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インテックのコンサルティング事業

概要
　システム統合を計画している企業の多くは、組織全体にとって望ましい情報システム（以下「システム」という）
の実現を期待している。システム開発に着手する前に、システム構想・システム化計画を検討することは、その
有効な実現方法のひとつである。
　企業がシステム統合を検討する背景には、システムの運用コストを下げたい、ビジネスの変化に対応してシス
テムを容易に拡張したいといった要望を抱えていることが多い。インテックのコンサルティングでは、このような
要望に対し、システム構想・システム化計画で EA（Enterprise Architecture）を描くことで、問題に対する解
を導く。

  1.  はじめに
　インテックのコンサルティング事業は、民間企業や公共機関

等のお客さまに対し、情報化戦略計画策定、システム構想・シ

ステム化計画策定、その後のシステム開発に対する PMO 支援

といった、システムの企画から開発までの範囲を事業領域とし、

システム構想・システム化計画を礎とした
情報システム開発の有効性

網谷　真　　　　羽生田　和浩　　　　蔭山　裕子　　　　早坂　遊羽

中でも、システム構想・システム化計画の策定を中心にコンサ

ルティングサービスを提供している。この「システム構想・シス

テム化計画策定」の目的は、要件定義から始まる一般的なシス

テム開発に着手する前に、業務とシステムの現状（As-Is）の問題・

課題を幅広く検討し、それに対する有効な改善策を踏まえたあ

るべき業務とシステムの姿（To-Be）を明確にすることである。
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インテックのコンサルティング事業

図１  インテックのコンサルティングのサービス領域

民間企業や公共機関において、システムはビジネスを進めて

いく上で必要不可欠な存在になっている。一方で、システムの

運用・保守コストが膨らんでいる、システムが足かせになり業

務効率が上がらない、必要な部分にリソースを配分できない、

BCP(Business Continuity Plan)・セキュリティ対策を実施

できない等、悩みの原因にもなっている。これらの問題は、将

来的なビジネスの変化や事業の拡大に対し、組織全体として明

確な方針なしに無秩序にシステムを開発してきた結果、複数の

システムが部分最適（部門最適や特定業務最適等）で乱立して

いることに起因していることが多い。部分最適となったシステ

ムでは、同じ情報を複数のシステムに二重入力し、同じ情報を

二重管理するためのデータ同期に多くの運用コストを要するこ

とになる。また、二重入力による業務効率の低下や、二重管理

による情報の価値（鮮度や正確さ）の低下という問題も引き起

こす。

　部分最適となったシステムの改善策に相応しいキーワードは

「統合」である。二重入力しているシステムに対して「アプリケー

ション統合」、情報の二重管理においては「データベース統合」

が効果的である。また、アプリケーションやデータベースを実

装する「ハードウェア統合」も、有効な改善策である。

　本稿では、それらの統合を「システム統合」と称し、システ

ム構想・システム化計画においてシステム統合を検討するため

の手法、具体的な検討プロセス及び効果について、インテック

がこれまでシステム統合に関するコンサルティングを実施して

きた事例を参考に説明する。

  2.  インテックのコンサルティングにおける
　　　 システム構想・システム化計画
　システム構想・システム化計画を進める手法や方法論を説いた

書籍や論考は多く存在するが、実際その手法をどう活用・適用す

るのかはケースによって異なる。しかしながらすべてに共通する

ことは、お客さまと認識を共有しながら確実にコンサルティング

プロジェクトを進めるということである。

　次に、インテックのコンサルティングで実施している具体的な

手法を紹介し、その特徴や効果について述べる。
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『システム構想・システム化計画策定』サービスの内容
＜システム構想＞
　　経営戦略・事業戦略といった上位の方針と、現場の問題点や対応策といった個々の課題の双方を加味し、お客さまの業務と情報システム
　の将来像を明確にした上で、業務と情報システムの機能や構造を具体化するサービス。 
＜システム化計画＞
　　業務と情報システムの将来像を実現するために、システム構想で描いた情報システムに関する開発体制、予算、スケジュール等の計画を
　具体化するサービス。
＜調達＞
　　システム化計画を実現するための調達に必要な RFP（Request for proposal）の作成を支援するサービス。
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図２  EA フレームワークに基づくコンサルティングの成果物例

