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§ 名前
§ ⾼高橋 　健太

§ 年年齢
§ 29歳  (1983/08/04⽣生まれ）

§ 学歴
§ 北北海道札幌東⾼高等学校 　1999/04  -‐‑‒  2002/03
§ 埼⽟玉⼤大学理理学部基礎化学科 　2002/04  -‐‑‒  2006/03
§ 埼⽟玉⼤大学⼤大学院理理⼯工学研究科化学系専攻 　2006/04  -‐‑‒  2008/03

§ 職歴
§ ⽇日本アイ・ビー・エム 　システムズ・エンジニアリング株式会社
§  2008/04  -‐‑‒  2012/01

§ 株式会社ドワンゴ
§  2012/02  -‐‑‒  



§ ニコニコ動画の中の⼈人
§ ニコニコ動画:  Zero
§ マイページ改修、ファミリーサ
イト共通ヘッダーなど

§ ニコニコ超パーティーのフィ
ナーレでステージに⽴立立って粉雪
を歌った

§ niconico:  Q
§ 何か⾊色々…
§ Qと⼀一緒にリリースされた某案
件の開発リーダーとか、Qのリ
リース担当とかしました



§ 僕がどんな学⽣生だったか
§ IBMではなく、ISEを選んだ理理由
§ ISEでの仕事
§ 社会⼈人になってよかったこと
§ なぜ転職を決意したのか
§ 転職活動の流流れと実体験の感想
§ なぜドワンゴを選んだのか
§ ドワンゴでの仕事
§ 今後のキャリアパスについて



§ この講演の⽬目的
§ 僕のキャリアについての考え⽅方を話して、皆さんが考えるときの
１つの例例として参考にしてもらう

§ なので、⾃自分の話ばっかりします



§ ⾼高校⽣生
§  ネットでずっと遊んでいた
§  2chとかかなり⾒見見ていた

§  HTMLとかCSSとかWebサイトの知識識はここで少し知った
§  プログラムにはほとんど⼿手を付けてない
§  C++とか少しやった気もするが、何も覚えてない

§ B1,  2
§  某オンラインゲームにはまる
§  あんまり勉強してなかったので、成績はよくなかったと思う

§ B3
§  危機感を覚え、授業を多少真⾯面⽬目に受けるようになる
§  就職活動とかしてみる
§  あんまり⾯面⽩白くなかったので、院に⾏行行く

§  ⾃自分のWebサイトでPerlとか少しだけいじった
§ B4

§  B3の時の量量⼦子化学の授業が⾯面⽩白かったので、⾼高柳柳研究室に⼊入る
§  先輩とかいなかったので、⾊色々⾃自由にやる
§  ⾼高柳柳先⽣生のお⼿手伝い的なことをしつつ、勉強する



§ M1前半
§ 研究の⽇日々
§ 楽しかったので、研究の道もいいなーとか考える
§ 他学部の授業とか受けてみたりした

§ ある⽇日突然、PHP  +  MySQLでプログラムを書き始める
§ M1後半
§ ニコ動を⾒見見始める（β）
§ 就職活動を始める
§ 化学系も受けたが、ゲーム業界やら印刷業界やら⾊色々受ける
§ 元々Web系が好きだったので、そちらをメインに受けた

§ M2
§ GW前に就職が決まる
§  IBM,  ISE,  NTTデータ⼦子会社（忘れた）,  他何社か内定をもらう
§  ISEの内定受諾諾



§ その時思ったこと
§ ⽇日本IBM
§ 当時、300⼈人以上を新卒採⽤用していた
§ ⼊入社して好きなことやれる確率率率が低そう…
§ Webがやりたかった

§ 待遇は平均と⽐比較するとかなり良良い

§  ISE
§ 会社の規模が300-‐‑‒400⼈人くらい
§ 新卒も10数名くらいだろう（実際は同期は18名だった）

§ 待遇は⽇日本IBMよりはちょっと低い
§ でも業界平均からすれば全然悪くない

§ ⼤大⼿手⼦子会社、IBMより仕事が楽かも？
§ 技術の専⾨門集団という触れ込み



§ ⽣生活
§  10時出社、21時（以降降）帰宅宅が基本
§  プロジェクト次第では、もっと遅くなる

§  セミナーの資料料作成とかは⾃自分のペースで出来るので、早く帰れる⽇日もある
§  同好会活動が⾊色々盛ん
§  テーブルゲーム同好会とかやってました

§  社内は半分くらいは顔⾒見見知りになる

§ ⼊入社して半年年間、新⼈人研修
§  昔は2年年とかやってたらしい……
§  ビジネスマナーだけではなく、技術的な話、道徳的な話、IBM関連の話、真⾯面⽬目に聞けば結構
⾯面⽩白い研修だった
§  斜めに⾒見見れば、ちょっとアレな感じもあったが

