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　現代の社会は膨大なソフトウェアによって支えられています。経済活動はもとより、身近な生活におい

ても様々なソフトウェアが私たちの身の回りを演出しています。また、「第 4 次産業革命」とも称される情

報技術の進化は、既存の産業組織、構造を破壊する一方、市場に新しいプレイヤーを創出し続けていま

す。ソフトウェア／システムに対する品質の重要性は飛躍的に高まり、その要求特性は急速に複雑化して

います。

　当社の品質に対する取り組みは 1966 年の「ZD 運動」に始まります。開始に際して、『電子計算機シス

テムを使用して社会に奉仕することを任務としている私たちは、質と速度が完全である情報処理のみが

商品になりうるのである』と宣言しています。活動は 1960 年代の品質向上に対する考え方、「不良率の低

減が製品品質の向上に直結する」に基づいたものでした。

　今日においては、ソフトウェア／システムの品質は本来主観的なものであると理解されています。すなわ

ち、ソフトウェア／システムの品質は何か固定的な基準によって示されるものではなく、その要求特性は暗

黙に了解されている範囲よりもはるかに幅広いものであると解釈されています。さらに、ソフトウェア／シ

ステムは「モノ」としての機能だけではなく「コト」としての性格を持つことから、実践的な品質的成功を

導くための方法論はいまだ確立されていると言えません。

　現在、実践的方法論の根幹をなす仮説は、「良いプロセスは良い品質を生み出す」というものです。しか

し、現在のソフトウェア／システムは、すべてのオペレーションパターンを事前に再現することなどは不可

能と思われるほど複雑で高度化しています。さらに近年においては、IoT などの進展によってハードウェア

とソフトウェアが緊密に連携するケースも増えてきています。それぞれの分野において独自に蓄積されて

きた品質管理プロセスを背景として、両者の品質特性が相互に補完的であったり負の相関を持ったりする

ようなケースも想定されます。品質を作りこむためのコストは膨大になり、利用される場面に応じた固有品

質という考え方の重要性が強く示唆されています。

　当社は、製造業を中心とした品質管理において「日本的組織文化」が大きな影響を与えたこと、あるい

は TQC の成功に「全員参加」の概念が欠かせないものであったことに学び、高品質なソフトウェア／シス

テムづくりを是とする価値基準をメンバー間で共有する、成熟度の高い組織文化の醸成が品質的成功の

ための基盤であると考えています。

　本号では、このような当社の品質向上への取り組みについて紹介させていただきます。本特集がソフト

ウェア／システムの品質向上に役立ち、豊かで上質な社会の発展につながるものとなれば幸いです。
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インテックの品質の取り組み

池田　浩明

概要
　品質の取り組みにおいては基本を愚直に追求する姿勢が重要であり、インテックでは、それを基本姿勢とし
て組織の品質基盤の整備や品質教育に取り組んできた。過去には TQC や QC サークルによって品質を大切に
する組織風土を醸成し、また長年取り組んでいる業務プロセスの標準化活動は、プロセス重視の姿勢を組織
に浸透させた。
　そのような組織風土や品質基盤のもとで、現在は「業務プロセス標準 IP3」や「クオリティ・ゲート制度」な
どの品質活動に取り組んでいる。また、取り組みの効果をさらに高めるためには、確かな品質を作る人づくりも
同時に行う必要があり、品質資格取得の奨励や品質マインドの向上、品質専門技術者の育成などにも力を入れ
ている。このような品質の活動を通じてお客様の信頼や満足を得ることが目標である。

  1.  はじめに
　インテックでは、創業当初から「当たり前のことを、当たり前の

方法で、当たり前に実行する」ことを基本姿勢として品質に取り

組んできた。このような基本を愚直に追求する姿勢が体質改善

を図り、強固な品質保証体制を構築する道であると考えてきた。

　「当たり前のこと」を実行することは決して容易ではない。

どうすれば品質管理について社員一人ひとりの理解と協力

を得ることができるのか、いかにしたら現場に即した品質管

理手法を普及し定着できるのかなどを自問しながら過去ZD

（ZeroDefect）運動やQCサークル、TQC（Total Quality 

Control）、iQi活動（INTEC Quality Improvement）などに取

り組み、それらの活動を通じて、確かな品質を作るための人づく

り、品質意識の高い組織風土づくりに取り組んできた。このよう

な品質に対する基本姿勢は大きく変わることなく、現在の活動

にも受け継がれている。

　また、ものづくりの基本思想である「良いプロセスが高品質

の製品を生み出す」という考え方をもとに業務プロセスの標準

化にも地道に取り組んできた。1980年代半ばに最初の開発標準

プロセスを定めて以来、市場構造や技術環境の変化に適応させ

るようにプロセスや手法、技術も進化させてきたが、プロセスを

重視する姿勢は変わらない。

　このような品質に対する基本姿勢を背景として、現在の取り

組みとして、2章では開発プロジェクトの品質保証活動の特徴を

紹介し、3章で社員の品質マインドや品質スキル向上の取り組み

について紹介する。
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（ 2 ）属人性を排して安定した品質を提供するための基本手順お

よび成果物作成要領を示す

（ 3 ）同じような失敗を繰り返さず、また成功を共有するために

参考とすべき社内の教訓や経験を蓄積する

（4 ）社内だけでなく、お客様や取引先など社外のステークホルダー

とのコミュニケーションのための共通用語の役割を果たす

　品質保証活動を効果的かつ確実に行うためには、工程や基

本手順、成果物などの標準化がされていることが前提であり、

そういう意味でも品質保証の基本となるものである。なお、IP3

という名称は、“INTEC Processes for best Performance 

and high Productivity”の頭文字を取ったものであり、「良い

プロセスが最上の成果と高い生産性をもたらす」という考え方

を社内に浸透させる狙いがある。

  2.  開発プロジェクトの品質保証活動
　開発プロジェクトにおける品質保証活動の体系を図1に示す。

「組織」「プロジェクト」「人・チーム」の3つの階層それぞれの

責任と役割を明確にし、相互連携して品質に取り組むことが重

要である。

　組織階層では、全社の業務プロセス標準である「IP3」を基

盤として、「クオリティ・ゲート制度」を組織的な品質保証マネジ

メントの仕組みとして運用している。また、プロジェクト階層で

は、特に「品質計画」に重点をおいて標準化や教育を進めてお

り、それに基づいてレビューやテスト、定量的品質管理などの

強化も図っている。最後に人・チーム階層では、現場レベルの品

質課題に対して現場のチーム主体で品質改善活動の推進・普及

を行っている。特に「IP3」「クオリティ・ゲート制度」「品質計画

の標準化」について次節以降で紹介する（現場品質改善活動は

3.2項参照）。

2.１　業務プロセス標準ＩＰ３
　「IP3」とは、開発や運用保守、プロジェクトマネジメントなど

の業務プロセスの標準化を目的とする全社標準であり（図2参

照）、以下のような役割と機能を担っている。

（ 1 ） 全社共通の工程を定める。各工程のインプットやアウト

プット、役割、開始・完了基準など品質保証のための基本

情報を示す

運用・保守立ち上げ 計画 終結提案・受注
実行/監視コントロール

要件･設計･単体開発 結合テスト
システムテスト 運用テスト

業務プロセス標準IP3（プロセス標準化と継続的改善）

クオリティ･ゲート制度
（組織的な品質マネジメント） 運

用
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／
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図 1　インテックの品質保証活動体系

ライフサイクルプロセス

運用プロセス
企画
プロセス 開発

プロセス

品質保証
プロセス

改善
プロセス

人材育成
プロセス

組織プロセス

管理プロセス

標準化
規約

テーラリング
プロセス

プロジェクト
マネジメント

保守
プロセス

管理プロセス

Out

図 2　業務プロセス標準ＩＰ３の概要
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ど］：計画された品質保証活動が適切に実施されている

か、品質目標に対し品質の状況は妥当か、重要な課題やリ

スクが放置されていないか、など

（ 3 ）出荷判定［お客様への出荷前］：計画された各工程の品質

保証活動がすべて完了しているか、所定の品質目標を達成

しているか、納品物がすべて揃っているか、など

（ 4 ）完了評価［稼働後一定期間後］：計画に対して出荷後品質

や開発品質の分析が適切に行われているか、品質実績デー

タが整理されているか、今後に残すべき教訓や改善策が整

理されているか、など

2.3　品質計画の標準化
　前節でも記載のとおり、品質計画は品質保証活動を行うため

の根拠であり、重要な基準となるものである。そのため、各プロ

ジェクトの品質計画の質向上をねらいとする標準化と教育を継

続的に行い、それらを通じた運用定着を進めている。また、クオ

リティ・ゲート制度でも「品質計画レビュー」を重要なゲートに

設定し、内容の妥当性確認や指導などを行っている。

　プロジェクトの初期段階で綿密な品質計画を策定すること

は、後続工程での品質保証活動の抜け漏れや対応遅れを防

ぎ、品質保証の精度や効率向上にも効果がある。また、工程の

進行中は品質目標が設計・実装されているかどうか、その達成

状況を確認するためのチェックシートとして活用することがで

2.2　クオリティ･ゲート制度
　開発プロジェクトの品質保証の仕組みとして、「クオリティ・

ゲート制度」を全社で運用している。同制度は、工程でのゲー

ト管理の考え方に基づくものであり、開発の重要局面に品質

の関門（ゲート）を設け、客観的な基準に照らしてゲートを通

過してよいかどうかを組織として判断し、意思決定するもので

ある。（図3参照）

　当初は、品質不良を後工程に持ち越さず、出荷後不具合を極

小化することをねらいとし、特に出荷判定ゲートに重点をおい

て導入を行った。その後、段階的に前工程へとゲートを拡げ、品

質問題兆候の早期察知や、前段階から品質を作り込んでいく考

え方（フロントローディング）の意識付けを行いながら、定着を

図っている。

　各ゲートにおいては、品質計画（品質目標および各工程の品

質保証・評価の方法や手法など）をもとに品質評価の観点や基

準を設定し、それらに照らして各工程のプロセスや成果物の品

質状況などを評価し、次の工程に進んでよいかどうかを判定し

ている。各ゲートの主な品質評価の観点を以下に示す。

（1）品質計画レビュー［プロジェクト計画時］：品質目標が明確

に定められているか、品質目標の達成手段が適切に計画さ

れているか、達成のための技術課題が明らかにされている

か、など

（ 2 ）工程移行判定［要件定義や基本設計、結合テスト工程な

運用・保守M1.立ち上げ M2.計画
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案
・
見
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チェックシート

出荷判定
チェックシート 品質白書

品質計画書 レビュー計画書
／報告書

テスト計画書
／仕様書／報告書 品質評価報告書

プロジェクト
完了報告書

各種品質データ／エビデンス
クレーム
管理システム

品質の監視・制御/出荷品質評価

図 3　クオリティ・ゲート制度のプロセス
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きる。（図4参照）

　品質計画には以下のような事項を定めている。

（ 1）要求事項をもとに具体化した達成度判定が可能な品質目

標（品質メトリクス、目標値）

（2 ）各工程における品質目標の達成手段や管理対象、評価方

法、必要資源など

（3）品質目標を実現するための技術課題など

（ 4 ）クオリティ・ゲート制度の各ゲートの実施計画（局面と時

期、権限、判断基準など）

要求事項一覧

品質目標

【品質計画書】

品質計画書
パターン集

RFPや
要件定義書等

テスト／レビュー
計画書

工程／出荷判定
チェックシート 品質評価報告書

実績データで達成状況を確認
品質保証活動の実施

工程別活動内容

活動内容
（達成手段、評価方法、必要資源等）工程基準値

品質メトリクス
(SQueRE)

図 4　品質保証活動における品質計画書の位置づけ

　特に品質目標の設定と評価で用いる品質メトリクスについて

は、従来から広く利用されているテスト密度やバグ密度などに加

えて、安全性やセキュリティ、快適さなど品質の多様化に対応で

きるように、従来よりも幅広い観点で品質を捉えられる品質評

価モデル「SQuaRE（ISO/IEC25010）」を採用している（図5参

照）。SQuaREには従来とは異なる新しい概念も含まれており、

品質計画と同様に教育を通じて社内への浸透を図っている。

システム／ソフトウェア製品品質

機能適合性 性能効率性 互換性 使用性 信頼性 セキュリティ 保守性 移植性

性能効率性

時間効率性
┣ 応答時間
┣ ターンアラウンド時間
資源効率性
┣ CPU利用率
┣ CPU搭載余裕有無
┣　……
容量満足性
┗ 拠点数

 
　　 ･･････････　品質特性
 
･･････････････　品質副特性
･･････････････　品質メトリクス

図 5　品質メトリクスの社内共通モデル（SQuaRE 準拠）

  ３.  社員の品質マインドと　　　
　　　品質スキル向上の取り組み
　いかに優れた品質保証の仕組みを整備しても、それに関わる

管理者や技術者本人の「品質を良くしたい」という想いや、品質

に対する正しい理解が無ければ、やらされ感や負担感が生じ、

いずれ形骸化する。いかにして品質の取り組みを現場へ浸透、

定着させ、効果のある活動にすることができるのか。そのために

はすべての社員が品質管理の基本を正しく理解し、どうしたら

品質を良くできるのかという意識を常に持ち、その解決のため

の品質技術の習得とレベルアップの努力が欠かせない。

　インテックでは、以下の諸施策を通じて社員の品質マインド

や品質スキルの向上に努めている。

3.１　品質の原理・原則の理解～品質資格取得の奨励
　全社で品質保証活動に取り組む前提として、社員全員が品質

の基本的な考え方や原理・原則を正しく理解することが重要

であり、そのために全社員を対象に品質資格取得を奨励してい

る。まずは社員の30%（約1000名）が品質資格を取得すること

を目標に掲げ、参考図書配付や受験費用の補助などを行ってい

る。今年度中に目標を達成する見込みであり、さらに上級資格

に挑戦する社員も増え、また有志の社内勉強会などが各地で開

かれるなど品質の関心の高まりにも貢献している。今後も引き

続き、資格取得を奨励していく計画である。

品質資格 資格概要と受験対象

ソフトウェア品質技術者資格 
(JCSQE)　※初級／中級

● ソフトウェア品質知識体系ガイド「SQuBOK Guide」を

　 ベースとしてソフトウェア品質全般に関する知識を問う内容

● ソフトウェアに携わる技術者が対象

品質管理検定(QC検定)
※1級～3級

● 品質管理の基本的な考え方や管理・改善のための

　 手法などの知識を問う内容

● 営業･開発・運用・業務など職種を問わず全社員が対象

表 1　取得を奨励している品質資格

3.2　品質マインドの高い集団を目指して
　現場のメンバー一人ひとりの「品質を良くしたい」という想い

を広め、皆がわくわく感をもって品質改善の知恵を出し合うよ

うな風土作りに取り組んでいる。

　まずは組織の管理職クラスを優先し、主に品質改善に対する

意識改革をねらいとした管理職向け品質マインド向上研修（外

部講師による1日コース）を10数回開催し、過去3年間で600名を

超える管理職やリーダが受講を終えている。
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ではないため、クオリティ・ゲート制度等の実践と並行して、QR

のスキルアッププログラム（資格取得、実践スキル研修、OJTな

ど）を計画的に実施している（図7参照）。スキルアッププログラ

ムの実施にあたってはQRに求められるスキルを明示し、今後は

スキルに応じて品質の専門技術者として社内認定を行うことも

計画中である。

　現在は、現場のチームメンバー（ビジネスパートナー社員

も含め）を対象とした取り組みにシフトしている。品質マイ

ンド向上研修をきっかけとして、実際の業務チーム単位に

品質課題の洗い出しと品質改善計画を立案し、それを現場

に持ち帰って品質改善のサイクルを回し、改善成果発表会

なども行う（図6参照）。全員が改善の知恵を出し合うこと

を容易にするためKPT（Keep/Problem/Try）というふり

かえり手法を採用し、また改善活動に活かすために組織の

品質マインドの見える化にも取り組んでいる。

　現場品質改善活動を継続し、品質マインドの高い集団へ

と進化を図ることにより、品質向上が実現できると考えて

いる。

3.3　品質担当者「QR］の選任とスキルアップ
　クオリティ・ゲート制度の各ゲートでのレビューや評価、判定

の場において、品質の専門知識や経験、指導力を備え、的確な

判断や指導を行える専門技術者の存在は不可欠である。そこ

で、クオリティ・ゲート制度の立上げ・運用に合わせて、新たに部

所単位に品質担当者「QR：Quality Reviewer（以下QRと略）」

を選任し、全社制度として運用している。

　最初からQR全員が高い品質スキルや豊富な経験を持つわけ

動機付け
<品質マインド向上研修> 現場品質改善活動

改善手法としてKPT利用改善計画を基に現場で実践チーム単位で研修にエントリー

品質マインドの高い集団へ

品質向上

定期的に確認と
改善を行う

評価･共有

･改善活動の評価、表彰
･成果報告会、共有
･品質マインドの見える化

動機
付け

計画
立案

確認

実践 改善 評価
共有

ポイント① ポイント②
プロパー･BPも含めた
チーム受講で連帯感UP

チームで品質改善のPDCAを
回す（QRが活動フォロー）

評価･共有･表彰で
モチベーションUP

ポイント③

品質
改善計画

図 6　現場品質改善活動の概要

図 7　品質担当者 [QR]に求められるスキル

品質保証活動の効果的な運用

品質担当者の
地位向上/指導力向上

品質担当者[QR]の 
役割･権限の明確化 スキルの見える化 スキルアッププログラム

の実施

・品質担当者の地位や発言力の向上
・モチベーションアップ、自覚など

・スキル評価と継続的なスキル向上
・適切な人材の配置　など

・実践に必要な品質スキルや技術習得
・現場の信頼感の獲得　など

制度化 見える化
(知識/経験/資格)

知識/実践
スキル

■ QRキックオフへの参加

■ 品質基礎eラーニングの受講

■ 品質マインド研修の受講

■ IP3基礎研修の受講

■ 実践型研修の受講

■ 社内の品質カンファレンスの参加

■ 社外活動への参加

　(カンファレンス、研究会)

■ 品質管理検定

■ ソフトウェア品質技術者資格

■ クオリティ・ゲートの実践

■ 説明会や研修などの指導

■ 部内標準の策定など

Ⅰ.知識

Ⅳ.資格Ⅱ．実践スキル

Ⅲ.経験

Ⅳ．資格取得

Ⅲ．経験Ⅱ．実践スキル

Ⅰ．知識
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● 生産本部 品質保証部長
● 品質保証 , プロセス改善の推進業務に従事
● 技術士（情報工学）, 日本 SPI コンソーシアム監事 ,
　日本品質管理学会 , プロジェクトマネジメント学会各会員

  4.  おわりに
　あらかじめ品質保証活動を綿密に計画し、それにしたがってレ

ビューやテストなどを確実に行い、もしも不具合が発生した場合

にはその原因を突きとめて再発防止や未然防止を行う。このよう

な当たり前のことを当たり前に行うための仕組みを整備し、その

重要性を社員がきちんと理解し、身につけることが大切である。

そのためには確かな品質をつくるための人づくりや品質を大切

にする組織風土を継承していくこともまた重要である。本稿で

は、このような「守りの品質」とも呼ぶべき取り組みについて主

に紹介した。

　一方、ICTの進歩に伴い、システムやソフトウェアに求められる

品質は、安全性、セキュリティから快適性や楽しさに至るまで多

様化、複雑化している。また、ビジネスのスピードの加速も急で

あり、アジャイル開発やDevOpsなど新しい開発スタイルへの

適応も求められている。そのような期待に応え、品質アプローチ

や手法、技術を常に進化させ、お客様にとってより魅力的で価値

のあるサービスやソリューションを提供する、そのような「攻め

の品質」にも積極的に取り組む必要があろう。（「攻めの品質」

の取り組みについては本特集別稿で紹介）

　どのような状況においても品質保証の基本的な役割や価値に

変わりはなく、「守りの品質」「攻めの品質」の両面が重要であ

ることは言うまでもない。今後もお客様からの信頼とご満足を

いただけるよう品質へのこだわりを競争力として高品質のサー

ビス、ソリューションを提供していきたい。
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ソフトウェア開発プロジェクトにおける
進捗/品質の定量把握実践について

羽渕　喜英

概要
　インテック西日本地区本部では 2013 年から 2014 年において不採算プロジェクトが複数存在し、本部の
事業計画や人材の育成において大きなマイナスの影響があった。全社的にも失敗プロジェクトは繰り返し生
まれている。それらのプロジェクトは規模が大きく、そのプロジェクトの損失工数と共に、立て直しの為に多
くの人的リソースを必要とする為、経営に与えるインパクトは極めて大きい。私の所属する統括マネジメント室

（PMO）のミッションは失敗プロジェクトをなくす事である。西日本地区本部で 2013 年から 2014 年に起きた
失敗プロジェクトの振り返りから本部が得た教訓に、2014 年から 3 年間本部で実施して来た施策、提案前レ
ビュー、プロジェクト計画レビュー、プロジェクトモニタリングの実施内容と、そこで得た効果と新たな教訓
を加えて開発プロジェクトにおける進捗 / 品質の定量把握の重要性について述べる。

  1. はじめに
　2013年下期〜2014年にわたって西日本地区本部は複数

の失敗プロジェクトを抱え、そのリカバリーにリソースを集

中していた。失敗プロジェクトのリカバリー支援を行うと

共にその原因分析を過去に遡って行い、再発防止策を織り

込んだ報告書を作成した。これらの失敗プロジェクトの原

因分析をきっかけに以後の再発防止策としてプロジェクト

レビュー、プロジェクトモニタリングのブラッシュアップを

行った。また2014年下期以降は中規模以上の案件で工数増

大傾向にあるプロジェクト原価の監視を開始した。この原

因分析も本部のプロジェクト品質保証プロセスにフィード

バックしている。2013年度下期〜2014年度の損失工数10人

月以上の案件は3件あり、原因とリカバリー工程の概要は以

下の表1の通りである。

表 1   不採算プロジェクトの原因と増加工数

プロジェクトと
不採算の原因

Aプロジェクト
　未経験ツールを利用した
　開発工数の見積ミス

Bプロジェクト
　設計考慮漏れによる
　単体品質の悪化

Cプロジェクト
　単体品質の悪化

合計

リカバリー
した工程

単体開発

テスト 

運用・保守

原因工程

見積

設計

単体開発

損失工数ａ）

22人月

44人月

17人月

83人月

原因工程で対応
した際の損失想定
工数ｂ）

5人月

3人月

 2人月

10人月

工数差
ａ）－ｂ）

17人月

41人月

15人月

73人月
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　一般にソフトウェア開発の不具合対処工数は後工程にいく

ほど大きくなると言われている。（図1[1]参照）

　この図1を基に、表1の3プロジェクトが原因工程で対応でき

た場合の損失工数を算出し、図1の原因工程で対応した場合+

の損失工数(想定)欄に記載した。3案件合計で83人月の損失と

なったが、原因工程で気づき、その工程で対処していれば10人

月の損失でリカバリーできた可能性がある。

  2. 目指すべき方向
　近年ソフトウェアの開発規模は増大し、短納期要求に伴

う開発要員増、新規未経験メンバーの受け入れによりプロ

ジェクトは大きくなる傾向にある。さらにコスト削減要求に

伴うオフショアをはじめとする外部依存の増加、新規技術

によるリスクが増大する中で、高品質への要求が高まって

いる。これらからプロジェクトの運営はより難しくなり、も

はやプロジェクトマネージャの力量だけで対応できないの

は明らかで、組織的プロジェクトマネジメントの重要性が高

まっている。当本部で2014年より組織的プロジェクトマネ

ジメントへの取組みのひとつとしてプロジェクトレビュー、

プロジェクトモニタリングの運用を開始した。(この取組の

概要を図2に表す)プロジェクトレビューは受注時品質を確

保する提案前レビューとプロジェクト計画の妥当性の確認

を行うプロジェクト計画レビューを行っている。またプロ

ジェクトモニタリングは実行中のプロジェクトの品質・スケ

ジュール・コストの可視化、分析による予測を行う事で問題

の早期検出と是正を行う目的で行っている。

2.1　プロジェクトレビュー
　本部プロジェクトレビューは中規模以上のプロジェクトを対

象としている。レビュアーは本部長、統括マネジメント室、有識

者、レビュイは営業部長、営業担当、開発部長、開発PMなど

提案やプロジェクト実行に関わる方々である。提案前レビュー

では見積の内容、提示価格、コストはもちろん、提案の意義や

リスクについても討議し、提案書を精査している。プロジェク

ト計画レビューではプロジェクト目標の確認、お客さま体制も

含めたプロジェクト体制の妥当性、スケジュール、コスト計画

の詳細、メンバーの育成プランなどをレビューする。提案前レ

ビューでは早期受注を目指す力が働くため、PMOは、受注品

質の確保を念頭においていたが、レビューに本部長が指導に入

る事で、利益確保・生産性の向上の両面において経営者の意

思が提案やプロジェクト計画に直接反映されており、基本的

な受注品質の確保と共に提案の意義、当社の価値を織り込む

様な提案前レビューになっている。今後もこの様な視点で提案

図 1  エラー修正に要するコスト ( 設計時を1とした相対値 )[1]

図 2   レビュー・モニタリングの概要

要件
定義
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前レビューを継続していく為に必要な見識を養うと共にレビュ

