
明 日 の し く み を デ ザ イ ン し よ う
L e t ' s  d e s i g n  s y s t e m s  f o r  w o n d e r f u l  f u t u r e .



この先、

どれだけITが進化しても

未来を描くのは

私たち人間の力だと思う。

世界は今、数多くのグローバル企業が

次々と生み出されるIT技術を駆使した

新しいビジネスの創出に力を入れています。

でも、本当に大切なのは「技術」だけでしょうか？

AI、IoT、クラウド、ビッグデータ…。

どんな技術を、何のために、

どのようにしてビジネスの進化に繋げていくか。

いつの時代でも、一番に大切にすべきは

「人間中心のデザイン」であると私たちは考えます。

それはIT×ビジネスを熟知するアビームシステムズだからできること。

私たちとともにテクノロジーと人間活動のシナジーを生み出しませんか？

明日のしくみを描くのは、いつも、

未来を見据える人の力に他ならないのだから。



グローバルメーカーと

グローバルコンサルティングファームの

2つのDNAを持って生まれました。

WHAT’S ABS？

A B S の成り立ち

私たちアビームシステムズ（ABS）は、「ブラザー工業」のシステム会社として誕生

し、同社のモノづくりと経営戦略を支える幅広いITノウハウを蓄積してきました。

その後、世界11カ国21拠点を持つ「アビームコンサルティング」グループの一員と

なることで、企業課題の解決を図るコンサルティングノウハウを培ってきました。

その生い立ちが物語る通り、モノづくりのノウハウとIT技術、コンサルティング力

という専門性を活かし、お客様の経営戦略の実現に向けたシステムの企画、設計、

開発から導入後の運用改善までを一手に担うことが、私たちのビジネスモデルの

強みです。長期にわたって築く信頼関係をベースに、お客様のビジネスを共に考

え、お客様の成長を実現するための「明日のしくみ」を描いていきます。
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私たちのフィールドは、今やITが不可欠とされるビジネスの最前線。グローバルに機能する

