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先端テクノロジーは、
あらゆる業界に入り込んで、
世界を変えている。



日本ではどうなのか

先端テクノロジーを活用し、飛躍的な生産性向上や

高付加価値の創造をめざす動きが加速化している

新しいテクノロジーをビジネスに組み込める

企業だけが生き残れる時代

先端テクノロジーを活用できるIT人材の確保が必要不可欠



経済産業省によると、高度IT人材は

現時点で約20万人が不足。

2020年以降、より一層不足に拍車が

かかり、2030年には約79万人が不足

すると予測されています。



求められているのは
先端IT人材



大幅に不足している日本のIT人材

IT分野のトレンドの予測で有名なGartnerは、「日本は2020年にIT人材は質的に30万人不足する」と述べ

ており、IT人材の不足は単に人数の不足という観点だけでは語れません。



どうやってリソースを確保するか



ウクライナのIT開発



ウクライナとは

ウクライナというと、ほとんどの人は東欧のどこかの国、

あるいは美女大国というイメージが一般的ですが、実は、

Whatsapp、Paypalの創業者などの凄腕エンジニアを

輩出しているIT大国です。

1991年に独立したばかりのまだ若い国ですが、

ソ連時代から理数教育と技術者の育成に力を入れており、

サイエンス系の大学が数多く存在しています。

現在、ウクライナには大きな製造メーカーなどが

存在しないため、優秀な人材がIT企業に流れています。



IT開発拠点として最高の環境

・エンジニアの給与水準は約 20,400ドル〜40,000ドル/年程である（中国と同水準）。

・開発拠点を維持するためのコストが大幅に低い。

・世界各国の企業（Microsoft、IBM、Samsung、楽天等）がR&Dオフィスを構えている。

・国内のITマーケットが小さく、ほとんどの IT企業が海外向けのアウトソーシングに特化している。

・そのため、最新技術への適応が強く求められており、人海戦術ではなく、イノベーション志向である。

・今後も、IT人材の増加は見込まれている。



数字で見るウクライナのIT：国家

人口

4200万人
ヨーロッパで7番目

面積

フランスより少し大きい

国内総生産

経済規模は日本の 1/38

603,700km2 1348億ドル



数字で見るウクライナのIT：労働マーケット

労働人口

2000万人

IT人材

そのうち60％が

オフショア開発企業に勤務

IT人材の年間増加数

このペースは

当面続く見込みである

20万人 2.3万人
ヨーロッパへの

出稼ぎ移民が急増している



数字で見るウクライナのIT：ITマーケット

IT輸出額

45億ドル

IT開発企業

そのうち81％が

米国に顧客を持っている

テック系企業

IT企業の数は

増加傾向にある

1600社以上 4000社以上
年間成長率26％



2019年のITアウトソーシング企業100社に、

ウクライナから18社が選出されています。



ウクライナで成功している外国企業



すでにウクライナに進出している日本のIT企業

NEC子会社。通信キャリア向けに
サービスを提供。

モバイルアプリの受託開発。
UXデザイン、コンサルティング事業。

楽天子会社。eコマース企業向けに
データ分析サービスを提供。

現地企業にプロダクト開発を委託。 現地企業にプロダクト開発を委託。



ウクライナで開発することのメリット

リソース・プール

・様々な開発者が存在

・臨機応変にリソース確保可能

・IT人材の供給量

・低い離職率

超優秀な開発人材

・最新技術に強い

・プロジェクト経験が豊富

・基礎能力が高い

・英語万能

コスト

・日本よりも低コスト

・世界最高のコストパフォマンス