アーとしての有識者を確保する事が重要である。

　プロジェクト計画レビューにおいては提案前レビューで確認

した実施体制(人的リソースの確保状況)やコスト、および提案

の意義がプロジェクト目標や計画に正しく反映されているかと

いう観点とプロジェクト実行に伴うリスク対策とステークホル

ダーとのコミュケーションを中心にレビューを実施しプロジェ

クトモニタリングにつないでいる。

2.2　プロジェクトモニタリング
　プロジェクトモニタリングの対象はプロジェクト計画レ

ビューを実施した案件としているが、開発部門長がリスクあり

と判断したプロジェクトは開発規模に関わらず対象としてい

る。またレビュアーはプロジェクトレビューと同じく本部長、

PMO、有識者、レビュイは営業部長、営業担当、開発部長、開

発PMなどプロジェクトに携わる方々である。プロジェクトモ

ニタリングの手順(図3に示す)は品質、進捗、課題、リスク、コス

トなどのデータをプロジェクト側から任意のフォーマットで受

領しPMO側で整理・分析、プロジェクトへの問いかけ作成な

ど事前準備を行い、原則、隔週対面で会議を行う。

　PMO側で分析した資料はモニタリングシートとして会議前

にまとめ、PMOが作成した問いかけについてプロジェクトが

会議前に回答を記載する。対面でのモニタリング会議では事

前に作成したモニタリングシートの問いかけと回答に沿ってレ

ビュアーからPMに確認する。問いかけには定量的に読み取っ

た異常値に対する質問を記載している。

　これにより、PMが気づいておらず、開発部長が初めて知る

実態が判明する場合がある。また部を超えて同じ様な問題が

ある場合は横展開を行う事もできる。工夫した点は経験則や

勘で決めつける事を避け、異常値に基づいて客観的に問題点

を洗い出す事である。また是正が必要な事項にPMが自ら気づ

き行動を起こせる様に誘導していく。課題、リスクなどの定性

的な情報に基づく状況確認を行うが、プロジェクトモニタリン

グは原則として、進捗はEVMS(アーンドバリューマネジメント

法)によるSPI(”出来高/計画”で算出した比率で1.0が計画通

りとなる),CPI(”出来高/実工数”で算出した比率で1.0が計画

通りとなる)指標、品質はレビュー工数/指摘件数、テスト項目

数/バグ件数の品質指標を確認する定量把握を徹底している。

　これらのデータの計測・集計によりプロジェクト状況を客観

的に分析した上で問題の早期発見・解決を図っている。

  3. 定量化の実践
3.1　進捗指標
　プロジェクトの進捗状況は本部内の全てのプロジェクトが何

らかの方法で把握しているが、方法は統一されておらず、どの

アクティビティ・タスクでどれだけの進捗であるかの内訳まで

正確に把握されていないプロジェクトも散見されていた。本部

プロジェクトモニタリングではPMOで作成したEVMSによる

WBS(進捗管理シート)の利用を徹底している。出来高はEV=

計画工数×完成割合 によって求め、準備したEXCELシートで

図 4   タスク毎の SPI/CPI がわかる WBS イメージ
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図 3  プロジェクトモニタリングの手順
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工数として表現するが、完成割合は以下の2つの方法でプロ

ジェクト毎に定める事としている。

1)共通のマイルストーンによる完成割合定義

(例:内部レビュー完了は60%、コーディング完了は30%など)

2)作業成果に対する完了分の割合

(例:テストケース1万件に対する終了度合など)

　このシートではアクティビティ、タスク毎のSPI、CPI指標が

図4の通り、明確にわかる様にした。

　さらにタスク別の進捗異常値の原因をさぐるために人別の

SPI、CPIを算出し、出来高が少ないメンバーや計画コストを

オーバーしているメンバー、兼務でプロジェクトに工数を投入

できていないメンバーなどの注意喚起を行うと共に、人的リ

ソースの観点で原因と対処法のヒアリングを行って、問題を

検知できる様に工夫した(図5参照)。進捗指標のSPI、CPI指

標は、本部で独自に閾値を設けて◎、○、△、×で表現し、ひと

めで状況がわかる様にした。異常値の検知は表2のパターンを

基に分析とヒアリングを行って問題の検知を行っている。具体

的には求められたSPI、CPIについてどう判定するかのルールを

決めている。たとえば◎はSPI,CPI共に　0.9≦値<1.1の場合と

し、SPI,CPI共に値<0.8,値≧1.5は×とする、という様な内容で

ある。また人別に見た際に、SPIが低くCPIが高い場合は「予定

通りに入れていない」状況であり、SPIが高くCPIが低い場合は

「出来高を守る為にコストをかけているので、要注意」であると

いう見方をしている。

　(表2のSPI、CPIによる問題検知のパターンを参照)その他

にも進捗WBSとその中のSPI、CPIを見る事で色々な気づき

を得る事ができる。QCDを確保する観点で注意すべきポイン

トは、

● 特定のリソースに負荷が集中していないか?

● レビュータスクの定義があるか?

● レビュー実施者が明確でレビュアーの不足はないか?

● 期限過ぎのタスク、期限直前のタスク、開始日を過ぎてい

るが未着手のタスクなどがないか、などであり、これらを

見るとタスクの危険度を読み取ることができる。

図 5  リソース別の SPI、CPI

表 2   SPI、CPI の異常値からの問題検知パターン

パターン 状況 状況の推察、評価観点

・SPI,CPI共に
　0.9≦値＜1.1

・SPI,CPI共に
　0.8≦値＜1.5

・SPI,CPIの
　何れかが
　値＜0.8,値≧1.5

・SPI,CPI共に
　値＜0.8,値≧1.5

3

4

2

1 計画に対する差は±10%以内
→進捗、工数は概ね予定通り。

計画に対する差は－20%～＋50%以内
SPIが低くCPIが高い場合
　予定工数が投入されていない。(着手遅れ、兼務弊害）
SPIが高くCPIが低い場合
　出来高を確保するためにコストをかけ過ぎている。（スキル不足、体調配慮）

計画に対しSPI,CPIの何れかが－20%未満or＋50%以上
・0.8未満の場合
　SPI ： 出来高に遅れが出ている。CPI ： コストをかけても成果が伴わない。
・1.5以上の場合
　SPI ： 前倒しで作業が進み出来高が多い。CPI ： 計画に対しコスト投入量が少ない。
工程異常の可能性があるので、どのタスクに異常があるか確認する。
担当者、機能に偏在はないか見た上でヒアリングし、必要な場合は組織的に対処する。

計画に対してSPI,CPI共に－20%未満or＋50%以上
良くも悪くも計画から大きくはずれており、
正しく原因究明を行い計画の見直しを行う必要がある。
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3.2　品質指標
　次に品質ついて、設計フェーズはレビュー工数比率とレ

ビュー指摘件数、テストフェーズはテストケース数とバグ数

を機能別別に図6の品質管理表にまとめサブシステムの合計

を出して、本部独自の品質指標を基に機能別と全体サマリー

で品質状況の確認ができる様に工夫した。

　少なくとも2週間に1回は品質管理表をプロジェクトでま

とめ、モニタリング会議において計画時に定めた目標値に対

しての確認と評価を行う。品質指標についても進捗と同様

に、本部で独自に設けた閾値を基に図7のゾーン分析を使っ

て◎、○、△、×で表現し、ひとめで状況がわかる様にした。

設計フェーズはレビュー工数比率とレビュー指摘件数、テス

トフェーズはテストケース数とバグ数の組合せによるゾーン

で判定し異常値の検知を行っている。例えば設計書ではレ

ビュー工数が大きすぎる/小さすぎる、指摘が多すぎる/少な

すぎる成果物などで、テストでは同様にテスト項目数が多す

図 6　品質管理表

×

×

×

×

設計フェーズ テストフェーズレビュー指摘件数 バグ検出件数

レビュー工数
テスト項目数

合格
合格

合格

合格

（合格）

図 7  ゾーン分析
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8, 10, 12
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6.3, 6.9, 7.5

6.7, 8.3, 10.0

25, 28.1, 31.3

1.3, 1.9, 2.5

3.3, 4.2, 5.0

6.3, 9.4, 12.5

0.5, 0.6, 0.8

1.3, 1.7, 2.0

－

基本設計

詳細設計

表 3　品質指標実績と本部品質目標

ぎる/少なすぎる、バグ数が多すぎる/少なすぎる成果物が

ないかを分析している。また人別にこれらの指標を分析し

特定のメンバーに異常値が偏っていないかを評価している。

　さらにこれらを前述の進捗指標と重ねて評価をしてみる

と注意すべき難しい機能やその機能に対するリソースの割

り当てとスケジュールの妥当性を判定できる。この様な分析

で進捗・品質の異常値を客観的に検知する。これらのデータ

と過去の教訓からプロジェクトマネジメントのアンチパター

ンに陥らないか分析し、意見交換する事でPMに的確なアド

バイスを行う様に心がけている。ほとんどのPMは多忙であ

るゆえ、全ての成果物を見る事は不可能だが、異常値が出

た場合に判断に迷ったら現物をPM自身の目で見るべき、と

PMを指導している。

  4. 品質データからプロセス改善へ
　2014年に品質定量化の取り組みを始め2017年3月までに

品質データを収集できたプロジェクトは20件となった。本

部全体のデータから中央値、平均値を使って本部目標値と

比較した結果を表3に掲げる。まだデータが少なく精度が高

いとは言えないが、このデータを工程毎に本部目標値と比

較して見ると、傾向を読み取る事ができる。基本設計、詳細

設計ともレビューの指摘事項は本部目標値よりも多く、特に

詳細設計は実績の中央値が本部目標値の中央値の倍以上

である。またテスト工程のバグ密度は単体テスト、結合テス

トの両方において本部目標値を下回っている。つまり設計

工程で指摘が多く抽出される傾向にあり、テスト工程でバグ

の検出が低くなっている様に見える。しかしテスト項目密度

の実績値を見ると、単体テスト、結合テストの両方で基準値

の中央値を下回っており、充分テストが行われているか疑

問が残る。

　そこでさらに本番稼働後の障害発生率とテスト工程の実

績データの関係性について調査を行うと図8の通り、4つの

プロジェクトのバグヒット率と本番稼働後の障害発生率に

ついて相関係数(R)の2乗値が0.7744となり、関係性が強い

事が判明した。単体テストのバグヒット率と本稼動後の障

害発生率間の具体的な因果関係の分析はまだできてない

が、バグヒット率(単体テスト)が高くなるにつれ、本稼動後

の障害発生率が低くなる傾向にある。つまり単体テストで目

標値を満たすバグを検出できなかった場合は本番稼働後の
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障害が多くなる事が推察できる。今後の対策として単体テス

トバグの検出ができたかどうかという観点でプロジェクト

内外の有識者にレビューを依頼する、単体テスト完了時に

バグヒット率の分析(品質が高くバグヒット率が低いのは妥

当、テスト項目の内容によりバグヒット率が低い等の評価)

を行い、テスト項目の内容を見直した上で再テストを行う等

のプロセス改善につないでいきたい。また前述の観点でオ

フショア開発を行った場合のテスト項目の内容確認や受入

検証を充分実施したか等についてプロジェクトモニタリン

グで確認し工程完了基準として織り込む事を検討する。

  5. おわりに
　4章では品質について20プロジェクトのテストフェーズにお

けるテスト密度・バグ密度と本番稼働後の障害件数の相関関

係の分析とプロセス改善について述べた。　　　

　提案前レビューはこれまでの中規模以上の案件のレビュー

を通じて提案書とレビュー時点での指摘事項が議事録に残

されている。これらの指摘事項を整理すれば、提案ノウハウ

となり、提案ストーリーの策定支援が可能となる。今後はこ

の知見を活用し本部の提案力向上を図っていく。プロジェク

トの計画、実行におけるモニタリングのノウハウは既にモニ

タリングガイドとして作成しているが、その展開を図りレビュ

アーの育成を行っている。またこれまでの3年間でモニタリン

グを行った30プロジェクトの指摘事項も議事録に残されてい

る。モニタリングで得た知見は今後の計画と現在実行中のプ

ロジェクトの日々の是正の両方に活用でき有益である。例え

ば、マネジメント層のコミュニケーションと役割分担、進捗、

品質におけるプロジェクトマネジメントのアンチパターン等

を整理し正しく体系化すれば、失敗を防止し人材育成や今後

の本部プロジェクト運営において貴重な財産となるのでこれ

に取り組んでいる。この様な知見を整理し体系化をした上で

若手のPMに伝える機会を作ればレビュアーや経験者、有識

者不足の対策になる(図9参照)。プロジェクトレビューやプロ

ジェクトモニタリングで得られた知見やデータ類は新たなプ

ロジェクトへ教訓として引き継がれ活用されなければならな

い。知見の整備を行い、後進のPMに伝える場を提供する必

要がある。個々のプロジェクトマネジメントの各局面での経

験や教訓をPMの属人知や一つの部門の経験にとどめず本部

や全社で共有する事と、PDCAを回し、常にこれらのマネジ

メントプロセスの改善を続け、組織マネジメントとして推進す

る必要がある。そしてレビュアーである組織管理者やPMOは

プロジェクトマネジメント力を向上させ続けながらプロジェク

トに気づきを与えPMの早期育成に取り組んでいく。

0
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図 8  バグヒット率（単体テスト）稼働後の障害発生率の関係
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アプリケーション運用･保守サービス
継続的改善への取り組み

　相澤　武　　　　田中　拓也　　　　内田　理仁

概要
　アプリケーションの運用・保守サービスは、従来出来上がったシステムの維持管理を主体に行う活動という
考え方が中心であったが、デジタルビジネス時代の今、システムの安定運用はもちろん、運用・保守を起点とし
た、お客様の経営戦略の迅速な策定・遂行や、IT システムの全体最適の実現に寄与する活動への転換が求め
られている。
　本稿では、インテックが取り組んでいるアプリケーションの運用・保守サービスの継続的改善への取り組み
について紹介する。
　紹介する取り組みは、SI 事業本部が取り組んでいるアプリケーション運用・保守サービスを提供する個々の
保守プロジェクトにおいて継続的な改善を目指す「計画書に基づくプロジェクト運営」と「組織的な保守改善施
策」の 2 つである。

  1.  はじめに
　インテックにおける保守プロジェクトでは表1にあげるよ

うな特性を持っている。

　このような特性から、保守プロジェクトには以下にあげる

ような課題がある。

（ 1 ）属人化による作業のブラックボックス化

（ 2 ）保守作業の過剰サービスや過小サービス

（3 ）維持管理作業に注力してしまい改善サイクルを回すとい

う意識が疎かとなりがちになる

　これらの課題を解決するための方策の一つとして、計画書

に基づくプロジェクト運営が必要であると考えられる。

　本稿では、個々の保守プロジェクトにおける計画書に基づ

くプロジェクト運営をベースに、組織的な保守改善施策と結

びつけている取り組みについて紹介する。

要
員
構
成

 ● プロジェクトメンバーが 10 人を超えるところもあれば、1 人プ
ロジェクトもある

 ● 小規模プロジェクトでは、ほとんどのプロジェクトで、メンバー
が他プロジェクトも兼務している

保
守
作
業
範
囲

 ● 問い合わせ対応を中心としたインシデント管理のみ
 ● インシデント管理、機能改善、定常業務サポート等、保守サービ
    ス全般を担当
 ● 保守契約の中で月単位で機能改善のための改修工数を持っている
    ところ、改修案件毎に別契約としているところがある

毎
年
継
続

 ● 基本的に保守開発対象ソフトウェアが全て廃棄され、保守支援が
    必要なくなるまで何年も続く
 ● 長年慣れ親しんだ独自のプロジェクトルールが確立されている場
    合が多い

表 1　保守プロジェクトの特性
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  2.  計画書に基づくプロジェクト運営
　保守プロジェクトの実施にあたっては、お客様と締結して

いる保守契約内容に基づいたサービスを提供することが原

則である。そのためには、標準プロセスに基づき保守実施計

画（保守プロジェクトのプロジェクト計画のことを指す）を策

定し、保守に関わるメンバー全員が共通認識として保守内容

や保守実施手順を把握しておくことが重要となる。インテッ

クでは、全社レベルで業務プロセスの標準を定めており、そ

の標準プロセスのプロジェクトへの適用効果を最大限に高

めるためには、前述した保守プロジェクトの特性に合わせた

標準プロセスの取捨選択（テーラリング）とメリハリをつけ

たプロジェクト運営が必要不可欠である。図1は計画書に基

づくプロジェクト運営の全体像である。以下でそれぞれのポ

イントについて説明する。

2.１　保守プロジェクトの特性に合わせた
　　　テーラリング
　保守プロジェクトの特性にあわせたテーラリングの流れに

ついて説明する。

（1）保守契約内容の確認と見直し

　長い間保守を行っているプロジェクトでは、契約が毎年

自動更新されており、改めて保守契約書を見直すという機

会がないケースもある。また、プロジェクトのメンバーも世

代交代などにより、保守契約の内容自体をみたことがな

いというメンバーがいるケースもある。サービス品質の

向上とサービスの適正化を図るためには、プロジェクト

メンバー全員が保守契約の内容について理解しておく

必要がある。

（ 2 ）保守タイプの選択

　インテックにおける保守サービスの代表的な契約パ

ターンを分類した「5つの保守タイプ」の中から、プロ

ジェクトの契約パターンに一番近いものを選択する。契

約パターン毎に保守タイプを設定することで、特に規模

が小さい保守プロジェクトでは、最低限、どのレベルの

サービスまでを実施すればよいかを明確にしている。各

タイプのサービス内容は表2のとおりである。

保守タイプ サービス内容

Entry

お客様からの問合せ（システムに対する質問、システム

の操作方法）への回答を行う。

業務パッケージのライセンス保守（パッチ提供など）も

このタイプに含む。

インテック側ではシステムの動作確認に必要な環境のみ

を保有し、プログラムなどのモジュール管理は行わない。

問合せに対する調査の結果、障害対応を含むプログラム

改修等が必要となる場合は、スポット対応として、別途

見積りのうえ対応する。この場合、インテック側では、

改修モジュールの本番環境への適用は原則行わない。

Basic

Entry タイプの内容を包含する。

インテック側でプログラムなどのモジュール管理を行い、

障害対応時のプログラム改修から本番環境への適用まで

を行う。問合せ履歴はインシデント管理として一元管理

する。

Standard

Basic タイプの内容を包含する。

決められた改修枠内での改善対応（お客様からの要望、

インテックからの提案の両方を含む）を行う。資源（ハー

ドウェア、ソフトウェア、ネットワーク）の利用状況を

監視する。

Advanced
Standard タイプの内容を包含する。

お客様業務の定常運用サポートを行う。

Premium

Advanced タイプの内容を包含する。

サービスレベルを設定し、PDCA サイクルでの継続的な

改善を行う。

保守の契約
内容の確認
と見直し

保守タイプ
の選択

作業内容
を体系化

保守実施
計画書の
作成

保守実施計
画書に基づ
くプロジェ
クト運営

プロセス
チェックの
仕組み

図 1　計画書に基づくプロジェクト運営の全体像

表 2　5 つの保守タイプ
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（ 3 ）作業内容を体系化（タスクへのマッピング）

　選択した保守タイプで標準的に実施するタスクの一覧

に、自プロジェクトで実施している作業内容をマッピングす

る。表3は、保守タイプがBasicタイプのプロジェクトのマッ

ピング例である。Basic欄に○印のあるタスクが、Basicタ

イプで標準的に実施するタスクである。それに対して作業

内容欄には、実際にプロジェクトで実施している作業内容

をマッピングしている。表3の例からは、Basicタイプにな

いタスク「改善要望対応」を実施していることがわかる。

この例のように、選択した保守タイプのサービス内容に過

不足がある場合は、自プロジェクトの保守内容に応じて適

宜見直しを行い、自プロジェクト用のタスクを定義するこ

とが必要である。プロジェクトの中には独自のルールを確

立しているところもある。そのようなプロジェクトに対して

は、新たに作成した標準プロセスに沿ってプロジェクトの

ルールを作り直すというよりも、これまで実施してきたこと

が、標準プロセスのどの部分に該当するのかといったマッ

ピングを行い、既に実施できている部分は、これまでのや

り方を踏襲し、不足部分があれば追加するという考え方を

導入している。

2.２　保守実施計画書の作成によるメリハリ
　　　をつけた活動
　保守プロジェクトの運営では、「プロジェクトは毎年継続する」

「工程というマイルストンがない」などの保守プロジェクトの特

性がある。そのため、「維持管理作業に注力してしまう」「プロ

ジェクト開始時終了時の目標設定や評価が難しい」という問題

が発生する。そこでこれらを解決するために、PDCAサイクルに

基づくプロジェクト運営の考え方を導入した。ポイントは以下の

とおりである。なお、本稿では、PDCAサイクルに基づくプロジェ

クト運営のことをメリハリをつけた活動と定義している。

（1）「保守実施計画書」の作成（Plan）

　保守契約自体は何年も継続するものであるが、期間（1年

を想定）を設定し、期初に計画を立て、期末に1年間の評価

をすることを目的に、保守実施計画書を作成する。保守実

施計画書には、プロジェクトの契約範囲や体制、それぞれの

作業の管理方法（作業フローや管理ツール、作業手順書）な

どを纏める。保守実施計画書は、定期的に振り返りを行い、

内容の見直しを行う。

（ 2 ）保守実施計画に基づくプロジェクト運営（Do）

　保守実施計画に基づいたプロジェクトを遂行する。

プロセス アクティビティ タスク Entry Basic 作業内容

業務サポート

3-2 サービスデスク
（問合せ受付） 3-2-1 サービスデスク ○ ○ ・一次窓口受付対応

3-3 インシデント管理
（問合せ対応）

3-3-1 サービス回復 ○ ○ ・システム操作の問い合わせ
・データ 2 次加工支援
・ミドルウェアの Verup 作業3-3-2 サービス変更 ○

3-4 問題管理
3-4-1 是正処置 ○

・トラブル調査
・データリカバリ
・不具合パッチ提供、報告

3-4-2 予防処置 ○
3-5 変更管理・リリース管理

3-5-1 変更管理 ○
3-5-2 リリース管理 ○

機能改善 保守開発 改善要望対応 ・要望事項対応

定常運用
サポート 3-1 定常運用

3-1-1 運用計画策定
3-1-2 調達活動
3-1-3 業務運用オペレーション
3-1-4 マシン・オペレーション
3-1-5 日常改善

IT サービス
資産維持 3-6 構成管理

3-6-1 ハードウェア管理
3-6-2 ソフトウェア管理
3-6-3 ネットワーク管理
3-6-4 ファシリティ管理
3-6-5 ユーザＩＤ管理
3-6-6 ソース・モジュール管理 ○ ・ソフトウェア管理

・ドキュメント / プログラム管理3-6-7 ドキュメント管理 ○

IT サービス
レベル維持

3-7 サービスメニュー管理 3-7-1 サービスメニュー・マネジメント

3-8 キャパシティ管理
3-8-1 キャパシティコントロール
3-8-2 キャパシティプランニング

3-9 IT サービス財務管理
3-9-1 IT サービス実績管理 ○ －
3-9-2 コスト・プランニング

3-10 IT サービス継続性管理
3-10-1 障害時対応訓練計画
3-10-2 障害時対応訓練実施
3-10-3 障害時対応訓練評価

3-11 可用性管理
3-11-1 サービス監視・測定
3-11-2 運用改善

3-12 情報セキュリティ管理
3-12-1 データ・コントロール ○ ・情報セキュリティ管理
3-12-2 セキュリティの監視と状況分析

表 3　Basic タイプのマッピング例
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（ 3 ）プロセスチェックの仕組み（Check＆Act）

　実際に標準プロセスが適用されているかをチェックする

ための仕組みも大切である。今回の取り組みでは、保守実施

計画が作成されているか、保守実施計画に基づいて保守サー

ビスが適切に遂行されているか、保守実施計画に基づくプロ

ジェクト活動が遂行されたかを「計画時（期初）」「実行時（期

中）」「評価時（期末）」の3つのタイミングで第三者がチェッ

クする運用とした。期末の評価時には、1年間の評価結果をも

とに、改善点などを盛り込んだ次年度の計画を立案する。

  3.  組織的な保守改善施策の事例
　組織的な保守改善施策の取り組みとして、SI事業本部の

事例を紹介する。取り組みは、保守プロジェクトの計画と実

績の見える化を目的とした「保守プロジェクト版方針管理」、

保守担当者のモチベーション向上を目的とした「保守コンテ

スト」、保守業務サービス品質の底上げを目的とした「保守

業務確認会」の3つの施策である。各施策の関係は図2のと

おりである。各施策の取り組み経緯は表4のとおりである。

年　月 施　策
2011 年 6月 保守コンテスト開始（～ 2017 年まで 13 回実施）

2012 年 4月 保守プロジェクト版方針管理の導入
（～ 2017 年まで継続実施中）

2012 年 保守業務確認会の開始を決定
2013 年 6月 保守業務確認会開始　（～ 2017 年まで 6 回実施）

表 4　保守施策の取り組み経緯

3.１　保守プロジェクト版方針管理
　保守プロジェクト版方針管理では、保守担当者が明確な

目標を元にアプリケーション運用・保守サービスの継続的

改善が行えるよう、計画と実績の見える化を行っている。

（1）特徴

特徴は次の2点である。

● プロジェクト活動にリズム感をつける

　維持管理作業に終始しがちとなってしまう保守プロ

ジェクトにおいて、PDCAサイクルに基づくプロジェクト

運営を行うことで、プロジェクト活動に一定のリズム感を

つける。また、評価では結果だけに着目するのではなく、

計画と実績の対比を意識することで次の改善に結びつ

ける。

● 上位方針とプロジェクト活動を連結する

　上位方針（本部年度方針、部門の方針管理、アカウン

トプラン）で設定されている各施策のうちお客様やプロ

ジェクトに関連する施策について、保守プロジェクトはプ

ロジェクト版方針管理の方法でプロジェクト活動を推進

することにより、プロジェクト活動の一つ一つの積み重ね

が上位方針に結びついていることを意識できるようにし

ている。

（ 2 ）実施方法

　上記の特徴を実現するために、保守プロジェクト版方針

管理シートを用いる。プロジェクト属性情報、今期の重点施

※本部で保管・蓄積
全保守プロジェクトが対象
・書面審査
改善度評価

全保守プロジェクトが対象
・ドキュメント事前検査 
・対面確認
改善指導

保守プロジェクト版
方針管理
半期実績

保守業務サービス品質の底上げモチベーション向上

※保守プロジェクト側で実施

※保守プロジェクト側で実施

年度毎に実施

半期毎に実施

毎月運用

保守本部年度方針策定

プロジェクト半期計画作成

保守プロジェクト版
方針管理

評価項目策定

保守コンテスト

表　彰

確認項目策定

保守業務確認会

改善指導

保守プロジェクト版
方針管理

保守プロジェクト版
方針管理 保守実施計画書

図 2　 保守改善施策の全体像
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策と目標値、保守プロジェクトの指標項目（目標、実績）の