§ 研修後、某製品の担当にアサイン
§  IBM  WebSphere  sMash
§  フォーラムでの質問の回答、セミナー講師、技術コンサルなど

§  IBMのプロジェクトへの参画
§  銀⾏行行、公共、製造、……
§  Java,  PHP,  Groovy,  JavaScript,  ……



§ 出張で⾊色々なところにいける
§ 新⼈人研修
§ 最終試験は⻑⾧長野

§ セミナー
§ 札幌
§ 新潟

§ 某⾦金金融のお客様
§ ⻑⾧長野に３ヶ⽉月出張

§ 某製造のお客様
§ 神⼾戸に出張（僕は⼀一⽇日だけ）
§ 海外出張でアーリントンに合計４ヶ⽉月ほど滞在
§ 死ぬほど⼤大変だったが……









§ 理理由
1.  ⼊入社前から、3年年経ったら転職活動をしてみると決めていた
§ 最近の新⼈人は3年年経たずに辞めるとか書かれていたので、少なく
とも3年年はやろうと決めていた

§ 転職活動した上で良良い所がなかったら、「続けるという選択を⾃自
分でした」ことになるので、良良いかなと思った

2.  時期的にちょうどよかった
§ 海外出張から戻ってきたところだった
§ ちょうどGREEとDeNAがエンジニアを超強⼒力力に集めていた時期
（ちょっと過ぎていたが）

§ 転職業界的には、かなり買い⼿手市場だったが、Web系エンジニ
アはかなり⾜足りてなかった（と、思う）



§ 理理由
1.  お給料料
§ あがるといいよね！
2.  職場環境
§ プロジェクトサポートだと、⾃自席にいることが少ない
§ でも出張とかあるので、外に出たい⼈人はいいかも
§ コードを書くより、ドキュメント作成がメインのお仕事

§ 開発のお仕事だと、基本的に⾃自社にしか出勤しない
§ ⾃自席に座りっぱなし、相⼿手もずっと同じ
§ コードを書くのがお仕事

3.  開発環境
§ ⾃自席での開発なので、基本的にデュアルディスプレイ
§ PCの性能も格段に良良い



§ 以下のようなパターンがある
1.  転職サイト経由
2.  転職エージェント経由
3.  企業のWebサイトの採⽤用情報



§ 例例：リクナビNext等
§ 誰でも登録できる、⾊色々検索索で
きる

§ 登録しておけば、企業から募集
が来る
§  ちゃんと資格やキャリア、技能を書
いておけば、資料料選考や⾯面接を⾶飛ば
してくれたりする

§  そういうのがない時は、やっぱり履履
歴書持参が必要な場合も多い

§ 転職する気はあんまりないレベ
ルでも、登録しておくのはアリ
§  こういう求⼈人が世の中にあるんだ
なーと眺めるだけでも楽しい

転職者

企業

転職サイト

キャリアシート登録、
検索索、応募、メール返信

企業 企業

検索索、募集、
合否通知



§ 例例：リクルートエージェント
等

§ 誰でも登録できる
§ エージェントの⼈人が⾊色々やっ
てくれる
§  履履歴書1枚渡しておけば、後は紹介
してくれる中で受けたい所を⾔言う
だけで良良い

§  連絡相⼿手が転職エージェントにな
るので、メールの⽂文⾯面を気にする
必要がない

§ 基本的に、⾯面接を実際に受け
ようと思ったレベルで利利⽤用す
る
§  転職する気がほとんどないレベル
だとやめておいた⽅方がいいかも 転職者

企業

転職エージェントサイト

キャリアシート登録、
メール返信

企業 企業

依頼、
合否通知

転職エージェント

募集、アドバイス

応募



§ 応募したい企業があるな
ら……
§  でも転職サイトで募集している場
合もあるので、それならそちらの
ほうが便便利利

§ ⾊色々⾯面倒
§  履履歴書⼿手書きとかもうしたくない
お……

§  メールの⽂文⾯面に悩む

転職者

企業 企業 企業

履履歴書作成、
検索索、応募、
メール返信、……



§ 転職エージェント超便便利利
§  利利⽤用しない理理由がない、くらい
§  ⾊色々受けるつもりなら、使うべき
§  ⾊色々転職業界の話も聞けるし、お作法も教えてもらえる