・東南アジアとは一線を画する

・オフィス運営費が割安



提案したいこと



ただのオフショア開発先ではない、

頼れるテクノロジーパートナーとして。



提供サービス

1）受託開発（ITアウトソーシング）

プロジェクト単位での契約となります。

お客様の仕様書に基づいて弊社が開発し、最終成果物を納品するスタイル。

2）ラボ開発（ITアウトスタッフィング）

優秀なIT人材を貸し出す契約となります。

お客様のプロジェクトマネージャーがエンジニアに直接指示するスタイル。

3）ウクライナIT企業の紹介サービス

お客様のビジネス課題に合わせて最適な開発業者をご紹介する契約となります。

ウクライナ現地で開発業者の選定と契約をサポートするスタイル。



1）受託開発（ITアウトソーシング）

ウクライナのIT企業は、欧米諸国ではITアウトソーシ

ング先として有名ですが、日本向けにサービスを提

供しているところは数社しかありません。

弊社では、日本の商慣習を理解しているメンバーを

揃えることで、日本ビジネスのハイスタンダードに応

えながら、クオリティの高いシステムの設計から構築

まで、徹底した品質管理のもとシステム開発を行い

ます。

　貴社　

IT担当者様

仕様書 成果物

　弊社　

事業部

エンジニア



受託開発のプロセス（イメージ）

事業
部門

情シス
部門

開発
企業

要望

企画 運用・保守検収

設計 開発 検証



受託開発の特徴

法的関係 サービスレベル契約（クライアント企業と労働者との契約はない）

要件定義 貴社のIT担当者様

進捗管理 弊社のプロジェクトマネージャー

作業現場 弊社オフィスにて、弊社エンジニアが開発

成果物 仕様書に基づいた内容

長所
・プロジェクトのより迅速な完了　　・人件費の削減
・エンジニアを採用・管理する必要がない

短所
・プロジェクトを管理できない　　　・品質には特別な注意が必要
・社内スキルが上達しない　　　　　・開発会社への依存



受託開発（ITアウトソーシング）

対応案件：アプリケーションやシステムの開発、

　　　　　プロダクトデザイン、データ分析、AI構築など

費用感：1000万円〜

契約期間：3か月〜

保守運用：基本なし

常駐サービス：なし



2）ラボ開発（ITアウトスタッフィング）

　貴社　

IT担当者様

仕様書

継続的な開発と改善

　弊社　

事業部

エンジニアIT担当者様

お客様専用のITラボ（R&Dセンター）をウクライナ現

地で構築し、開発リソースの提供と運用のサービス

を提供致します。

英語能力とプロジェクト運用経験がある貴社のIT担
当者様に弊社オフィスに常駐して頂き、チームビル

ディングを全力で行いながら、ウクライナの良さを実

感して頂きます。作業が面白いくらいサクサク進む

ので、難易度が高い開発プロジェクトでも、期待値以

上の仕上がりを実現できます。これに加えて、担当

者様のスキルアップにも繋がり、企業のITノウハウと

しても残ります。



ラボ開発のプロセス（イメージ）

事業
部門

開発
企業

強力なITリソースを活用した
システム・サービスの開発

機能追加や変更の要望
開発チームとの持続的な対話

提案

企画

対話 合意
情シス
部門



ラボ開発の特徴

法的関係 サービスレベル契約（クライアント企業と労働者との契約はない）

要件定義 貴社の事業部 ＋ IT担当者様 ＋ 弊社のプロジェクトマネージャー

進捗管理 貴社のIT担当者様と弊社のプロジェクトマネージャー

作業現場 弊社オフィス、IT担当者様と弊社エンジニアが共同で開発（リモート可）

成果物 ソフトウェアの継続的な開発と改善

長所

・プロジェクトや開発チームをフルコントロールできる
・開発ノウハウが社内に蓄積される　・スムーズなコミュニケーション
・開発の優先順位を変更可能　　　　・開発チームは簡単に拡張可能