3つのパートでシートを構成している。

　本部のすべての保守プロジェクトは保守本部年度方針を

施策に展開する。施策は保守プロジェクト版方針管理シー

トに記載する。施策には目標値を設定し、月次で目標と実

績の差異分析を実施する。月次での差異分析の結果は、当

該保守プロジェクトにフィードバックし、それを受けて保守

プロジェクト側では、指摘事項や改善事項を次月以降の改

善施策立案につなげている。

　なお、保守プロジェクト版方針管理シートはSI事業本部

において2.2でいう保守実施計画書の一部という位置付け

で運用している。

3.２　保守コンテスト
　保守作業は、開発にくらべて成果が見えにくくなりがちであ

る。SI事業本部では保守コンテストによって保守作業に公正

かつ適切な評価を与えるようにしている。公正かつ適切な評

価は次の（ 1）評価観点、（ 2 ）実施方法の内容によって実現し

ている。

（1）評価観点

　評価は、定量、定性の両面の観点で行っている。

　定量面の評価は、営業力、組織力、お客様満足度、既存ビ

ジネス安定度の4つの観点で行っている。評価指標の例と

しては、「受注件数」、「時間外作業時間」、「クレーム未対

応率」、「利益率」などがある。元となるデータは、保守プロ

ジェクト版方針管理シートで収集しているデータである。

　定性面の評価は、旺盛な改善意欲、多数の改善実施数、

独創的なアイディアの実施、高い改善効果、本部重点方針と

一致した活動、長期にわたる保守案件継続、など定量的な

評価が難しい項目を定性的な観点で補完している。

（ 2 ）実施方法

　半期に1回、本部長表彰として保守コンテストを実施して

いる。定量面の評価は、各保守プロジェクトから収集した

保守プロジェクト版方針管理シートを元に行っている。定

性面の評価は、保守プロジェクト版方針管理シートの記述

を参考に、最終的には本部部長会にて評価を行っている。

3.3　保守業務確認会
　保守業務確認会では、保守プロジェクトへの改善指摘対応

フォローを行うことにより、保守業務サービス品質の底上げを

行っている。

（1）保守業務サービス品質

　保守業務のサービス品質を評価する観点としては、保守

コンテストでの定量評価と共通する4つの観点を含め、次

の5つで定義している。（保守における『品質の5特性』とし

て位置付けている）

図 3　 保守業務確認会でのヒアリングシート（一部）とレーダーチャート

可視化

×
×
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相澤　武
AIZAWA　Takeshi

● 生産本部　品質保証部
● ソフトウェアプロセス改善に従事
● ソフトウェア品質管理研究会
　　運営小委員会委員

● お客様業務への理解性

　お客様ニーズ・要求の正確な把握

● 営業力向上への行動性

　お客様への改善提案

● 組織力向上への行動性

　一定レベルでのお客様へのサービス提供

● お客様満足度向上への行動性

　障害の未然防止と発生時の迅速対応

● 既存ビジネス安定への行動性

　お客様へのサービス安定提供のための利益確保

（ 2 ）実施方法

　本部の品質担当者が評価者となり、保守プロジェクトと

対面で評価シートに基づく確認を行う形式をとっている。

　評価シートには、保守業務サービス品質の5特性に対応

する質問項目がリスト化されており、その項目毎に確認を行

う。評価者は事前に評価対象プロジェクトの保守ドキュメン

トの調査を実施しており、保守担当者の発言に信ぴょう性

があるのかの判断を行っている。確認結果は、評価シートに

まとめ、保守プロジェクトにフィードバックしている。評価者

が定期的に保守プロジェクトにおける改善指摘の対応状況

を監視し、改善対応の完了までを捕捉している。

　以上が定性評価の方法である。

　また、保守プロジェクトの対面確認における発言を数

値化し保守における『品質の5特性』を軸としたレーダー

チャートで可視化している。レーダーチャートには、保守プ

ロジェクトがその形状を見て取り組みが弱い分野を把握す

る目的がある。以上が定量評価の方法である。

　保守業務確認会で使用する保守プロジェクトへのヒアリ

ングシート（一部）、およびレーダーチャートを図3に示す。

  ４.  おわりに
　本稿では、アプリケーション運用・保守サービスの継続的

改善のための取り組みとして、個々の保守プロジェクトでの

取り組みと組織での取り組みの2つについて紹介した。組織

的な保守改善施策の事例で紹介したように、プロジェクトの

活動と組織の活動とがそれぞれの違いを意識せず連携してい

くことで、お客様のビジネスに貢献できる提案やシステムの

構築に結びつけ、お客様とのWin-Winの関係を構築していき

たいと考える。
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「問題点見える化シート」による
障害の再発防止

田村　研二

概要
　情報システムは、社会における様々なサービスの基盤として重要であり、一つの障害が社会に大きな影響を与え
ることもある。システムの品質は、お客さまがシステム開発において最重要視する項目の一つである。一方、障害
のない完全なシステムの実現は人間が開発する限り難しい。そのため、同じ障害を再び起こさないこと（再発防止）
も重要な品質保証活動の一つである。
　再発防止のためには障害の根本原因を究明して対策をうたなければならない。原因分析手法としてはなぜなぜ分
析など様々な手法があるが、適切な原因分析には、その前準備として障害に至った事実や経緯を正確に把握し整
理することが重要である。
　そこで、その手法として「問題点見える化シート」を考案した。これは、人とプロセスに着目して障害発生までの
事実や経緯を整理する点を特徴とする。関係者での分析結果共有やレビューをする際にも理解が容易な記述形式
である。これにより、他のシステムや組織全体への横展開、予防を目的とした教育用事例集としても利用できる。現在、
インテックでは、「問題点見える化シート」となぜなぜ分析を統合して原因分析手法のセットとして推奨している。
本稿では、この「問題点見える化シート」の特徴、手法、効果について説明する。

  1.  はじめに
　障害の再発防止において、再発防止策を実施するまでのス

テップは一般的に次のとおりである。

（1）事実の把握と整理

（ 2 ）根本原因の特定

（3）再発防止策の立案

（4 ）再発防止策の実施

　最初の「事実の把握と整理」が不十分であると、以降のステッ

プで無駄に時間を費やすことや、的外れな原因や対策で再発防

止とならないことがあり、他のステップに劣らず重要である。

　事実の把握と整理では、次の要件を満たす手法が必要と考

える。

● 障害発生に至るプロセス全体を俯瞰し、その問題点を確実

に捉えることができる。

● 共通理解のため把握整理した事実をわかりやすい表現で可

視化できる。

● 情報システムの障害はシステム開発・導入、運用、保守のラ



25

第18号

2018特集

特
集

攻めの品質、守りの品質

25

イフサイクルの様々な局面で発生する。そのいずれの局面

にも適用できる。

● 当事者の主観によらない第三者的（客観的）視点での把握

と整理ができる。

　これらの要件を実現するために、時系列フローでの障害発生

プロセスの記述および第三者によるファシリテート、の二つを基

軸として事実の把握と整理のための手法を確立し、その成果物

を「問題点見える化シート」として標準化した。

　以降のステップでは「問題点見える化シート」に整理された事

実と特定した問題点から、分析手法としてなぜなぜ分析を用い

て根本原因の特定と再発防止策の立案を行う。

　なお、「問題点見える化シート」は、上位管理者への報告や、

組織内の横展開や教訓集として活用するために、事実の把握と

整理の結果だけでなく、以降のステップの結果である根本原因

と再発防止策も併せて記入できるようになっている。

  2.  「問題点見える化シート」の概要
　図1は、「問題点見える化シート」の構成例である。右端には、

1章で示した再発防止のステップ（（1）から（3））との対応を参考

として記載している。①のヘッダー部は障害の概要を記述し、②

の経緯・分析部に把握・整理した障害の経緯を時系列フローの

形式で記述する。③の再発防止策部には、なぜなぜ分析で特定

された根本原因とその再発防止策を記述する。再発防止策は

5W1Hの観点で具体的な実施内容を記入する。

　なお、なぜなぜ分析の結果の詳細は分析シートとして本シー

トとは別に作成し、本シートに別紙資料として添付する。②の

経緯・分析部は、障害に関わった人と発生に至るまでのプロセ

スを、横軸に人（または組織、役割）、縦軸に時間をとり、LFD

（Lane Flow Diagram）のように時系列フローで記述する形式

を採用したことが本シートの最大の特徴である。②の経緯・分

析部の時系列フローの例を図2に示す。

　情報システムにおける障害は、機器の物理的故障などを除け

ばプログラム不具合、システム稼動後の運用誤り、システム変更

時の誤りなど、ほぼ人が関与する。誰が、いつ、何をしたかを整

理していくことで障害の経緯を適切に把握することが可能にな

る。人やプロセスに着目して整理することで、様々なシステムや

障害発生局面に適用できる。LFDはシステム開発では要件定義

など上流工程で用いられており、開発者でなくても理解が容易

であり、組織で情報共有する際も効果的である。

!
!   

LFD
LFD:Lane Flow Diagram

  

 !

W1H

 

根本原因

再発防止策

事象

図 1　「問題点見える化シート」の全体構成

5/xx

VerX

1000

txt

図 2　経緯・分析部の記述例
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  3.  「問題点見える化シート」と
　　　再発防止のステップの対応
　2章で紹介した「問題点見える化シート」と、1章で示した再発

防止のステップ（（1）〜（3））との対応を図3に示す。

　事実の把握と整理のステップは、図3ではさらに二つのステッ

プに分割している。

　まず、（1）-1では、図1①のヘッダー部および②経緯・分析部

（時系列フロー）に事実を整理した結果を記載する。（1）-2は、

図1②の経緯・分析部の時系列フローから問題点を特定しフロー

に明記するステップである。「問題点」とは、障害の直接的原因

のことである。直接的原因は「作り込み原因」「見逃し原因」「発

生後の不適切な対応」の三つの観点がある。（2）の根本原因の

特定では、（1）-1で整理された事実をインプットとし、（1）-2で特

定された問題点を起点として、なぜなぜ分析を用いて根本原因

が特定できるまで原因の分析を行う。

　前述のとおり、（1）-2の問題点は根本原因の特定での起点と

なるが、実は、なぜなぜ分析の第一段階（「なぜ1」の分析）を先

行実施したことになる。問題点の特定のステップを設けること

で、把握整理した事実の妥当性の確認および根本原因の特定へ

の円滑な移行ができ、「問題点見える化シート」となぜなぜ分析

を統合するうえで重要な意味を持つ。

 （3）の再発防止策の立案では、（2）で特定した根本原因に対す

る再発防止策を立案する。（4）では、（2）および（3）のアウトプッ

トである根本原因、再発防止策を再発防止策部に反映する。こ

れにより再発防止策の立案までのステップが完了し、「問題点見

える化シート」が完成することになる。

　なお、この作業は障害の当事者および第三者であるファシリ

テータが主体で行うが、（1）-2の問題点の特定までの段階で、上

位管理者の中間レビューをうけ、方向性の確認をしてから（2）以

降のステップを実施し、完成後に最終承認を行うことが多い。

  ４.  「見える化」会議による経緯・
　　　分析部の作成
　ここからは、図3の（1）-1（事実の把握と整理）、（1）-2（問題点

の特定）のステップにて「問題点見える化シート」の特徴である

経緯・分析部を作成する手順とその際のポイントを説明する。根

本原因の特定および再発防止策の立案についてはなぜなぜ分

析の手法に準じて実施するため説明は省略する。

4.１　「見える化」会議とは
　「見える化」会議とは、障害発生の経緯を確認して時系列フ

ローに整理し、根本原因分析の起点となる問題点を時系列フ

ロー上で特定し、「問題点見える化シート」の経緯・分析部を完

成させるための会議である。

（1）参加者

● 会議の推進役（第三者ファシリテータ）

● 当事者（担当者、チームリーダなど）

● 有識者（必要に応じて）

（ 2 ）特徴

● 推進役が第三者の立場で会議進行およびファシリテー

ションを行う。

● 会議内容をその場で記録して時系列フローまで作成し

可視化する（「見える化」会議録）。

（3）利点

● 推進役が第三者の立場でファシリテートして会議を進行

することにより、客観的な視点で整理と把握ができる。

また、会議を当事者の責任追及の場にならないようコン

トロールすることができる。

● 会議録をその場で作成することで参加者の意識を会議

に集中させ言葉の空中戦を抑止できる。

● 経緯を時系列フローに展開していくことで、経緯全体を

俯瞰的に確認することができる。

● 会議終了と同時に「問題点見える化シート」の経緯・分析

部のラフスケッチができあがり、参加者の合意を確実に

とれる。

図 3　「問題点見える化」シートと再発防止のステップの対応
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図 4　「見える化」会議録の例

4.2　「見える化」会議の進め方
 「見える化」会議の進め方について、会議録の例を挙げて説明

する。図4は「見える化」会議録の例である。

　会議の典型的な進め方は、参加者全員が見える位置に模造紙

を貼り、そこに手書きや付箋で記録していく形式である。

（1）時系列の経過のヒアリング

　図の右側（A）は、障害の経過を時系列に書き出したもの

である。第三者である推進役を含め、障害の経緯の詳細を

把握していない参加者もいるため、推進役がヒアリングす

る形で当事者から経緯を聞きだし、（A）に記録する。この

段階で各当事者と障害発生時の関わりや時系列での流れ

などの経緯の大枠を把握する。

（ 2 ）時系列の経過をLFD風フローに展開

　図の左側（B）に、横軸に人、縦軸に時間をとり、（A）で把

握した経緯を時系列フローに展開していく。展開後、フロー

全体を俯瞰しながら不足する情報がないか確認し、（A）、

（B）の内容をブラッシュアップしていく。

　事実の把握と整理が十分であるか推進役が参加者に合

意をとり、事実の把握と整理が完了する。

（3）問題点の特定

　次に、（B）の時系列フロープロセス上で、障害発生に関す

る問題点を「作り込み原因」「見逃し原因」「発生後の不適

切な対応」の三つの観点で特定しLFD風フローに目立つよ

うに追記する。障害内容にもよるが、一般的にはこれらの観

点で3〜4箇所程度特定される。

　この問題点も、推進役が参加者に合意をとり、問題点の

特定が完了する。この問題点を起点として根本原因の特定

に進むことになる。

　この段階で模造紙に会議録のラフスケッチができている

ので、図1のような所定様式にまとめ、根本原因の特定のス

テップの入力情報として利用する。

　ここでは白紙の模造紙から事実の把握と整理を開始す

る例を挙げたが、当事者が過去に「見える化」会議の経験

があり会議の進め方を理解している場合は、予め、当事者

に図4のたたき台を手書きまたはExcelなどで作成してもら

い、会議ではそれを確認しブラッシュアップしていけば、よ

り効率が上がる。

　障害の重大度にもよるが、この段階で再発防止策を承認

する上位管理者に中間レビューをうけ、方向性および次のス

テップへ進むことの承認を得るとよい。

　ここでは事実の把握と整理のステップにおける説明をし

たが、根本原因の特定、再発防止策の立案においても「見え

る化」会議と同様のスタイルで実施する。
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4.３　「見える化」会議を効果的に進める
　　　　ためのポイント
　前節では「見える化」会議の進め方を説明したが、1章

で述べたように、推進役が会議を第三者としてファシリ

テートすることが特徴の一つであり、ファシリテーショ

ンの成否が事実の把握と整理の精度に大きく影響する。

推進役が事実を正確に把握整理するために、「見える

化」会議を効果的に進めるポイントを説明する。
（1）会議参加者の適切な選定

　会議参加者は4.1（1）に示したとおりである。会議

の効率的な進行には参加者数は5〜6名程度を目安に当

事者、有識者から選定する。また、推進役が第三者で

あることが望ましいが、難しい場合は参加者に第三者

のオブザーバを加える形でもよい。
（2）客観的事実に基づく会議進行

　当事者は思い込みで発言する場合もあるので、それ

らを排除し、事実が出るように留意する。より的確に

事実をとらえるため、表現も曖昧、抽象的でなく具体

的な表現にする。障害に関連するモノや文書などは可

能な範囲で現物確認する。
（3）参加者が発言しやすい雰囲気作り

　会議の冒頭で、目的は障害の再発防止であり責任追

及の場ではないことを参加者にまず認識させる。進行

においては、問いかけやあいづちなどを使って発言し

やすい場作りに留意する。

（4）経過確認は障害発生時点から過去へ遡及

　事実を把握する段階では、どの時点まで経過を遡れ

ばよいかわからない場合がある。そこで、経験則とし

て、障害発生を起点としてそこから過去へ経過を遡る

と、把握する範囲を特定しやすい。また、かなり過去

まで遡る際も記憶を順次たどるため、比較的把握しや

すい。

　図4（A）のメモは、上から下に向かって時系列に

記述する必要があるため、障害発生時点から過去へ経

過を遡及する場合は、このメモも下から上に向かって

記録していく。

（5）経過確認の中で対象の時系列範囲をイメージする

 （4）とも関連するが、経過を確認しながら、どの時

点までの経過の把握ができればよいかイメージしなが

ら進める。「作り込み原因」「見逃し原因」にあたる

プロセスが含まれたか確認しながら進めるとよい。

（6）経過確認の中で対象となるべき人をイメージする

　時系列フローの横軸には、会議に参加した当事者の

他にどこまでの人を対象にすればよいかイメージしな

がら進める。経過確認の中で出現した人を対象とする

ことは勿論であるが、逆に、出現しなかった人でも、

本来関わるべきだった人がいれば対象にしておく。こ

れは関わっていないことが障害の一因であることもあ

りうるからである。

　対象とした人については、経過の中での障害への関

わりだけでなく本来の役割も確認しておくとよい。

（7）経過確認の中で当事者の思い（ホンネ）も聞く

　当事者の思い（ホンネ）は、言い訳のようなものも

多いが、その中に原因の一部が潜んでいる場合もあ

る。また、そういう発言を拒否せず適度に受けいれる

ことで、当事者が発言しやすい場作りにもなる。

（8）時系列フローを俯瞰し情報の漏れ、ムラをなくす

　経過を図4（A）のように書き出した後、図4（B）

の時系列フローに展開することで、全体を俯瞰するこ

とが容易になる。個々の事実を具体的に確認するだけ

でなく、全体を俯瞰して情報の漏れ、ムラをなくすよ

うにする。

（9）整理した事実、特定した問題点について参加者の合意

をとる

　事実、問題点について参加者の合意をしておかない

と、根本原因の特定や再発防止策の立案での後戻り発

生や、適切な結果が得られないことがある。この段階

でも確実に合意しておくことが重要である。

  ５.  「問題点見える化シート」の
　　　実績と効果
５.１　実績
 「問題点見える化シート」による障害の再発防止活動は、筆者

が品質保証を担当する組織で2009年頃からその取組みを始め

た。当初は手法や様式も未確立で試行を繰り返した。

　2010年から本稿に示す時系列フローによる事実把握整理手

法を採用し、これが標準的な手法となった。しかし、この段階では

「問題点見える化シート」だけで根本原因の特定や再発防止策

の立案までを一貫して行う方式であり、なぜなぜ分析を意識し
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た分析プロセスも行っていたが、「問題点見える化シート」だけ

でその分析過程および結果の妥当性を十分には見える化できて

いなかった。

　2012年頃より根本原因の特定の手法になぜなぜ分析を正式

に採用し、事実の把握と整理に優れた「問題点見える化シート」

となぜなぜ分析を組合せ、2014年頃に本稿に示す統合的な手

法、様式としてほぼ確立した。

　2009年からの累計では、重大な障害を中心に約80件の再発防

止に適用した。

　社内では、2010年に品質関連ワーキングループでこの

取組みを紹介した。2010年度の技術表彰で優秀賞となっ

た。2014年より社内推奨の原因分析手法としてこの手法

が採用され、研修やｅラーニングを通して全社展開され

ている。筆者も担当地区の研修で講師を担当する他、ビ

ジネスパートナーの要員向けにもこの研修を行ってい

る。

　また、社外では、2011年のソフトウェア品質シンポ

ジウム（SQiP2011)で本稿と同じタイトルで経験発表を

行った。

５.２　効果
 「問題点見える化」シートの障害の再発防止に対する定

量的な評価は難しいが、筆者が品質保証を担当する組織

では2010年以降、年間障害発生件数が減少傾向にあり、

この取り組みも一定の貢献ができていると考える。

　定性的な評価としては次のように考えている。

（1）時系列フローにより、障害に関わるプロセス全体を俯

瞰的に可視化できるようになり、事実の把握、整理や

根本原因の分析の精度が向上した。

（2）直感的にわかりやすい表現で障害の経緯が整理され、

その根本原因、再発防止策も含めて1枚のシートに集

約したことで情報共有が容易になり、再発防止のため

の横展開や教訓集としての活用ができた。

（3）システム開発・導入、保守、運用などシステムのライ

フサイクルにおける多様な局面での障害の再発防止に

適用できた。

（4）第三者が推進役としてファシリテートすることで、客

観的な整理、分析が可能になった。また、当事者とし

て参加したメンバが実体験を通しての問題分析・解決

力向上にもつながっている。

（5）「問題点見える化シート」となぜなぜ分析の各手法

を組み合わせることで、各々の利点を生かして、根本

原因と再発防止策をより適確に導出できるように　

なった。

（6）社内利用だけでなく、お客さまへの障害報告における

分析資料や、お客さまの運用誤りに起因した障害につ

いて、お客さまへの業務改善提案を行う資料などにも

活用している。

  6. おわりに
　「問題点見える化シート」は、なぜなぜ分析との組合せ

により、障害再発防止の原因分析手法として確立するこ

とができた。前述のとおり、社内では研修、ｅラーニン

グが提供されているが、研修で手順は理解できても、分

析に必要な事象の捉え方・考え方は実際の障害の再発防

止の中で繰り返し実践して体得することが必要である。

そういう意味で、今後も現場でこの手法を実践しながら

普及に努めたい。

　また、現在は重大な障害を中心にこの手法を適用して

いるが、現場で日常的に活用できるように、手軽に短時

間で実施できる簡易版なども今後検討していきたい。
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危険予知トレーニングによる
障害の未然防止

南波　貴紀　　　浅井　陽一郎　　　江尻　泰将

概要
　ソフトウェア業界では適用業務システムの運用保守プロセスにおいて、障害の予防に多大な力を尽くしている
現状がある。筆者の部署では、これまで様々な障害予防対策を実施してきたが、障害はゼロにならなかった。
そこで新たに、過去実際に発生した障害事例をもとに障害発生の危険予知能力を高めるためのトレーニングを
実施し、障害の未然防止活動を行った。その結果、1 年目で障害発生件数は前年同時期の 80% 減を達成した。
そして、3 年目で「障害ゼロ」を達成し、現在もそれを維持している。
　本稿では危険予知トレーニング (Kiken Yochi Training[1]、以降 KYTと略する) を利用した障害の未然防止
に関する活動結果について述べる。

  1.  はじめに
　過去、筆者の部署ではヒューマンエラーによる障害がなか

なか減少しなかった。

　その対策として、障害事例の横展開や再発防止のための

品質ミーティング、朝礼での「ＳＥ十か条」の復唱、出荷検査

の強化などを実施してきた。しかし、これらの対策を実施し

ても、障害は減らなかった。その理由としては、これらの対策

では多忙な現場の中で「やらされ感」から脱却できないこと

や、障害に対して危機感を持って作業をしていないことなど

が考えられた。

　筆者の部署は、自治体関係のシステム保守業務を担当して

いる。ひとたび障害が発生すると自治体の住民に迷惑をかけ

ることになり、謝罪するのも私たちではなく、お客様が対応

する。このような事態が起こらないよう、高い品質を保つこ

とが要求される。
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  3. 改善策の実施プロセスと運用
3.１　KYTワークシートとは？
　KYTは、受講者であるSEが個人演習とグループ演習を

