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　当社はアジアを基点とするコンサルティングファームのアビームコ

ンサルティングと、グローバルメーカーであるブラザー工業を母体と

するITサービス企業です。グローバルでのプロジェクト実績、DX推進

実績を豊富に持ち、グローバル提携ネットワークと長年蓄積されてき

た方法論やナレッジ、国境を超えた人材などを活用した、お客様の課題

解決に最適なソリューションを提供し続けてきました。

　例えば、IT領域における専門性の高いアウトソーシングサービスの

実績をもとに、基幹システムの主流であるSAPソリューションの導入・

運用のみならず、S4／HANAアップグレード、SAPと連携する各種業務

系システム開発を行っています。コンカレントエンジニアリング領域

では、PLM、PDM、3D CAD導入と業務プロセス改善、製品組込ソフト

開発のサービスを提供。DX領域においては、RPAを活用した業務改革、

IoT／ビッグデータ分析プラットフォームの構築、クラウド上での基幹

業務システム構築、ローコードアプリケーション開発など、お客様の

様々なご要望にお応えする多様なサービスを提供しています。

 　そんな当社が求めるのは、お客様のニーズに最適なITを組み合わせ、

ソリューションへと落とし込める人材です。その実力を遺憾無く発揮

いただけるよう、必要な知識やスキルを積極的に学び取っていける自

由度の高い成長環境も特徴です。例えば、ロボットや画像認識AIなど、

先端技術に精通する大学教授との「研究活動」、所属するチームの垣根

を超えてIT技術やビジネスを学び合う「横串勉強会」など、自身の専門

領域を広げるチャンスが数多くあります。実務に必要なプロジェクト

推進力やコンサルティングスキルをキャリアステージごとに伸ばして

いける「トレーニングプログラム」はもちろん、「在宅勤務制度」や育児・

介護に伴う「時短勤務制度」など、誰もがパフォーマンスを発揮できる

環境づくりに力を入れています。

　経営理念「Real Partner」の言葉通り、お客様のあらゆる分野に深く

入り込み、真のニーズを理解・実現し、共に成長することが私たちの信

条です。また、会社と社員の関係性も「Real Partner」です。自身の成長

により、共に会社を成長させられる方を心よりお待ちしています。

お客様のビジネスへの貢献に向けて、

共に成長する“Real Partner”を求めています。
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for 
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組込エンジニア05
EMBEDDED 

