト結果を加味した客観的な評価で現状を可
視化した。

多くの社員をフォローしたい。でも現場は忙しい。
（よりピンポ
イントな育成を展開したい。）

SkillCompass導入の決め手
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導入の決め手は、自己評価だけでなく、
テストがあり客観評価できること。

診断は、2016年1月から2月にかけて、およそ
800名を対象に実施しました。
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✓ 職種別人数、人数比率
✓ 職種レベル平均
✓ 経験・実績レベル、スキルレベル分布
✓ 職種別 スキルカテゴリレベル平均
（すべて全社・事業部別に集計）
（他社比較あり）
「人材育成施策の策定にあたって、分析報告書の

中で特にヒントになったのは、
経験・実績レベルと
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スキルレベルのバランスの分布です。個人別に見る
と、“スキルはあるが経験不足の若手”、“経験はある
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がスキル不足の人材”などがいることが見えてきま
」
した。
【図2】
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【図 2】経験・実績レベルとスキルレベルのバランス

SkillCompass診断結果の分析



分析のうち、
経験・実績レベルとスキルレベルの
バランスの分布から得るものが多かった。
SkillCompassのアウトプットは、①個人診断レ
ポート（受診者一人ひとりのスキル保有状況や弱点
を克服するためのお薦めコースを表示）と、②診断
結果一覧データ（全受診者の診断結果をCSV形式
で提供）の2つです。

●分析サービス
さらに、②のデータを対象とする分析サービスも
あります。分析サービスは、全社や組織別等の観
点で受診企業のITスキルの傾向を集計・分析して、
分析報告書を作成するものです。他社の診断結果
との比較も可能です。
同社では、この分析サービスを利用しました。
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SkillCompassの診断の流れは【図1】のとお
りです。スキルの自己評価をした後、スキルに
対応するテストが出題されます。診断結果は、
自己評価にテスト結果を加味した客観的な評価
となります。同社では、これが導入の決め手と
なりました。
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●導入の決め手
企画部 人財開発担当 松浦氏は、
「SkillCompass
（ITSS版）は、ITSS（ITスキル標準）に基づいて診断
するので、技術者として求められている標準的なス
キルを満たしているかどうか（業界内での位置）を
見える化する手段として有効だと感じました。導入
の決め手となったのは、自己評価だけでなく、テス
トを行うことで客観的な診断結果が得られるとい
う点です。」と語ります。
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NTTデータシステム技術様は、2015年に設立
30周年を迎えたSIベンダー企業です。目指す人
材像として「高度SE人財（高い技術力、高い仕
事力、高いマインドを持つ人材）」をあげてい
ます。
2016年4月からの3ヵ年の中期事業計画に、技
術力、仕事力、マインドの総合的な強化に向けた
育成施策の見直しを組み込みました。新たな育成
体系の整備に向け、まずは技術力に関する強み・
弱みを含めた「実態」を把握するために、富士通
ラーニングメディアの人材力診断サービス
SkillCompass（ITSS版）を導入しました。

●診断結果の分析から見えたこと
分析報告書の構成は、同社と富士通ラーニン
グメディアで検討し、次のようにしました（一
部抜粋）。

【図 1】SkillCompass（ITSS 版）診断の流れ
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導入事例カタログ FUJITSU 人材育成・研修サービス 人材力診断

●対象ごとに個別の育成施策を立案
具体的な施策は、
【図4】のように人材を3つの領
域に分け、領域ごとに個別に立案しました。

SkillCompass導入後の施策
診断・分析結果を元に、対象を具体的に定めた
育成施策を立案。

１．経験アップゾーン
経験・実績レベルが低い層には、より多くの経験
を積ませる。若年層は「若手CDP*」という同社独
自のツールを用いて開発経験の効率向上を促進。
若年層以外は、育成主観の配置変更と実践型研修
によるフォローアップ。

SkillCompassの診断・分析結果は、【図3】
のように様々な活用ができます。
同社では、人材育成施策の見直し・立案と、研
修体系の構築に重点をおきました。

●従来の施策の問題点
まず、経験・実績レベルとスキルレベルの分布
から、これまでの技術面の育成体系における問題
点を次のように導き出しました。

＊自己評価と上司面談で経験値を可視化するツール。個人にとって
は業績の見える化で成長実感が得られる、組織にとっては成長し
ている/していない社員が見えるようになるというメリットがある。