行ない障害の疑似体験をすることにより、危険予知能力を

高める訓練である。KYTの要となるKYTワークシートと

は、与えられた障害の事例（問題・状況）に対して、一人ひと

りが危険要因とそれによる事故（障害）を想定し、その対処

策を考えて記入するシートである（図1）。以下に構成内容を

説明する。

図 1　KYT ワークシートの構成

（ 1）問題・状況（図2、左半分）

　設問のブロックであり、主催者が準備する項目であ

る。題材は実例を基にし、解決すべき優先度を踏まえて

「最近起こった大きな障害」、もしくは「それほど重大

ではないがよく起きる障害」を選ぶ。状況設定について

は、障害が発生するかもしれない状況をより理解しやす

く、かつ受講者全員がイメージしやすいように表現する

必要がある。

（ 2 ）危険要因と想定される事故（図2、右半分上部）

　受講者が記入する項目である。

「危険」に障害を引き起こす要因を書き、「想定」へその結

果どのような事故が引き起こされるのか記入する。

（3）対処策（図2、右半分下部）

　受講者が記入する項目である。自分だったらどうする

か、または、日頃から自分は何をしているかを書く。これ

により受講者は第三者ではなく、当事者としてリスクに

向き合う姿勢が培われることになる。

  2. 改善したいこと
2.１　何を改善するのか
　目標としたのは、現場の作業者一人ひとりの品質意識を向上

させ障害をゼロにすることである。

（1）個人の品質意識を向上させる。

　作業者全員が納品物の品質に貪欲になる。

（ 2 ）障害をゼロにする。  

　お客様のお客様である住民に対して絶対に迷惑をかけ

ない。

2.2　なぜKYTなのか
　障害の未然防止策についていろいろと検討している中、

筆者の部署のあるリーダーが、全社的に実施している情報セ

キュリティ対策の一部であるKYTは障害予防にも役立つの

ではないかと思いついた。情報セキュリティ対策のKYTは

全社的に定着しており、だれもが手法に馴染んでいることか

ら、説明と理解が容易であった。

　KYTでは、どのような障害が発生するか分からない状

況から、作業に潜む危険を予想し、起こり得る事故を想像

して、その事故を防ぐための行動や対処方法を考えさせ

る。また、訓練を通して経験者と考え方を共有する。この

ことが障害の未然防止に必ず良い効果をもたらすと予想

した。

2.3　実施方針と課題
　KYTの有効性については、まだ仮説の段階ではあったが、

部署トップの理解と強い意思の元に、全員で早急に試行して

みることとなった。実施方針としては、半年間続けてから効

果を測定し、結果が良ければさらに続けることとし、実施内

容や運用体制をルール化した。

　訓練を実施するにあたり、特に次のような課題があった。

（1）100％の網羅性

　一人でも品質意識の低い人がいると、いずれ必ず障害

につながる。一人の例外もなく全員の品質意識を高める

ためにはどのような訓練にすればよいか。

（ 2 ）長期的な持続性

　現場には時間もコストも余裕がないので、1回の訓練の効

果をできるだけ長く持続させるためにはどのような訓練に

すればよいか。
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図 2　KYT ワークシート記入イメージ

を決める際に、リスクマネジメントカに長けているベテ

ランの受講者を分散させて配置した。

●スケジュール作成
●参加者の調整・確定
●個人演習の問題作成

期間：１か月
⑴

事前準備

●事前課題実施 期間：１週間
⑵

個人演習

●グループ演習開催 期間：１週間
⑶

グループ演習

●実施報告

●成果物の情報公開
期間：２週間

⑷
共　有

図 3　実施プロセスの概要

（ 2 ）【個人演習】

　受講者が一人で演習を実施し、グループ演習に備える。

3.2　KYTの実施プロセス
　KYTワークシートを使ったKYTの実施プロセスについ

て説明する。筆者の部署のKYTでは個人演習とグループ演

習を実施する（図3）。準備開始から完了までの実施期間は

約2か月である。

（1）【事前準備】　

　全体スケジュールを作成し、受講者名簿を作成してグ

ループ演習用の受講者グループを決める。そして、事前

に実施する個人演習の問題を作成し配布する。

　事前準備において苦労したのは、肝心のKYTワーク

シートの「問題・状況設定」の作成である。実例をベース

に当事者を傷つけない配慮を加え、さらに議論が拡散し

ないよう、内容を簡潔にする必要があった。

　そして、若手が障害発生の状況を疑似体験でき、適切

な考え方や行動をベテランと共有しながら結びつけるこ

とができるように注意してシナリオのレビューを繰り返

して作成した。

　また、グループ演習が円滑に進むよう受講者グループ
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（ 3 ）【グループ演習】

　1回あたり105分の集合研修を、１週間に複数回実施

する（図4）。集合研修は1グループ5名程度の複数グ

ループとし、意見交換を通してグループ単位のKYT

ワークシートを作成し発表する。受講者全員を一度に

集めるのは業務上難しいので複数回に分散する。分散

することで、1回あたりが3グループほどになり、アドバ

イザー兼講評者のマネージャーの目が各グループに行

き届きやすい、開催日程調整が容易になる、さらに全

グループが発表できるため意見交換が活発になる、な

どのメリットもある。

　また、受講者に考えさせることが大切なので、グ

ループでの意見交換においてベテランはなるべく発

言せず、若手や未経験者の意見を引出すよう心がけさ

せた。

①訓示・事務連絡 

②グループ演習

③発表・講評

④事務連絡・予備

10分

50分

35分

10分

図 4　グループ演習の時間配分

（ 4 ）【共有】

　KYTの成果物の共有を行う。グループ演習が終わっ

た後、今後の改善データとするために、アンケートにて

理解度・実用性・時間配分などを確かめる。また、個人演

習の結果やグループ演習の結果を成果物としてまとめ、

部署全員で共有する。具体的には、全グループの発表内

容、全員の個人演習結果を大きなKYTワークシートに

まとめ、関係者全員にメールした。効果としては、別の日

のグループの発表内容や他の人の演習結果や意見を共

通認識することができ、受講者の気付きの幅が広がった

ことである。

3.3　筆者の部署のKYTの特長
　前述した課題のひとつ「長期的な持続性」について、筆者

の部署では、1か月の間に個人演習⇒グループ内演習⇒グ

ループ間演習と繰り返すことで受講者に深く印象づけること

により解決した。

　さらに、このやり方は、受講者全員の気付きを広げるとい

う効果もあった。気付きの拡大は2段階ある（図5）。

個人での演習

グループでの議論グループでの議論

グループ間での結果発表グループ間での結果発表

気付かなかった危険要因に気付く

図 5　受講者全員の気付きを拡大

　1段階目は、個人演習時に一人では予見できなかった障害

についてグループ演習で気付くことである。2段階目は、グ

ループごとの発表時である。他グループの発表から新たな気

付きがあるよう意見の交換を活発に行う。さらに発表時には

最も重要な対処策を選び、選択理由を説明させた。これは同

じ対処策を挙げたグループであっても、狙った効果や意図が

違う場合が多かったからだ。これらの気付きを通して受講者

全員の視野を広げ、一種の感動体験を引き起こし、深く印象

付けるよう工夫した。

　もうひとつの課題である「100％の網羅性」については、次

のような工夫をして解決を図った。

（1）全員参加・不参加厳禁

　開催日を複数にすることで、日程調整しやすくした。

全員参加・不参加厳禁をリーダーレベルに周知徹底し、励

行した。

（ 2 ）グループ編成時の工夫

　アンケート結果をもとに、次回のKYTのグループ編成

時には、意見のよくでる人とでない人、KYTに意欲的な

人と消極的な人をバランスよく分散させたグループ編成

とした。
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4.2　アンケート結果と今後の課題
　KYT実施後のアンケート結果での代表的な意見は「自分とは

違った視点での意見を聞くことができ、障害防止に役立つ」で

あった。グループ演習全体についての意見の中で、目立ったのは

「普段一緒に仕事をしていない方との障害予防に関する意見交

換を通して有効な考え方や知識を得た」という意見であった。ま

た、参加者の意見を、経験の浅い若手とベテランに分け、それぞ

れの意見を分析すると以下のとおりであった。

（1）経験の浅い若手

　否定的な意見はなく、肯定的意見では「経験豊富な先輩

方の生の意見を聞けて、参考になった」が多かった。

（ 2 ）ベテラン

　否定的：想定できることばかりで、新たな「気づき」はな

かった。障害防止に役立つかどうかはわからない。

　肯定的：若手のトレーニングになる。いろいろな人の話が

聞ける。講評を聞くことで管理者側の話も聞ける。

　他部署においてもKYTを実施したが、同様なアンケート結果

であった。

　今後の課題は、KYTに否定的なベテラン層にいかに主体的な

目的意識をもって参加してもらうかである。具体的にはベテラン

層の役割は後進育成であることを再認識してもらうことである

と考えている。

4.３　２つの心得
　KYTの実施により、2つの大切なことがわかった。

　1つ目は、理想を共有することである。KYTを終えた後、受講

者から感想を聞いたところ、若手とベテランの間に大きな違いが

見受けられた。若手からは「気付きが多く、とても有意義な時間

だった」という意見が大半だったが、ベテランからは「KYTは理

想論を語るだけで意味も効果もない。」という意見が目立った。

むしろ、筆者はこの理想を語り合い共有することにこそ、KYTの

真の意味があるのではないかと考える。この「理想」とは言わば

目標到達点である。つまり、ベテランが理想を語り、若手の目標

レベルをベテランレベルまで高めることで、組織全体の品質意

識を底上げできるという大きな効果が得られる。

　2つ目は、大きな目標と確固たる信念を持って臨むことであ

る。KYTを実施するためのプロセスは前述のとおりであるが、

主催者が更なる効果を得るために意識すべきポイントがある。そ

れは、まず「あるべき姿」をしっかりとイメージし、活動に臨むこ

とである。KYT中の発表で挙がる障害防止策についても言える

  4. 実施してみてわかったこと
4.１　改善による変化や効果
　実際、障害が激減した（図6）。2013年9月から2014年8月までの

障害発生件数に対して、翌年は80％減少した。仕事量について

対策前の一年間と比べてみて、システム変更要求量や出荷検査

の件数、要員体制は変わらないので、KYTの効果があったと考

えられる。さらにその翌年の障害発生件数は95％減少し、その

翌々年以降は0件となり現在まで続いている。

　また、改善による具体的な変化は以下の3点である。

（ 1 ） 障害事例の理解と情報共有によりテストレビュー時の

チェックポイントが充実した。

（ 2 ）経験の浅い若手の品質意識が向上し、観点や考え方も成長

したことでリスクや危険を見つける能力が向上した。

（3）若手を中心に確認作業の重要性に改めて気付いた。

　さらに、品質意識にも変化があった。

　以前から実施していた従来の様々なルールに対して、若

手は「やらなくともよい余計な作業」が増えたという認識を

もっていた。しかし、KYT後は、「仕事をするうえで必要な作

業である」と認識が変化した。その結果、ルールを軽視する

言動が減り、一人ひとりが品質保証に対して意欲的になり、

設計レビュー、テストレビュー、出荷判定などでの、態度・意

気込みの真剣さが増し、気付きが多くなり、障害の未然防止

に役立っている。さらに、一旦品質意識が向上すると、品質

を下げるような行動をとることが不安になり、品質の高い状

態を維持しようとするため、障害の未然防止に一層役立って

いる。

2013/09
～2014/08

2014/09
～2015/08

2015/09
～2016/08

2016/09
～2017/08

100

0 0

障害件数

80％減

図 6　障害件数の推移
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ことだが、目指すべき理想のレベルが下がると視野が狭くなり、

防止策も一過性のものとなってしまう。主催者だけでなく受講

者も、単純に障害件数を減らすことが目的ではなく、障害件数を

ゼロにすることが本当の目的だと認識すべきである。

  5. おわりに
　本稿ではインテックの一部署で実践した「障害の未然防

止」に関する取組みを紹介した。事故や災害にあったとき人は

訓練以上のことを行うことは難しいと言われている。企業は

事業体であり組織・人材は流動的である。　その変化に流され

ず、今の状態を保つために、訓練は毎年行うこととしている。

品質保証は社会システム企業においては絶対の責務と心得、活

動は継続してゆく。本稿が障害予防活動のご担当者の役に立て

れば幸いである。
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BtoCで活用されているUXの考え方を
BtoBサービスに適用した
サービス改善プロセスの提案

高山　綾子　　　　齋藤　綾乃

要約
　当社は、X社が提供しているBtoBサービスのシステム開発を担当している。X社はサービス提供事業者として、ユー
ザーが気持ちよく使用できることを目指しており、そのためのアイディアを生み出す方法を模索していた。これまで
X 社は、機能の問題点を中心に改善検討する機能視点での考え方を取り入れていたが、その考え方ではユーザー
にとって気持ちがよいサービスを実現するためのアイディアが出せないのではないかと懸念していた。
　● X社の課題：（ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、）従来とは異なる視点でアイディアを
生み出す方法を確立したい

　上記の課題に対し、当社は BtoC のサービスに対して活用が進んでいるUX の考え方を取り入れたユーザーに
フォーカスを当てた独自のプロセスを考案し、X 社と共同でプロセスの有効性について検証を行った。
　検証の対象は、X 社のサービスにメーカー担当者が商品情報を登録する作業である。このサービスは、メーカー
担当者が登録した商品情報を流通業の顧客に対し、インターネットを通じて提供するものである。メーカー担当者
が商品情報を登録する作業は、X 社のサービスの起点である。そのため、メーカーの情報が正確に登録されるこ
とが X 社サービスの品質向上に繋がる。しかし、登録項目数が多く作業が煩雑であり、メーカー担当者の負担が
大きいため、これを解消したいというニーズがあった。そこで、X 社サービスにメーカーが登録をする作業を対象と
した。
　提案プロセスは、調査、問題定義、改善検討、試作・検証の 4フェーズに分かれている。調査フェーズではメー
カー 6 社のユーザーに対し、アンケート、インタビュー、観察を行った。問題定義、改善検討、試作・検証フェー
ズでは、X 社と当社から10 名が集まりワークショップ形式でユーザーの理解、アイディアの発想・検証を行った。
　検証によって、以下の通り各フェーズの有効性が確認できた。
　● 調査フェーズ：現地で直接ユーザーへインタビューと観察をすることによって、ログデータでは分からない利用
　　状況などの情報が得られた。
　● 問題定義フェーズ：フォーカスする先を機能ではなくユーザーに切り替えることができた。
　● 改善検討フェーズ：ユーザー視点でのアイディア検討によって、従来とは異なるアイディアを出すことができた。
　● 試作・検証フェーズ：ユーザー視点を取り込むことで、ユーザーがより気持ちよく使用できるサービスについて
　　検討することができた。
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  1.  はじめに
　BtoBサービスを提供しているX社は、ユーザーが気持ちよく

使用できるサービスの提供を目指しており、そのためのアイディ

アを生み出す方法を模索していた。そこで、BtoCのサービスに

対して活用が進んでいるUXデザインを取り入れた改善プロセス

を提案し、その有効性を示す検証を行った。

　このプロセスはX社の課題解決に有効な手立てであっただけ

でなく、他のサービス改善においても参考になる内容だと期待

できる。本検証の内容がBtoBのサービス改善に悩んでおられる

方々の一助になれば幸いである。

　以降、2章で提案の背景となった課題を記載する。3章で提案

内容と先行研究について紹介する。4章では実施内容と課題解

決のための実施のポイントを説明する。5章で有効性と課題を考

察し、6章でまとめを述べる。

  2.  提案の背景
　当社は、X社が流通業の各社に提供しているメーカーの商品

情報の一元管理・活用サービス（以下、X社サービス）のシステム

開発を担当している。X社サービスは、稼働後も継続的に改善に

取り組んでいたが、近年は従来の進め方では解決が難しい課題

が発生していた。なお、X社サービスの詳細については「4.1対象

となるサービスの範囲」にて述べる。

＜X社の課題＞

（ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、）

従来とは異なる視点でアイディアを生み出す方法を確立したい

　X社は、サービスを20年に渡り提供し、システム面での改善を

実施してきた。今後も更に改善したサービスを顧客に提供し続

けていくためには、従来通りの機能を中心に考える方法では行

き詰る場面があると懸念していた。

　そのためX社としてはユーザーが気持ちよく使用できるサービ

スを提供できるように、従来とは異なる視点での改善のアイディ

　以上から、本提案プロセスは「ユーザーにフォーカスを当てたアイディアを生み出すこと」、X 社が持つ課題であ
る「ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指すために、従来とは異なる視点でアイディアを生み出す方法を
確立したい」という点を実現する手法として有効であると結論づけた。
　本提案プロセスをシステム開発の現場で取り入れることで、よりユーザー視点に近づけるのではないかと考えて
いる。

アを生み出す方法を確立することを考えていた。

　この課題を解決するためには、従来型の機能やデータ中心で

はない視点での改善検討が必要である。そこで、我々はユーザー

を中心とした改善検討ができ、ユーザーが気持ちよく使用できる

サービスのアイディアを出すために「ユーザーエクスペリエンスデ

ザイン（以下、UXデザイン）の考え方を取り入れたサービス改善

プロセス」を活用することを提案した。

  3.  提案内容
　以下に、提案プロセスのポイントであるUXデザインについて

説明し、その後、我々が提案する新しいプロセスの詳細について

述べる。

3.1　UXデザインとは
　UXとは「ユーザーエクスペリエンス（User eXperience)」

の略語である。UXの定義は多数議論されているが、国際規格

ISO9241-210で以下の通り定義されている[1]。

　「ユーザーエクスペリエンスとは、製品、システム、またはサー

ビスを利用した時、及び／または使用を予測した時に生じる個人

の知覚や反応」

　上記を踏まえてUXデザインとは、ユーザーの製品・サービス

の利用から生じる感情、信念、嗜好、知覚、生理学的・心理学的

な反応、行動や達成をデザインすることである。BtoCサービス

では頻繁に使われている考え方、手法である。

　本提案プロセスでは、UXデザインの考え方、手法を取り入れ

るとともに、進め方はデザイン思考を参考にしている。デザイン

思考とは、「人の幸福や社会の反映を目的に人間中心でイノベー

ションを実現させる問題発見・問題解決のプロセス」[2]である。

デザイン思考の提唱者は複数いるが、本提案プロセスではスタ

ンフォード大学ハッソ・プラットナー・デザイン研究所（通称:dス

クール）の提唱するデザイン思考を参考にしている。
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3.3　先行研究の調査
　本提案プロセス実施の前に、プロセスのポイントである「ユー

ザーにフォーカスを当てたサービスの検討」をサービス開発の

場面で実施している先行研究を調査した。

　新規アイディアを創出する際のデザイン企画プロセス提案[3]

や、新しい使い方を提案・アイディアを可視化するための研究[4]

を確認したが、BtoCのサービスを題材としており、ユーザーが自

身の判断でサービスの利用や行動の流れを選択できる、達成が

必須となるタスクがないなど、特にユーザーとの関わりにおいて

BtoBのサービスであるX社サービスとは異なる部分が多く採用

することが難しいため、新しいプロセスが必要であった。

  4.  提案プロセスの検証
4.1　対象となるサービスの範囲
　検証の対象は、X社サービスにメーカー担当者が商品情報を

登録する作業である。

　このX社サービスは、メーカー担当者が登録した商品情報を、

流通業の顧客に対し、インターネットを通じて提供するサービス

である。さまざまなシステムで使われる商品情報を１つのデータ

ベースで一元的に管理することでメーカー及び流通業の業務効

率化を支援している。

　メーカー担当者が商品情報を登録する作業は、X社サービス

の起点である。そのため、メーカーの情報が正確に登録されるこ

とがX社サービスの品質向上に繋がる。しかし、登録項目数が多

く作業が煩雑であり、メーカー側担当者の負担感が大きいため、

この解消というニーズがあった。そこで、X社サービスにメーカー

が登録をする作業を対象範囲とした。

3.2　「UXデザインの考え方を取り入れた
　　　サービス改善プロセス」の提案
　我々は、UXデザインやデザイン思考の「ユーザーの感情や行

動を重視し、ユーザーに常にフォーカスを当てる」という点を参

考にし、「UXデザインの考え方を取り入れたサービス改善プロ

セス（図1）」を提案した。プロセスは調査フェーズを最初に実施

し、問題定義フェーズ、改善検討フェーズ、試作・検証フェーズと

進めていく。一度試作・検証フェーズまで終え、検証結果の評価

に応じてプロセスを繰り返す。

図 1　UX デザインの考え方を取り入れたサービス改善プロセス

　本提案プロセスは、BtoBの大規模システム開発で一般的に

行われているウォーターフォール型開発のサービス検討段階で

ある企画・要件定義フェーズで実施する（図2）。設計工程以降は

従来通りの開発を想定している。
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今回のプロセス

図 2　提案するプロセスの範囲
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4.2　実施内容と結果
　ここでは、本提案プロセスの流れに沿って実施した内容を調

査フェーズから順に示す。あわせて、結果についても記載する。

4.2.1　調査フェーズの実施
（1）調査の準備

　調査フェーズの目的はユーザーの理解である。今回は、

ユーザーの業務や振る舞いをユーザーの元に赴いて観察・

インタビューすることで、ユーザーの行動や行動に至る背景

などを探った。ユーザー調査は、「図3：ユーザー調査の進め

方」に示す4ステップで実施した。

　実施にあたって工夫したポイントは以下の通りである。

● 調査に協力いただくユーザーの負荷軽減

　　調査全体として、協力いただくユーザーの負荷軽減を重

視して設計や調査を行った。ユーザー負荷を重視した背景

は、ユーザーの方には普段の業務を中断し、時間を確保い

ただく必要があるため、できる限り短時間で終わらせたいと

の考えがあった。

● アンケート設問における標準的評価軸の採用

　　X社サービスの現状の使いやすさや満足を測るために、

事前調査のアンケートではISO9241-11のユーザビリティ定

調査設計

事前調査
（アンケート）

現地調査
（インタビュー・観察・見学）

調査結果記録

図 3　ユーザー調査の進め方

義[1]となっている、効果、効率、ユーザーの満足度の3つの

観点で評価設問を設定した。

● 1回の調査でユーザーを多面的に理解するための3つの工程

　　ユーザーに纏わる情報を多面的に理解するために、現地

調査では「インタビュー」「観察」「見学」という3つの工程を

行った。「インタビュー」は担当者から主観的な意見を聞く

ため、「観察」は担当者自身が気づいていない工夫や問題点

を客観的に引き出すため、「見学」は担当者の作業環境の理

解のために実施した[5]。

● BtoB業務サービスのための評価観点の採用

　　インタビューや観察では、ユーザーの感情に着目するた

めに作業中のストレス度合いを評価した。BtoCにおける

UXデザインではユーザーの嬉しい・楽しいといった感情に

着目することが多いが、X社サービスはBtoBで業務利用の

サービスであるため、嬉しい・楽しいといった感情が馴染ま

ない。そこで業務利用の場合はストレス度合いに着目する

ことが適当だと考え、ストレスを3段階で記録することで、ス

トレス度合いを可視化した。

● 調査結果全体を客観的に評価するための書式

　　調査結果を一目で理解できるようにするため、ユーザー

ごとにインタビュー総括表という1枚の用紙にまとめた。記

載した項目を「表1：インタビュー総括表に記載した項目」に

示す。

（2）調査フェーズの結果

　メーカー6社（担当者9名）に調査へ協力いただき、6社分の

インタビュー総括表を作成した。改善検討の材料となる工夫

と問題点の件数は以下の「表2：ユーザー調査で得られた工

夫・問題点の件数」の通りである。

　異なる商材のメーカーであり、担当者の性別・年齢層が異

なるにも関わらず、いずれのメーカーからも一定量の結果を

得られていることから、バランスのよい調査方法であったと

業 務 の 流 れ

行 動

問 題 点

工 夫

ストレス度合い

登録業務の、商品情報収集、整理、登録、
活用、の4つのフェーズ。

それぞれのフェーズで実施している作業
内容。

要望事項や大変だと感じていること。

問題点を回避するために実施していること。

ユーザーのストレス状態とその理由
（調査者複数名による主観評価）。

表 1　インタビュー総括表に記載した項目

A 社

B 社

C 社

D 社

E 社

F 社

合  計

5

7

6

7

7

3

35

13

13

13

17

17

7

80

工夫の件数 問題点の件数

表 2　ユーザー調査で得られた工夫・問題点の件数
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評価している。

　ユーザーの行動の情報に加え、ログデータでは把握できな

かった利用実態や改善に必要な観点についても把握するこ

とができた。ユーザー調査で把握できた利用実態の一部を

例として以下の「表3：ログデータの情報とユーザー調査で得

た情報の対比（一部）」で示す。

　調査結果をご覧いただいたX社からは以下のような

良いコメントをいただいた。調査において採用した工

程上の工夫などのポイントの効果であり、ユーザーを

中心とした改善検討のための材料が得られたと評価し

ている。
● 既にお話をうかがっている方でも、観察しながらヒ

アリングすることで、ログでは気づけない、また単

純なヒアリングでは聞き出せない意見を聞くことが

できた
● ログだけでは見えてこない、担当者のスキル、感情、

工夫によって異なる操作手順を選択していることが

よくわかった

4.2.2　問題定義、改善検討、
　　　  試作・検証フェーズの実施
（1）問題定義、改善検討、試作・検証の準備

　調査フェーズの結果をインプットとして、問題定義

から検証までのフェーズをワークショップ形式で実施

した。ワークショップ形式にした理由は、X社と当社

の両社からメンバーを出すことで互いの知見を出しあ

い、その知見がその場で活用されてアイディアをより

考えやすくするという相乗効果を狙ったからである。

ログデータで把握していた情報 ユーザー調査で判明した情報

A社が Y機能を利用している
インタビューから、Y 機能は X 社のコールセンターか
ら指示されたときのみ利用し、普段は利用していない
ことがわかった。

2

1

観察から、担当者が登録画面で用意している日付入力
補助機能を使っていないことがわかった。
その点について、観察後にインタビューすると、日付
入力補助機能の存在に気づいていなかったということ
がわかった。更に、日付入力補助機能を見ていただき、
現行の日付入力では営業日の確認が必要なため祝日
の表示がないシステム上の日付入力補助機能では不十
分だという意見を聞くことができた。