業務システムをはじめ、「IoT」や「クラウド」を駆使したWEBサービス、「ビッグデータ」による

経営分析、「AI」や人間の単純業務を自動化するシステムなど、次々と新しいIT技術が誕生する

中で、いかに高度にITを駆使できるかが勝ち抜く企業の成功の鍵を握っています。一方で、どれだ

けテクノロジーが進歩しても、人に使いやすいデザインでなければ技術を十分に活かせていると

は言えません。「人間中心のデザイン」を常に心がけ、テクノロジーと人間活動のシナジーを最大

化する必要があります。アビームシステムズはお客様のビジネスを成功に導くパートナー《Real 

Partner》として、この無限とも言えるIT技術の可能性から最良の手段を選びとり、お客様と対話

を重ね常に寄り添うことを大切にしながら、お客様の成長実現に向けて貢献していきます。

無限とも言える

IT技術の可能性から

最良の手段を選び取り、

お客様と共に歩み続ける。

IDENTITY OF ABS02 A B S が大切にしていること

ビジョン
お客様の理念
経営戦略

ソフトウェア開発

開発支援

業務プロセスの改善

IT戦略 システム開発

保守・運用

お客様アビームシステムズ



ABSでは多種多様なキャリアが拡がっています。先進的なIT技術に携わったり、上流工程の

設計に取り組んだり、お客様と対話しながらあるべき未来を描いたり……。上流工程から

下流工程、モノづくりからマネジメントまで、すべての領域が社員の活躍フィールドになって

います。また、先輩がマンツーマンでフォローするOJTトレーナー制度や、プログラミング

や設計スキル、マネジメント力が幅広く身につく教育体制を整え、拡大する海外案件に向け

たグローバルトレーニングも実施しています。そうした環境だからこそ、文理問わず様々な

学部出身の社員がプロのITエンジニア／ITコンサルタントとして成長しています。では、

そんな当社独自の環境を活用しながら、あなたはどんな自分に成長していきたいですか？

このパンフレットでは社長や先輩社員たちが、ABSならではの特徴を様々なテーマで紹介

しています。この出会いが、あなたらしい未来を描くその一助になることを願っています。

上流工程から下流工程、

モノづくりからマネジメントまで

すべての領域が

ABSの活躍フィールドになる。

DESIGN A NEW FUTURE FOR YOURSELF03 明日の自分をデザインしよう

業務領域

技
術
領
域

プロジェクトマネージャー

ネットワークエンジニア

基盤系SE 基盤系PG

アプリケーション系PGアプリケーション系SEITコンサルタント

ITアーキテクト

保守・運用テスト開発基本設計要件定義業務分析

ソフト

ハード
N/W

マネジ
メント

サポート
エンジニア



中川：僕たちも入社して数年経ったけど、廣田はABSらしさっ

て何だと思う？

廣田：常に考え続けることと協力し合う社風。地味だけど新人

研修の頃からそう思ってるよ。

中川：新人研修は確か、プログラムとアルゴリズムの基礎を教

えてもらったよね。その後、所属に分かれてシステムの機能改

修について学んだり、ショッピングサイトを立ち上げたり。

廣田：そうそう、文系理系に関係ない共通の研修だったから、

文系の同期にプログラムを教えたり、逆に発表の部分を任せ

たり、役割分担の必要性を感じたなぁ。

中川：その後のOJT教育もウチはちゃんとしてるよね。

廣田：専任のOJTトレーナーが付くからね。自分が作ったプロ

グラムに対して「これはどういう思想で作ったの？」「もっと

使う人の視点で考えないと」って、先輩によく指摘してもらっ

てたなぁ。

中川：わかる。同じ目的のプログラムでも、保守しやすさを優

先するか、使いやすさを目指すかなどの思想があるって教え

られて、すごく大切な視点のひとつだなって今でも思う。

廣田：あと、結構自由にやらせてくれる会社だよね。

中川：それは言えてる。裁量が大きいよね。

廣田：1年目の頃から「廣田の思うようにやっていい」って教え

られて、でも裏を返せば自分なりの考えを示すことが大事な

んだよな。都度、先輩にアドバイスをもらいながら、仕事をど

う進めるべきかを自分で考えるクセがついたと思う。中川は

最初に自分が成長したと思えたのいつ頃だった？

中川：１年目の冬かな。一人でプログラムを任された時に成長

したなぁって。でも、そのプログラムをお客様にうまくプレゼン

できなくて、コミュニケーションの難しさも一緒に感じたよ。

廣田：僕は２年目、初めてお客様と打合せをして設計を考えた

時。当時はお客様の業界の業務内容が正確にイメージできな

くて、くり返しずっと考え続けてたなぁ。プログラムが書ける

以上に「いかにお客様にとって最適な設計を描けるか」が大切

だと気づいたよ。

中川：なるほど。自分の仕事をお客様の視点から見られるよう

になった時、成長を感じられるのかも知れないね。

廣田：今までで苦労した経験って何かある？

中川：あるある。今、あるサプライチェーンのシステムを担当

してるんだけど、少し前にタスクがすごく集中して、スケ

ジュールが遅れそうになったことがあってさ。

廣田：へぇ。上司には相談したの？

中川：もちろん。そうしたら「オーバーフローした仕事を片付

けるのに何人ほしい？」と言われ、2人の後輩と協力して仕事

を完了させたんだ。最初はタスクを減らしてもらえると期待

してたんだけど、逆にマネジメント力をつける経験ができる

とは思わなかったなぁ。以来、自分で全部やるという選択肢だ

けじゃなく、任せられることは後輩メンバーと協力して進め

ることを学んだよ。

廣田：後輩に任せるのは凄いよ。マネジメントって口で言うほ

ど簡単じゃないよな。自分でやった方が早かったり、手直しす

る時間が惜しくて、僕はまだマネジメントする勇気がない

なぁ。

中川：視点を変えてみるといいんじゃない？実は最近、同じ部

署の後輩に「仕事に行き詰まってるんです」って相談されて、

その後輩がまだ任されていない、設計などの次のレベルの業

務を試しに任せてみたんだ。

廣田：うん。どうなったの？

中川：すると数ヶ月後には後輩の目つきが変わってきて、驚く

くらいイキイキと仕事に取り組むようになってさ。後輩が主

体的に取り組めるような、みんなの成長に繋がる仕事を振っ

てかないとなぁって、入社2～3年目の立場になって学んだよ。

廣田：そうか。そこから始めてみるのも良いかもね。

中川：最近、廣田はどんな仕事が多いの？

廣田：SFA（営業支援ツール）の開発。例えば、お客様が新しい

商品を販売したり、新しい販売ルートを開拓したりする時、そ

のフローをシステム化するという仕事。

中川：へえ。それも面白そうな仕事だよね。

廣田：うん。でもお客様が海外にいるから、面と向かって課題

を聞き出せる機会が少ないし、その中で常に最適なシステム

リニューアルの提案をしていくのは結構大変だよ。

中川：でも自分で考えて、お客様に直接システムを提案できる

というのは、この仕事の一番の醍醐味だと思うよ。

廣田：中川がやりがいを感じるのはどんな時？

