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■はじめに（調査の背景と意図）
企業の事業活動や個人の社会生活に，情報システムや IT 製品が計り知れない影響を及
ぼすようになった現在，IT 人材の高度化を図ることは，厳しい国際競争に直面する IT 業
界，ひいては日本経済における喫緊の課題となった。急速な技術革新や経営環境の変化を
背景に，システム構築プロジェクトの高度化・複雑化が進むなかで，IT エンジニア個人に
は着実なスキルアップやキャリアアップが，IT 企業の人事・人材育成部門には，その支援・
促進の取り組みが，強く求められている。IT 業界に人材を送り出す大学・大学院などの教
育機関に対しても，産学連携を意識した的確な人材教育を求める声が高まっている。
一方，組込み機器／ソフトの開発に携わるエンジニア（組込みエンジニア）についても
全く同じことが言える。携帯電話やデジタル家電に代表される組込み製品の開発プロジェ
クトが急速に大規模化・短期化するなかで，高度なスキルを持つ人材の不足が顕在化して
おり，業界を挙げて組込みエンジニアの着実なスキルアップやキャリアアップを実現する
ことが求められている。
以前は，エンジニア個人や個々の企業にこうした問題意識があっても，人材育成やキャ
リア開発は 個別 の取り組みにとどまることが多かった。IT 業界と組込み業界のいずれ
においても，必要とされる職種・専門分野やスキルの種類・レベルなど，スキルアップや
キャリア設計の指針となる基準が確立していなかったからである。
ところが，経済産業省を中心に 2002 年 12 月に「IT スキル標準」が，2005 年 5 月に「組
込みスキル標準」が策定されたことで，それぞれの業界全体で，あるいは IT 業界と組込
み業界をまたいで，人材の高度化に向けた取り組みを議論する基盤が整いつつある。そこ
で本調査研究では，IT スキル標準と組込みスキル標準に基づく 3 つの調査を実施すること
で，人材の高度化に向けた個々の IT／組込みエンジニア，および，企業の人事・人材育成
部門の意識や実態を把握し，それぞれの取り組みに寄与することを狙った。
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■調査の概要
本調査研究では，以下の 3 つの調査を実施した。
①「IT／組込みエンジニアの問題意識」調査
②「IT 企業に見る人材育成の実態と戦略」調査
③「エンジニア 2 万人の人材像とキャリア意識」調査
いずれの調査も，日経 BP，日経 BP マーケティング，ザ・ネットの 3 社が主宰する「IT
スキル研究フォーラム（iSRF）
」が，企画・実施から集計・分析までを行った。
①「IT／組込みエンジニアの問題意識」調査では，全国の IT エンジニアと組込みエン
ジニア（合計約 1600 人）から得たアンケート調査結果を基に，個々のエンジニアが日々
の業務を遂行しながらスキルアップ，キャリアアップを図るうえで，どのような問題意識
を抱き，思い描くキャリアの実現や，そのための課題解決にどう取り組んでいるのかを探
った。
②「IT 企業に見る人材育成の実態と戦略」調査では，国内の中堅・大手 IT 企業 12 社
の人事・人材育成担当者から得たアンケート調査結果を基に，IT 企業が経営戦略や事業遂
行のために必要としている人材の具体像や人材育成上の課題，人材育成における産学連携
のあるべき姿を探った。
③「エンジニア 2 万人の人材像とキャリア意識」調査では，全国の IT エンジニア（約 2
万 2000 人）と組込みエンジニア（約 3700 人）から収集した様々な属性情報を分析するこ
とで，IT／組込みエンジニアの年齢構成，職種構成，年収などの実態や，希望するキャリ
アパスなどの意識を把握することを狙った。
①〜③の「調査の目的」，
「調査の方法と内容」，
「回答者／企業のプロフィール」
，および，
集計・分析結果は，それぞれ第１部，第２部，第３部に詳述した。
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