登録画面で用意している日付入力補助機能を利用して
いるかは不明

表 3　ログデータの情報とユーザー調査で得た情報の対比（一部）

ワークショップ設計

ワークショップ Day1
（ユーザーを深く理解する）

ワークショップ Day2
（ユーザーを中心にアイディアを発想する）

図 4　ワークショップの進め方

ワークショップは「図4：ワークショップの進め方」

に示す3ステップで実施した。

　実施のポイントは以下の通りである。
● 改善を問題の裏返しとしないためのスケジュール

　問題を整理する問題定義フェーズと、アイディアを

膨らませる必要がある改善検討以降のフェーズでは思

考の方向性が異なるため、ワークショップを2日間に

分けることで頭の切り替えを促した。
● 問題定義のためのユーザー像の作成

　ユーザーを中心とした問題定義をするために、ワー

クショップDay1にてユーザーを起点とした問題整理

を実施した。具体的には、調査で得たユーザー情報を

「業務に対する姿勢の積極性」と「作業のストレス度

合い」の2軸でセグメント分けし、更に同セグメント

ごとにユーザーの情報を集約した「ユーザー像」を作

成し、ユーザー像ごとに現状のユーザーエクスペリエ

ンス（UX:3.1節参照）を整理して、優先的に改善すべ

きユーザー像を定義した[6]。ユーザー像作成用のシー

トと現状UXのサンプルはそれぞれ図5、図6に示す。
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図 5　ユーザー像シートのサンプル

図 6　現状 UX のサンプル

● ユーザー像の感情に着眼した改善検討、試作・検討

プロセス

　ユーザーを起点とした改善検討、試作・検証をする

ために、ワークショップDay2にてDay1で決定した

優先的に改善すべきユーザー像にフォーカスして検討

した。具体的には、ユーザー像の感情を改善するス

トーリーを作成しストーリーボードという形でまとめ

た（図7）[7]。更に、ストーリー上で重要なシステム

画面を紙にスケッチをして作成していった。検証で

は、可視化したストーリーとスケッチを、ユーザー像

を演じながら評価した。評価の観点はユーザーの感情

がポジティブになっているかである。評価で出た指摘

をもとに、再びストーリーボードとスケッチのブラッ

シュアップを行った。

図 7　ストーリーボードの一例

（2）問題定義、改善検討、試作・検証フェーズの結果

　ワークショップを2つのグループに分けて実施し、

X社サービスを改善した業務のストーリーを2本作成

した。そのうち1本を説明する様子が「図8：作成し

たストーリーとスケッチ」である。9枚のストーリー

ボードと3つの主要画面がユーザーの感情を改善する

アイディアとしてまとめられている。

図 8　作成したストーリーとスケッチ
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　もう一方のグループでも5枚のストーリーボードと1

つの主要画面として改善のアイディアを出すことがで

きており、提案した改善プロセスによる成果物の作成

までを検証できた。

X社からは、当社から提案したUXデザインを取り入

れた一連の改善プロセスの効果として以下のような評

価をいただいている。
● これまではシステムを作る際は論理的な思考が強

く働くことが多かったが、UXを意識してユーザー

調査を行うことで、着目点や考慮のポイントなど

が変わった。
● ユーザーのニーズとウォンツを深く探るという意味

では大変有効と感じた。

  5. 結果の考察
　本提案プロセスの実施によって「ユーザーにフォーカ

スを当てたアイディアを生み出すことができ、X社が持つ

課題の解決に繋がる」と考え、X社サービスを題材にプロ

セスの検証を行った。この章では、プロセスの実施結果

からプロセスの有効性について述べる。

　調査フェーズでは、ログデータではわからない利用

状況や、サービス提供側の想定とユーザーの使用方法

とのギャップを知ることができた。例えば「4.2.1　調

査フェーズの実施 (2)調査フェーズの結果 に記載した表3 

No.2」で記載したように、ユーザーの利便性向上のた

めに提供している機能の存在をユーザーが認識できてお

らず、また認識したとしても提示される情報が十分でな

いということがわかった。以上から、現地で直接ユー

ザーへインタビューと観察をしたからこそ得られる情報

があるという点において、調査フェーズの実施は有効で

ある。

　問題定義フェーズでは、本プロセスのポイントである

ユーザーにフォーカスするということが実現できた。調

査フェーズで得たユーザーのリアルな意見をもとに問題

を検討するうちに、ワークショップ参加メンバーから

「このユーザーは熱心に作業しているが問題を抱えてい

るから早く何とかしてあげたい」などのユーザーを助け

たい・よくしてあげたいという言葉が自然と出るように

なった。以上から、フォーカスする先が機能ではなく

ユーザーに切り替わったという点において、問題定義

フェーズの実施は有効である。

　改善検討フェーズでは、ユーザーにフォーカスするこ

とで従来とは異なる質のアイディアを生み出すことがで

きた。従来は1つの問題に対して1つずつ解決策を出すよ

うな改善を行っていたが、今回はユーザーの感情をポジ

ティブにするにはどのような業務の流れであればよいか

というユーザーを中心とした検討をしたため、質の異な

るアイディアを多数出すことができた。以上から、ユー

ザー視点での検討によって従来とは異なるアイディアを

出すことができるという点において、改善検討フェーズ

は有効である。

　試作・検証フェーズでは、改善検討フェーズで出たア

イディアの精度を上げることができた。改善検討フェー

ズで作成したストーリーのうち業務の根幹となる部分の

画面案を作成し、ユーザーを演じながらストーリーの妥

当性や画面の使いやすさをユーザーに近い視点で検証し

た。従来は機能視点での検討をしていたが、今回は終始

ユーザー視点を取り込み、ユーザーがより気持ちよく使

用できるサービスを検討したという点において、試作・

検証フェーズは有効である。

　以上から、本提案プロセスは「ユーザーにフォーカス

を当てたアイディアを生み出すこと」、X社が持つ課題で

ある「ユーザーが気持ちよく使用できるサービスを目指

すために、従来とは異なる視点でアイディアを生み出す

方法を確立したい」という点を実現する手法として検証

できた。

　一方で今回はスコープ対象外としたが、開発工程でい

かにユーザーにフォーカスを当てた状態を維持するか、

終始ユーザーにフォーカスすることに拘って進めたその

意図が失われないよう工夫が必要であり、今後の課題で

ある。

  6. おわりに
　本提案プロセスは「ユーザーにフォーカスを当てたア

イディアを生み出すこと」に有効であり、X社のように

「サービスをユーザーにとって更によいものにしていく

ためのアイディアを出していきたい」という状況での活

用が期待できる。
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　システム開発の現場において、ユーザー視点で物事を

考えることが重要であると言われてきた。しかし上手く

いかないケースは多いのではないだろうか。その際に今

回の提案プロセスやUXデザインの考え方の一部でも取り

入れてもらえれば、よりユーザー視点に近づけるのでは

ないかと考えている。本論文がシステムの改善に関わる

悩みを抱えている方の一助になれば幸いである。
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「進化型」プロセスによる品質向上

阿戸　信則　　　　小林　裕記　　　　松本　達平

概要
　プロジェクトの大規模化にともない、ただプロジェクトのメンバーが増えるだけでなく、各メンバーの開発経
験や国籍などのバックグラウンドが多様化している。また複雑な要求に応じて実績のない新技術の採用が必要
になる一方、災害対策などシステムに求められる信頼性は高度化している。このような状況では、プロジェクト
計画時に開発プロセスを定義する「計画型」プロセスだけでは、品質向上に限界がある。
　そこで筆者の部門では、事前に定義した開発プロセスを進化させていくために、「進化型」プロセスを取り入
れた。全機能を一括りで扱うのではなく、バグが発生しやすい機能を選択し、その機能に特化した開発プロセ
スを定義する。さらにプロセスを改善し、より洗練されたプロセスを構築していく。本稿では、「進化型」プロ
セスの取り組みを述べる。

  1.  はじめに
　開発規模の拡大にともないプロジェクトに参画するメン

バーは増加し、プロジェクトの体制を構築するためには、複

数の企業からメンバーが集まることになる。中国などのオフ

ショア企業であれば言葉だけでなく育ってきた文化が異な

り、日本企業であっても経験してきたシステムが金融系シス

テムであったりECサイトであったりする。このようなメンバー

はそれぞれ品質に対する考え方も多様になる。

　一方で構築するシステムの技術要素は多様化している。

運用費用の削減のためにクラウドを採用し、OSS（Open 

Source Software）やSaaS（Software As A Service）

を利用する。組み合わせることのできるソフトウェアは増加

しているがソフトウェアによって異なる機能や制限を正確に

把握しなければならない。また、スマートフォンの普及にとも

ないデザインや使い勝手への要求レベルも高まってきてい

る。これらの要素をプロジェクトごとに組み合わせて開発す

るが、複数のプロジェクトで同じ構成になることはありえな

い。そのためこれまでに培ってきた開発ノウハウだけでプロ

ジェクト計画を立てることは難しい。

　また、社会システムであれば求められる信頼性も高くな

る。2011年の東日本大震災以降、災害対策が要件となったこ

とをきっかけに、クラウドの可用性対策や24時間365日サー

ビスが停止しないシステムの検討も増えている。

　このような状況の中、我々はソフトウェアの品質を効率よく

高めることができる開発プロセス改善の必要に迫られている。

  2.  「後追い型」プロセスの問題
　品質を管理する方法として、各工程で発生した「バグ数」や

プログラム行数に対するバグの割合である「バグ密度」のよ

うな定量的な品質指標を利用してきた。これらの指標は機

能やメンバー別に分類して、それぞれで比較することで活用

する。
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　一定の傾向・範囲から外れた数値がある場合、そこに対し

て対策を打つ。例えば、あるメンバーの検出バグ数が少ない

場合、テストスキルが低いことを想定して、メンバーを変えて

再度テストを実施する。また、ある画面のバグ密度が低い場

合、テスト観点の漏れがあることを想定して、テスト観点の

チェックリストを作成し再度テストを実施する。

　以上に述べたような、テスト結果に応じてプロセスを追

加するプロセス設計手法を、本稿では「後追い型」プロセス

と呼称する。この「後追い型」プロセスの施策は、結果とし

て品質を向上することはできるが、工数の増加という問題

がある。

  3.  「計画型」プロセスの限界
　工数が増加する可能性がある「後追い型」プロセスを避け

るためには、あらかじめバグの発生を予防する必要がある。

　小規模な開発や実績のあるソフトウェアを使った開発であ

れば、バグ発生の予防策としてプロジェクト計画時に開発プロ

セスの設計を十分に行う「計画型」プロセスで対応できる。筆

者の部門においても、アプリケーション基盤や開発プロセス

の標準化を行っている[1][2]。

　しかし、プロジェクトメンバーが増え多様化した状況で、設

計書の文章や図による表現だけで認識を合わせようとすれ

ば誤解や認識違いが発生してしまう。また、実績のないソフト

ウェアを利用してプロトタイプを構築し数百の画面に適用す

れば例外が発生してしまう。こういった課題が増える一方でコ

ストの削減や納期の短縮が求められる状況では、「計画型」プ

ロセスだけではバグの発生を予防することは難しくなってき

ている。

  4.  「進化型」プロセスの採用
4.1　「進化型」プロセスの概要
　「計画型」プロセスの問題点を克服するため、「進化型」

プロセスを採用した。

　「進化型」プロセスとは、開発期間を1週間から1ヵ月程度

の短期に区切って、プロセス設計、プロセス実行、プロセス

評価を行い、次の開発期間のプロセスを改善する。一度、実

行した結果を活かしてプロセス設計することによりバグの再

発を予防する。「計画型」プロセスのようにプロジェクト開

始時に多くの時間をかけて全てのプロセスを設計するので

はなく、短期の開発を繰り返し、プロセスを進化させるので

ある。

　図1に「後追い型」、「計画型」、「進化型」プロセスの違い

を示す。

プロセス
設計 プロセス実行 追加プロセス

・テストの結果によりプロセスを追加する

プロセス実行プロセス設計 プロセス評価

・ 開発の前に開発対象すべてに対し、１度だけプロセス設計を実施する
・ プロセス評価はプロジェクト完了時に実施する

・ 短期に区切った開発期間ごとにプロセス設計、プロセス評価、プロセス改善を繰り返す

プ
ロ
セ
ス
実
行

プ
ロ
セ
ス
設
計

プ
ロ
セ
ス
実
行

プ
ロ
セ
ス
設
計

プ
ロ
セ
ス
実
行

プ
ロ
セ
ス
設
計

プ
ロ
セ
ス
評
価

プ
ロ
セ
ス
評
価

プ
ロ
セ
ス
評
価

「計画型」
プロセス

「進化型」
プロセス

「後追い型」
プロセス

図 1　「後追い型」「計画型」「進化型」プロセスの違い
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4.2　「進化型」が必要となる基準
　「進化型」プロセスは「バグの再発を予防する」が、ある

程度のバグは発生してしまう。一方、「計画型」は、標準化に

時間をかけてバグの発生を予防する。

　本来は「計画型」でバグ予防の確率を上げていくべきだ

が、「計画型」の標準化工数が、「進化型」のバグ修正やプロ

セス改善の工数を超えてしまうケースがある。

　図2に「計画型」プロセスと「進化型」プロセスの工数比較

を示す。

 

　特に注意したい工数としては、「計画型」プロセスの標準

化にかかる工数と、標準の学習工数が挙げられる。例えば、

画面種類が多い場合、すべての画面種類に対して標準化を

行うと工数がかかってしまう。また、いくら綿密に標準化を

進めてもメンバーのスキルによっては、標準化されたプロト

タイプの習得に時間がかかってしまう可能性がある。

　つまり「進化型」が必要となる基準としては、「計画型」

の標準化工数と「進化型」の手戻り工数を見極める必要が

ある。例えば標準化工数が単体開発の10％を超える場合は

「進化型」を採用する。ただしこの基準は一定ではなく状況

により見直していくことになる。

4.3　「進化型」が向いている機能特性
　「計画型」による標準化が困難な機能特性がある。例え

ば、デザインや使い勝手は事前に設計書で確認しても実際に

使ってみなければ感覚はわからない。ボタンを押した後の部

品の動きを詳細に定義するには、設計書は効率が悪い。実際

に動かしてみて気づくものもある。

　また、ソースの可読性を含めた保守性については、事前の

「読みやすさ」の定義が困難であるだけでなく、技術の変

化やメンバーのスキルに依存して読みやすいソースは変動す

る。このような事前に定義が困難な機能を見極めて、明確に

「進化型」の対象とすることで品質を上げることができる。

　事前に定義が困難なデザインや保守性に対して、レビュー

による「後追い型」の品質向上を実施している開発現場が多

いと想定する。一方でデザインや保守性は多少問題があっ

てもシステムは動作するため、影響度の大きいバグにカウン

トされないことがある。その結果、工数や期間の制約の中で

優先度が下がり、ユーザーテスト実施後の対応となるケース

もある。

　こういった問題の対策として、デザインや保守性の改善を

開発工程で確実に実施するには、「進化型」プロセスを適用

する必要がある。

  5.  プロセスを進化させるための観点
　ただ開発期間を短期に区切るだけではプロセスは進化し

ない。プロセスを進化させるためには、プロセスを実行した

結果を詳細に評価し、具体的なプロセスを設計することが

重要である。具体的なプロセス設計とは、実施すべき詳細な

手順であるタスクを考えることであり、以下の観点に基づい

て行う。

5.1　特化
　「計画型」プロセスでは、全体を網羅して標準化するこ

とを強く意識してしまい、広く浅いタスク設計をしがちで

ある。

　そこで「進化型」プロセスでは、開発対象の機能を限定す

ることにより、詳細かつ具体的なタスク設計を行う。開発期

間を短期に区切ることにより、自ずと開発対象機能は限定さ

れるが、タスクの進化を効果的に行うため、過去に問題なく

開発できている機能よりも、バグが発生する可能性が高い

機能を選択してタスク設計を行う。特に、プロジェクトメン

バーの多いプロジェクトでは、メンバーによってテスト範囲や

設計書の解釈が異なる危険性がある機能に特化してタスク

設計を実施する。

　図3に機能に特化したタスク設計を示す。

「計画型」プロセス 「進化型」プロセス

網羅的に計画するよりも改善しながら進めた方が
工数が少ない場合がある

標準化

標準化

バグ修正

プロセス
改善

工数差

図 2　「計画型」プロセスと「進化型」プロセスの工数比較
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5.2　共同化
　「計画型」プロセスでは、特定のリーダーがトップダウ

ンでタスクを標準化する。そのためメンバーそれぞれのレ

ビュー指摘がプロジェクト全体に横展開されず、同じ指摘

が繰り返し挙がることがある。そこで「進化型」プロセスで

は、全員参加でレビューを実施することで標準化する。これ

を「共同化」と呼ぶ。

　例えば、他のメンバーが実際に開発ツールを操作する手

順を見たり、テスト用に用意しているデータの設定値を見た

りすることでより詳細な粒度でタスクを進化させることが

できる。

　レビュー参加者が増えることによる短期的な工数の増加

はあるが、「計画型」のように特定のリーダーが決めたルー

ルを展開するのではなく、メンバーそれぞれが展開するた

め、長期的な学習コストの削減に効果がある。またリーダー

がボトルネックになることによる進捗遅れを予防することも

できる。

　図4に共同化によるタスク標準化を示す。

・機能全体を網羅して標準化したタスク

・対象機能に特化したタスク

「計画型」
プロセス

「進化型」
プロセス

機能
A/B/C

タスク

機能A

機能B

機能C

タスク タスク

タスク

タスク

タスク タスク タスク

タスク タスク

タスク タスク

図 3　機能に特化したタスク設計

「計画型」プロセス 「進化型」プロセス

標準化された
タスク

メンバー メンバー

メンバーメンバーメンバーメンバー

標準化された
タスク

リーダー

図 4　共同化によるタスクの標準化
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 5.3　汎化
　改善を反復していくと品質向上のためのタスクが増加し、

開発速度が遅くなる危険性がある。そこで、プロジェクトに

十分習慣づいたと判断できたタスクは中断する。このように

特化したタスクを中断することを「汎化」と呼ぶ。

　タスクを中断するにあたって、選択した機能ごとにバグの

数を集計する。そして検出バグ数の減っている機能に対する

タスクを中断する検討を行う。例えば、開発開始当初はメン

バーの意識付けのためにチェックリストを印刷してチェック

したものをレビュー担当者に提出するタスクとしていたが、

バグの検出がなければこのタスクを中断する。実施していた

タスクを開発中に中断することは容易ではないが、バグが再

発するようであれば復活することもできる。また、効果的な

方法としては、タスクを無くしてしまうのではなく、頻度を下

げることもできる。毎日ではなく例えば月に1回など定期的に

行えばメンバーの意識付けを行いつつ、開発速度を改善で

きる。

　図5に汎化による開発速度の向上を示す。

  6.  おわりに
　筆者の部門では、「計画型」プロセスとしてアプリケー

ション基盤や開発プロセスの標準化を行ってきた。さらに対

応できる要件を拡大するため、「進化型」プロセスを取り入

れている。

　「進化型」プロセスは、開発対象の機能ごとにプロセスを

具体的に定義し、短期間の改善を繰り返すことによりシステ

ムの品質を向上する。

　今後、「進化型」プロセスの改善の余地は、組織面、技術

面にも残されている。機能に特化したプロセス設計は、個人

やプロジェクトに閉じて行うのではなく、組織で設計内容・

設計方法を共有することで効果は大きくなる。また、改善の

期間をさらに短期化するためにはテストやデプロイの「自動

化」の取り組みが有効である。

　今後も対象となるシステムの要件はさらに拡大し、プロ

ジェクトの制約はより厳しくなっていくであろう。これに対応

するためには今後も継続的な改善の速度を継続しなければ

ならない。

・ 汎化によりタスクを中断する
・ タスクが減ることで開発速度が向上する

・ 頻度を下げて実施することで意識の低下を予防する

■タスクを中断する

■タスクの実施頻度を下げる

STOP

STOP STOP STOP

図 5　汎化による開発速度の向上
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システムログデータの分析・活用による
サービス品質向上の取り組み

松山　浩明　　　　森井　章夫　　　　浅田　桂太

概要
　IT システムは企画、設計、開発の初期開発フェーズの後、運用管理・保守フェーズを迎える。システム構成
要素より発生する様々なログデータを対象とした従来のシステム監視では、システムリソースやアプリケーショ
ンエラー等の、個々のステータスのチェックには有益であるが、ユーザーの利用傾向を含むサービス全体を俯
瞰した状態の把握までは出来ておらず、問題や障害発生時における原因特定や影響範囲の分析に時間がかかっ
ていた。
　本稿ではITシステムより生成される様々なログデータを一元集約し、それらを組み合わせた分析を行うことで、
サービスの詳細な状態を把握し業務分析を実施した事例紹介を行う。

  1.  はじめに
　ITシステムは企画、設計、開発の初期構築フェーズの後に、

本番サービスの稼働開始を迎え、運用管理・保守フェーズ

に移行する。システムのライフサイクル上はこの運用・保守

フェーズが最も大きく、運用管理にかかるコストは非常に大

きなものになる。昨今では構築するシステムがより大規模・

複雑化しており、運用管理にかかる負担は大きな物になりつ

つある。運用における管理・分析にかかる時間やコストの削

減も課題になっている。

  2.  システム監視、運用業務の現状
2.１　システム監視と運用
　システムの稼働状況の把握や障害発生の確認に必要とな

るのが、監視である。システム構成要素より発生する下記の

ような様々なログデータを、一般的には統合監視ソフトウェ

アを用いて常時監視する。

①ハードウェア

②ネットワーク

③OS

④アプリケーション

⑤サービス

　①〜③のレイヤーに対しては死活監視、リソース監視と

いった構成機器の稼働状況を把握するインフラの確認とな

り、その上位となる④〜⑤では、アプリケーション固有の内

部ステータスなど個別のアプリケーションに依存する監視

で、システムが大規模になるにつれ、そのバリエーションは増

えていく。

　また、日々の運用管理業務においては、提供しているIT

サービスが正常に稼働しているかを、これらの監視に基づき

チェックを行う。お客様との契約形態によっては、システムや

サービスの稼働状況の定期報告を行う。



51

第18号

2018特集

特
集

攻めの品質、守りの品質

51

2.2　障害発生時の現状での対応
　障害を未然に防ぎ発生させないことが最善ではあるが、

現実的な問題として、あらゆる現場・サービスにおいて、障

害は発生している。一般的にはシステム構築フェーズにおけ

る運用設計においてインシデントや障害管理に関する規定

を行い、この指針に基づき対応を行う。通例では障害復旧を

行ったのちに、その発生原因を追究し、再発防止策の策定、

実施（是正処置、恒久対応）を行う。

　従来のシステム運用業務において障害が発生した場合に

は、原因追及のため統合監視ソフトウェアにて取得してい

る様々なログデータを元に分析を行うが、ITシステムが大

規模になるとその監視データ自体も巨大、かつ、多様とな

る。原因の特定を行うにはシステム全体の長期的な稼働傾

向を理解した上で、障害発生前後のアプリケーションの状

態や、ユーザーのサービス利用の実態把握など、さまざま

な視点で分析を行う必要がある。また、それらの分析結果

は表管理ソフトウェアなどを用いて手作業で集計・グラフ

表示を行っていたため、障害によるサービス影響範囲の特

定や、障害原因の特定に時間がかかるなど、多くの労力を

割いていた。

　インテックにてシステム構築ならびに運用を行っている

A社様サービス基盤においても、通常は安定したサービス提

供を行っていたが、処理の滞留ならびにトランザクションの

遅延といった障害が発生した。長期的なトランザクション数

の伸び率やユーザーの利用方法の変化を正しく把握できて

おらず、このために、キャパシティプランニングに基づくシス

テムリソース増強など適切な事前対応がされていなかった事

が課題として挙げられた。

　本稿では、サービスならびにITシステムの安定稼働・品質

向上へ向けた取り組みの一環として実施した、システム監

視データの統合分析・業務改善のプロジェクト事例を紹介

する。

  3.  運用課題に向けた対策・実施内容
　前章で述べた課題を解決するため、本プロジェクトではイ

ンテックの統合データ活用サービス「ARQLID（アークリッ

ド）」を活用した。  

ARQLID[1]とは、ビッグデータ・IoT・AI技術を基盤とする統

合データ活用サービスである。ARQLIDの詳細は、本誌の論

文[2]を参照していただきたい。この章では、ARQLIDの機

能を利用した課題解決のアプローチを述べる。

3.１　解決へのアプローチ
　サービス全体の利用、稼働状況を把握するためには、①

「サービス全体を適切に把握する指標の策定、また、それ

に基づいたレポート開発」と、②「サービス稼働時に生成さ

れるデータを収集・蓄積・分析できる環境整備」 が必要と

なる。

①サービス全体の把握に向けたレポート開発

　本プロジェクトでは、サービス全体を把握するため、表１に

掲載した2つのテーマを目標に、レポートの開発を進めた。

　また、システム運用と改善に有益なレポートとは何か

を、関係者全体で認識を共有して進める必要があったた

め、本プロジェクトでは、お客様、システム開発担当、運用

担当、データサイエンティストが一同に会しディスカッショ

ンして方針を確定する形を取る、アジャイルプラクティス

によるレポート開発をおこなった。アジャイルプラクティ

スによる開発は、短期間で成果物を作成し、関係者間でレ

ビューし改善点を見つけていくため、この課題を解決する

のに最適である。

　具体的には、スクラムのプロセスを用い「レポートの

表 1　レポートのテーマ

テーマ 内　容 目　的

トレンド分析

 • 登録ユーザ数、処理特
性の変動、データ量
の変動を「長期視点」
で把握する

 • 日々の処理状況を「短
期視点」でとらえる

 • 現在のキャパシティの
把握

 • リ ソ ー ス 見 直 し 等 の
計画

 • トランザクションの急
増や障害発生を予見
し、対応の早期化を
実現する

アクションに向けた
指標の可視化

 • システムから得られる
多種多様なデータを
複合的に組み合わせ、
多角的に分析する

 • サービス利用状況やシ
ステム稼働実績を、よ
り詳細に把握する。

 • サービス全体のスルー
プットに影響がある
項目を把握する。
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テーマ・目標設定」、「レポート開発」、「レビュー、次回目