中川：お客様に喜んでもらえた時。今はチームメンバーが成長

していく姿が見られた時も嬉しいな。廣田は？

廣田：まだまだ技術者として発展途上だから、プロジェクトを

1つ終えるたびに自分のスキルが増えている感覚が嬉しい瞬

間だと思う。

中川：発展途上はお互いさまだよ。いろんな経験から成長し続

けていくことがABSにいる意味だと思うから。

考え続ける大切さを教えてくれる会社

最初のトークセッションのテーマは、若手社員の経験と成長。

「ABSは多くの学びから、成長し続ける楽しさを味わえる

環境です」と語る、新卒同期組の2人に話を伺います。

REAL TALK 01
A B S で 得 ら れ る

成 長 っ て 何 ？

廣田暖貴 ×
2015年入社

ソリューションビジネスユニット

大学では情報工学を専攻。ひたす
らプログラムを書く仕事より
も、なるべく上流工程に関わ
れる ITコンサルタントを志望
し、ABSに入社した。

中川樹人
2015年入社

ソリューションビジネスユニット

就活では「BtoB系のIT企業で、幅広
い業界に関われる企業」という視点
で企業探し。最終的に「定年ま
で一緒に働けそうな社風」を
ABSに感じ、入社を決めた。

A B S で 得 ら れ る

成 長 っ て 何 ？



中川：僕たちも入社して数年経ったけど、廣田はABSらしさっ

て何だと思う？

廣田：常に考え続けることと協力し合う社風。地味だけど新人

研修の頃からそう思ってるよ。

中川：新人研修は確か、プログラムとアルゴリズムの基礎を教

えてもらったよね。その後、所属に分かれてシステムの機能改

修について学んだり、ショッピングサイトを立ち上げたり。

廣田：そうそう、文系理系に関係ない共通の研修だったから、

文系の同期にプログラムを教えたり、逆に発表の部分を任せ

たり、役割分担の必要性を感じたなぁ。

中川：その後のOJT教育もウチはちゃんとしてるよね。

廣田：専任のOJTトレーナーが付くからね。自分が作ったプロ

グラムに対して「これはどういう思想で作ったの？」「もっと

使う人の視点で考えないと」って、先輩によく指摘してもらっ

てたなぁ。

中川：わかる。同じ目的のプログラムでも、保守しやすさを優

先するか、使いやすさを目指すかなどの思想があるって教え

られて、すごく大切な視点のひとつだなって今でも思う。

廣田：あと、結構自由にやらせてくれる会社だよね。

中川：それは言えてる。裁量が大きいよね。

廣田：1年目の頃から「廣田の思うようにやっていい」って教え

られて、でも裏を返せば自分なりの考えを示すことが大事な

んだよな。都度、先輩にアドバイスをもらいながら、仕事をど

う進めるべきかを自分で考えるクセがついたと思う。中川は

最初に自分が成長したと思えたのいつ頃だった？

中川：１年目の冬かな。一人でプログラムを任された時に成長

したなぁって。でも、そのプログラムをお客様にうまくプレゼン

できなくて、コミュニケーションの難しさも一緒に感じたよ。

廣田：僕は２年目、初めてお客様と打合せをして設計を考えた

時。当時はお客様の業界の業務内容が正確にイメージできな

くて、くり返しずっと考え続けてたなぁ。プログラムが書ける

以上に「いかにお客様にとって最適な設計を描けるか」が大切

だと気づいたよ。

中川：なるほど。自分の仕事をお客様の視点から見られるよう

になった時、成長を感じられるのかも知れないね。

廣田：今までで苦労した経験って何かある？

中川：あるある。今、あるサプライチェーンのシステムを担当

してるんだけど、少し前にタスクがすごく集中して、スケ

ジュールが遅れそうになったことがあってさ。

廣田：へぇ。上司には相談したの？

中川：もちろん。そうしたら「オーバーフローした仕事を片付

けるのに何人ほしい？」と言われ、2人の後輩と協力して仕事

を完了させたんだ。最初はタスクを減らしてもらえると期待

してたんだけど、逆にマネジメント力をつける経験ができる

とは思わなかったなぁ。以来、自分で全部やるという選択肢だ

けじゃなく、任せられることは後輩メンバーと協力して進め

ることを学んだよ。

廣田：後輩に任せるのは凄いよ。マネジメントって口で言うほ

ど簡単じゃないよな。自分でやった方が早かったり、手直しす

る時間が惜しくて、僕はまだマネジメントする勇気がない

なぁ。

中川：視点を変えてみるといいんじゃない？実は最近、同じ部

署の後輩に「仕事に行き詰まってるんです」って相談されて、

その後輩がまだ任されていない、設計などの次のレベルの業

務を試しに任せてみたんだ。

廣田：うん。どうなったの？

中川：すると数ヶ月後には後輩の目つきが変わってきて、驚く

くらいイキイキと仕事に取り組むようになってさ。後輩が主

体的に取り組めるような、みんなの成長に繋がる仕事を振っ

てかないとなぁって、入社2～3年目の立場になって学んだよ。

廣田：そうか。そこから始めてみるのも良いかもね。

中川：最近、廣田はどんな仕事が多いの？

廣田：SFA（営業支援ツール）の開発。例えば、お客様が新しい

商品を販売したり、新しい販売ルートを開拓したりする時、そ

のフローをシステム化するという仕事。

中川：へえ。それも面白そうな仕事だよね。

廣田：うん。でもお客様が海外にいるから、面と向かって課題

を聞き出せる機会が少ないし、その中で常に最適なシステム

リニューアルの提案をしていくのは結構大変だよ。

中川：でも自分で考えて、お客様に直接システムを提案できる

というのは、この仕事の一番の醍醐味だと思うよ。

廣田：中川がやりがいを感じるのはどんな時？

中川：お客様に喜んでもらえた時。今はチームメンバーが成長

していく姿が見られた時も嬉しいな。廣田は？

廣田：まだまだ技術者として発展途上だから、プロジェクトを

1つ終えるたびに自分のスキルが増えている感覚が嬉しい瞬

間だと思う。

中川：発展途上はお互いさまだよ。いろんな経験から成長し続

けていくことがABSにいる意味だと思うから。

マネジメントが次の成長のステップ。

1） 教育研修制度

入社後3～4ヶ月間かけて行う新入
社員教育では、社会人マナーをはじめ、
文系理系共通でプログラミングの
基礎力を養う研修を行います。その
後もプログラミングや設計スキル、
マネジメント力が幅広く身につく
教育体制を整え、拡大する海外案件
に向けたグローバルトレーニング
も実施しています。

3） チームづくり

ABSでの仕事には「チームの力」が
欠かせません。一般的に組織は縦割
りであることが多いですが、ABSで
はプロジェクトによって組織の垣根
を越えた横断的なチームを作るこ
とが多いです。若手からベテランまで
様々なメンバーで構成されるため、
若手も相談しやすく、決定スピード
が非常に早くなります。

2） OJTトレーナー制度

プログラミング未経験の方もご安心
ください。ABSでは新入社員一人ひ
とりに専任の先輩社員がつくOJTト
レーナー制度を設けており、プログ
ラミングでの疑問点や仕事の進め
方に対する悩みなどを相談できま
す。逆にこうした指導経験を通し
て、社員のマネジメント力向上を
図っています。