・実務経験によるスキル習得だけでは不十分で
あるため、研修による習得が急務である
・新育成体系では、技術力強化研修を大幅に拡
充する
・職種ごとに、個人個人が最適な研修を選択で
きるラインナップを準備する

●合宿研修の参加者選出にも活用
同社では、開発経験を補うために国外（中国）で
の3週間の合宿研修を実施しています。この参加者
の選出においても、SkillCompassの結果を活用
しました。

「新しい施策の裏付けとして、分析報告を全社に
共有し、
組織長には個人データも共有し、
具体的に
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現状を把握してもらいました。
施策とSkillCompass
の結果を一緒に発信することで、より納得性の高い
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メッセージとなりました。
」
（松浦氏）


「候補者は、リーダーや課長層が現場感覚で選出
します。ただ、現場感覚はあくまで直接接する層で
しか共有できません。SkillCompassの結果は、候
補者と直接接する機会の少ない上位層に対して、
訴求力がありました。」
（松浦氏）
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【図 3】SkillCompass
の結果の活用例
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NTTデータシステム技術株式会社 様
設
立 ： 1985年5月16日
所 在 地 ： 〒103-0022
東京都中央区日本橋室町4‐5‐1
さくら室町ビル10階
資 本 金 ： 2億円
代 表 者 ： 代表取締役社長 柴﨑 正人
従 業 員 数 ： 959人（2016年4月現在）
事 業 内 容 ： ⑴ データ通信システムの設計および
ソフトウェアの開発・販売

⑵ データ通信システムに関する教育
指導およびコンサルテーション
⑶ データ通信システムに関する技術
および市場についての調査・研
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⑷ データ通信システムの運営管理の



受託
⑸ データ通信システム用情報機器の
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⑹ データ通信システムに係る電気通
信工事およびその他の設備工事の
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お客様概要

【図 4】人材の 3 つの領域
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「SkillCompass導入
が、
『人材育成に関して
積極的に現場に介入す
る』というメッセージに
なりました。診断前は、
現場の声は賛否ありま
したが、診断後に納得
度 調 査をしたところ、
おおむね納得している
という結果になりまし
た。SkillCompass導
入をきっかけに人材育
成に対する現場の理解
度があがっていると感
じます。」
（松浦氏）。

３．モデルゾーン
経験、スキルともに一定以上の層。２．向けの研
修体系を構築するにあたって、モデル（目標とする
人材像）にした。事業部主導で得意なスキルをさら
に強化。更なる成長を期待する。

「社員の力量を把握し、個別最適な育成を展開
することで、現場任せでない本社による積極的な
後方支援」という明確なメッセージを打ち出した
のです。

⤌⧊䛾ᡂ㛗

そのような問題意識を持って全社的な人材育成
施策の立案をする立場になり、SkillCompass導入
とその後の施策立案を推進されました。

「ピンポイントで個別最適な研修を提供するため
に、個人ごとのSkillCompassの結果を見て、必要
な人に必要な研修を提供できるように研修体系を
構築しました。」(松浦氏）

●新しい施策の方向性
施策の方向性は以下のように決定しました。



ご担当の松浦氏は、以前、新人向け育成施策の
策定や実施をした際に、
「新人の1、2年の間だけで
はなく、その後の数十年間も、SEとしてずっと成長
できるように支援したい」という思いを抱かれたそ
うです。また、ご自身の現場経験から、
「問題プロ
ジェクトの原因は人が育っていないことにある」と
いう問題意識をお持ちだったそうです。

２．スキルアップゾーン
立場（経験）に応じたスキルを身につけさせる。
強化すべきスキルは、３．をモデルとして決定。２．
を対象とした技術力強化の研修を、2016年9月か
ら開始。

「経験があるのに、見合った知識がないという社
員がおり、経験から得られる知識だけで業務遂行は
問題ないという現場感覚で仕事をしていました。ま
た、技術向上は現場（事業部）任せとなり、結果的
に、技術を本社主導で体系的に習得する場が不足し
ている現状を再認識しました。」
（松浦氏）
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お客様の声
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請負
⑺ 労働者派遣事業
⑻ 前各号に附帯関連する一切の事業



Ｕ Ｒ Ｌ ： http://www.nttdst.com/
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お問い合わせ先

お客様総合センター

0120-55-9019

受付時間 9:00〜17:30（土・日・祝祭日を除く）
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