§ 楽しい
§  基本的に⾯面接からなので、⾊色々な企業の中に⼊入れる

§ どこの会社も⼈人⼿手が⾜足りてない
§  優秀なエンジニアは何⼈人いても困らないので
§  とにかく即戦⼒力力が求められる

§ 転職は30歳前後がやっぱりピーク
§  それ以降降だと、募集条件とピッタリ⼀一致してないとなかなか難しいらしい

§ ⽂文化や価値観が会社ごとにかなり違う
§  ので、⾃自分の評価のされ⽅方も⼤大きく異異なる



§ ⾊色々内定を貰った中で、ドワンゴを選んだ理理由
§  基本的に、内定をもらった企業は、どこも⼊入ってみたいと思えたが……

1.  もともとニコ厨だったので

2.  最初に⾼高く評価してくれた企業だったので

3.  後その他いろいろ



§ ⽣生活
§ ⼀一応、コアタイムはなし
§ 僕は12-‐‑‒13時頃出社、22時以降降帰宅宅が基本
§  12:45に⽇日例例、朝(?)会、的な

§ 特に業務に関する研修などはナシ
§ 新⼈人とは違うので、⼊入社して2週間くらいで業務開始
§ マネージャーやグループリーダー、同僚僚から説明を受ける
§ コードを読む（1週間くらい読んだらある程度度わかった）

§ 企画と開発（1⼈人または数名）で1案件
§ 仕様書のようなものがあるにはあるが、とてもユルい（前職と⽐比べて）
§ 企画書に"やりたいこと"が書いてあるので、読み取る
§ 機能要件や⾮非機能要件の分解などは、概ね開発がやる
§ 後から思ってたのと違うとか、企画書の⾒見見落落としとか指摘される（⽇日常）













1.  貯⾦金金する
§ 貯⾦金金がないとキャリアを考える余裕がなくなる（と思う）
§ キャリアを変えるのは⾊色々不不安なので、先⽴立立つモノが欲しい
§ 引越し資⾦金金もいる

§ 年年収にもよるが、勤続年年数＊100万くらいを⽬目処にするといいのでは
§ ⼀一ヶ⽉月5万、夏冬のボーナスで20万ずつくらい？

§ 僕はGoogle  Documentで家計簿をつけてます

2.  ⾃自分の市場価値を考える
§ 転職する時に嫌というほど考えることになる
§ 何か分かりやすいものがあると良良い
§ 社内の受賞歴（社⻑⾧長賞とか）、学会発表、公開されている作成物、等

§ 年年齢重要

3.  健康に気を遣う
§ 体調を崩す⼈人と崩さない⼈人の差が激しい……（特に現職）
§ 体調を崩しても、仕事の締切切は伸びない（ことも多い）
§ 負のスパイラルに突⼊入



§ ！？



§ ！？！？！？



§ 今のところ辞める予定はないです
§  楽しくやってます

§ 3年年経ったらまた考えようかなと思っている
§  2015年年だと31-‐‑‒32歳？
§  またSI業界に戻るとか、他のWebサービス系企業に⼊入るとか、独⽴立立するとか
§  もちろん今のまま働き続けるという選択肢もある

§ ⽅方針
§  「その会社でしか価値がない⼈人」にならないように気をつける
§  Webエンジニアの価値は、特にpublicにおける価値が重要なので

§  とりあえず、⽬目先のことはちゃんとやる
§  転職するからとか考えたら、何もできないので

§  体調に気をつける
§  ⾵風邪引くとやっぱり⾟辛いので
§  最近太ってきた

§  有給をちゃんと使う
§  前職で30⽇日以上捨てているので

§  貯⾦金金する