ワンポイントABS  ～若手社員編～
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　昨年の５月、グループ企業であるアビームコンサルティング

から「大手給湯器メーカーにIoTプラットフォームを活用した

システムを提案したい」という依頼がありました。とても興味

深い案件だったのですが、問題は納期。同じ年の10月に開かれ

る給湯器の新製品発表に合わせてリリースしたいというので

すから、時間がありません。

　早速、お客様である給湯器メーカーの開発担当を交えて打

合せを行いました。お客様の最大の要望は、スマホを使ってお

風呂や給湯器などを遠隔操作できるシステムであること。そ

こで、すぐにお客様の開発部門や通信機器メーカーを集めて

開発プロジェクトを結成。どのタイミングでどういう情報を

取り出し、どう処理するかという要件定義・基本設計を早急に

まとめ上げ、現行の機器やシステムを活用して対応できるか

を検討しながら、システムを作り込んでいきました。

　最も問題になったのは、ユーザーインターフェース（UI）の

作り込みでした。特に開発後半にもなるとシステムに対する

お客様の期待が膨らみ、「もっとこうしたい」という要望が出

てくるものです。リリース日が迫る中、スマホ側の操作画面を

何度も修正しなくてはなりませんでした。お客様にとっては

初めてのIoTシステムですから、画面の操作性ひとつでも妥協

したくない気持ちは分かります。言い換えれば、それはABSへ

の期待値の高さでもあるのですから、お客様のパートナーと

して、それらの要望を叶える方法を投げ出さずに模索し続け

る使命が私たちにはあります。

　しかし、何度も軌道修正をすると、どうしても実際に作業を

行うチームメンバーの負担が大きくなってしまうのも事実で

す。プロジェクトのリーダーとしては、なるべくお客様の要望

を叶える方法を探りつつ、一方でメンバーのモチベーション

を高く保つことにも力を入れる必要があります。私の場合、

普段から二つのことを心がけています。一つは、私が入社した

頃の上司がそうだったように、自ら手を動かしてメンバーに

手本を見せること。リーダーとしての指示を送りつつ、「ここ

のプログラムは僕が担当するよ」と共に苦労を分かち合うこ

とを大事にしています。そしてもう一つが、お客様との打合せ

にメンバーを同行させることです。目の前にあるシステム設計

書の向こう側には生きたお客様がいて、私たちの仕事には

彼らの高い期待や大きな想いが込められているということを

ぜひ感じてもらいたいんです。

　また実際にシステムの詳細設計を任せる時も「〇〇はどう

作っていきたい？」と問いかけるようにしています。というの

も、お客様からの要望のままにプログラムを組むのであれば、

極端な話、誰でも作れます。ABSである必要はどこにもありま

せん。でも私たちが請け負う以上、お客様の要望のさらに先の

未来を示してあげたい。だから、メンバーの設計が物足りない

と思えば、「自分が使いやすいと思えるものを僕に提案してほ

しい」とどんどん指摘します。

　私たちが作っているのは、無機質なシステムやプログラム

ではありません。そこには必ずシステムを使う人間がいて、

「こうなると便利だな」「こういうことが解決できたらいいの

に」という感情や願いがあります。そういった視点を持つだけ

でも、仕事に創意工夫が生まれるようになり、メンバーの成長

速度も高まっていくものだと考えています。

　ABSに入社する前、私はどの会社にも属さず、フリーランス

のSEとして仕事をしていました。その方が気楽だし、何より自

分でプログラムを作ることが楽しかったから。でもある日、こ

のままではダメだと気づきました。組織の中でさまざまな人

に関わり、互いに刺激を与えあえる仕事をしなければ、エンジ

ニアとしてこれ以上成長できないと思ったのです。そんな経

験があってか、メンバーにはよく幅広い案件に携わりながら

社内のコネクションを増やすことも大事だよと話しています。

せっかく多種多様な案件のナレッジやノウハウが集まる会社

にいるわけですから、社内の方と知識を共有し、得た知識と

技術をつなぎ合わせてほしい。その結果、エンジニアとしての

武器が増えていき自身の成長につながると考えています。

最初に紹介したIoTプラットフォームを活用したシステム

は、無事にその年の新製品発表に間に合い、その後もお客様の

主力ラインナップの一角を占めています。お客様と折衝し、

関わる人たちの思いを調整しながら一つのプロジェクトを

完成させる楽しさをまた味わうことができました。そして

世界では今も新しいデバイスや技術が生まれています。僕自身

もまたABSのメンバーと一緒に、新たな分野に挑戦していき

たいと思っています。

ABSはお客様の期待に応えるパートナー。

言われた通りの

システムなら誰でも作れる。

お客様の願いの超えた

さらに先の未来を示す。

次のインタビューテーマはABSでの

「システム開発の奥深さ」について。

この道10数年のキャリアを持つマネージャーの深澤に、

IoTプロジェクトを担当した時のエピソードと

若手社員の育成で大切にしていることを聞きました。

深澤拓摩 ふかざわ たくま

2009年入社
ソリューションビジネスユニット
マネージャー

入社前はWEB系のフリーSEとして活躍してきた深澤。しか
し、次々と新しい技術が生み出されるIT業界において、最先
端の技術に触れられる業務環境に身を置くことの必要性を
強く感じ、会社組織の中で切磋琢磨することを決意しABSに
入社した。