ENGINEER ミシン、プリンタ、カッティングマシーンなどの製品に搭載する組込ソフト開発を

ベースに、PCソフト・クラウド連携、開発基盤などの技術を組み合わせたシステム

開発を行なっています。開発テーマに紐づいたプロジェクトチームを数名で構築

し、リーダーを中心として開発作業や顧客の課題解決に携わります。
P11-12

前田  淳一郎

代表取締役社長

JUNICHIRO MAEDA

PROFILE

基礎工学部卒業後、1997年にアビームコンサルティ

ング入社。製造業を中心としたグローバルERP導入プ

ロジェクトを多数リードし、2014年より中国深セン

に赴任。総経理として深センオフィスのオペレーショ

ン、及び現地日系企業に対するIT戦略企画立案支援や

スタートアップ企業との協業推進などを経て、2020

年にアビームシステムズ代表取締役社長に就任。

MESSAGE 
for 
CAREER

ソフトウェアエンジニア（OPEN系）01
SOFTWARE

ENGINEER 基幹システムをはじめ様々なプロジェクトに関わるチャンスがあり、スクラッチ開

発にてシステムの設計・開発・保守を行い、お客様のビジネスの独自性をITの側面か

らサポートしています。コンサルテーションを含む最上流工程から携わることがで

き、要件定義～システム導入、開発～運用、保守まで一貫して担当しています。
P03-04

ITインフラエンジニア03
IT INFRA ENGINEER

サーバー（オンプレ、クラウド）/ネットワーク/セキュリティの知識と、SAPの

BASISと呼ばれる基盤に近い領域の知識を活かし、インフラの設計・構築・運用およ

びシステムの導入、更改案件などの技術支援サービスを提供しています。上流の設

計・構築案件も多く、インフラ業務の全工程に関わる機会があります。
P07-08

設計支援システムエンジニア04
DESIGN SUPPORT

IT ENGINEER コンカレントチェーンでの重要テーマとなる「新製品・新機能の創出」「開発LT短

縮」「高品質な製品作り」の解決に向けて、ITを活用した開発導入支援や解析システ

ム導入支援などを行っています。エンジニアリングチェーンとサプライチェーンを

シームレスに繋ぎ、OneStopのサービスを提供していきます。
P09-10

SAPエンジニア02
SAP ENGINEER

ERPパッケージの1つである「SAP」をビジネスの中核としたサービスを提供。コン

サルテーションを含む最上流工程から携わることができ、要件定義～システム導入、

開発～運用、保守まで一貫して担当しています。多くのお客様と長期的な関係を築く

ことができ、様々な案件を通して技術力・ヒューマンスキルが高められる環境です。
P05-06

プロセスマネジメントスペシャリスト08
PROCESS

MANAGEMENT

SPECIALIST

製造業系企業の競争力の源泉である研究開発、製品開発、調達、製造領域に対して、

業務改革・改善のためのコンサルティングサービスやPMO（Project Management 

Office）サービス、RPA、IoT、Big Data、Chatbot、AIなど、最先端のデジタル技術を

活用していくためのコンサルティングサービスを提供しています。

新技術系エンジニア（IoT）07
NEW TECH

ENGINEER I oTやBig  Da taなどの言葉が登場する以前より、常に新しい技術を活用した

ソリューションの開発と提供を行っています。生産段階における工場内の各種データ

収集、分析、見える化や、AWS（Amazon Web Serv ice）、Azure、SAP Cloud

Platformを使った情報活用基盤の構築・運用などの開発事例があります。

RPAエンジニア06
RPA ENGINEER

お客様となる大手企業の管理部門に対して、RP A（R o b o t i c  P r o c e s s  

A u t oma t i o n）／ロボットによる業務自動化のサービスを提供しています。

手間のかかっているPC入力作業やデータ収集などのルーチンワークを自動

化し、お客様の生産効率や業務改善に貢献しています。
P13-14
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Software Engineer
Software Engineer

Software Engineer

T.K.：前職はJavaを使ったWebの開発などを

中心に行っていました。20代後半からリー

ダーを任せてもらい、提案から保守まで一連

のサイクルを経験してきました。事業縮小に

伴う拠点閉鎖で転職を決意したのですが、そ

の頃ちょうど大阪に進出したアビームシステ

ムズを知り興味を持ちました。スキルや経験

が活かせることに加え、オフィスの立ち上げ

に参画できることが入社の決め手でした。

K.I.：私は前職が全くの畑違いで、最初は半

導体メーカーで検査プログラムを少し作成

する程度でした。次第にプログラムの方が

楽しくなり、思い切って転職。ソフトハウス

で働きましたが、システム開発は上流から

関わらないと面白くないと気づき、お客様と

プライムで開発に携われる当社に決めました。

K.K.：私は独立系のSIerで、営業支援システム

や、販売情報の分析システム等の開発・保守

をしていました。結婚を機に生活の拠点を名

古屋に移すことになり、今まで以上にお客様

に近い立場でシステム開発に携われる会社を

名古屋中心で探した結果、最も理想的な環境

が当社でした

T.K.：ビッグデータやAIチャットボットのよ

うな比較的新しい技術を使った仕組みから、

バッチシステムやExcelマクロまで幅広く

対応しています。大阪のオープン系開発

チームのリーダーとして、案件の管理とメン

バーのフォローを行っています。

K.I.：私はコンカレント領域のオープン系開

発チームのリーダーをしています。化学物質

管理に関する業務プロセスの検討支援から

システムの構想・導入までのプロジェクトを

担当することが多いです。

K.K.：私は「ブラザーIT推進グループ」に

所属し、欧米のお客様向けに、経営管理に

必要なデータ分析システムの開発・保守を

行っています。USチームのリーダーとして

毎月渡米し、現地スタッフの声を聞き、より

効率的なデータ分析のシステム開発をして

います。

T.K.：業界トレンドの影響もありますが、以前

より多彩な技術に触れられ、刺激的に仕事が

出来ています。

前職はシステム一式を自前で用意するモノリ

シックなアプリケーション開発が主だった

のですが、マイクロサービスなど、クラウドネ

イティブな開発が増えています。

K.I.：特徴的なのは、お客様のワーキング

グループに参加させてもらい、業務プロ

セスから一緒に考えるということ。頼られて

いる分、絶対に期待に応えなくてはという気に

なります。

K.K.：アメリカで打合せをした後、すぐ日本の

スタッフとテレビ会議で打合せをすると、

翌朝には日本で作成した必要なデータが

アメリカに送られてきます。こうした時差

を活用した作業の進め方は実に効率的だ

と感心しています。

K.K.：欧米のお客様との仕事には当然語学力が

必要ですが、社内の語学力支援制度が助けに

なりました。また、プロジェクト単体のみなら

ず、お客様のIT計画策定支援に関わる機会が

増えました。

K.I.：ユーザーの業務としてバリューが出るこ

とを意識しています。お客様が今、何に困ってい

るかを考えることで改善に結びつきます。また

お客様は異動があるため、新任の方から業務に

ついてご質問いただくこともあります。

T.K.：大阪オフィスは立ち上げから日が浅く、

ルールが未整備だったり、お客様との関係構

築が不十分だったりします。ですからプロ

ジェクト単体の視点に加えて大阪オフィス

全体を意識して行動するようになりました。

K.I.：プロフェッショナルであること。「分かり

ません」と言わずに済むように、お客様より

先にセミナーに参加するなど、常に知見を

蓄えるようにしています。

K.K.：昔から、何にでも柔軟に取り組む姿勢

を大切にしています。

T.K.：技術者として、技術を諦めないことで

す。定年まで手を動かせる自分でありたいと

考えています。

AIによるボットから業務プロセス改善支援まで

オープン系の開発領域は多彩なテーマに満ちている。
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2016年入社

ソリューションビジネスユニット

プロセス＆デジタルソリュー

ショングループ

T.K.