2.1  手法：EA（Enterprise Architecture）
　インテックのコンサルティングでは、システム構想・システム

化計画策定の手法としてEAを適用している。EAを端的に述

べると、「業務とシステムを統一的な手法でモデル化し、全体

最適を行うための手法と成果物の体系」[1]である。EAで定め

るフレームワークを用いて検討を進めることで、全社から俯瞰

して、業務からシステムの構造を一貫して可視化できるところ

に、この手法の本質がある。この可視化した成果物をもとに、

お客さまとインテックとの間で現状の課題（As-Is）を明確に

していき、新しいシステムのあるべき姿（To-Be）を共有してい

くことができる。では、具体的に何を可視化するか。EAでは、

BA（Business Architecture）、DA（Data Architecture）、

AA（Application Architecture）、TA（Technology 

Architecture）の４つの階層に分け、業務で扱う情報、業務を

支えるシステムの仕組み等を明らかにし、複数のモデル図で表

現する。４つの階層で明確にする内容は、以下のとおり。

　BA：業務を遂行するためのプロセスと業務で扱う情報を明確

　　　 にする。

　DA：業務を遂行するためのデータとデータ間の関連などを

　　　 明確にする。

　AA：業務機能を実現するシステム機能とシステム間の連携な

　　　どを明確にする。

　TA：ソフトウェアやネットワークなどの技術の構成を明確に

　　　する。

　図２は、EAフレームワークに基づいて作成するドキュメント

の具体的な例である。このように、文章だけでなく、モデル図で

表すことで、業務が重複している問題、業務とシステムの連携の

問題等、問題の所在とその内容が明確になり、改善策の検討の

際、関係者間の方向性を合わせることができる。

BA：業務と情報を整理
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　一般的には、EA の４階層の関係性はピラミッド型で表現さ

れ、段階的に検討していくことが多いが、インテックのコンサ

ルティングにおいては、AA と DA を並列に捉え、検討の結果

として作成するドキュメントの関連性を明確にしている。これは、

システム機能とシステムを利用して管理される情報は互いに大き

く関連するため、段階的に検討するよりも、AA と DA を相互に

参照し検討するほうが、拡張性の高いシステム構想策定に効果

的なためである。例えば、DAで作成される成果物（概念 ERD 等）

が主に情報の静的状態を捉えているため、AAで作成する成果

物（システム機能一覧等）により情報の動的側面を捉えることで、

拡張性と実装への適用性を両立させることができる。

図３  EA フレームワーク

2.2  検討の具体的なプロセス：全体最適を
       見据えたシステム統合
　システム統合を目的とした「システム構想・システム化計画

策定」に対し、どのように EA が適用されるのだろうか。以下、

具体例を用いて説明する。

　ある企業で、仮に、家事代行サービスと、介護派遣サービス

の二つのサービスを提供しているとする。もともとは別の組織

でスタートしたサービスだったため、会員の管理や、予約受付

管理も二つのサービス間で別々に運用していたが、二つのサー

ビスの両方を利用する会員も多いという状況から、何らかの形

で運用を一本化し、会員を一元的に管理することになった。

　では、どのように統一的な業務プロセスやデータ構造を検討

し、システム統合に導くかを述べる。システム統合は、EA の

観点から以下のようにレベル分けされる。

　BA における統合：業務統合

　DA における統合：データ統合（統合データベース等）

　AA における統合：アプリケーション統合（コンポーネント化

　　　　　　　　　  に伴う共通サービスの切り出し等）

　TA における統合：システム基盤の統合（仮想化によるハード

　　　　　　　　　  ウェア統合等）

　まず、BA における統合は業務統合を意味するが、別々に行っ

ていた業務を一箇所で行うために、新しい組織を作る等、シス

テムを超えた領域に解決策が及ぶ可能性がある。場合によって

はビジネスモデルの変更等、お客さまの会社全体を巻き込ん

だ検討が必要になるため、費用対効果を常に意識しながら、比

較的長いスパンで取り組むべき課題である。

図４  EA フレームワークに基づく統合計画のイメージ

ビジネスの視点

情報システムの視点

情報技術の視点

Function Information

AA DA

TA

●Function（業務機能）とInformation（情報）から、業務が遂行される。
●FunctionからAAに要求が行われ、InformationからDAに対して要求が行われる。
●さらに、AAとDAからTAに対して要求が行われる。
●また、下層から見ると、TAはAA・DAを支援し、AA・DAはBAを支援する。

BA

As-Is（現状）の課題 解決策

BA

AA

DA

TA

会員登録の窓口を一本化する

会員登録業務の属人化を解消する

会員管理に必要なシステム機能を統合する

ユーザインタフェースを揃える

各システムで管理している会員情報を共有する

各施設の要望に応じて順次項目を追加してきたため
複雑化した、会員管理テーブルの構造を簡素化する

ハードウェア、ミドルウェアの運用保守費用を削減する

１．会員管理業務の一本化とマニュアル作成

２．会員管理機能、会員情報の統合

３．コスト削減

各システムの所管部門が行っていた会員管理業務（会員登録、会員情報の修正、退会確認
までの一連の業務）を行う窓口を新たに新設する

業務手順をマニュアル化し、属人化を防ぐ

会員管理機能（会員登録機能、会員情報修正機能、退会機能、棚卸し機能等）を統合し、
それに合わせて各システムで不揃いなユーザーインターフェースを統一化する。

各施設で共通の会員情報を統合する

一部の施設で固有に管理しなければいけない項目も含めて、会員情報テーブルの関連性を
見直し、シンプルなテーブル構造にする

仮想化により、ハードウェアを統合する

ミドルウェアを統合する（統合できない場合でも調達を一本化する等してコスト削減を目指す）
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2.3  効果：コスト削減、システムの拡張性向上
　システム統合によって期待できる効果に、関連する業務の効