REAL TALK 02



　昨年の５月、グループ企業であるアビームコンサルティング

から「大手給湯器メーカーにIoTプラットフォームを活用した

システムを提案したい」という依頼がありました。とても興味

深い案件だったのですが、問題は納期。同じ年の10月に開かれ

る給湯器の新製品発表に合わせてリリースしたいというので

すから、時間がありません。

　早速、お客様である給湯器メーカーの開発担当を交えて打

合せを行いました。お客様の最大の要望は、スマホを使ってお

風呂や給湯器などを遠隔操作できるシステムであること。そ

こで、すぐにお客様の開発部門や通信機器メーカーを集めて

開発プロジェクトを結成。どのタイミングでどういう情報を

取り出し、どう処理するかという要件定義・基本設計を早急に

まとめ上げ、現行の機器やシステムを活用して対応できるか

を検討しながら、システムを作り込んでいきました。

　最も問題になったのは、ユーザーインターフェース（UI）の

作り込みでした。特に開発後半にもなるとシステムに対する

お客様の期待が膨らみ、「もっとこうしたい」という要望が出

てくるものです。リリース日が迫る中、スマホ側の操作画面を

何度も修正しなくてはなりませんでした。お客様にとっては

初めてのIoTシステムですから、画面の操作性ひとつでも妥協

したくない気持ちは分かります。言い換えれば、それはABSへ

の期待値の高さでもあるのですから、お客様のパートナーと

して、それらの要望を叶える方法を投げ出さずに模索し続け

る使命が私たちにはあります。

　しかし、何度も軌道修正をすると、どうしても実際に作業を

行うチームメンバーの負担が大きくなってしまうのも事実で

す。プロジェクトのリーダーとしては、なるべくお客様の要望

を叶える方法を探りつつ、一方でメンバーのモチベーション

を高く保つことにも力を入れる必要があります。私の場合、

普段から二つのことを心がけています。一つは、私が入社した

頃の上司がそうだったように、自ら手を動かしてメンバーに

手本を見せること。リーダーとしての指示を送りつつ、「ここ

のプログラムは僕が担当するよ」と共に苦労を分かち合うこ

とを大事にしています。そしてもう一つが、お客様との打合せ

にメンバーを同行させることです。目の前にあるシステム設計

書の向こう側には生きたお客様がいて、私たちの仕事には

彼らの高い期待や大きな想いが込められているということを

ぜひ感じてもらいたいんです。

　また実際にシステムの詳細設計を任せる時も「〇〇はどう

作っていきたい？」と問いかけるようにしています。というの

も、お客様からの要望のままにプログラムを組むのであれば、

極端な話、誰でも作れます。ABSである必要はどこにもありま

せん。でも私たちが請け負う以上、お客様の要望のさらに先の

未来を示してあげたい。だから、メンバーの設計が物足りない

と思えば、「自分が使いやすいと思えるものを僕に提案してほ

しい」とどんどん指摘します。

　私たちが作っているのは、無機質なシステムやプログラム

ではありません。そこには必ずシステムを使う人間がいて、

「こうなると便利だな」「こういうことが解決できたらいいの

に」という感情や願いがあります。そういった視点を持つだけ

でも、仕事に創意工夫が生まれるようになり、メンバーの成長

速度も高まっていくものだと考えています。

　ABSに入社する前、私はどの会社にも属さず、フリーランス

のSEとして仕事をしていました。その方が気楽だし、何より自

分でプログラムを作ることが楽しかったから。でもある日、こ

のままではダメだと気づきました。組織の中でさまざまな人

に関わり、互いに刺激を与えあえる仕事をしなければ、エンジ

ニアとしてこれ以上成長できないと思ったのです。そんな経

験があってか、メンバーにはよく幅広い案件に携わりながら

社内のコネクションを増やすことも大事だよと話しています。

せっかく多種多様な案件のナレッジやノウハウが集まる会社

にいるわけですから、社内の方と知識を共有し、得た知識と

技術をつなぎ合わせてほしい。その結果、エンジニアとしての

武器が増えていき自身の成長につながると考えています。

　最初に紹介したIoTプラットフォームを活用したシステム

は、無事にその年の新製品発表に間に合い、その後もお客様の

主力ラインナップの一角を占めています。お客様と折衝し、

関わる人たちの思いを調整しながら一つのプロジェクトを

完成させる楽しさをまた味わうことができました。そして

世界では今も新しいデバイスや技術が生まれています。僕自身

もまたABSのメンバーと一緒に、新たな分野に挑戦していき

たいと思っています。

システムの先にいる人の未来を想う。

新しい技術や知識に貪欲になろう。



村瀬：採用パンフレットなので、まずは私たちが担当する「保

守・運用」がどんな仕事なのかから話しましょうか。

中園：お客様のパートナーであることを大切にするABSでは、

ゼロからシステムを考える「開発」と同様に重要な仕事だよね。

村瀬：簡単に言えば、導入後のシステムをお客様が安心して使

い続けられるように維持・管理するのが「保守・運用」の役割。

不具合の対応から業務変更に伴うシステム改修まで、さまざ

まな要望に応える大切な仕事ですね。

中園：保守＝簡単というイメージも抱かれがちだけど、シス

テム改修が必要な場合は要件定義もするし、その後の設計・

プログラミングも、開発チームと同じように進めていく。その

上、お客様とは長いお付き合いの中で、何度もコミュニ

ケーションを深めていく必要もある。かなり幅広い業務を

担当するよね。

村瀬：私の場合、海外工場のERP（基幹システム）も担当して