PROFILE

アビームシステムズに入社後、

求められるスキルや

役割に変化はありましたか？Q
アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。Q

オープン系の領域において、

それぞれが関わる仕事の

概要を教えてください。Q

前職と比べ、仕事で大きな

変化はありますか？Q

ソフトウェアエンジニア（OPEN系）

2011年入社

ソリューションビジネスユニット

プロダクション＆サービスソ

リューショングループ

K.I.

PROFILE

2008年入社

ソリューションビジネスユニット

経営基盤グループ

K.K.

PROFILE

仕事での

こだわりはありますか？Q

大阪オフィスの事業拡大に貢献するため、そ

れに見合う案件の獲得やルールの整備、

QCDレベルの維持向上、人材育成などに努

めたいです。 （T.K.）

大阪オフィスをもっと拡大する。

今後、マネージャーとして英語力が求められる

ため、個人的に英語力を磨きたい。また現在、

生産現場で用いる画像認識システムの開発

に関わっており、より深い知識を蓄積したい

と思います。 （K.I.）

英語力を磨き、次のステップへ。

次期データ分析基盤の構築に向けて常に

新しい情報に触れ、単純な置き換えにとどめる

のではなく、より価値の高いシステムが提案

できるよう準備をしていきます。 （K.K.）

新しい提案ができる

技術を蓄積する。

FOR THE FUTURE



K.N.：以前はある企業の情報システム部に

所属し、社内SEとしてオープン系のシステム

開発に携わっていました。いわば、当社の

ようなITベンダーに仕事を発注する立場です。

　仕事をする中で、この仕事には経営の

知識が不可欠だと気づいて会計の勉強をし、

将来はコンサルタント的な働き方ができるよ

うにしたいと考え転職活動を開始しました。

また同じ頃にSAPの概念を知り、SAPにも

大いに興味を持つようになりました。そこで

SAPに強い企業を探すうちに、アビームシス

テムズを紹介していただきました。

K.N.：入社して半年で中国に出張。日本と中国

のブリッジとして半年間勤務しました。帰国

1年後、今度はブラザー工業のイギリス工場と

スロバキア工場のSAP導入のプロジェクトに

携わりました。その後は日本の大手食品

メーカーや光学機器メーカーのSAPプロジェ

クトを担当し、その後は大阪オフィスのアウ

トソーシンググループでSAP導入のマネ

ジメントを任されています。

　現在の仕事は保守がメインです。お客様か

ら「こういう機能が欲しい」という要望が

あると、規模によってアビームコンサル

ティングとプロジェクトを組み、私たちが

上流工程から最適なソリューションを提供

します。

　現時点で最もホットなトピックは軽減

税率への対応。当社のお客様は請求書を独自

に作りこんでいるケースが多く、参照する数

値も企業によって全く異なります。また同じ

企業でも請求先によって計算式が変わった

り、業界や企業だけの特別なルールも存在

します。この複雑な状況をすべて理解し、税制

改正のスケジュールに合わせてシステムに

落とし込まなくてはなりません。

K.N.：大きく変わったと思います。仕事を

「出す」側から「受ける」側になり、仕事の深さ

と知識の幅は前職と比較にならないほど大き

くなりました。特に私の場合、転職してから

何でも挑戦しようと思ってきたので、国内だ

けでなく海外の案件や難航しているプロジェ

クトに積極的に関わってきたことで、エンジ

ニアとして成長できたと思っています。

K.N.：ポイントとしては、お客様側の担当

者の立場を考慮しながらプロジェクトを

進める必要があるということ。以前、私がそ

の立場だったのでよく分かります。お客様は、

社内の様々な関係部署の意見を調整した上で

私たちのようなベンダーとの打合せに臨んで

こられます。だから、いくらこちらが良いと

思って提案をしても、すぐにGOを出してい

ただけないこともあります。私としては、後で

手直しが発生しないよう、お客様の立場や権限

に注意しながら慎重に進捗管理を行うように

しています。

　とはいえ、お客様に言うべきことを言う

のも大切だと思っています。私が前職の頃、

取引先ベンダーのSEから「そちらできちんと

決めてください！」とビシッと言われたこと

があります。今、そのSEの気持ちがよく分か

ります。長い目で見れば、言いづらいことを

言うことが本当にお客様のためになりま

すし、それが当社のめざす「Real Partner」だ

と思いますから。

K.N.：私が考えるSAPの魅力とは、昔のよう

にスクラッチで一から作りこまなくても、

比較的容易に新しい機能を実現できること。

その汎用性の高さゆえに、SAPの市場は多彩

な技術と融合しながら今後さらに拡大すると

思います。

　しかし現状、この分野の技術者は圧倒的に

不足しています。ですから、SAPに関わる

技術者にとって、今は自分の「市場価値」を

高めるのにとても良い時代です。それだけに、

この分野では抜群の実績を持つアビーム

コンサルティングと組んでSAPを勉強し、

さらに保守や開発も含めてお客様と長く

お付きあいができるアビームシステムズは、

SEがSAPを通して成長するにはとても良い

環境だと思います。

システム開発を「出す」側から「受ける」側になり、

毎日、飛躍的に成長している自分を感じる。
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前職と比較して、

