
職務経歴書 

2012年 5月 1日現在 

氏名：高梨 実（たかなし みのる） 

■要約 

専門学校卒業後、2003 年 4 月に株式会社○○テクノロジーへ入社。３年間 GUI ベースのプログラミングを担当。

その後、プログラム開発力を買われ、大手 SI グループ会社へ派遣。Microsoft 社のサーバ製品を用いたインフラの設

計・構築業務を多数経験し、2008 年以降はリーダーを任され、持ち前の対人能力と技術習得意欲を発揮して種々の

問題を乗り越えてきました。某県のインフラ構築プロジェクト（13ヵ月）では、プロダクトリーダーとして要件定義

から総合テストまでの全工程に携わり、お客様とベンダの双方においてWinWinの関係を築いた経験は、プロジェク

ト推進力や交渉力まで含めて自信を強めました。 

また、現在では、お客様の IT 部門の一員として、会社の IT 施策の将来を見据えた企画と推進を担当し、責任意識

を持って取り組み、視野の拡大にも務めております。今後も「お客様にとって、何が最善か？」ということを常に念

頭に置いて業務に従事し、お客様から喜んでいただけることをエネルギー源として、さらに存在感のあるプロジェク

ト・マネージャを目指したいと考えます。 

 
■職務経歴 
 在籍期間： 2003年 4月 ～ 2012年 3月現在 
 雇用形態： 正社員 
 

 社名： 株式会社○○テクノロジー 

【会社概要】 創立 1975年×月 

従業員数 約 500名 

資本金 5000万円 

売上高 40億円 

事業内容 ビジネスコンサルティング／ITコンサルティング／システム構築・開発・運用／ 

 ISO27001認定取得支援サービス／プライバシーマーク認定取得支援サービス 

【職種】 システムエンジニア 

＜担当プロジェクト＞ 

期間 プロジェクト内容 担当業務／環境・ツール 成果／成長 

2003年 4月− 
2003年 5月 
（2カ月） 

新人研修 
(Visual Basic、Java、オブジェクト
指向、ビジネスマナー他) 

受講者 
Windows2000Server、VB6.0、Java 

 

2003年 6月− 

2003年 8月 
（3カ月） 

某県 次期証明書自動交付システム 

ユーザー規模：3万ユーザー 

OJTメンバー 

詳細設計、コーディング、テスト(単体/結合/総合) 
Windows2000Server 、COBOL 

OJTを兼ねて、詳細設計から総

合テストまで一連の作業に携
わる。 

2003年 9月− 
2003年 12月 
（4カ月） 

・ A社 原価管理システム (1カ月) 
ユーザー規模：1500ユーザー 

・ 某県 戸籍広域システム拡張対応 

(1カ月) 
ユーザー規模：2万ユーザー 

・ C社 e-Learningコンテンツ作成 

(2カ月) 
ユーザー規模：3万ユーザー 

メンバー（2名） 
コーディング、テスト(単体/結合/総合) 
Windows2000Server、Java、VB6.0、HTML 

先輩と 2人で対応し、納期の遅
延なくプロジェクトを完了さ
せた。 

2004年 1月− 
2004年 3月 

（3カ月） 

某局 金銭管理システム仕様変更 
ユーザー規模：3000ユーザー 

メンバー（4名） 
詳細設計、コーディング、テスト(単体/結合/総合) 

Windows2000Server、VB6.0、SQL 

遅延なくプロジェクトを完了
させた。 

2004年 1月− 

2004年 7月 

（7カ月） 

某大学 学務事務システムリプレース

対応 

ユーザー規模：2000ユーザー 

メンバー（6名） 

概要設計、詳細設計、コーディング、テスト(単体/

結合/総合) 