おり、日本からヨーロッパやアメリカ、中国、台湾など様々な国

と地域のシステムにアクセスして作業することもあります。

中園：海外のお客様ならではの難しさってある？

村瀬：基本的には同じですよ。でも、国ごとに税法や商法が

違うので、ITとはまた違う分野の勉強が求められますね。

中園：なるほど。システムに詳しくても、お客様のビジネス

自体が理解できていないと具体的な提案ができないのと同じ

だよね。

村瀬：いろんな知識が必要だというのはABSに来てから特に

実感しています。

中園：保守の仕事で一番難しいのは、お客様とのコミュニケー

ションに尽きると思う。このシステムをどう使って、何をし

ようとしていらっしゃるのか。ITのプロでありながら、お客様

の会社の一員になったつもりで対話しなければ、問題を解決

する最善策は導き出せないから。

村瀬：確かにコミュニケーションは難しいですね。私はメール

でも電話でも、こまめに連絡を取るように心がけています。

そして、何か問題が起きた時はすぐに会いに行く。どれだけIT

が進歩しても、お客様との信頼関係を築くには直接会って

目を見て対話することが大事ですよね。

中園：本当にそう思うよね。

中園：村瀬さんはABSをどんな会社だと思ってる？

村瀬：良い意味で男女差がない働きやすい環境だと思います。

女性にはプロジェクトを任せないなんて古い体質でもない

し、女性だからと変に気を遣われることもない。男女関係なく

裁量を与えてくれるし、一人ひとりの活躍をしっかり評価

する会社という気がします。

中園：私たちも男性と同じように、リーダー、マネージャーと

キャリアを積んで来れたしね。そういう社風だからか、やっぱ

り女性社員も多い方だよね。

村瀬：確かにABSの女性比率は30%以上ですから、IT業界の

中では高い割合ですね。他社の場合、開発チームに女性が1人

もいない、なんてこともよく聞きます。

中園：私は前職もシステム会社だったけど、女性社員で産休・育休

を取っていた方はほぼゼロ。結婚して妊娠した時に、上司に

「もう続けるのは難しいよね？」と退職を勧められたのがショック

で、女性でも長く働ける会社に転職しようって心底思った。

村瀬：ABSって産休・育休を取って復帰する女性が多いです

よね。無理なく子育てと両立しながら仕事できるように、子ど

もが9歳になるまで時短勤務が取れる制度もある。何より男性

の育休取得実績があるという点でも、ウチは進んでいる会社

だなぁと思います。

中園：個々人の働き方をフォローする上では、制度だけじゃな

く周りの理解も大事だと思うんだよね。時短勤務である人を

特別扱いするのではなく、「人によって状況が違うんだから、

互いにカバーし合うのは当たり前」と上司も社内のメンバー

も理解している点で、ABSは大人な会社だなと感じる。

村瀬：みんな協力的で優しい人が多いですよね。チームで仕事

をしているから、病気で休んでしまう時もフレキシブルに

サポートし合えますし。

中園：あとは女性が多いからか、休憩中の会話もはずんでる

よね。オフィスも話しかけやすい雰囲気というか、新入社員の

人でもすぐに先輩に相談できるくらい和やかな職場だと思う。

村瀬：結構せきららに内情を話したつもりだけど、こういう

話でいいんですよね？笑

中園：じゃあ最後はマジメに、これからABSで挑戦したい

ことってある？

村瀬：IoTやAIなど、新しい技術をもっと勉強したい。最近、若

手のメンバーが順調に力をつけてきているので、任せられる

仕事はどんどん振りつつ、その分新しい領域に時間を充てて

いきたいですね。

中園：私は仕事のスキル面だけでなく、マネージャーとして人間

的にももっと成長していきたい。ABSには、いろんな才能を持つ

人がいるから、誰もが力を発揮できる会社になったらいいね。

村瀬：女性も男性も、いろんな個性を持った人に来てくれたら

嬉しいです。お待ちしています！

ITが進歩しても大切なのは対話です。

男女差のない労働環境にいち早く取り組んできたABSでは、女

性のITエンジニア・コンサルタントも数多く在籍しています。

次のトークセッションは女性マネージャーの2人にABSの働き

やすさのリアルを語ってもらいました。
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ABSは本当に

働きやすい会社？

村瀬彩香×中園真理
2006年入社

ソリューションビジネスユニット
マネージャー

前職もIT企業だったが、もっと
女性が働きやすい職場を求めて
ABSへ。入社10年でマネージャー
に就任する。週末は運動不足解消
のためにジムで走る一児の母。

2005年入社

ソリューションビジネスユニット
マネージャー

経済学部出身。前職でも会社経営に
関わるITシステムの開発に携わっ
ていたため、その分野で高い実績を
持つABSに転職。密かな楽しみは、
仕事終わりの公園ランニング。



1） 育児休暇取得者数

働き方の多様性に対する理解が浸
透し、時短勤務制度などのサポート
が充実しているABSでは、育休後も
子育てと両立しながら仕事を続け
ることを選択する「働くママ」がた
くさんいます。その後も性別に関係
なく、能力と実績に応じてリー
ダー、マネージャーへと昇格できる
キャリアステップも整えています。

3） 有給休暇取得率

全社員平均の有給休暇取得率が
7 0%を超える当社。社員同士の
コミュニケーション量が多く、お互
いにカバーし合う風土が根付いて
いるため、比較的お休みが取りやす
い会社だと思います。社員たちに
聞くと、家族との大切な記念日や子
どもの運動会、リフレッシュ旅行な
どで休暇を取得しているようです。