仕事に対する取り組み方で

変化はありましたか？Q
入社後の職務経歴を

教えてください。Q

アビームシステムズに

転職したきっかけは

何でしたか？Q

SAPエンジニア

現在のお仕事の一番の

ポイントを教えてください。Q
SAPに興味を持つSEに、

何かメッセージを

いただけますか？Q

AIやディープラーニングなどの新技術との

融合など、ますます面白くなるであろうSAP

のプロジェクトに今後も携わりたい。同時

に、マネージャーとしては、新しい技術を学

ぶための勉強会を開催したり、今よりいっそ

うワークライフバランスを意識したりしな

がら、アビームシステムズの全員が「仕事が

楽しい」と思える集団にしていきたいです。

全員が「仕事を楽しい」と

思える会社に。

FOR THE FUTURE

2007年入社

ソリューションビジネスユニット

アウトソーシンググループ

K.N.

PROFILE



H.F.：以前は派遣SEで、客先に常駐して

イ ンフラの保守と運用関連の開発プロ

ジェクトに携わっていました。転職を考えた

理由は、コーディングから上流工程まで幅広

く関わり、多様なスキルを習得したいと

思ったからでした。この業界は求められる

知識やスキルが次々と変わるため、いつも

新しい技術を吸収し続けないと生き残る

ことはできません。

その意味で、アビームシステムズが様々な

技術を蓄積するのに最適な環境だというこ

とは前職の頃から知っていました。また若く

て優秀なエンジニアが多いことや、安定性、

待遇などを総合的に判断して決めました。

H.F.：サーバーインフラの保守運用・開発の

プロジェクトリーダーとして、メイン顧客で

あるブラザー工業との調整やQCD管理、メン

バーのタスク管理などを行っています。

　現在の担当は、SaaSを利用した新たな情報

分析サービス開発における基盤構築プロ

ジェクトのリーダー。従来、ブラザー工業

が保有する膨大なデータの管理・分析を行う

サーバーは、私たちがオンプレミスで立ち

上げたものでした。しかし今後、サービスの追

加や更新に迅速に対応するため、2018年に

MicrosoftのAzureを使ったデータ活用基

盤構築のプロジェクトが立ち上がり、私が担

当することになりました。

　最新技術でシステムを構築するのはとても

面白い半面、最先端ならではの苦労も感じて

います。というのも、Azureの仕様は頻繁に

変わるため、常に新しい機能をキャッチ

アップしなくてはなりません。またシステム

を稼働させるにはセキュリティやネット

ワーク、アプリケーションなど、様々な部署

との調整が不可欠です。インフラというと

サーバー周辺の保守管理を行う地道な仕事

と思われがちですが、アビームシステムズでは

常に新しい技術や新しい業務に挑み続け

なくてはなりません。それは、私が転職の

時に希望していた働き方でもあります。

　現在はブラザー工業の仕事が中心です

が、近い将来、それ以外のお客様にもサー

ビスを提供するようになった時、ここで培っ

た知見と常に新しい技術を取り入れるマイ

ンドは必ず強いアドバンテージになると

思っています。

H.F.：転職してクラスが上がるにつれ、

プロジェクトの上流から関わる機会が増え

ました。それに従い、ITスキルだけでなく

論理的思考やコミュニケーション能力の

重要性を痛感しています。先にも述べたよ

うに、インフラは自社内の様々な部署との

調整が必要なため、会議や打ち合わせに

おけるファシリテーション能力やドキュ

メンテーション能力が仕事をスムーズに

進める上でとても重要です。同じドキュ

メントでも、発表者によって伝わり方が

全く異なることは珍しくありません。

　当社にはこうしたビジネススキルについて

多彩な講習が用意されていますし、一つの

スキルは初級から中級・上級へと年次や経験

によってステップアップできるため、いつ

も新しいことを学べると同時に、過去の自分

のやり方を見直す機会にもなります。

H.F.：目の前の課題に向き合える人。「攻め

のインフラ」という言葉があるように、派手

な開発系の仕事が注目されますが、インフラ

の仕事は開発したシステムが稼働した後の

保守管理が基本です。また前述のAzureに

よるシステム開発でも、カットオーバー後に

海外向けにカスタマイズしようと思うと、

リージョンによって使えない機能も多く、

ゼロから機能調査と仕様検討をし直さなく

てはなりません。常に目の前の課題を一つ

ひとつクリアする。それがインフラの仕事です。

インフラの技術を学び、いつか新しい開発

テーマに挑戦したいと思っている人には、

アビームシステムズは最高の環境だと

思います。

目の前の課題を一つひとつクリアした先に、

社会の未来を変えるチャレンジが待っている。
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03 07  .  08Page.INTERVIEW  ___IT Infra EngineerIT Infra EngineerI Tインフラエンジニア

転職後、仕事への取り組み方で

変わったことはありますか？Q

IT Infra Engineer

2013年入社

ソリューションビジネスユニット

インフラソリューショングルー

プ

H.F.