標設定」の流れを2週間のスプリントで実施した(図1)。本

プロジェクトでは、このサイクルを 6回、計3か月間の活動

を行った。

②データ収集・蓄積・可視化環境の整備

　本プロジェクトでは、ARQLIDの「データ収集・可視化・

分析」のマイクロサービスである、ETL、MPP型RDB、BI

ツールの機能を利用し、環境構築をおこなった(図2)。以下

にその詳細を述べる。

（1）ETL

　ETL（Extract-Transform-Load）とは、単一、また

は複数のデータ発生源から対象のデータを収集、加工し、

蓄積用のストレージに格納するアプリケーションである。

　本プロジェクトでは、通信実績のログデータやサー

バーのリソースデータといった構造化データを用いた

が、これらは各データ発生源のシステム毎にファイルの

形式、レイアウトなどが異なる。このため、文字コードの

変換や不要な文字列の置換・削除、可視化する際のレス

ポンス向上のためデータマートの作成などの加工・変換

処理を実施した。

（ 2 ）MPP型RDB [3]

　MPP（Massively Parallel Processing：超並列分

散処理）型RDB（Relational Database：リレーショナ

ル・データベース）とは、複数の処理ノードを束ねて一つ

のデータベースを構成することができる、スケールアウ

ト型のRDBである。処理ノードを追加することで、表領

域の拡張や、データのロードやクエリの並列分散処理が

可能となる。これにより、個々の処理ノードのCPU、メ

モリの性能効率を向上させることができる。

　本プロジェクトでは多種、かつ長期間のログデータを

対象とした可視化を行うために、通常のシングルノード

RDBではパフォーマンスや拡張性に課題があった。この

ため、MPP型RDBを採用し、並列分散処理による拡張

性とレスポンスを実現した。

ARQLID／マイクロサービス

レポート

BIツール
レポート共有

MPP型RDB ETL

データ可視化環境

データ連携

EINS/SPS（1）

各システム
・通信実績ログ
・サーバー リソースデータ

レポート閲覧

レポート閲覧

レポート公開 レポート開発

お客様、システム運用担当 社会システムプラットフォーム開発部

BIツール
レポート開発

図 2　 システム構成

・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
レ
ビ
ュ
ー

リリースプロダクト
バックログ

スプリント
バックログ

スプリント
（イテレーション開発）

デイリースクラム 24h

・テーマ、目標設定
・レビューバック

デモ

1サイクル2週間
（計6サイクル ： 3ヶ月）

図 1　スクラムのプロセス [4]

（1）  インテックの仮想サーバー基盤サービス
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（ 3 ）BIツール

　BI（Business Intelligence：ビジネスインテリジェン

ス）ツールとは、業務部門などのユーザー主導でデータ分

析やレポート作成を可能とするツールのことである。特徴と

して、ドラック＆ドロップ等の直感的なマウス操作によって

インタラクティブなレポートが作成できること、多様なデー

タソースへの接続に対応していること、ドリルダウンや時

系列分析などのデータを深掘りするための多様な機能が

備わっていることが挙げられる。また、作成したレポートを

Webサーバー等で公開し、関係者間で共有することが可能

な製品も存在する。

　本プロジェクトでは、表１に掲載したレポートを実装する

ため、ドリルダウン機能を用いたサービス全体の稼働状況

の俯瞰から、分単位までの詳細な稼働実績を把握、ならび

に、Webサーバーでレポートを公開する機能を採用した。

  4.  分析レポートの概要
　表1で示したテーマに対して、3種のレポートを実装した。(表2)

　以下に各レポートの詳細機能を示す。

（1）ヒートマップ分析（図3）

　システム全体における日別や時間別のトランザクション

数を、処理量に応じて濃淡を分けたヒートマップで示し、

処理が集中するタイミングを容易に把握することを目的

としたレポートである。また、トランザクション数の時系

列推移に対し、集計幅を年単位から秒単位まで変更して

表示する機能や、ユーザー毎のアクセス頻度やトランザク

ション毎のデータサイズなど、システムの利用実態を詳細

に確認できる機能を持つ。

　これらの機能により、年間でのトランザクション数や

データサイズの伸び率、どの曜日、どの時間帯に、どのよ

うなユーザーがシステムを利用しているかなど、サービス

の利用傾向を長期的視点から短期的視点に渡って把握す

ることが可能になる。

（ 2 ）アプリケーション処理時間の分布　(図4)

　システム内で稼働している様々なアプリケーションが、そ

れぞれ開始してから完了するまでの時間をトランザクション

毎に測定し、ヒストグラムで分布を示したレポートである。

　各トランザクションは、ユーザー毎のデータサイズや転

送されるファイル数などの情報を持っている。これらの条

件がアプリケーションの処理時間に及ぼす影響を確認する

ことが可能となる。

表 2　レポート一覧
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処理プロセス

図 4　アプリケーション処理時間の分布

図 3　ヒートマップ分析
テーマ レポート 概　要

トレンド分析

 （1）ヒートマップ分析  • トランザクション数の変動
を、年月の「長期視点」から、
秒単位の「短期視点」の範
囲で集約、可視化する

 • トランザクション数の変動
を色の濃淡で示し、処理が
集中するタイミングの把握
を容易にする

アクションに
向けた指標の

可視化

（2）アプリケーション処
理時間分布

 • アプリケーションの処理時
間について、実行時間ごと
の分布を示す

（3）リソースグラフ  • システムリソースの利用実
績をグラフ表示する
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（ 3 ）リソースグラフ（図5）

　CPU使用率、メモリ使用率、ロードアベレージなどのリ

ソース情報と、単位時間当たりのアプリケーションの実行

数、実行待ち数を測定したレポートである。

　（1）、（2）のレポートと併用することで、トランザクション

数やデータサイズ、アクセス頻度などの条件が、システムリ

ソースに及ぼす影響を把握することが可能となる。

　

　これらのレポートを活用することで、表1に示した目的のポ

イントをいち早く把握することが可能になる。これにより、実

際に障害が発生した際の調査時間の削減や、将来のシステム

増強に向けた課題整理につなげられると考える。

  5.  分析レポートの成果
　本取り組みにより、以下3点の成果が得られたと考える。

①常時利用可能なレポート環境

　データ収集、蓄積、可視化環境の整備によって、アプリ

ケーションサーバーやデータベースなど、システム内で分散

されていたログデータを一元的に集約し、即時、レポート表

示することが実現できた。各種データの収集、集計、加工が

不要になったことにより、サービスやシステムの分析作業効

率化を図ることができた。

②新たな知見の獲得

　BIツールのドリルダウンや時系列分析などの機能を

用いることで、サービス利用の傾向を、短期的視点、長

期的視点で可視化することが実現できた。また、日時別

やユーザー別、処理種別など、複数の切り口で分析する

ことで、トランザクションが集中するタイミングや、そ

の時点におけるアプリケーションの挙動を追跡するな

ど、システムやサービスをより深く理解することが実現

できた。

　これにより、従来のシステム監視や運用業務では気付

きにくかった、サービスの利用方法によるアプリケー

ションやシステムリソースへの影響など、新たな知見を

得ることが実現できた。

③システム運用の改善

　本プロジェクトで採用したBIツールには、開発したレ

ポートをWebサーバー上で公開する機能がある。②で挙

げたレポート結果をサービスオーナーやシステム運用担

当、開発担当など様々な立場の関係者が共有することで、

システムの稼働状況や障害発生などの情報共有がスムーズ

になる。

　情報の共有がステークホルダー間で進むことにより、

現状のシステムの問題点の洗い出しと、適切な改善策を

検討する議論の場が活発となることが期待できる。

　このように、従来の運用業務に今回開発したレポート

を取りいれることで、サービスやシステムの稼働状況把

握のスピードを上げ、従来のシステム監視では把握しき

れなかった視点を次の適切なIT施策に反映することで、

サービス品質向上に向けたPDCAサイクルを効果的に回

すことが可能になったと考える。（図6）

スケールアウト

 

ス
ケ
ー
ル
ア
ッ
プ

＜Action＞
改善に向けた行動
（暫定、恒久対策）

＜Plan＞ 
IT施策の計画、検討

<Do> 
施策の実施

<Check> 
施策結果のレビュー

（可視化レポートの活用）

図 6　 レポートを活用した運用業務のサイクル
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  6.  今後の展開
　本稿では、データ分析、活用によるサービス品質向上の事例

を紹介した。サービス稼働状況、ユーザー利用状況を詳細に把

握できるレポートを即時参照できる事で、お客様とインテック

が互いに同じ目線で、お客様がエンドユーザーへ提供するサー

ビスの安定化に向けた土壌を形成できた。

　今後は本取り組みの拡張として、ARQLIDの持つ予兆検

知機能、AI機能との連携を検討しており、多様なデータを

リアルタイムに分析し、起こりえる・起こりつつある問題

を事前に察知し未然に防ぐべく、改善を進めている。
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統合データ活用サービス「ARQLID」の概要と
セールスプロモーション向けスマホアプリ

開発事例について
橋本　好史　　　　金山　健一　　　　阪井田　賢

概要
　あらゆる分野のビジネスにおいてデータ活用は新たな価値を生み出す競争力の鍵である。インテックでは、
お客様のビジネスに応じたデータ活用ソリューションを提供することを目的とした、統合データ活用サービス

「ARQLID（アークリッド）」を提供している。ARQLIDはインテックがこれまで培ってきたビックデータ、IoT（Internet 
of Things）、AI(Artificial Intelligence：人工知能 ) 技術を基盤に、データ活用ソリューションで共通して利用
可能な部品群を提供しており、これを活用することで QCD（Quality：品質、Cost：価格、Delivery：納期）の
向上を支援する。
　ARQLID を活用したセールスプロモーション向けスマホアプリ開発の事例では、新しい価値を提供するデー
タ活用と QCD 向上の 2 つを実現した。データ活用では、スマホアプリ利用者の買物行動ログの取得と分析が
可能になったことで、セールスプロモ―ションにおけるコンテンツ配信から効果検証を行い、次のプロモーショ
ンの改善につなげる一連のサイクルを回すことができるようになった。またQCD向上では、昨今のビジネススピー
ドに対応したスピーディかつ柔軟な改善を継続的に提供することができるようになった。
　ARQLID は、今後も提供機能を拡充しつつ、これを基盤としたデータ活用ソリューションの展開を拡大してい
く予定である。

  1.  はじめに
　あらゆる分野のビジネスにとって、データ活用は新たな価

値を生み出す競争力の鍵となっている。たとえば、製造メー

カーでは従来の製品販売だけでなく、販売後に製品の利用

データを収集してメンテナンスサービスを提供し、顧客満

足度の向上を図るなどの取り組みが行われている。また、小

売業では顧客の購買データを元に各個人に合わせたマーケ

ティングを行うなどして、更なる売上向上に向けた取り組み

が行われている。

　ただし、こうしたデータ活用の取り組みは、当初からある

べき形が明確に定まっている訳ではなく、まず仮説立案を行

い、実フィールドでの仮説検証を通して方向性を修正してい

くアプローチが必要になるケースが多い。また、昨今の早い

ビジネススピードに対応するためには、これらを素早く実施

していくことが求められる。

　インテックでは、こうした市場の背景をふまえ、お客様そ

れぞれのビジネスに応じたデータ活用のためのソリューショ

ンをスピーディに提供していくことを目的とした、統合デー

タ活用サービス「ARQLID」の提供を行っている。

　本 稿 では、まずA RQ L I D の 概 要 を紹 介する。次に

ARQLIDの活用事例として、モバイルアプリを活用したセー

ルスプロモーションソリューションについて紹介する。また、

最後に今後の展開・展望について述べる。
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  2.  ARQLID とは
2.１　ARQLIDの概要
　ARQLIDは、主に商業、医療、製造、金融、農業、交通、観

光の分野に、ビッグデータ、IoT、AI技術を基盤としたデータ

活用ソリューションを提供するサービスである。本サービス

は、データ活用ソリューションの開発において共通して利用

可能な機能を提供するプラットフォームをベースにして各ソ

リューションを構築する。

　ARQLIDの概念イメージを図1に示す。

　ARQLIDのプラットフォームが提供する機能概要を表1に

示す。ARQLIDのプラットフォームが提供する機能には、以

下の特徴がある。

（1）アプリケーション開発部品のマイクロサービスとしての

提供

（2）DevOps支援ツールの提供

　以降の節で、それぞれの特徴について述べる。

2.2　アプリケーション開発部品のマイクロ
　　　サービスとしての提供
　ARQLIDでは、アプリケーション開発のための機能を「マイ

クロサービス」として提供する。マイクロサービスとは、大規模

なシステムを開発する際の課題を解決するためのソフトウェア

アーキテクチャの一つである。モノリシック（一枚岩）なアーキ

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

表 1　ARQLID のプラットフォームが提供する機能の概要

商業 医療 製造 金融 農業 交通 観光 オーダーメイド

モバイルアプリ開発
／位置情報

AI・機械学習 IoT DevOps データ
カタログ

SNS 購買情報スマートフォン 位置情報 センサー 機械データ 走行データ

ヒトとヒト ヒトとモノ モノとモノ

Solutions

Platform【マイクロサービス共通基盤】

データ収集・
可視化・分析

Things

各種データを
プラットフォームに
収集・蓄積

マイクロサービスを
組み合わせて

スピーディにご提供

図 1　ARQLID の概念イメージ
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テクチャを、ビジネス機能に沿って複数の小さい「マイクロサー

ビス」に分割し、それらを連携させるアーキテクチャを採用す

ることで、迅速なデプロイ、優れた回復性やスケーラビリティと

いった利点を実現することを目的としている[1]。

　ARQLIDでは、アプリケーション開発において共通して利用

可能な機能を部品化し、アプリケーションを構成する一つの「マ

イクロサービス」として組み込める形（具体的にはHTTP経由

で呼び出せるAPIなど）で提供する（図2）。

　一つのアプリケーション内で機能を論理的に分離すること自

体は以前からある考え方だが、マイクロサービスでは他のマイク

ロサービスと完全に独立しており、一方のマイクロサービスの変

更が他方のマイクロサービスに影響を及ぼさず、それぞれが単

独のプロセスとして稼働するため、アプリケーションとマイクロ

サービスを完全に分離することが可能となる。

　このマイクロサービスの利点を生かしてアプリケーション

の開発を行うことで、以下のような効果が得られる。

（1）スピード向上

　アプリケーション内部の機能にマイクロサービスを利

用することで、アプリケーション全体のコード量が著し

く減少し、開発スピードを大幅に向上することが可能と

なる。

（2）品質確保

　開発、デプロイ、テストといった一連の流れをアプリ

ケーションから切り離してマイクロサービス単位で行うこ

とができるため　品質をマイクロサービス単位に担保す

ることが可能となる。そのため開発の現場ではマイクロ

サービス以外の品質に注力することが可能となる。

（3）開発コスト削減

　開発およびテスト対象がマイクロサービス以外に限

定されるため、全体的な開発費用を抑えることが可能

となる。

2.3　DevOps支援ツールの提供
　昨今のビジネススピードに対応するために、アプリケー

ションを短いサイクルで改善する必要性が高まっている。こ

れを実現するために、ARQLIDでは「DevOps」型のアプリ

ケーションの開発と運用を支援するためのツール群を提供し

ている（表2）。

　DevOpsとは、開発（Development）と運用（Operations）

を組み合わせた造語で、開発担当者と運用担当者がお互いに協

調し合うことで、開発・運用するアプリケーションのビジネス価

値をより確実かつ迅速にユーザーに届け続けることを目的と

した抽象的な概念である。

　DevOps型のアプリケーション開発・運用の中核となる考

え方に、継続的インテグレーション(以降、CI）と継続的デリ

バリー（以降、CD）がある。CI(Continuous Integration)

とは、開発者がソースコードをコミットするたびにビルド、テ

スト、デプロイを継続的に実行することで、問題が複雑化す

る前に不具合を早期に検出し品質改善につなげることを目

的としている。CD(Continuous Delivery)は、コミット、ビ

ルド、テスト、デプロイという流れを自動化することで作業の

属人性を排除し、リリース作業のスピードアップを実現する

ことができる。

　ARQL IDではC IとCDを実現するためのツールとし

表 2　提供する DevOps 支援ツールの一覧

共通DB

個別DB

個別DB

個別DB

UI

ユーザ管理

注文管理

出荷管理

メインアプリ

モノリシックなアーキテクチャ

UI

Web
ブラウザ

Web
ブラウザ

マイクロサービスのアーキテクチャ

ユーザ管理

注文管理

注文管理

マイクロサービス

図 2　マイクロサービスのアーキテクチャ
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て、 Gitlab(バージョン管理）やJenkins(ジョブ管理）、

Redmine(タスク管理）等のWebベースで利用できるオープ

ンソースのソフトウェアをすぐに利用できるように構築済みの

状態で提供している。

2.4　DevOps支援ツールの提供
　ARQLIDには、2.2節、2.3節で述べた特徴の他にもいくつ

かの特徴がある。以下にそれらについて述べる。

（1）マルチクラウド対応

　ARQLIDは、お客様それぞれのデータ活用ソリュー

ションを、インターネット経由で利用するサービス型で

提供する。その際、ソリューションの実体となるアプリ

ケーションの実行環境、およびデータの保存先として、

インテックのデータセンター上のインフラやAmazon 

Web Services、IBM Bluemixなどのパブリッククラ

ウド上のインフラなど、複数のクラウドに対応している。

そのため、お客様のデータ保存に関する機密性保護要

件に応じて、アプリケーションの構築先を選択すること

が可能となる。

（2）他社ベンダーの製品・サービスの提供

　ARQLIDでは、マイクロサービスとして、自社開発機能

だけでなく、他社ベンダーのすぐれた製品・サービスを

サービスラインナップに取り込んで提供している。たと

えば、次章の活用事例で利用するマイクロサービスのひ

とつである「電子スタンプ」は、モバイル端末の活用方法

を広げる機能として提供している。このほか、ARQLID

ではAI機能におけるクラスタリング機能（PLSA／ベイ

ジアンネットワーク）など、多くの他社ベンダーの機能を

提供している。

  3.  活用事例
　ARQLIDが提供している「モバイルアプリ開発／位置情報」

に関するマイクロサービスでは、スマホアプリ開発で一般的に

利用される共通部品を提供している。これらの共通部品をお

客様のニーズに合わせて自由に組み合わせることで、スマホア

プリに最適なソリューションを提供することが可能となる。

　インテックではマイクロサービスを活用して、店舗からの

お知らせやクーポンなどのコンテンツをスマホアプリへ配

信するシステムを開発した。この章では本システムを元に

ARQLIDを利用することで実現可能なデータ活用ソリュー

ションとQCDの向上について紹介する。

3.１　新しい価値を提供するデータ活用
　本システムでは、「CMS（Contents Management 

System：コンテンツ管理機能）」で登録したコンテンツを

スマホアプリへ配信した後で、スマホアプリ利用者が実際の

店舗へ来店した際に「来店検知」を利用して来店を確認し、

クーポンを利用する際に「電子スタンプ」を利用して購入の

有無を確認することができる。そしてコンテンツの閲覧や来

店、クーポン利用などの結果を「行動ログの収集」を利用し

て収集し、独自の分析結果に基づいてレコメンドしたコンテ

ンツを「プッシュ通知」を利用してスマホアプリ利用者に通

知する（図3）。

ARQLID

購買後購買中

行動ログ
の収集

電子スタンプ

来店検知

コンテンツ閲覧

プッシュ通知

スマホアプリ
利用者

P

ユーザの行動サイクル

購買前

来店ログ

押印ログ

プッシュ通信ログ

CMS

店舗マネージャ

コンテンツ登録／
プッシュ通知設定

ユーザの行動ログ
分析情報

フィードバック

データの
可視化／分析

図 3　 システムの概念イメージ
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　本システムで利用したマイクロサービスの一覧を表3に示す。

　これまでのセールスプロモーションでは、アクセスログを

元に担当者の経験値や感性的な評価に頼って配信するコン

テンツを決めることが一般的であった。しかし本システムで

はスマホアプリ利用者の特性や閲覧ログ以外に、「来店検

知」や「電子スタンプ」を利用することでスマホアプリ利用者

の買物行動ログを分析の対象に加えている。これによりコン

テンツの配信がスマホアプリ利用者の行動にどのように影響

を与えたのか、その効果を客観的な数値データとして測定で

きるようになり、分析の幅を広げることが可能となった。

● これまでの課題

　アクセスログを利用することで大まかな数字と傾向を

把握することはできるが、マーケットを正確に把握する

にはユーザー一人ひとりの動きを確認する必要がある。

● データ活用の成果

　客観的な数値データを元にユーザーごとの評価が可

能となり、投資対効果を正確に把握できるようになる。

　以上のように、マイクロサービスを利用することで、セール

スプロモ―ションにおけるコンテンツ配信から効果検証を行

い、次のプロモーションの改善につなげる一連のサイクルを

回すことができるようになった。

3.2　QCDの向上
　今回利用した「来店検知」や「電子スタンプ」の仕組みを

一から開発する場合、単純に開発コストが発生する以外に

も、端末やOS毎の動作保証、省電力対応や検知精度の改善

などで膨大な検証時間が必要となる。マイクロサービスでは

これらの検証作業をアプリケーションと切り離して実施して

いるため、開発時の検証作業を大幅に軽減することができ

る。具体的には「CMS」を利用することでコンテンツ制作に

必要な管理システムの実装コストを削減することが可能で

ある。また「プッシュ通知」や「来店検知」、「電子スタンプ」

についても専用のライブラリをネイティブアプリへ組み込む

ことで利用することができるため、スマホアプリの実装コス

トを削除することが可能である（図4）。

　今回の事例ではマイクロサービスを活用することで、フル

スクラッチで開発する際に比べて工数を3〜4割程度削減

することに成功した。またARQLIDが提供しているCI環境

をそのまま利用することで、DevOpsを支援する各種OSS

ツールのインストール作業を削減することができた。これは

同様の環境を一から構築するのに比べて7〜8割程度の作業

工数削減に相当する。

　以上のようにマイクロサービスのアーキテクチャを採

用することで、開発者はビジネス・ロジックやUI（Use r 

Inter face）/ UX（User Experience）に専念できるよう

になる。またDevOps支援ツールを利用することで品質とス

ピードを担保したアプリケーションの開発を実現することが

可能となる。このような手法を組み合わせることで、昨今の

ビジネススピードに対応したスピーディかつ柔軟な改善を継

続的に提供することができるようになり、QCDを絡めた攻め

の品質向上を実現することが可能となる。

  4.  まとめ
　本稿では、統合データ活用サービスARQLIDについての

概要と、これを活用したデータ活用ソリューションの一つとし

て、セールスプロモーションのためのスマホアプリの開発事

例について紹介した。

　ARQLIDは、ビッグデータ・IoT・AI技術を基盤とする、ソ

リューション間で共通で利用可能な部品化された機能（マイ

プッシュ通知

来店検知

電子スタンプ

U I

ネイティブアプリ

Webアプリ
ケーション CMS

行動ログの収集

プッシュ通知

図 4　 スマホアプリのアーキテクチャ

表 3　活用事例で利用したマイクロサービスの一覧
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クロサービス）と、開発と運用を効率化するDevOps支援