2） 月平均残業時間

担当プロジェクトの状況にもより
ますが、全社員平均の月残業時間は
およそ20時間。1日換算で約1時間の
残業時間です。基本的には、業務時間
の割り当て等も個人の裁量に任せて
いますので、残業して早め早めに
プロジェクトを片付ける人もいれ
ば、きっちり定時退社を徹底する
社員もたくさんいます。

ワンポイントABS    ～働きやすさ編～
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村瀬：採用パンフレットなので、まずは私たちが担当する「保

守・運用」がどんな仕事なのかから話しましょうか。

中園：お客様のパートナーであることを大切にするABSでは、

ゼロからシステムを考える「開発」と同様に重要な仕事だよね。

村瀬：簡単に言えば、導入後のシステムをお客様が安心して使

い続けられるように維持・管理するのが「保守・運用」の役割。

不具合の対応から業務変更に伴うシステム改修まで、さまざ

まな要望に応える大切な仕事ですね。

中園：保守＝簡単というイメージも抱かれがちだけど、シス

テム改修が必要な場合は要件定義もするし、その後の設計・

プログラミングも、開発チームと同じように進めていく。その

上、お客様とは長いお付き合いの中で、何度もコミュニ

ケーションを深めていく必要もある。かなり幅広い業務を

担当するよね。

村瀬：私の場合、海外工場のERP（基幹システム）も担当して

おり、日本からヨーロッパやアメリカ、中国、台湾など様々な国

と地域のシステムにアクセスして作業することもあります。

中園：海外のお客様ならではの難しさってある？

村瀬：基本的には同じですよ。でも、国ごとに税法や商法が

違うので、ITとはまた違う分野の勉強が求められますね。

中園：なるほど。システムに詳しくても、お客様のビジネス

自体が理解できていないと具体的な提案ができないのと同じ

だよね。

村瀬：いろんな知識が必要だというのはABSに来てから特に

実感しています。

中園：保守の仕事で一番難しいのは、お客様とのコミュニケー

ションに尽きると思う。このシステムをどう使って、何をし

ようとしていらっしゃるのか。ITのプロでありながら、お客様
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良い意味で男女差がない理解ある環境。