率化や、システムの拡張性向上、運用・保守コスト削減があげ

られる。データ統合・アプリケーション統合されたシステムを

用いた業務においては、上記、家事代行サービスと介護派遣

サービスの統合の例を用いれば「会員情報を入力する」という

作業を二重に行う必要がなくなる分、業務が効率化される。

データ・アプリケーションが適切にコンポーネント化されてい

れば、将来ビジネスの拡大に伴って新しいアプリケーションを

追加することになっても、そのたびにデータ・アプリケーショ

ン構造を整理し直す必要は無いため、低コストで、柔軟に対応

できる。

　また、システム基盤統合により、運用・保守を一本化するこ

とで、これまで二重に費用を要していた運用・保守コストを削

減することができる。運用・保守コストがシステムに関連する

費用に占める割合は少なくない。経済産業省の調査報告書「平

成２５年情報処理実態調査報告書の概要」[３]によると、ここ

数年は「新規システム構築・システム再構築にかかる支出」が

約４０%であるのに対し、「従来システム運用にかかる支出」は

約６０%という結果が出ている。従来システム運用に約６０%も

のコストを要しているひとつの原因は、部分最適のシステムが

乱立していることだ。これらシステムのサービスレベルやハー

図５  EA フレームワークに基づく統合計画のイメージ　BA

　次に、DA における統合は、複数のシステム間で別々に管理

している情報（データ）のうち、共通的な情報については、ひ

とつの場所で管理すべきという考え方である。先の例において

は、家事代行サービスと介護派遣サービスでそれぞれ管理して

いた会員情報をひとつにまとめ、一箇所で管理するように改変

する。それに伴い、「会員情報を入力する」という機能を二つ

のサービス間で一本化することも検討できる。これは、DA 及

び AA を統合の対象としていることから、データ統合・アプリ

ケーション統合にあたる。

　このように、データやシステム機能をまとめることが、業務

の効率化やシステムの拡張性向上に貢献する。システム統合に

よって、ひとつのシステムにとどまらず、全社にとって最適な

構造を検討することができるのである。

　最後に、TA における統合は、ハードウェア・ミドルウェア

統合等のシステム基盤統合を意味する。上記の例で言えば、家

事代行サービスと介護派遣サービスが、別のサーバー、別のミ

ドルウェア上で稼動していたものを、同一サーバー・ミドルウェ

ア上に移行して統合する。各サービスのサービスレベルや、ハー

ドウェア、ミドルウェア等の更新計画等に留意する必要がある

が、統合することで運用・保守を一本化できる。昨今、ハードウェ

アが低価格化していること、仮想化技術が高度化していること

等から、システム基盤統合は今後もますます進むであろう。

As-Is

解決策を踏まえて、To-Be（あるべき姿）を導出　※成果物（例）

家事代行サービス 家事代行会員管理システム
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解決策
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家事代行、介護派遣二つのサービス
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会員情報登録・修正業務 統合会員管理システム

会員登録
会員証

同一氏名
生年月日

入力

出力

利用登録 利用登録
利用日

予約番号，・・・

入力

出力
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検索
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情報変更
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出力

家事
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全サービス
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全サービス
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介護
利用情報出力
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会員登録
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  3.  おわりに
　インテックのコンサルティングは、システムの様々な問題を

解決するための有用な判断材料を提供し、かつ判断指標を明

示できる。システム統合を検討する過程において、EA 体系に

もとづいた業務・アプリケーション・データ・システム基盤の整

理を行い、それらの検討結果をすべて成果物としてドキュメン

ト化し、お客さまと共有している。これらの成果物によってコ

スト削減等の効果が明らかにされ、新システム導入の要否判断

についての指標として利用できるのである。

　インテックのコンサルティングの価値は、少しでもお客さ

まの問題解決に寄与するシステム構想・システム化計画を

描き、それに基づくシステムによって TCO（Total Cost of 

Ownership）の改善に貢献することにあると考えている。お客

さまの笑顔を拝見するために、魅力的なシステム構想・システ

ム化計画を今後も提供し続けていきたい。

本論文には他社の社名、商号、商標および登録商標が含まれます。
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ドウェアの更新計画が異なること等から、根本的な改善策を打
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