PROFILE

アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。Q 現在の業務を

教えてください。Q インフラ領域に

向いているのは

どういう人だと思いますか？Q

現在、AzureをはじめとするSaaSの開発がと

ても活性化しています。例えば、今まで電話や

メールで対応していたコンシューマーからの

問い合わせ窓口を、SaaSで組んだチャット

ボットで代用させるという取り組みも始まっ

ています。他にもAIと連携することにより、ま

すますインフラ領域は面白くなっていくと思

います。私も、さらなる自動化・業務効率化の

システム開発に挑戦していきます。

ますます高度化する

インフラの未来を支えたい。

FOR THE FUTURE



D.M.：設計の仕事がしたくて、大学では建築

を専攻。勉強するうちにもっと幅広い分野の

モノづくりを見たくなり、CADのシステムサポー

トセンターに就職。システムインテグレート

やモデリングに関する問い合わせ対応をして

いました。しかし同じことをしていると飽き

てしまう性格のため、次はモノづくりの業務

改善に興味がわき、転職を考えるようになり

ました。偶然、知人がアビームシステムズ

で働いており、CAD領域の技術者の求人があ

ると聞き、がぜん興味を持ちました。調べてみ

ると、仕事・待遇ともに私の希望どおり。し

かもその知人に誘われて会社主催のBBQに

参加させてもらった時、そこで出会った人

たちが全員とても良い人で、こんな人たちと働

きたいと思ったことも決め手になりました。

D.M.：コンカレントチェーングループに

配属され、最初はCADデータ管理システムの

大規模なリプレイスや、インフラ増強に伴う

CADの導入サポートを担当してきました。

当時、サーバーをはじめとするインフラに

関しては知識不足で、必死で勉強をしました。

　現在は、PLMの導入に向けた３次元データ

活用による業務効率化プロジェクトを担当し

ています。近年、どのメーカーもモノづくり

の効率化と短サイクル化のためにコンカレン

トエンジニアリングを導入しています。しか

し実際には工程の検討や作業帳票の作成など

は数百ページのEXCELシートで行われてい

る現場が多く、設計変更のたびに追従して

修正する負荷や抜け・漏れが発生し、本来の

コンカレントの考えに合致していませんでした。

そこで工程設計プロセス改善のためのツール導入

を行うことになり、複数ベンダーとお客様の間に

入って業務改善とシステムを両立させること、

導入後も現場でしっかり効果を出してもらい

つつ改善し続ける、という長い目線でのプロ

ジェクトマネジャーの役割も担っています。

モノづくりの最先端の現場で技術を磨く

ことができますし、そしてBOM/BOPの

考え方を実践的に理解できるため、とても

刺激的な毎日です。

　そしてもう一つ、もっと大きなテーマとして、

今まで世界の誰も経験したことがない

新たなモノづくりの手法を定着させる。
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Design Support IT EngineerDesign Support IT Engineer
Design Support IT Engineer

アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。Q 入社後のお仕事を

教えてください。Q
メカ設計業務プロセスの変革活動推進支援の

プロジェクトがあります。一般的に、量産

製品の設計では短サイクル化のため多くの

設計者を投入し、分業で設計を進めます。

しかし、この方法では設計者は担当する製品

以外の知識や知見を蓄積しにくく、組織と

してのナレッジにバラつきが生じるという

ジレンマを避けることはできません。それを

どうするかという、生産プロセスだけでな

く人材育成の問題も含めた、モノづくりの

根幹に関わるテーマに取り組んでいます。

ベテランの設計者の知識をどのように共有

するか、また技術者が現場で行う「ワイガヤ」

的なナレッジの共有など、試行錯誤しながら

最適な解を見つけようとしています。

D.M.：業務改善の最大の苦労というか課題

は、日常業務を変革することに対して生じる

抵抗。事業部ごとに従来のやり方を踏襲して

きているため、またそもそも私たちが採用し

ようとしているのがこれまで誰も経験したこ

とがない方法というケースも多いため、通常

業務の中で新たなやり方を導入することには

高いハードルがあります。ですから、個別の

現場にアプローチし、少しずつ成果を認めて

もらえるように奮闘しています。正解のない

挑戦ではありますが、実際にトライアルをし

た設計者から「良いね」という反応が戻って

くると、大きな手応えを感じます。

D.M.：前職はCADのオペレータ、現在は設計

開発領域のシステムエンジニアというこ

仕事における

最大の苦労は何ですか？Q
前職と比較して、

求められるスキルに

変化はありましたか？Q

とで、インフラからアプリケーション、お客様

業務に対する理解、プロジェクトマネジ

メント力まで、求められる知識の幅がとても

広がりました。しかし前述のように、私自身、

同じことを何年も続けていると飽きてしまう

タイプなので、今の仕事を誰かに引き継ぎ

ながら、常に新しい発見ができる業務に取り

組むことを意識しています。

2005年入社

ソリューションビジネスユニット

コンカレントエンジニアリンググ

ループ

D.M.