　学生時代、私は文系でしたから、就職するまでコンピュータ

に触れたこともありませんでした。そのためシステム開発に

関わる部門に配属され、設計情報管理システムの開発を担当

することになった時には「私にプログラムの仕事なんてでき

るだろうか」と不安に思ったものでした。働く環境としては、

周囲は良い方ばかりだし、男女に関係なく任せてもらえる

社風も嬉しく思っていました。しかし、肝心な仕事自体に苦手

意識を持っていたんです。

　よく「仕事を楽しむことが大切だ」と言いますよね。でも

正直言うと、卒業後すぐに仕事を楽しめる人なんてなかな

かいません。ある程度の経験を積んで、自分で考えて動ける

ようになって初めて、「あ、仕事って面白いんだな」と気づける

ようになると思います。私もそうでした。「諦めずに、めげずに

もう少しだけ頑張ろう！」と思いながら仕事を続けるうちに、

言われたままではなく、自分で判断して行動できるようにな

りました。すると少しずつお客様からも評価していただける

ようになり、ようやく心から仕事を楽しいと思えるようにな

りました。どんな会社も、長く続けないと見えないこともあり

ます。それが「社員が長く働ける会社をつくりたい」と私が

思うようになった原点でした。

　その後、アビームシステムズへと組織が変わってからも、

ずっと開発の仕事をしてきました。でもある時、今後もABSで

活躍し続けるには組織のマネジメントも経験することが大切

と思うようになり、当時在籍していた部門で「保守・運用」を

担当しているチームのリーダーに立候補しました。

　リーダーを任されて私が最も感じたのは、保守という仕事

の重要性を担当しているメンバー自身が理解していないとい

うことでした。これではいい仕事ができないと思いました。

ABSがめざす 「Real Partner」の実現はシステム導入後のその

先までしっかりサポートし、お客様に確かな効果をもたらす

ところまで責任を持つからこそ達成できます。そのためには

保守・運用フェーズに入っても、しっかりお客様をサポートし

続けることの重要性を皆が理解する必要がありました。

以来、私は「保守・運用」のレベルアップをめざし、業務内容の

徹底的な見直しを行いました。作業内容、手順、チェックリスト、

自動化・省力化、報告の仕方等、見直すところは様々ありました。

今までのやり方を変えていくことに多少の反発はありました

が、絶対に妥協しないという強い意志を持って最後までやり

抜きました。だって、これほどにも重要な仕事が、単なる

サポート業務として扱われていたら悔しいですからね。

　私には忘れられない経験があります。リーダーになった

少し後に、大規模なシステム復旧対応に取り組んだ時のこと

です。

　通常のプロジェクトより対応人数が必要になりました

ので、対策チームを組み、復旧作業に取りかかりました。ス

ピードが求められる中、メンバーの誰ひとり「これくらいでい

いんじゃないですか？」という発言をせず、むしろ、みんなが

「今、手を抜いたらもっと大きな問題が出るかも知れないの

で、徹底的にやりましょう！」と力強く言ってくれたことは、

責任者の立場としてとても嬉しかったです。また他のチーム

のメンバーも、「谷口さん、私も手伝いますよ」と言って自分

の仕事と掛け持ちして復旧作業を手伝ってくれました。こう

して、たくさんのメンバーがさまざまなやり方で協力してく

れた結果、想定していたよりもずっと早く復旧作業が完了し

ました。

メンバーの「徹底的にやりましょう」という強い想いや、

さまざまな部署のメンバーが「手伝います」と協力してくれる

姿を見て、ABSって本当に良い会社なんだなあと心の底から

思ったことを覚えています。

　現在、私は執行役員のひとりとして、ABS全体をもっと良い

会社にするための「働き方改革」に取り組んでいます。私の入

社当時とは比較にならないほど組織が大きくなり、さまざま

な仕事や役割が生まれ、個性ある人財がたくさん集まってい

ます。この多様性があるからこそ、色々な考え方が生まれ、

面白い仕事に繋がっていきます。一人ひとりの社員の事情に

向き合い、適した働き方をともに考え提供する。これが、皆が

長く働ける会社を実現するための武器になると確信しています。

とはいえ、ABSはまだまだ成長途中です。これからも皆で

力を合わせることで、もっともっと良い会社に成長していく

と信じています。昔からABSには強い想いを持って何かを

変えようと提案したメンバーに「いいじゃん、やってみよう

よ」と背中を押す風土があるんです。私もこれまでさまざまな

ことを提案し、任され、壁に突き当たり、多くの人に助けられ

てきました。ですから、これからABSに入ってくる方は、ぜひ

ABSをもっと良い会社にしてやろうという想いを持って来て

ほしいと思います。そんな強い想いを持つ人を、私は全力で

応援したいと思っています。

強い「想い」を持つ人を

みんなで応援する会社。

谷口千佳
執行役員

たにぐち ちか

モノづくりに関わる仕事がしたくてブラザー
工業株式会社に入社し、その後A B Sへ。
マネージャーを経て、2016年からはABS初の
女性執行役員として、社員一人ひとりが活躍
する働き方を実現できる会社づくりに挑戦中。

実はプログラミングはとっても苦手でした。

次のリーダーインタビューは

ABS初の女性執行役員である谷口に話を聞きました。

ABSの創業期を知り、文系卒の女性エンジニアとして

一からキャリアを積んできた谷口だからこそ語れる、

現場で感じてきた苦労やABSならではの強みや風土とは？
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部署を超えたABSの団結力。

力を合わせ、ABSをもっと良い会社に。

すべての仕事に価値がある。



お客様の抱える真の課題を発見・解決し、

ビジネスの成功に貢献していく。

前田 淳一郎
代表取締役社長

まえだ じゅんいちろう

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。
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　すでに「IT業界」という言葉が必要ないほどに、製造、商社、

小売、金融などのあらゆる業界で、ITの力の差が企業の競争力

に直結するステージに突入したと感じます。IoT、ロボット、人

工知能（AI）、ビッグデータ。みなさんも耳にしているこれらの

先端技術を駆使しながら、企業の将来成長、競争力強化に繋が

る新たなビジネスモデルを創出すること。いわゆるデジタル・

トランフォーメーション（DX）を多くの経営者が模索してお

り、当社のようなITサービス企業がお客様を導いていくこと

が、これからの潮流のひとつになります。

　内閣府が提唱する『Society  5 .0』ではITを活用した人間

中心の社会になると言われています。当社でもアビームグ

ループと連携した先端技術の実用化に取り組んでおり、業

務を自動化して生産性を上げるRPAやITによって工場の稼

働状況や品質などを管理するスマートファクトリーなど、

お客様の企業価値向上に向けて他社に先駆けたチャレンジ

を続けています。

　お客様の現場やニーズがよく理解でき、必要なITを組み合

わせながらソリューションへと落とし込んでいける「ITプロ

フェッショナル」の力。それが当社の強みであり、単純にIT技

術の専門性の高さだけで語れるものではありません。お客様

とテクノロジーの間にポジションする組織だからこそ、人の

力が中心となって動くビジネスモデルだと言えます。そのた

め、当社には一人ひとり異なる才能を発揮する先輩社員がた

くさんいます。お客様のニーズを掴むことが得意な人もいれ

ば、技術的な視点でソリューションを導き出せる人、コミュニ

ケーションやデータ分析に長けた人など、多様な人材を束ね

たチームの力でお客様に良いサービスを提供していくこと。

これも当社のもう一つの強みであると言えるでしょう。

　経営基盤をはじめ、お客様のIT領域の網羅的な支援を「ヨコ

の広がり」とするならば、「タテの広がり」として先端技術を駆

使したビジネス革新を実現させていく。その両軸を意識して

お客様を支えていくことが当社の事業ビジョンです。

　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、共に成長していくこと。この「Real Partner」の経営理

念に共感できる方を求めています。当社は長期的な信頼関係

をベースにした「Win-Win」の関係を目指しているため、ビジ

ネスでも自分さえ勝てばいいという方は当社に合わないと思

います。実際、社内は支え合うカルチャーです。課長はひとつ

の課に一人だけというのが組織の一般論ですが、当社では

チームをリードできる実力さえあれば、マネージャーは何人

いても問題ない組織モデルになっています。そのため、お互い

に高め合うことが社風のベースにあり、人の喜びを自分の喜

びとして捉えられる方が、当社に合っていると思います。

　そして、当社で活躍するのは「こだわれる人」です。それは提

供するITサービスの品質はもちろん、自身の能力を絶えず高

めていくこだわりでもあります。先に申し上げた「ITプロ

フェッショナル」を目指し向上心を持って業務に取り組める、

真面目で誠実な方と一緒に働きたいと思っています。

ABSを取り巻く「IT業界」の
これからの動きを教えてください。

そうした背景下における
ABSの強み・ビジョンは何ですか？

ABSが求めている人材像、
活躍できるのはどんな人ですか？

Q1. Q2. Q3.
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