Windows2000Server、SQLServer 2000、

COBOL2002、SQL 

SQL の設計・開発を担当。先

輩の指導を受けながらも、顧客

が満足するシステムを構築で

きた。 

2004年 8月− 

2004年 10月 

（3カ月） 

C社 e-Learningエンジンシステム

改修対応 

ユーザー規模：1万ユーザー 

メンバー（5名） 

詳細設計、コーディング、テスト(単体/結合/総合) 

Windows2000Server、HTML、VB6.0、JavaScript 

e-Learning のコンテンツと動

作環境について深い知識を習

得した。 



2004年 11月− 

2005年 1月 

（3カ月） 

D社 社内ポータルへのモバイルアク

セス機能開発 

メンバー（3名） 

概要設計、詳細設計、コーディング、テスト(単体/

結合/総合) 

Windows2003、SPS2003、VB.NET、JavaScript、

VBScript 

重要なプロジェクトを成功さ

せ、次の案件受注に貢献した。 

（以降、ビジネスパートナーとして、他社へ派遣） 

2005年 2月− 

2005年 5月 

（4カ月） 

E 社 認証基盤システムにおける機能

拡張 

ユーザー規模：1万 5000ユーザー 

メンバー（2名） 

詳細設計、コーディング、テスト(単体/結合/総合) 

Windows2000Server, VB6.0、SQL、

BizTalkServer2002、VBScript 

開発技術力を十分に発揮し、問

題なく完了させた。直接お客様

から感謝のお言葉をいただい

た。 

2005年 5月− 

2005年 7月 

（3カ月） 

F社 ドメイン統合におけるシステム

構築 

ユーザー規模：1万 8000ユーザー 

メンバー（6名） 

詳細設計、システム構築、テスト(単体) 

Windows2000、2003、ActiveDirectory、VBScript 

初めての SI 業務に携わり、ド

メインや DNS の知識を深め

た。 

2005年 7月− 

2005年 10月 

（4カ月） 

E 社 認証基盤システムにおける機能

拡張作業 

ユーザー規模：1万 5000ユーザー 

メンバー（2名） 

基本設計、詳細設計、コーディング、テスト(単体/

結合/総合) 

Windows2000Server、BizTalkServer2002、

VB6.0、SQL、VBScript 

リピート受注の案件に携わり、

問題なく納期通りに完了させ

高評価を得た。 

2005年 10月− 

2006年 1月 

（4カ月） 

G社 人事管理業務における ID連携

システムの構築・開発 

ユーザー規模：5000ユーザー 

メンバー（2名） 

要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、環

境構築、テスト(単体/結合/総合) 

WindowsServer2003、MIIS2003、 

SQLServer2005、VB.NET、ActiveDirectory、

Lotus Notes 

自分の開発技術力を買われ、部

署で初めて扱うプロジェクト

に起用された。途中で問題がい

くつか出たが、持ち前の技術力

で解決させた。 

2006年 2月− 

2006年 12月 

（11カ月） 

・ Ｈ社 WSUS導入における、設計・
構築作業 
(2カ月)  ユーザー規模：500ユー

ザー 
・ I社 AD/WSUS導入における設

計・構築支援  (2カ月) 

ユーザー規模：3000ユーザー 
・ J社 会社合併に伴うインフラ基盤

構築 (5カ月) 

ユーザー規模：1万 8000ユーザー 
・ K社 サーバリプレースに伴う、NT

ドメインから Active 

Directory2003ドメインへの移行
における設計・構築 (3カ月) 
ユーザー規模：500ユーザー 

・ I社 AD/WSUS導入における設
計・構築支援(Phase2) (5カ月) 
ユーザー規模：3000ユーザー 

メンバー（2名） 

要件定義、基本設計、詳細設計、システム構築、テ

スト(単体/結合/総合) 

WindowsNT、WindowsServer2003、

ActiveDirectory、WSUS、DNS、BIND 

複数のプロジェクトを平行に

進め、いずれも大きな問題も起

こさずにお客様へ納入した。 

2006年 10月− 

2007年 5月 

（8カ月） 

G社 人事管理業務における ID連携

システムの追加カスタマイズ 

ユーザー規模：5000ユーザー 

メンバー（2名） 

要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、シ

ステム構築、テスト(単体/結合/総合) 