PROFILE

設計支援システムエンジニア

04 09  .  10Page.INTERVIEW  ___

ブラザー工業で磨いたITを活用したモノづくり

技術を、今後はもっと多くの取引先に提供し

たい。そして、そこで培った知見を活かし、

AIや音声認識、シミュレーション、VRなど、

より先端の、そしてより幅広いITに挑戦し、

開発にフィードバックしていきたい。また

PLMを導入する時、BOMによる情報分析が

とても重要になってくるため、BOMについ

てもさらに理解を深めたいと思っています。

ITを活用した先端の

モノづくりに貢献する。

FOR THE FUTURE



転職してから、スキルや

働き方などで何か

変化はありましたか？Q

A.H.：前職は、MacOS用プリンタードライバー

の開発でした。当時、iPhoneはまだ発売され

ておらず、アップルにいちばん元気がなかった

頃で、MacOS用の開発をするメーカーは少な

いにも関わらず、コアなユーザーである医

師やデザイナーなどの要求は厳しく、開発者

がとても苦労した時代でした。数年後、故郷

の愛知県に戻ることになって退職。県内の

IT企業でカーナビの仕様検討を経験した後、

アビームシステムズに入社しました。選社

の最大の理由は、プリンターに強いブラザー

工業から誕生した会社のため、プリンター関連

の技術が活かせること。そして、これから上流

工程を意識していく上で、ITコンサルティング

スキルも伸ばしていけるだろうことも魅力

的に感じていました。

A.H.：入社した頃は、レーザー複合機のLCDに

表示される文字を漢字変換する機能を担当。

仕様書に合わせてロジックを自分で考え、

実装から評価まですべて私が行っていました。

その後も、プリンターUIの新機能について

仕様検討から設計、開発、ブラザー工業の合意

を取るところまで担当させてもらいました。

　そして現在ではブラザー工業のプリンター

やミシン、カッティングマシンなどに搭載され

る組込ソフト開発の受託・請負を行うチーム

のリーダーをしています。最近の製品の多くに

は外部のクラウドやスマートフォンなどと連

携する機能が搭載されており、私たちは外部

のクラウドサーバーと連携する製品本体の

機能開発を担当します。仕様検討は主にブラ

ザー工業で行い、私たちは実現のための

ロジック開発から実装、テストまでの一連の

プロセスを担います。

A.H.：組込においては、単純に理解しなくて

はいけないことが多過ぎること。例えばクラ

ウド連携で新しいチップセットを採用する

場合、全体で5,000ページ近いチップセット

の仕様書を読み込まなくてはなりません。

しかもすべて英語。他にもSDカードやLAN

モジュールを追加する時なども、細かい規格

や仕様のチェックが不可欠です。私は前職で

MacOSの膨大な文書を調べた経験があった

ため、英語の技術文書を理解することはで

きましたが、慣れてないと大変だと思います。

ですから、若いエンジニアにはなるべく

「当たり」をつけて絞り込んでから資料を

渡すように心がけています。

A.H.：新しい技術に挑戦できること。それが

世の中に出ていくこと。コンシューマー向け

のソフト開発のやりがいは、それが一番だと

思います。

　でももう一つ、開発の現場で自分のアイ

デアが活かされる喜びもあります。

　少し前、ブラザー工業の開発部門の開発

環境を改善するプロジェクトのリーダーを

兼任していました。 当社がブラザーグループ

のエンジニアと一緒に開発を行う中で、「どう

すればより効率的になるか」という課題を

発見し、ソリューションツールとプロセスの

提案を行うのですが、ターゲットはソフト開発

のプロですから、想定の上を行く鋭い指摘を

いただくことも多く、とても勉強になりました。

　例えば技術者が組込ソフトの開発をする

中で「こんなツールがあったら便利なのに」

と思いついたら、こういったプロジェクトを

通して提案できます。若手にとっては、そんな

環境の中で技術力を磨けることも魅力だと

思います。

A.H.：技術的な専門性は大いに高まりま

した。例えば一つのソースコードから複数の

プログラムを作るスキルは、複合機の大規模

ソフト開発で培いました。

働き方での一番の変化は、高校・大学と続け

てきたバドミントンの練習に行けるように

なったこと。就職してからは忙しくて諦めて

いましたが、転職後は平日の仕事終了後に行け

るようになりました。また子どもの学校の

行事に参加しやすくなったことも、私にとって

大きな変化でした。

機器の組込ソフトの受託開発と、開発環境の改善。

２つのテーマを通して、エンジニアとして成長する。
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05 11  .  12Page.INTERVIEW  ___Embedded EngineerEmbedded EngineerEmbedded Engineer
組込エンジニア

組込ソフト開発の

やりがいとは何ですか？Q

アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。Q 組込のお仕事内容を

教えてください。Q

2007年入社

ソリューションビジネスユニット

プロダクション＆サービスソリューショ

ングループ

A.H.