ツールを提供することで、QCDの向上を実現する。

　セールスプロモーションのためのスマホアプリの事例で

は、新たなデータ活用として、スマホアプリ利用者の買物行

動ログの収集・分析により、従来難しかったプロモーション

の効果測定を細かに実施できるようになった。効果測定の

結果は、次のプロモーションを検討する際の判断材料とな

り、プロモーションを継続的に改善し、売上向上につなげる

ための重要なデータである。

　ARQLIDでは、その他に、ファシリティにIoTを適用した事

例や、システムの稼働状況を「見える化」する事例などがあ

る。今後もプラットフォームが提供する機能、およびこれを活

用したソリューション事例の拡充を推進し、データ活用によ

るお客様のビジネスの新たな価値の創造を支援していく。
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概要
　クラウドコンピューティングサービス（以下、クラウド）におけるベンダーロックイン、すなわち、クラウドロックイ
ンは、ユーザーの自由なクラウド選択の妨げとなっている。ロックインとなった場合、現在のクラウドに価格や品
質の不都合が生じたとしても、他のクラウドを簡単には選択できなくなる。
　そこで、我々は、クラウドロックインを解消するソリューションである「インタークラウドデータ基盤」を提案す
る。インタークラウドデータ基盤は、異なるクラウド事業者が提供する複数のクラウドを利用して構築した、透過
的な分散ファイルシステムである。複数のクライアント間でファイルを共有するための置き場所をネットワーク上
に提供する。クライアントはいずれのクラウドからも共通のインターフェースを通してインタークラウドデータ基盤
にアクセスできるので、異なるクラウドやリージョン（1）の間でファイルを共有することが可能になる。
　本稿では、クラウドロックインの問題を整理し、インタークラウドデータ基盤がどのようにその問題を解決する
かについて述べる。また、実際のパブリッククラウド環境を利用して行ったコンセプト実証についても報告する。
コンセプト実証では、データの整合性、性能に問題がないことを確認した。

  1.  はじめに
　近年、企業におけるクラウドの利用が進んでいる。総務省が

毎年公表している情報通信白書によると、クラウドを利用して

いると回答した企業の割合は、2013年末には33.1%だったが、

2014年末に38.7%、2015年末には44.6%と年々増加傾向にある

[1]。企業による利用実績が増えてきたことで、漠然とした不安

感で導入を控えていた企業でも今後は導入が進むものと考え

られる。

　一方、クラウドを提供する事業者においては、仮想マシンやス

トレージを提供するIaaS（Infrastructure as a Service）サー

ビスのコモディティ化が進んだために、差別化が難しくなってい

る。そのため、各事業者は、アプリケーションやデータ分析など

の実行基盤を提供するPaaS（Platform as a Service）サービ

スや、独自のサーバーを構築することなくイベントドリブンなシ

インタークラウドデータ基盤による
クラウドロックインの解消

楠田　友彦　　　　中川　郁夫

ステムを実現できるサーバーレスアーキテクチャーなど、上位レ

イヤーのサービスにシフトを始めている。これらは、運用負荷の

軽減や可用性向上など様々な付加価値をユーザーに提供する。

　その反面、PaaSサービスやサーバーレスアーキテクチャー

は、ベンダーロックインの問題を抱えている。ベンダーロックイン

とは、特定ベンダーの製品やシステムを採用した場合、構築する

システムがそのベンダーの独自仕様に依存してしまうことによ

り、他ベンダーの製品やシステムへの移行が困難になることを言

う。これは、ユーザーのアプリケーションが特定のクラウドでしか

動かないことを意味する。類似のサービスを提供する他のクラ

ウドに移行しようにも、アプリケーションの大幅な改修やデータ

の移行計画が必要となり、簡単には乗り換えることができない。

ユーザーは、現在のクラウドの価格や品質に不満を持ったとして

も、妥協せざるを得ない。ユーザーにとって大きな損失になる。

本稿では、こうしたクラウドにおけるベンダーロックインの問

（1）  主要なクラウドは、国や地域ごとに独立したシステム・インフラでサービスを提供しており、それぞれを「リージョン」と呼ぶ。
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題を解決する手法として、「インタークラウドデータ基盤」によ

るソリューションを提案する。第2章では、クラウドにおけるベ

ンダーロックインのリスクを整理し、問題を提起する。第3章で

は、インタークラウドデータ基盤の概要、及び、インタークラウ

ドデータ基盤がどのようなアプローチによってこの問題の解決

を図っているかについて述べる。第4章では、インタークラウド

データ基盤を実現する技術の詳細について説明する。そして、

第5章では、インタークラウドデータ基盤のコンセプト実証に関

する試験の結果についてまとめる。

  2.  クラウドロックインの問題
2.1  クラウドにおけるベンダーロックイン
　ベンダーロックインの問題が、今クラウドの利用においても起

こっている。特にクラウドの場合は、独自仕様による制限のみな

らず、大量データによるロックインという新たな問題も浮上して

いる。以下、それぞれの問題点を説明する。

＜APIによるロックイン＞

　アプリケーションの実行環境を提供するPaaSサービスや

サーバーレスアーキテクチャーは、非常に強いロックインにな

る。IaaSサービスを利用して開発したシステムの場合、仮想マ

シン上のサーバーはユーザー自身が構築するため、他のクラウ

ドでもまったく同じ環境を再現することは比較的容易である。

それに対して、PaaSサービスやサーバーレスアーキテクチャー

のアプリケーションは、クラウドが提供するAPI（Application 

Programming Interface）やコンポーネントを利用することで

初めて動作する環境依存型であるため、他のクラウドでは動か

ない。オープンソースソフトウェアをベースとしたサービスであ

れば、他クラウドのIaaSサービス上に実行環境を構築して移行

することも不可能ではないが、独自仕様によるプロプライエタ

リー（独占的）なソフトウェアによって実現されるサービスの場

合は、アプリケーションの大幅な改修が必要になる。

＜データによるロックイン＞

　クラウドは、大量のデータ蓄積を可能にする。近年、映像

などのデジタルコンテンツの肥大化、ソーシャルメディアやIoT

（Internet of Things）の流行によるデータ増加などにより、

全世界のデータ量が加速度的に増加し続けている。2020年に

は、約44ゼタバイト（2）まで拡大すると予測されている[1]。そう

した中、「低価格」「容量無制限」を特徴とするクラウドのデー

タストアサービスは、激増するデータを支える受け皿となってい

る。容量無制限のクラウドでは、上限を気にすることなく、こう

したデータを簡単に長期間保存することができる。

　特定クラウドのデータストアサービスに大量のデータを蓄積

した場合、それを他のクラウドに移すのは容易ではない。大容量

になればなるほど、データ転送に多くの時間と通信帯域が必要

になる。データ移行も含め、ユーザーのシステムを無停止で切り

替えるためには、綿密な計画と準備が必要であり、多くの時間

と多大な労力を要する。現状では、異なるクラウド間でデータ

を共有する仕組みが提供されていないばかりか、同一のクラウ

ド事業者のデータストアサービスであっても、リージョン間では

データが共有されていない。

　データのロックインは、IaaS、PaaSのどちらでも起こり得る

ことから、より多くのユーザーに影響がある。

2.2  ロックインによるリスク
　それでは、ロックインはユーザーにどのような不利益をもたら

すのか？ロックインは、ユーザーが満足してサービスを利用して

いる間は何の問題もない。ユーザーが何らかの不満を感じ、移

行したいと思ったときに初めて顕在化する。以下に、ロックイン

のリスクを整理する。

　一般にロックインによる不利益として指摘されているのは、

価格に関する不満である。ロックインになった場合、ベンダーが

価格体系を変更したとしても、ユーザーにはどうにもできず、泣

き寝入りせざるを得ない。最初は特別価格で多くのユーザーを

獲得し、一定のユーザー数を確保した後に価格を変更すること

は、囲い込み戦略でよく見られる手法である。

　品質も重要なポイントになる。サービスを利用する前に評価

利用することによってある程度はサービスレベルを把握できる

かもしれない。しかし、ユーザーのサービスが拡大するにつれ、

必ずしも想定通りにスケールするとは限らない。思わぬボトル

ネックが発生し、ユーザーサービスの品質を大きく低下させる可

能性もある。サービスの性能や可用性のサービスレベルが低け

れば、当然、ユーザーはそれが改善されることを望むが、移行で

きない状況では強い交渉力を発揮できない。

　新興勢力の出現も影響が大きい。新陳代謝の激しいクラウド

の世界では、より魅力的な機能を持つサービスやコストメリット

が大きいサービスが次々に登場する可能性が高い。その場合、

これまでは満足だった既存サービスの価値が相対的に低下し、

不満に感じるようになりかねない。

　そして、最も懸念されるのがサービスの終了である。クラウド

（2）  1ゼタバイトは、1021 バイト
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の場合は、突如サービスが終了してしまう危険性がある。特に

海外の事業者は、収益性をシビアに判断する傾向にあり、終了

の判断も迅速に下す。前記のような新興勢力の登場や他社によ

る買収によって、サービス継続が困難な状況を招くかもしれな

い。実際、モバイルアプリケーション向けのバックエンドサービ

スを提供していたParse社は、Facebook社に買収された影響

でサービスを終了し、多くのユーザーが移行を余儀なくされた。

オンプレミスの場合は、事業者の保守がなくなってもシステム

が直ちに止まることはない。しかし、クラウドの場合はサービス

が終了してしまえば、システムを動かすことは不可能になる。

  3.  データ基盤による解決
3.1  クラウドのあるべき姿
　我々のねらいは、ユーザーが自由にクラウドを変更できる相

互運用性を確立することである。これまでに述べたように、ロッ

クインには様々なリスクがあり、ユーザーに不利益をもたらす可

能性がある。ユーザーの利便性を最重要に考えた場合、インター

フェースに縛られることなく、価格や機能の優劣、付加価値など

本質的な部分でユーザーがサービスを自由に選択できるべきであ

る。データの共有とインターフェースの共通化が実現すれば、ユー

ザーは、ファイルの移行やソフトウェアの改修を行うことなく、望

ましいクラウド上でアプリケーションを稼働できるようになる。

　相互運用性を実現するひとつの形が、インタークラウドデー

タ基盤を用いて複数のクラウド間でファイルを共有し、その上に

オープンソースソフトウェアをベースとしたサービスを提供する

という方式である。この方式では、クラウド事業者ではない中立

のサードパーティーがサービス化することができる。サードパー

ティーの場合は、複数のクラウドを使うこと自体を差別化の要因

とできるので、クラウド事業者間で標準化を図るよりも現実的な

解となり得る。

3.2  インタークラウドデータ基盤とは
　インタークラウドデータ基盤は、異なるクラウド事業者が提供

する複数のクラウドを利用して構築した透過的な分散ファイルシ

ステムである。インタークラウドデータ基盤は、NAS（Network 

Attached Storage）のように、複数のクライアント間でファイル

を共有するための置き場所をネットワーク上に提供する。クライ

アントは、いずれのクラウドからもインタークラウドデータ基盤に

アクセスできるので、異なるクラウドやリージョンの間でシームレ

スにファイルを共有することが可能になる。ユーザーは、サーバー

やデータがどのクラウドに配置されているかを意識することな

く、単一のNASにアクセスするかのように利用できる。インター

クラウドデータ基盤は、一般的なファイルシステムと同様、ディレ

クトリー（フォルダー）による階層構造を持ち、階層内の任意のパ

スにファイルを作成してデータを書き込んだり、読み出したりす

ることが可能である。

3.3  ロックインの解消
　インタークラウドデータ基盤は、ユーザーをデータのロックイン

から解放し、アプリケーションにポータビリティーをもたらす。以下

に示す3つの特徴が、ロックインから自由になるための鍵となる。

＜マルチアクティブ＞

　インタークラウドデータ基盤は、すべてのクラウドをアクティブ

に利用するマルチアクティブシステムである。そのため、いずれの

クラウドからもファイルの読み書きを行うことができる。そして、

それは全クラウド共通の標準的なインターフェースを通して実現

される。これにより、ユーザーはデータの移行やデータアクセス

の実装を気にすることなく、アプリケーションの実行環境を他の

クラウドに移行できる。

　ユーザーのアプリケーションをマルチアクティブシステムとし

て複数のクラウドで並列稼働させることも可能である。マルチア

クティブシステムには、すべてのリソースを無駄なく利用できるメ

リットがある。一方、従来型のデュプレックスシステム（アクティブ

スタンバイ）の場合、アクティブサイトと同じだけのリソースをス

タンバイサイトに用意した上、通常は遊ばせておくことになり、リ

ソースの使用効率が低い。

＜グローバルな拡張性＞

　インタークラウドデータ基盤は、複数クラウドを接続するため

に必須なグローバルな拡張性を持つ。一般的な分散ファイルシス

テムは、LAN（Local Area Network）環境での使用を前提にし

ており、WAN（Wide Area Network）環境での使用は想定して

いない。一方、インタークラウドデータ基盤は、WANを越えて相

互接続することを考慮したアーキテクチャーとなっている。その

ため、世界各国の様々なリージョンにサーバーを配置した広域分

散構成を組むことができる。

　インタークラウドデータ基盤は、いずれのクラウドから利用し

ても、同程度の性能が出るよう設計されている。グローバルな拡

張性とは、単に動作するという意味だけでなく、通信遅延が大き

いサイト間を結ぶ場合でも性能を犠牲にしないという意味も含
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図 1  システム構成

む。クラウド間でデータを共有するだけなら、特定のクラウドが

提供するデータストアサービスを利用しても実現できる。しかし、

そのような使い方では、遠隔のサイトからデータストアにアクセス

した場合に遅延の影響による性能低下が避けられない。それに対

して、インタークラウドデータ基盤は、遅延の影響を最小化する

仕組みを実装しているため、ユーザーは応答待ちのストレスを感

じることなく利用することができる。

　また、インタークラウドデータ基盤は任意のクラウドをオンラ

インでシステムに組み込む機能を持っている。そのため、後から

クラウドを追加してシステムを段階的にスケールアウトすること

が可能である。新しいクラウドやリージョンが登場してもすぐに対

応できる。

＜優れた耐障害性＞

　インタークラウドデータ基盤は、それを構成する一部の

サイト（3）全体が停止しても、他サイトだけでシステムを維持でき

る。よって、大規模な障害が発生した場合やクラウドが終了した

場合でも、全体のサービスを継続可能である。3サイト以上のシス

テム分散が可能であるため、災害のリスクを分散し、高い可用性

が得られる。サイト間は疎に結合していることから、サイトごとの

メンテナンスも容易である。

　耐障害性は、データレプリケーションの仕組みによって実現さ

れる。インタークラウドデータ基盤上に作成したファイルは、固定

長のブロックデータに分割され、複数のクラウドに複製して保存

される。これにより、システムの一部に障害が発生した場合であっ

ても、残った複製データを利用してファイルを復元できる。データ

の複製や障害時のリカバリーは、バックエンドにおいて透過的に

行われるので、ユーザーは、データが複製されていることや障害

が起きたことを意識しなくて良い。

  4.  データ基盤の詳細
　インタークラウドデータ基盤は、以下の3つの主要なコンポー

ネントから構成される。

　● インターフェースサーバー

　● エンジンサーバー

　● リレーサーバー

　インターフェースサーバーは、クライアントにサービスイン

ターフェースを提供するサーバーである。クライアントは、イン

ターフェースサーバーに対して、ファイルの作成や読み出しな

どのファイル操作に関するリクエストを行う。現時点では、

NFS（Network File System）とHTTP（Hypertext 

Transfer Protocol）による独自のREST（Representational 

State Transfer）インターフェースの2つを提供しているが、将

来的に任意のプロトコルを追加できるよう、モジュラー型のアー

キテクチャーとなっている。

　エンジンサーバーは、インタークラウドデータ基盤の中核とな

るサーバーで、データのサイト間レプリケーションや永続化処理

を行う。エンジンサーバーは、インターフェースサーバーからデー

タを受信し、そのデータを複製する。複製したデータは、ローカ

ルサイトとリモートサイトに分散して保存する。データの永続化

には、各クラウドが提供するデータストアサービスを利用する。

これは、クラウドのデータストアサービスが持つスケーラビリ

ティーや可用性のメリットを享受するためである。先に述べたよ

うに、データストアのインターフェースはクラウドごとに異なって

いるので、クラウドごとに異なるコネクター（接続用ドライバー）

を切り替えて使えるようになっている。また、オープンソースの

分散キーバリューストアである「Apache Cassandra」[2]に

データを保存するためのコネクターも実装しているので、IaaS

サービスでCassandraクラスターを自前で構築すれば、データ

ストアサービスを提供していないクラウドでもインタークラウド

データ基盤に組み込むことが可能である。

　リレーサーバーは、サイトの窓口となるサーバーで、他サイト

のサーバーからのリクエストを代理受信して、サイト内のエンジ

ンサーバーに中継する役割を担う。リレーサーバーを設置する

ことで、他サイト（インターネット）に公開するサーバーを最小限

に抑えることができる。

　図1にシステム構成を示す。

（3）クラウドの各リージョン上に構築したインタークラウドデータ基盤のサブクラスターを「サイト」と呼ぶ。
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   5.  実証試験
5.1  試験概要
　インタークラウドデータ基盤の実現可能性を検証するため、パ

ブリッククラウドを利用して、アプリケーション試験を実施した。

アプリケーション試験では、我々がクラウドのあるべき姿とする

「インタークラウドデータ基盤＋オープンシステム」の実現可能

性について評価する。今回は、オープンソースの分散SQLクエリ

エンジンである「Apache Drill」[3]を用いたデータ分析基盤を各

サイトに構築し、インタークラウドデータ基盤上に保存したデー

タファイルをSQLで分析するというユースケースを検証する。Drill

を採用したのは、サイズが大きいファイルの処理が得意というイ

ンタークラウドデータ基盤の特性にマッチしたアプリケーション

であることが理由である。

5.2  試験環境
図2にアプリケーション試験のシステム構成を示す。

る。1台は、リレーサーバーも兼ねる。

　さらに、各サーバーマシンにDrillを追加で導入し、インターク

ラウドデータ基盤のコンポーネント群と共存させる。Drillのクラ

スターは、サイトごとに独立した構成とする。各マシンでローカ

ルのインターフェースサーバーをNFSマウントする。これにより、

すべてのDrillサーバーがインタークラウドデータ基盤上のファイ

ルにアクセスすることができる。

　アマゾンウェブサービス（AWS：Amazon Web Services）

のIaaSサービスである「Amazon EC2（Amazon Elastic 

Compute Cloud）」[4]を利用して試験環境を構築する。日本

（東京）、米国（北カリフォルニア）の2サイトに、それぞれ同一ス

ペックのサーバーマシン4台とクライアントマシン1台を配置し、

インターネット経由で相互接続する。表1に各マシンのスペック

を示す。

　各マシンのローカルストレージには、AWSのブロックスト

レージサービスである「EBS（Elastic Block Store）」の

Generic Purpose SSD（gp2）デバイスを使用する。ファイル

システムはXFSとする。

　全サーバーマシンにエンジンサーバーとインターフェースサー

バー、及び、データストアとして利用するCassandraを導入す

5.3  試験方法
　日本サイトからインタークラウドデータ基盤に分析用のテ

ストデータを格納したファイルを保存する。このデータを対象

に、日本、米国のそれぞれからローカルのDrillに対してSQLク

エリーを発行し、クエリー結果の整合性確認と応答時間の記

録を行う。データサイズによる傾向を確認するため、複数サイズ

（5GiB（4）、10GiB、20GiB、50GiB）のテストデータに対してクエ

リーを行う。

　テストデータは、AWSが提供している任意サイズのPSV

（Pipe Separated Value）形式データを生成するツール

「dbgen」を利用して作成する。このツールは、2つのディメン

ションテーブル（書籍テーブル、顧客テーブル）と1つのファク

トテーブル（取引テーブル）を生成する。今回の試験では、書

籍テーブルをインタークラウドデータ基盤に配置する。その

際、PSV形式のデータを列指向のデータフォーマットである

Parquet形式[5]に変換する。

　発行するクエリーは以下とする。書籍をカテゴリーで分類して

カテゴリーごとの件数をカウントするクエリーで、全レコードを

読み出す必要がある処理となっている。

図 2　アプリケーション試験構成

表 1　マシンスペック

（4）1GiB( ギビバイト ) は、230 バイト

マシン種別 インスタンスタイプ ディスク
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100GiB(gp2)
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SELECT category, COUNT(*) AS cnt
FROM dfs.`/mnt/books-1GB_parquet`
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  6.  おわりに
　本稿では、インタークラウドデータ基盤によるクラウドロック

インの解消について提案した。クラウドにおけるロックインの問

題を提起し、それがインタークラウドデータ基盤によって解消可

能であることを示した。また、インタークラウドデータ基盤の実

現性を実際のパブリッククラウドを利用して検証し、有効に機能

することを確認した。

　現在は、次のステップとして、複数事業者によってインターク

ラウドデータ基盤を相互運用するモデルの実証実験に取り組ん

でいる。これは、特定のサードパーティーによる集中管理ではな

く、各クラウド事業者が運用するインタークラウドデータ基盤

を相互接続する自律分散型システムの実現を目指すものであ

る。各サイトを異なる事業者が運用する場合、各事業者による

ポリシーコントロールや相互接続に関するセキュリティなど新た

な課題がある。これらの課題を明確にするため、複数の事業者

と共同で検証環境を構築し、検証を開始している。

　また、今回はファイルシステムによるデータ共有をテーマとし

たが、今後はデータベースによるデータ共有の研究も検討して
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いきたい。データベースをクラウド間で共有することで、より多

くのアプリケーションをインタークラウドデータ基盤上で稼働

できると考えている。

　本稿での実証試験の結果によって、我々が目標とするクラウドの

相互運用性の実現に一歩近づくことができた。今後も、相互運用

性の確立を目指し、ユーザーの利便性向上に寄与していきたい。

5.4  試験結果
　クエリーの応答は、どちらのサイトも不整合なく同じ結果と

なった。

　図3に性能に関する結果を示す。データサイズに応じて応答時

間が線形に増加する傾向となった。また、日米ともにほぼ同じ応

答時間となった。十分に実用性のある応答速度が得られた。

図 3　応答時間
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これからのIT戦略とその策定方法

岡　真一郎

前書き
　IT 戦略に求められるものは時代とともに変化しており、今や IT 戦略はビジネス戦略そのものと言っても過言
ではない。本文では、IT 戦略を策定するうえで考慮すべき要素や具体的な方法について紹介する。経営に IT
をもっと活用したい経営者の方、IT 戦略策定を担当している方、そして、IT に関心があり理解を深めたい方など、
幅広い方々にとって参考になれば幸いである。

  1. はじめに
1.1　過去のITシステムの背景と目的
　ITシステムがビジネスに本格的に使われはじめた1980年代頃、

システム機器は高価であり、公共機関や大企業、IT企業を除く一

般の企業にとっては特別な存在であった。オンラインでデータを

参照したり、データ通信を使って企業間で取引したりするために

は、個々の企業で専用設備を構築しなければならず、膨大なコス

トがかかった。この頃、ITシステムが担っていたのは、手書きの伝

票や在庫の入力、データ集計、帳票出力などであり、その主な目

的は定型的業務の省力化や自動化に限られていた。

　当時ITシステムは、企業の付加価値を高めるというよりは、効

率化のために存在していたと言える。

1.2　これからのITシステムの背景と目的
　近年ITシステムは、効率化・自動化のみならず、事業の付加価

値を高めること、新しい顧客を創造することを目的として構築・

活用されるようになってきている。

　この変化は、1995年あたりから始まったインターネットの普及

に因るところが大きい。インターネットにより、ほぼ無料で世界

中と接続できるようになり、オープン化によって誰もが安価にIT

システムを作ることができるようになった。そして今や、スマート

フォンにより、いたるところでITシステムを使うことができる。ま

た、PCさえあれば、インターネットに接続して、自分が作ったアプ

リケーションを世界中に配布することも可能だ。

　アマゾンは、ロングテール市場を開拓し、2008年創業の

Airbnbは、約10年で400万室以上を持つ宿泊事業者[1]となっ

た（1919年創業のHILTONは98年かかって79万室[2]）。2011年

にニューヨークでサービスを開始したUberは、わずか3年で

イエローキャブの数（約1万3千台）[3]を上回っている。そして

Facebookに代表されるSNSによって個人の行動様式を収集

することが可能となり、最適な広告を打って、ピンポイントで顧

IT システム
の価値

ITシステム
活用の目的

・構築 ・活用

・効率化 ・効率化
・付加価値向上
・顧客（市場）の創造

過去の
ITシステム

近年の
ITシステム

図 1　過去の IT システムと近年の IT システム



69

第18号

2018連載

連
載

インテックのコンサルティング事業

69

客の購買意欲を刺激できるようになっている。また、2020年まで

には、毎年540億個のセンサーが製造される[4]という。家、車、オ

フィス、工場等から見たこともないような大量のデータが生み出

され、サービスとニーズのマッチングに向けたこれまでになかっ

た市場が創造されるだろう。

　このような新しいIT技術がもたらす変化によって、企業は世界

中の潜在的な新規顧客にリーチすることが可能となった今、IT戦

略はビジネス戦略そのものといっても過言ではないだろう。

  2. IT 戦略とは
2.1　戦争における戦略と経営戦略について
　戦争における戦略とは、勝つための資源配置のシナリオであ

り、一貫性を持った戦術や戦闘を行う上での礎となるものであ

る。一方、経営戦略は、デュポン（1802年創業）、スタンダード・オ

イル（1911年創業）といった企業が発展した頃から、人やモノの合

理的な活用のために研究されてきた。

　戦略論の権威であるルメルトは、戦略を業績目標と混同しては

ならず、また、戦略は専門用語を並べたり、やることリストを並べ

たり、スローガンであってはならないとしている。そのうえで戦略

は、次の3つの要素から構成されると説いている[5](以下は筆者

が抜粋、要約したものである)。

● 診断　　：状況を把握し、取り組むべき課題を設定

● 基本方針：課題に取り組むうえでの総合的な方針を策定

● 行動　　：基本方針を実行するための一貫性のある行動

2.2　IT戦略の目的
　企業の目的は、単にお金を儲けることではなく、事業を継続さ

せるために利益を追求することである。その目的を達成するため

に、企業は業務を効率的に運営し、商品・サービスの付加価値を

向上させ、新しい顧客（市場）を創造し続けなければならない。

　適切にIT戦略を策定することにより、企業は合理的でスピー

ディーなビジネスシステム（業務の構造や業務プロセス、情報の

共有）を整備し、資産（人、モノ、カネ、顧客、取引先、情報、権利な

ど）を有効に活用し、新しい顧客を創造することができる。

　このようなビジネスシステムを持つ企業は、資本コストより

大きな利益を生み出すことができ、市場の評価指標の一つで

あるEVA®(Economic Value Added) (1)を高めることが可能

となる。

2.3　これからのIT戦略とは
　前述した目的を果たすためには、これまでのようにビジネス戦

略が固まった後にIT戦略を策定するのではなく、ビジネス戦略と

IT戦略を一体として考える必要がある。

　したがって、これからのIT戦略とは、ITを用いたビジネス戦略

そのものであり、「将来を先読みし、自社の強みを活かした目的

と目標を定め、これら目標を実現するために経営資源を最適に

配分するためのシナリオ」である。

  3. IT 戦略を策定する前に留意し
　　ておくこと
　より有効なIT戦略を策定するために、事前に以下3つについて

留意しておくとよい。

● よくあるIT戦略（間違った例）

● IT部門の特性

● IT戦略の位置づけと全体の流れ

3.1　よくあるIT戦略（間違った例）
　よくあるIT戦略とは、概ね次の3つのいずれかではないだろ

うか。

● 流行りの言葉ばかりが並び内容を聞くと答えに窮するIT戦略

● 総花になっているIT戦略

● 以前から抱えている難しい問題に取り組まないIT戦略

　1つ目にある流行りの言葉とは、現在では「IoT」や「AI」などで

あろう。新しいIT技術や流行りを知っておくことは大事だが、自

社としてどう解釈し、どう使おうとしているのか、技術がもたらす

効果の本質を理解することが重要である。流行りの言葉には発

信力があり、発言したり聞いたりするだけでワクワクする。しかし

一方で、受け取り方によって解釈が様々になることもあり、言葉

を使ってはみたものの、具体的な形が見えてこないということも

ある。

　2つ目の総花になっているIT戦略とは、一貫したコンセプトや

思想がなく、各部門のアンケート結果を並べただけというもので

ある。このようなIT戦略は実施策にまとまりがないことが特徴

で、何を目指しているのかあやふやで不明確である。

　3つ目は、真の問題に取り組まない戦略である。例えば、汎用機

やオフコンを使っている場合、設計書がない、よく知っている担

当者が定年退職する、ということが起こりがちである。汎用機は

コード体系が硬直的なうえ、バッチベースで作られており柔軟性

（1）  EVA®：Economic Value Added，Stern Stewart & Co., の登録商標。企業を評価する指標の 1つ。税引後営業利益から資本コストを差し引いた利益。
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が低い。したがって、その場凌ぎの対策が積み重なっている状態