短所
・ある程度の英語力とスキルを持っている担当者様のアサインが必須
・単発または短期間のプロジェクトには向かない



ラボ開発（ITアウトスタッフィング）

対応案件：アプリケーションやシステムの開発、

　　　　　プロダクトデザイン、データ分析、AI構築など

費用感（人月単価）：

・スペシャル　　　90万円〜

・ハイレベル　　　70万円〜

・ミドルクラス　　55万円〜

契約期間：6か月〜

保守運用：基本あり

常駐サービス：要相談



3）ウクライナIT企業の紹介サービス

　貴社　

IT担当者様

　弊社　

事業部

エンジニア

　IT企業　

弊社担当

マッチング

弊社では、ウクライナで活動している日本企業

「JoinJapan」と共同で、ウクライナのIT企業向けに

日本マーケットでの営業代行サービスを提供してい

ます。

そのため、IT人材の不足問題を抱えている日本企業

に対して、数百名から数千名規模のエンジニアを有

するウクライナIT企業を紹介することができます。

本サービスは、日本企業向けには完全に無償でご

提供させて頂いております。



ウクライナIT企業紹介サービスの特徴

法的関係 3社合意後、貴社と紹介先企業間で契約

要件定義 貴社のIT担当者様

進捗管理 紹介先企業のプロジェクトマネージャー

作業現場 紹介先企業のオフィスにて、紹介先企業のエンジニアが開発

成果物 仕様書に基づいた内容

長所
・プロジェクトのより迅速な完了　　・人件費の削減
・エンジニアを採用・管理する必要がない

短所

・時差と言語の壁により、コミュニケーションが難しい
・プロジェクトを管理できない　　　・品質には特別な注意が必要
・社内スキルが上達しない　　　　　・開発会社への依存



ウクライナIT企業の紹介

対応案件：アプリケーションやシステムの開発、

　　　　　プロダクトデザイン、データ分析、AI構築など

費用感：5000万円〜（紹介手数料は無料*）
*弊社手数料は紹介先企業に請求されます。

契約期間：3か月〜

保守運用：要相談

常駐サービス：要相談



各サービスの対象企業

受託開発

・中堅IT企業

・ITベンチャー

ラボ開発

・システムインテグレータ

・大企業

・DX推進中の企業

IT企業の紹介

・大手Sler

・大手ITベンダー

真に価値があるソリューションは、クライアント主導で生まれると考えています。

お客様の成功ビジョンの実現と大きなビジネスインパクトの創造を

先端的な技術と革新的なアイデアによりサポートしています。



弊社サービスの特徴

私たちが提供するのはプログラムやコードではありません。ビジネ

スの成功を提供します。

弊社は、ビジネスのデータ量が爆発的に増大していく中で、デジタ

ル技術を駆使してお客様のビジネスを加速させ、ビジネス課題のソ

リューションを提供するだけではなく、先端テクノロジーに関する経

験と知識がお客様の組織内に蓄積されるための体制作りを助けま

す。

お客様の経営戦略や競争環境を踏まえつつ、デジタル競争の勝者

となれるような戦略を一緒に整え、ビジネスの継続的なデジタルト

ランスフォーメーションをサポートします。



機密

ありがとうございました



補足スライド



ウクライナのITマップ



IT人材の供給



IT人材の供給



ウクライナのITエコシステム

・毎年1,000以上のテック系イベント・カンファレンスが開催

・50箇所以上のコワーキングスペースとITハブ

・UNIT.CITY（イノベーションパーク）

・約30の業界団体と20都市以上にITクラスター（地域交流会）

・150校以上の情報技術科がある高等教育機関

・高速で安価なインターネット

・IT業界とその他の業界との賃金格差



UNIT.City
学・職・住・休・交

ITスペシャリストのための場所



IT人材の質



IT開発者の得意分野

Digital Transformation • Experience Design • Internet of Things • Big Data • AI/ML • Cybersecurity • 
Cloud/DevOps • Digital Experience Platforms • Mixed Reality • Robotics など

あらゆる課題領域に対応可能。



IT開発者の給与



IT開発者の給与



ウクライナのスタートアップ達



その他の情報

・日本との時差：−6時間（冬時間適用期間は −7時間）

・移動時間：17時間前後（直行便はなく、往復で $900弱）

・英語力：国民全体で 60%くらい、IT業界ではMust Have!



ウクライナからの人材派遣が難しい理由

顧客側にとってのコストパフォーマンスが良くない。

そもそも母数が少ないため、ビジネス的な拡張性がない。

開発者が日本に移住するメリットがあまりない。1

2

3



短期間で成果物を提供

合意 要件定義
　　検証実験
（プロトタイプ）

製品開発

アジャイルで柔軟な開発環境を実現することで、

最初の結果を数週間でお届けします。

2〜3時間 2〜3日間 8〜12周間 3ヶ月〜



Q&A