WindowsServer2003、MIIS2003、SQLServer、

VB.NET、ActiveDirectory、Lotus Notes 

リピート受注の案件に携わり、

問題なくスケジュール通りに

作業を完了させた。 

2007年 1月− 

2007年 6月 

（6カ月） 

L 社 顧客インフラセキュリティ向上

における、AD/WSUSの導入に伴う設

計作業 

ユーザー規模：2000ユーザー 

メンバー（2名） 

要件定義、基本設計 

WindowsServer2003、ActiveDirectory、WSUS 

金融系の厳格なお客様にも納

得して頂ける設計を行うこと

ができた。 

2007年 7月− 

2007年 10月 

（4カ月） 

M社 業務システムの認証基盤構築と

して、AD導入に伴う設計・構築作業 

ユーザー規模：2万ユーザー 

サブリーダーとして参画（3名） 

要件定義、基本設計、詳細設計、システム構築、テ

スト(単体/結合/総合) 

WindowsServer2000、2003、ActiveDirectory、

ターミナルサービス、Citrix 

お客様との打合せでは、主体と

なって交渉して決定事項をま

とめ、お客様から満足いただけ

るシステムを構築した。 

2007年 11月− 

2007年 11月 

（2カ月） 

N社 インフラ基盤構築における、

Exchange Server 2007 の構築作業 

ユーザー規模：7000ユーザー 

メンバー（6名） 

基本設計、詳細設計、システム構築、テスト(単体/

結合/総合) 

WindowsServer2003、ActiveDirectory、

ExchangeServer2007、BackupExec(Symantec) 

メールシステムの設計を上流

から下流行程まで行い、メール

システム全体と構築要点を習

得した。 

2007年 12月− 

2008年 2月 

（3カ月） 

O社 クライアント PCの HDD暗号

化製品である『SafeBoot』導入にお

ける、申請ワークフローの開発 

ユーザー規模：5000ユーザー 

メンバー（2名） 

基本設計、詳細設計、コーディング、システム構築、

テスト(単体/結合/総合) 

WindowsXP、WindowsServer2003、

Safeboot(Third-Party)、VBScript 

過去に習得した開発技術力を

活かし、当初困難と思われた機

能を見事実装することに成功

した。 



2008年 3月− 

2008年 6月 

（4カ月） 

P社 Active Directory 2000から

2003へアップグレード作業の設計・

構築作業 

ユーザー規模：1000ユーザー 

サブリーダーとして参画（4名） 

基本設計、詳細設計、システム構築、テスト(単体/

結合/総合) 

WindowsServer 2000、2003、ActiveDirectory 

お客様との調整、進捗管理を行

い、滞りなくプロジェクトを円

滑に進めることができた。 

2008年 7月− 

2008年 9月 

（2カ月） 

Q社 ドメイン統合計画として、新規

ADドメインを導入するにあたり、

Active Directoryの設計・構築、なら

びにユーザプロファイルの移行設計 

ユーザー規模：6000ユーザー 

リーダーとして参画（2名） 

基本設計、詳細設計、システム構築、テスト(単体/

結合/総合) 

WindowsServer2000、2003、ActiveDirectory、

Citrix、Terminal Service 

部下の教育を行いながら、自ら

実作業も行い、短期間でお客様

が満足していただけるシステ

ムを構築した。 

2008年 10月− 

2009年 10月 

（13カ月） 

某県 インフラ基盤構築における ID

連携システムの設計・構築 

ユーザー規模：1万 5000ユーザー 

プロダクトリーダーとして参画 

要件定義、基本設計、詳細設計、コーディング、シ

ステム構築、テスト(単体/結合/総合)、お客様との

折衝・調整 

WindowsServer2003、2008、ActiveDirectory、

ILM2007、SQLSever2005、VB.NET、SQL 

プロダクトリーダーとしてメ

ンバーをうまくリードし、種々

の問題を解決しながらスケジ

ュールの遅延を防いだ。 

お客様とこちら側の要望差異

に関して、関連部署との連携を

密に行い、双方が納得できる解

決策を提案しゴールへ導いた。 

2009年 11月− 

2009年 12月 

（2カ月） 

R社 新規会社設立 インフラ基盤の

設計・構築 

ユーザー規模：100ユーザー 

問題解決担当 

基本設計、詳細設計、システム構築、テスト(単体/

結合/総合) 