になっていて、修正しようとすると想定以上にコストがかかった

り、場合によっては修正ができず、ビジネスに影響が及ぶ。

　このような場合は、古いITシステムを放置することの問題を解

きほぐし、経営者に説明し、理解を得なければならないが、次の

異動までには対応できないからと担当者が見て見ぬふりをして

しまうことがある。見送れば見送るほどそれが慣例となり、本来

経営を支援すべきITシステムが足枷になってしまうのである。

3.2　IT部門の特性
　多くのIT部門は2つの特性を持っている。1つ目の特性は、手段

が目的化した組織になりがちであること、2つ目の特性は、部内

が縦割りになる傾向があることである。

　ITシステムは経営や事業を推進する手段の一つであるが、IT

部門にとっては、ITシステムを作ること自体が組織の目的となっ

ている場合が多い。例えばERPの導入であれば、本来の目的は

業務のスピードアップや効率化であるが、しばしばシステム導入

自体が目的化してしまう。近年では、AIやIoTを導入することがビ

ジネスの目的になってしまっているケースが散見される。

　もう1つの特性として組織が縦割り化されていることが挙げら

れる。例えばメーカーは、「販売計画→生産計画→購買→生産・

在庫→販売・物流→売上・回収」と複数の業務をスムーズに連携

させなくてはならない。しかし、最初から統合されている高度な

ERPは別にして、多くのITシステムは、生産管理、営業管理と縦

割りで構築されてきた。それに伴いIT部門内も縦割りで運営され

ることが多いことから、望ましい業務連携やITシステム全体に考

えが及ばない場合がある。

　企業全体の最適化のためにIT部門の役割を常に見直し、ビジ

ネスシステム全体を俯瞰して見る視点を持つ組織や人材育成が

重要である。

3.3　IT戦略の位置づけと全体の流れ
　IT戦略から実現までの全体の流れは、以下のように3つのフェー

ズから構成される（図2参照）。IT戦略は最初のフェーズに位置づ

けられる。本文では、フェーズ1のIT戦略策定について詳述する。

●フェーズ1　IT戦略策定

●フェーズ2　システム化構想・計画

●フェーズ3　システム開発と業務改善
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図 2　IT 戦略～実現までの全体の流れ
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  4. IT 戦略策定（フェーズ 1）の
　　進め方
4.1　全体の進め方
　IT戦略の策定は、「予備調査とテーマ設定」と「IT戦略策定」から

構成される。テーマ設定では戦略を策定するテーマとその仮説を

作る。そのテーマと仮説を元に調査、検討し、IT戦略を策定する。

4.2　予備調査とテーマ設定
　IT戦略を策定する際には、テーマの設定が重要である。グルー

プ企業として事業会社別の業績をもっと早く把握したい、販売と

物流の連携を見直したい、顧客管理に新しい視点を取り入れたい

など、予めテーマが明確になっている場合もあるが、明確でない

場合もあるだろう。その場合は、以下のフレームワーク（図3参照）

の5つの視点からテーマを設定するとよい。

　予備調査として、フレームワークを使って経営や事業の課題を

把握し、テーマとともに仮説を立てる。例えば、事業会社別の業

績を正確かつ迅速に把握できるビジネスシステムとはどのよう

なものか、明文化しておく。この仮説は、IT戦略策定時における

現状評価の視点となり、その後は将来像となるもので大変重要

である。

　必ずしもすべての視点から検討する必要はなく、その時々の経

営トップの意向や経営課題などを背景に必要な視点からテーマ

を設定するとよい。それぞれどのような視点なのか、そして、どの

ようにビジネスシステムやITシステムに関わってくるのかを以下

に解説する。

　各視点で取り上げているテーマは一部であって、すべてではな

いことを予め断っておく。

（1）視点1　経営課題

　経営課題におけるテーマは様々あるがここでは主に以下の

3つについて述べる。

●決算の効率化（早期化と同義）

●グループ経営の実現、強化（シェアードサービス化等も  

　含む）

●法制度への対応

　1つ目は、「決算の効率化」である。毎日の経営では、事業戦

略や業務改善等が予定通り進んでいるかどうかの確認と意

思決定が必要になる。これは会計システムだけを改修すれば

改善される問題ではなく、営業における入金予定、仕入・購買

の決済や支払予定といった基礎的なビジネスシステムを見直

さなければならない場合もある。

　2つ目は、「グループ経営の実現、強化」である。1997年に純

粋持ち株会社が解禁されたことと情報開示が連結会計中心

になってきたことによって、親会社中心からグループで経営す

るスタイルへのシフトが進んでいる。この動きについて大企

業は一巡した感があるが、現在は中堅企業で特に検討されて

いる。グループ経営にシフトするためには勘定科目コードなど

中核となるコード体系やデータ管理をグループ全体で見直す

必要がある。また、この他にもシェアードサービス化の導入が

ある。シェアードサービス化とは、経理、人事・給与、ITシステ

ムの開発、保守・運用など間接的な業務をグループで集約、共

通化することでコストを下げる経営手法であるが、同じグルー

プ会社だからといってこれらをすぐに集約できるものではな

い。業務プロセスの共通性と利用情報（伝票、帳票、コード

等）の共有性の視点から業務を集約し、シェアード化させる計

画を作る必要がある。

　3つ目は、法制度への対応である。近年の例では国際会計

基準、マイナンバーなどが挙げられる。これらの変更は事前に

案内され、かつ対応が画一的になることから、専門のサービ

スが提供され、比較的対応しやすいテーマである。

（2）視点2　事業課題

　事業課題では既存事業と新規事業の2つの領域が対象と

なる。ここでは、既存事業の取り組みのコンセプトを「業務効

率化と付加価値の向上、及び既存技術の転用やその延長線

上にある新規市場の開拓」とし、新規事業の取り組みのコン

セプトを「新しい市場に新しい商品・サービスをもって臨むこ

と」と定義した。

　1つ目の既存事業におけるテーマを設定する際に重要なこ

とは、自社の強みを理解することである。強みとは今の事業

を成り立たせているオリジナリティ（同業他社とは違う独自

IT 戦略

（1）
経営課題

（3）
現場の問題

（2）
事業課題

（4）
IT固有の課題

（5）現状の環境
 ・システム構造
 ・IT コスト構造
 ・IT システムを企画、実現化する力（IT ガバナンス）

図 3　IT 戦略テーマのフレームワーク
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性）にある。効率化するにしても、付加価値を向上させるにし

ても、オリジナリティに立脚し、それを更に活かすものでなけ

ればならない。顧客（市場）の捉え方を変える、技術の組合せ

や転用によって新しい市場を見つけるといったことは、強みを

活かすことを前提にテーマを設定する方がうまくいく。

　稀に自社の強みに気づいていないことがある。独自のビジ

ネスシステムや情報力（蓄積している情報の価値やその情報

を収集する力）、商取引ネットワークなどの自社の強みを大切

にし、それらを損なうようなテーマを設定しないよう注意しな

ければならない。

　2つ目の新規事業における主なテーマは、次の3つである。

●事業実現のためのビジネスシステムとITシステムの

　構築

●新規事業の収益管理

●事業性の評価

　1つ目の事業実現のためのビジネスシステムとITシステムの

構築は、その投資枠の中で取り組むことが条件になる。ITシス

テムを構築するための原価は、単にシステム化要件を積み上

げて原価を算定するのではなく、目標とする利益額と利益率

から割り戻して必要な売上高を作り、その中から原価を企画

すべきである。

　2つ目の収益管理の面では各計上基準が既存事業と異なる

ことがあるので注意が必要である。例えば、土木・建設業の企

業が製造業や仕入販売といった異なる分野へ進出する場合、

建設業では工事進行基準が適用されるが製造業では出荷基

準等が適用される。また、製品や商品の在庫管理や原材料等

の使用量も考慮した業務管理も求められる。売上や原価の予

測を含め、管理するスタッフがこの点を十分理解していないと

事業の収益を把握、管理できないことになる。

　3つ目は、事業性の評価である。新規事業は一律に1年で黒

字化、3年で累損解消という枠をはめられることが多いが、事業

環境やリスクは既存事業とは異なるので、一律の期間を設ける

のではなく、事業の特性に応じて事業性を判断する期間を設

定することが重要だ。社長がこの事業は3年では難しい、5年や

るからどうにか頑張れといった指示を出すのは、社長はこの事

業の是非を問うには5年はかかると判断しているからだ。この

ような経営トップが持つリスクを見極める経験や勘を定量的・

定性的な評価基準にして仕組み化することがテーマとなる。

（3）視点3　現場の問題

　現場の問題におけるテーマとは、主に利便性と効率性を高

める事を目的とした現場からの改善要求であり、具体的には

画面の使い勝手向上や、多重入力の解消などである。このよ

うな問題は現場に任せておけばどうにかなるだろうと侮って

かかると解決できない。例えば多重入力の解消の場合、解決

策は、正確な情報を一度だけITシステムに入力させ、業務の

流れに沿って必要な情報だけ遷移させる事である。そのため

にはどこで何を入力しているのか、何を基準に正しさを確保

するのかを分析し、全体のデータの流れを見直さなければな

らない。

　現場の問題を放置しておくと、担当者が他意なく工夫をこ

らし、非効率が常態化していることがある。このような場合、

抜本的な改善が難しくなることがある。現場に赴き、現場の

方々と意見交換をしながらテーマを見出す必要がある。

（4）視点4　IT固有の課題

　IT固有の課題の1つは機器やソフトウェアの保守切れであ

る。今ではクラウドによって回避できるケースも増えてきたが、

自社で所有している場合は対応せざるを得ない課題である。

　もう1つは、開発・運用プロセスにおける課題である。システ

ムの改修に想定以上に時間がかかったり、特定の人物でなけ

れば改修できないといったことは珍しくない。特にWebサービ

スがビジネスそのものとなっている場合は、主力になっている

IT技術者が辞めるときに代わりの技術者が見つからず、深刻

な経営問題になることがある。この問題は、開発や運用のプロ

セスが無い、もしくは、あっても機能していないところにある。

　この開発や運用プロセスが機能しない原因の一つに、開発

手法（構造化手法等）がビジネスニーズに合っていないことが

ある。従前の構造化手法は、規模が大きく、高い正確性が求め

られる基幹系システムに用いられることが多いが、付加価値

を高めるために試行錯誤が求められるWebサービスや新規

事業向けのITシステムには合わない。

　昨今は、クラウドサービスやアジャイル、DevOpsなど柔軟

性やスピードを重視した手法がある。ビジネスのニーズに合っ

た開発手法や開発・運用プロセスをどう適用するかがテーマ

となる。

（5）視点5　現状の環境

　IT戦略を実行するうえでの制約条件として、次の3つを把握

しておく必要がある。

●ITシステム構造

●ITを企画、実現化する仕組み

●ITコスト構造
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起きていること 仮説との差異、
結果としての
悪い影響

問題の原因 原因を解消す
るために成す
べきこと

成すべきこと
の方針

方法

テーマ設定

仮説 将来像

事象

事象

事象

事象

問題

問題

問題

原因

原因

課題

課題

解決方向性

解決方向性

解決方向性

解決方向性

実施策

実施策

実施策

実施策

修正
課題設定現状評価

図 4　調査・分析・検討の進め方

　1つ目のITシステム構造は、前述3.3で述べたフェーズ2「シス

テム化構想・計画」に相当するので割愛する。

　2つ目のITを企画、実現化する仕組みはITガバナンスと呼

ばれ、企画する力、開発する力、保守・運用する力のことであ

る。ITガバナンスを支える業務プロセスをそれぞれ整備し、要

員の技能を把握、育成することが必要である。

　3つ目のITのコスト構造では、業務ごとにITシステムの初期

投資額とランニング費用（保守・運用）を明確化すべきであ

る。初期投資額とランニング費用を把握する際には原価を明

確にする必要があるが、その支払先や明細は大量にあるうえ

に内容も多岐にわたる。「外部への支払（開発や運用等で外

部の委託先へ支払っている費用）」、「労務費」、「経費（支払と

労務費以外の費用で管理費、通信費、教育費等を指す）」の

3つを軸に原価を整理・把握すると分かりやすい。

4.3　現状を診断し問題を明確にする
　最初に、テーマを設定した際に立てた仮説をもとに現状を診

断・評価し、問題と原因を把握する。顧客が何人いるのか正確に

わからない、来月の支払が今月にならないと正確にわからない、

在庫が第2倉庫に移動すると消えてしまう、など様々な事象が現

場で発生している。

　複雑に絡み合った事象を解きほぐし、何が問題なのか、その原

因は何か、見極めることが重要である。例えば、「顧客を分析する

ためのデータの抽出に時間がかかってしまい、十分な分析ができ

ず販売計画が形骸化している」といった事象があったとする。こ

の事象から導き出される問題は、「データ抽出に時間が取られる

こと」ではなく、本来やるべき販促計画に時間がかけられず「販

売機会を逃してしまうこと」である。

4.4　課題とその解決の方向性の検討
　事象（起きていること）から問題（悪い影響）を導き出した後、

その原因を探り、それを元に課題（成すべきこと）を設定する。そ

して、課題を深堀し、その取り組み方針として解決の方向性とそ

の実施策（方法）を洗い出す。例えば、顧客別の収益の可視化と

いった課題があるとする。この場合、最初から全ての原価を顧客

別に把握するのは難しいので、まずは直接原価のうち外部への

支払から管理しよう、といった方向性を設定して実施策をまとめ

ていく（図4参照）。

　一般に、多くの事象は少数の原因に集約される。したがって、問

題の数と同じだけ原因がある状態では分析が十分ではない。分

析は、KJ法（川喜田二郎氏考案）を使って進めることがあり、状況

が許されるなら問題や課題を共有するために複数部門からメン

バーを選出し、ワークショップ形式で行うことが効果的である。

　この段階から業務の責任者や担当者を巻き込むことで現状の

問題や課題を高いレベルで共有することが可能となり、後の業

務改善やシステム開発が進めやすくなる。
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4.5　実施策を策定する
　検討の結果、手を付けやすいもの、時間を要するものなどレベ

ル感にバラツキのある複数の実施策が導き出される。業務構造

や組織、業務ルールを見直すのか、ITで解決できることなのかな

ど、実施策を単純に並べるとまとまりがなく分からなくなる。先に

検討した解決の方向性に基づき、例えば効率化が目的の場合、ま

ずその仕事自体をなくすことができないのか、人の判断をなくせ

ないか、10人でなく2人で、10時間もかけずに10分でできないかと

いった視点で大胆に見直すことが重要である。また、実施策に少

数の実施不可能なものがあったからといって不可能だと判断する

と何もできなくなってしまう。最初から100%を目指すのではなく、

限られた範囲であっても実際にやってみることが重要である。

4.6　優先順位をつける
　限られた期間と予算ですべての課題に対処することはできな

い。具体的な実施策を洗い出し、検討して優先順位をつける必

要がある。優先順位は、「戦略的重要度」、「緊急性」、「実現可能

性」の3つの視点から相対的に検討する（図5参照）。この優先順

位付けは、課題レベルで行ってもよいが、より具体的にするため

一旦は実施策レベルで行うことを勧めている。

4.7　IT戦略としてまとめる
　現状の問題、原因、課題から実施策までをIT戦略としてまとめ

る。IT戦略として策定された内容は基本方針であり、調査、分析

から実施策の実現までを分かりやすく説明し、関係者がその重

要性と必要性を十分に理解できるものでなければならない。

  5. IT 戦略を策定する体制
　先頭に立つ役員のもと、IT部門が関連する部門とともにIT戦

略を策定する体制が望ましい。IT部門だけでは業務の問題や課

題を十分に整理・検討できず、システム構築の方法ばかりが議論

されがちである。

　近年、ますますビジネスとITシステムの両方に精通した人材の

重要性が増しているが、このような人材は希少で自然と出現して

くることはほとんどない。ビジネスとITの知識を体系的に習得さ

せ、両方の実務経験を積ませるなどにより、意識して育成すべき

であろう。

  6. IT 戦略策定後の進め方
　　（フェーズ 2 と 3）
　IT戦略策定後のフェーズ2と3の進め方は、以下のとおりで

ある。

6.1　システム化構想・計画（フェーズ2）
　IT戦略策定後のシステム化構想・計画フェーズでは、まず現状

の業務とITシステムを可視化する。その後、IT戦略で策定された

要件を取り入れ、将来のモデルを作成し、システム化する範囲と

その順序を決める。その後、スクラッチなのかパッケージやクラ

ウドを使うのかなど、開発方針や運用方針等を計画する。

　フェーズ2では、現状(As-Is）と将来(To-Be)を同じ視点で捉

えることが重要である。インテックのコンサルティングでは、

EA(Enterprise Architecture)(2) を基礎としたフレームワーク

を活用している。

•
•

•

•
•
•  

•  
•  
•  

戦略的重要度の高さの視点
・中長期経営計画の施策である
・経営者層の指示に基づく取り組みである
・経営と現場の双方が認識する取り組みである など

緊急性の高さの視点
・早く着手することにより、機会損失を最小限にできる
・先延ばしにより機会損失が確実に拡大する
・他の施策が実施しやすくなる　 など

実現可能性の高さの視点
・実現課題がある程度想定できる
・具体的なタスク、目標、スケジュールなど
　十分な計画を立てることができる
・技術的課題が少ない　など

図 5　課題の優先順位を決めるための 3 つの視点

（2）  EA：Enterprise Architecture，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のこと。
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　補足として、フェーズ1を行わずに、このフェーズのAs-Is分析か

らアプローチする場合があるが、経営や事業の課題といったトッ

プダウンの視点が欠落してしまうことがあるので注意が必要で

ある。

6.2　システム開発と業務改善（フェーズ3）
　フェーズ3は実現化の段階であり、システム開発面では「システ

ム要件定義、設計、プログラミング、テスト、移行」といった工程に

なる。そして、開発作業と並行して業務の具体的なルール設計な

どを行い、新しいITシステムの試用と改良を経て、実際の業務に

適用をすることで業務改善を実現する。

 
  7. IT 戦略を策定するもう一つの意味
　企業の資源は限られており、時には妥協が必要となる。ド

ラッカーは、「決定においては何が正しいかを考えなければ

ならない。（中略）満たすべき必要条件を満足させるうえで

何が正しいかを知らなければ、正しい妥協と間違った妥協を

見分けることができない」[6]と説いている。

　適切なIT戦略策定により、費用や体制などの制約条件を

踏まえたうえで自社にとって最適なビジネスシステムとITシ

ステムを構築することが可能となる。すなわち、意思決定に

おける正しい妥協が可能となるのである。

  8. おわりに

　OECD(Organisation for Economic Co-operation 

and Development)の統計によると日本の就業者1人当た

り労働生産性は、OECD加盟35か国中22位である[7]（ちな

みに21位はギリシャ）。3位の米国を100とすると日本は61で

ある。海外のメーカーが日本の工場を見学したときにあまり

に古いITシステムを使用していることに驚いたということを

耳にしたことがある。生産性とは、インプットとなる経営資源

（分母）とアウトプットなる成果、付加価値（分子）の比率で

ある。生産性アップのためには、コスト削減のみならず、将来

の成長を見据えた対策も必要である。企業の付加価値向上

と新しい市場の創造のために、IT戦略が大きく寄与できれ

ばと思う。



編集後記
　AI のビジネス活用が盛んになり、デジタルトランスフォーメーション（デジタル変革）の時代を迎えています。

　一方で重要性が増すセキュリティの脆弱性問題では、誤りを突くだけでなく、システムに想定外の要求をすることで

誤った動作を引き起こさせる手法があります。人間も想定外の事態になれば、意図しない振る舞いをしてしまうもの

です。そんな時も周囲に影響を与えないようにすることが、社会として安全を守ることだと思います。

　これから様々な自動化が進みますが、人が携わり、人や社会が利用する限り、安全とそれを支える品質は常に重要な

テーマであり続けます。
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創立以来、インテックが目指してきた
「コンピュータ・ユーティリティー社会」は、
今まさに現実のものになろうとしています。

インテックはより豊かで安全な暮らしを実現するために
「クラウド」や「ビッグデータ」に積極的に取り組み、
高齢化や食の安全、ヘルスケア、農業など新たな分野への
挑戦を始めています。

これからもお客さまのお役に立つとともに、
「情報技術を誰もが安全で便利、かつ心地よく使える社会の実現」
を目指し、挑戦を続けてまいります。

1964　「株式会社富山計算センター」創立 

        　「株式会社インテック」に社名変更
1973　特定回線による TSS サービス開始、翌年には公衆回線でも

1976　東京－大阪で Tec Ace Net 専用線開通（1980 年通信網完成）
　　　 銀行オンラインシステムを韓国へ輸出、社員 5 名派遣
1977　医療情報システム「Medi Pack」発売

1982  米 GTE テレネット社と販売代理店契約し、パケット交換網を整備
1983  行政情報オンラインシステム「CIVION」発売

          特別第二種電気通信事業者として郵政省から第 1 号認可 （同年 9 月事業開始）

1988  パソコン通信「Tri-P」サービス開始

1991   ISDN サービス開始
1992   ブラザー工業株式会社と共同で通信カラオケ「JOYSOUND」発売
1994   株式会社ニコンと共同で、病理・細胞診検査業務支援システム「EXPath」発売
           金融機関向け情報系ソリューション 「 F3（エフキューブ）」発売
　　     電子帳票システム「快速サーチャー」発売
1997   IP ネットワークサービス「EINS」開始

           東京電力株式会社とデータセンター事業の「株式会社アット東京」設立

2004   認証局サービス「EINS/PKI＋」の提供開始

2008   ID 管理ソリューション「結人」「束人」発売
2009  仮想化ホスティングサービス「EINS/SPS」の提供開始

           食品流通業界向けクラウド型トレーサビリティサービス「i-TRe」提供開始
2012   広域仮想クラウドサービス「EINS WAVE」の提供開始

           高精度測位社会を支える位置情報プラットフォーム「i-LOP」の提供開始
2016   ビッグデータ分析・活用サービス「ARQLID」の提供開始
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統合データ活用サービス「ARQLID」の概要とセールスプロモーション向けスマホアプリ開発事例について
インタークラウドデータ基盤によるクラウドロックインの解消

インテックのコンサルティング事業