PROFILE

仕事における

最大の苦労は何ですか？Q
現在、大阪大学の浅田特任教授と連携協定を

結び、これまで世の中になかった新技術の

実用化に向けた先行開発を推進中。私の

テーマは、ロボット関連技術を搭載した

新製品の開発と、新しい開発ツールの実用

化。他にも9名の技術者が、それぞれの専門分

野で先行開発中。将来、ここから誕生した

新技術・新製品が社外で新しい事業として

成立することをめざしています。

産学連携で

社内ベンチャーをめざす。

FOR THE FUTURE



M.I.：派遣のSEとして自動車部品メーカーに

常駐し、基幹システムや在庫管理システムの

スクラッチ開発をしていました。しかし上流

の工程に関われないことにストレスを感じて

いたことも確かです。そこで、結婚して子ど

もが生まれたタイミングで転職活動を開始。

名古屋でプライム受注をしているSIerを探す

うちに、アビームシステムズを紹介されまし

た。面接で「私は言いたいことを言う人間で

すが、そんな私でも良いですか？」と質問し

たら、面接官に「そんな人を探していました」

と言われました。また同じ面接官から、「家族

を大切にしなさいよ」という他社では一度も

言われたことがない言葉を言われ、面白そう

な会社だなあと思って入社を決めました。

M.I.：3年ほど大阪オフィスでコンサルタント

に近い仕事をしていました。そして2016年

末、本社に戻った時に上司から「RPAという

新しい分野をやってみないか？」とオファー

がありました。当時、まだ世の中のほとんど

の人はRPAという言葉さえ知らなかった頃

です。実は私も初耳で、ネットで調べても情

報がありません。でも最先端で面白そうでし

たし、とりあえず「僕がこの分野を切り拓き

ます！」と大見えを切ってみせました。

　初のお客様は、大手ゼネコンでした。アビー

ムコンサルティングに「RPAを試験的に導入

したい」という依頼があり、私とアビームコン

サルティングの若いメンバーと2人で担当す

ることになりました。世界初の挑戦ですか

ら、世の中にナレッジが存在しません。進め

方としては、デンマークのRPAテクノロジー

ズ社が開発したツール「BizRobo!」のβ版を

使って業務をロボット化していくのですが、

当時は説明書さえありません。だから一つ

ずつ機能を確認しながら手探りでシステム

を組んでいきました。多分、RPAテクノロ

ジーズ側も私たちの動向を気にしていたと

思います。

M.I.：このプロジェクトでは、お客様も含めて

関わる全員が世界のどの企業よりも先に

RPAを実用化することをめざしていました。

ですから開発期間は3ヵ月。その間に2人で

お客様に業務の内容と流れをヒアリングし

て、フロー化し、BizRobo!で自動化しながら

テストを行うという繰り返し。お客様の従業

員の隣に座り、一日中仕事の様子を観察させ

てもらったこともありました。

　その甲斐あって、3ヵ月後には7種類の業務

を自動化したシステムが完成。ただ作業を

効率化しただけでなく、あるロボットは年間

2,000時間の作業量を、また別のロボットは

年間で数千万円の費用削減に成功しました。

　これが「世界初のRPA」として全国紙や

IT系のメディアで大々的に取り上げられ、

お客様とアビームコンサルティングは一気に

注目を集めました。残念ながら、私への取材

の申し込みはありませんでしたけど。

M.I.：はい。その後、RPAに関する引き合いが

殺到し、当社にも100社近い依頼がありま

した。チームも増強され、私は新しい案件を

さばきながら中国に飛び、日系企業にRPA

を提案する活動をしていました。まるで人生

が一変したかのように忙しい毎日が始まり

ました。

M.I.：基本的に言いたいことを言う人間なの

で、その意味では全く変化はありません。社

長をはじめとする取締役にも直接言いたいこ

とを言いますし、私の話にもしっかり耳を傾

けていただける会社です。

　RPAに関わって変化があったとすれば、

最近、これまで以上に「アビームシステムズ

のRPA」の価値を意識するようになりまし

た。この分野では、私たちは日本のトップラ

ンナーだと自負しています。ここ数年で多く

のナレッジも蓄積できました。それだけに、

私たちは世界から注目されていることを忘れ

ず、トップランナーにふさわしいRPAを提案

していかなくてはと思っています。

説明書もナレッジも存在しない「世界初」のシステムを

わずか３カ月で完成させたら、人生まで変わった。
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リリースまでの

期間はどれくらい？Q

アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。Q 入社後の仕事内容を

教えてください。Q

RPAエンジニア

そこからRPAが

全国に広まった？Q

2014年入社

ソリューションビジネスユニット

プロセス＆デジタルソリュー

ショングループ

M.I.