WindowsServer2003、ActiveDirectory、

ExchangeServer2007 

火消し役として選ばれ、その役

目をきちんと果たし、お客様の

新会社設立・開業に間に合わせ

た。 

2010年 1月− 

現在 

(2年 2カ月) 

S社 IT部門作業支援 

ユーザー規模：1万 5000ユーザー 

・コラボレーションシステムのグローバル展開支援 

企画・提案、方針決定支援、技術支援、運用支援、

グローバル展開推進、 

・PMOとしてサーバ群移設プロジェクト推進 

社内インフラ環境整備の企画・提案、実働業務、ユ

ーザー教育を遂行 

顧客側の立場で PMO を経験

し、構築側での経験を生かして

両者の立場を理解しながら、ス

ケジュール管理、折衝・交渉、

企画提案で成果を出した。 

 

■主要スキル（使用経験のあるソフトウェア・取得資格・語学力など） 

OS WindowsNT/WindowsXP/Windows7/Windows2000Server/WindowsServer2003/WindowsServer2008(システム

設計・構築可能レベル) 

言語 VBScript/JavaScript/Java/VB6.0/VB.NET/HTML/SQL(技術情報を確認しながらのコーディング可能レベル) 

ツール/ 

ソフトウェア 

Active Directory/Exchange Server2003/ Exchange Server2003/MIIS2003/ILM2007/SharePointServer2003/  

SharePointServer2007/OfficeCommunicationServer2007/Office2003/Office2007/WSUS/DNS/WINS/(システム

設計・構築可能レベル) 

DB SQL Server/Oracle 

資格取得 普通自動車免許          ：2002年 5月 

基本情報処理技術者        ：2002年 5月 

初級システムアドミニストレータ  ：2002年 11月 

ORACLE MASTER Silver     ：2001年 2月 

語学力 英語文章の読解が可能(ただし、辞書引きが必要)、英語のリスニングが概ね可能、辞書を用いての英語文書作成可能 

 
■自己 PR 
 
・ プロジェクトリーダー／マネージャとしての高い交渉力 

 私の強みは、ベンダ側とお客様側の双方の立場をリーダーとして経験していることです。この経験から、双方が
考えること、求めることの要点を早く的確に把握でき、どちらも納得のいく結論を導き出す力を持っています。こ
のような交渉には、多くの関係者のバックアップと緻密な連携が不可欠ですので、日頃から、お客様をはじめ、業
務に関わる人たちと友好な人間関係を作り、スピーディかつ正確な情報共有をしております。また、常に相手が本
質的に何を言おうとしているのかを聞き取るようにしていますので、「高梨はコミュニケーションがきちんとでき
る」とよく言われます。この対人関係力が交渉力に繋がっていると思います。 

 
・ 経験を重視する技術習得意欲 

 技術の習得については、自ら経験することが重要と考えております。システム構築の案件で不明な点が出た際に
は、検証環境を構築し、テストケースを作成した上で確認作業を行うことを何度も実施してきました。また、最新
の技術動向にアンテナを張りめぐらせ、自分が分からないことがあれば、さまざまなリソースを駆使したり、人脈
にもお願いして、納得がいくまで理解することに努めております。今後は、これらの経験と能力を生かし、お客様
と社会の発展に直結できる存在価値の高い人材に成長していきたいと考えます。よろしくお願い申し上げます。 