PROFILE

アビームシステムズに入社後、

特に働き方に

変化はありましたか？Q
現在、RPAは業務システムの一部を肩代わり

させることがメイン。しかし近い将来、AI

やOCRなどと融合しながら、基幹業務に

おける人間の作業のほとんどを担う可能性

を秘めている。だから、今後もRPAの高度化

に携わっていきたい。その一方、これから

企業や日本がどういう方向に向かうかを

視野に入れながら、次のシステムを考えて

いる最中です。

RPAの「次」のトレンドを

模索中。

FOR THE FUTURE



R.I.：私は化粧品メーカーの代理店営業と、

通販会社での販促企画を経て販売・マーケ

ティング業務を経験し、その分野で業務改善に

携われるアビームシステムズを選びました。

また女性が働きやすい制度、職場環境も魅力

でした。 

R.I.：ありました。しかし面接で「ITは社内に

ナレッジの蓄積があるから未経験でも

大丈夫。実際、アビームシステムズのプロセス

マネージメント領域はIT分野が未経験とい

う人も多く、その分、研修が充実している」

と聞き、学習の意欲と機会があれば安心だと

思いました。

R.I.：当部門の業務は２つあります。1つ目は

お客様が進める製品開発、業務改善、組織

改革などのプロジェクトに参画し、その遂行

と課題解決を支援します。また新たな潜在的

課題を掘り起こし、ソリューションを提案

するのも私たちの役割です。

　終了後も実行フェーズや継続的改善まで

関わり、自分の業務がどういう成果をもたら

したかまで見届けられるため、そこにやりが

いを感じると同時に、失敗も含めて成長に

つながる仕事だと思います。

　そして２つ目がIT企画。チャットボット、

BIツールなどのITサービスをお客様と一緒に

企画します。メーカーのIT部門しかできな

いようなグローバルな企画から稼働まで

見ることができます。

　私のメイン業務は、組織の業務改善。中で

もマーケティングとカスタマーサービス部門

を担当しています。私の倍以上のキャリアを

持つ上級職の方がお客様になることが多く、

一緒に仕事が進められる知識を身に付けなく

てはなりません。大変ですが、すべてが自分

の成長につながっていることを感じます。

R.I.：やはり広範な知識の習得が最大の課題

です。プロセスマネージメントのスキルは

アビームコンサルティングの研修制度を利用

して学ぶことができます。当社独自のスキル

研修もありますし、外部研修への参加も認め

られています。また当社の場合、すぐ隣に

お客様がいる案件が多いため、必要に応じ

て対面で相談に伺うことも可能です。ただ、

受け身ではなかなか知識は身に付かないの

で、自分が成長したいという意欲を持つ

ことが必要です。どの仕事でも勉強が大事

なのは当たり前ですよね。

　業務改善の一番の難しさは「この案件に

おける本当の課題は何か」を見極めることだ

と思います。既存のシステムに問題がある

のか、業務そのものや体制に問題があるか

などを調査し、真の課題を探っていきます。

それが最大の難しさであり、面白さです。

 　以前、お客様の開発部門から「営業部門

に送るデータの作成に時間がかかり過ぎる

のを何とかしてほしい」という相談を受け

たことがありました。そこでお互いの部門

で話を聞くと、実際にそこまで時間をかけて

作成する必要がないことが判明しました。

そこで、「必要最低限のデータを必要な精度

と納期で送付するという業務」に変えるこ

とで、開発部門からも営業部門からも喜ん

でいただけました。全体を俯瞰すること

で、お客様が気づきにくい提案まででき

るところが、お客様の中に深く、広く入り

込んでいるアビームシステムズならでは

のやりがいだと思います。

社内の豊富な知見とナレッジをフルに活用し、

お客様の業務改善をサポートする。
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アビームシステムズに

転職した経緯を

教えてください。 Q

IT業界は初めてですが、

不安はありましたか？Q

Process Management Specialist
Process Management Specialist

Process Management Specialist
プロセスマネジメントスペシャリスト

2017年入社

ソリューションビジネスユニット

コンカレントエンジニアリンググ

ループ

R.I.

PROFILE

前職と比べて

求められるスキルは

どう変化しましたか？Q
プロセスマネージメント部門の

業務内容を教えてください。Q
マーケティングなどのビジネススキルと、

世の中の最先端ITツールを学び、ビジネスと

ITという２つの視点でより良い提案ができ

るようになりたいです。そのためには、漫然

と情報に接するのではなく、例えば今、話題

の通販サイトを見たら「この仕組みは業務に

使えるかも」と考えるなど、普段から高い

意識を持って情報に接していなければと

思います。まだまだ勉強が必要です。

ビジネスとITの２つの視点で

より良い提案を。

FOR THE FUTURE
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