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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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ソフトウェア生産環境
分類　                             構成要素　                 一般的な製造現場での例え

ソフトウェアの
構成要素

ソフトウェア
エンジニアリング
ノウハウ

ソフトウェア
開発に利用する
インフラ基盤

ひな型

部品・モジュール

フレームワーク

ノウハウ

プロセス、ガイドライン

ツール

OS、ミドルウェア

ハードウェア

ネットワーク

原材料
部品

中間加工品

工具
マニュアル
職人の技

工場建屋
ベルトコンベアー

共通開発基盤 ezPlatform

開発プロセス標準
DPS

運用プロセス標準
OPS

プロジェクトマネジメント
PMS

保守プロセス標準
AMS

各種ガイド

標準プロセス・手法

サービス、ツールの共同利用

プロジェクト

ツール、テンプレート

仮想化ソフトウェア
ハードウェア
社内ネットワーク

事業所内　                                      オフショア　                                  ニアショア

テスト環境 脆弱性検査 負荷テスト ナレッジ検索

プロセス
テンプレート

ナレッジ
成果物
リポジトリ

ALM
定量
データ

仮想サーバ
仮想

デスクトップ

開発ツール 開発テンプレート 再利用部品 自動生成

ミドルウェア

OS

ミドルウェア

OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー

人材 プロセス
統合

マネジメント

プロジェクト
マネジメント

エンジニアリング
環境

設備 社員の
品質改善努力

エンジニアリング
環境

設備

標準化 部品化
再利用 自動化

標準化 部品化
再利用 自動化

仮想化技術を用いた
ソフトウェア開発基盤の

整備と標準化

ナレッジの流通促進と
アセットの拡充

製造・テスト工程の効率化 標準プロセスの拡充と
実効性向上

Aプロジェクト Bプロジェクト

各種ツール

Aプロジェ
クト用開発
サーバ

Bプロジェ
クト用開発
サーバ

Windows Linux

仮想化基盤

データセンター

共通開発基盤
ezPlatform

IKS、
ナレッジ共有促進

標準ツール活用、
テスト自動化

業務プロセス標準IP3、
ALMツール活用

プロジェクト

アセット
管理担当

容易な
登録・検索 維持管理

社内ポータル

ナレッジ・アセット　
データベース

社内
論文

成果物 サンプル

ツール
テン
プレート 事例

（例１）設計工程から製造・テスト
          工程の成果物を自動生成

要
件
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義
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計
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造
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ス
ト

登録 自動
生成

リポジトリ

（例２）自動化ツールの利用促進、
          利用ノウハウの蓄積

テスト
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開発プロセス標準
保守
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運用
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業務プロセス標準 IP3
ＩＮＴＥＣ Processes for best Performance and high Productivity

～良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす～

ライフサイクルプロセス 管理プロセス

企画・提案プロセス 開発プロセス 保守プロセス 運用プロセス

営業プロセス標準

企画プロセス
標準

運用プロセス標準

開発プロセス
標準

アプリ運用・保守プロセス
標準

プロジェクト
マネジメント標準

プロセス
テーラリングガイド

手法・ガイド（オフショア開発、テスト、WBS作成等）

組織プロセス 標準化規約

定量品質管理
プロセス標準

インシデント管理
プロセス標準

組織マネジメント
レビュープロセス

標準

技術標準管理規定

品質保証規定

　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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ソフトウェア生産環境
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構成要素
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ノウハウ
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OS、ミドルウェア
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中間加工品

工具
マニュアル
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開発プロセス標準
DPS

運用プロセス標準
OPS

プロジェクトマネジメント
PMS

保守プロセス標準
AMS

各種ガイド

標準プロセス・手法

サービス、ツールの共同利用

プロジェクト

ツール、テンプレート

仮想化ソフトウェア
ハードウェア
社内ネットワーク

事業所内　                                      オフショア　                                  ニアショア

テスト環境 脆弱性検査 負荷テスト ナレッジ検索

プロセス
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成果物
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データ

仮想サーバ
仮想

デスクトップ

開発ツール 開発テンプレート 再利用部品 自動生成

ミドルウェア

OS

ミドルウェア

OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー

人材 プロセス
統合

マネジメント

プロジェクト
マネジメント

エンジニアリング
環境

設備 社員の
品質改善努力
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設備
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再利用 自動化
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仮想化技術を用いた
ソフトウェア開発基盤の

整備と標準化

ナレッジの流通促進と
アセットの拡充

製造・テスト工程の効率化 標準プロセスの拡充と
実効性向上

Aプロジェクト Bプロジェクト

各種ツール

Aプロジェ
クト用開発
サーバ

Bプロジェ
クト用開発
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Windows Linux
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データセンター
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標準ツール活用、
テスト自動化

業務プロセス標準IP3、
ALMツール活用

プロジェクト

アセット
管理担当

容易な
登録・検索 維持管理

社内ポータル

ナレッジ・アセット　
データベース

社内
論文

成果物 サンプル

ツール
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プレート 事例

（例１）設計工程から製造・テスト
          工程の成果物を自動生成
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          利用ノウハウの蓄積
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～良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす～

ライフサイクルプロセス 管理プロセス

企画・提案プロセス 開発プロセス 保守プロセス 運用プロセス

営業プロセス標準

企画プロセス
標準

運用プロセス標準

開発プロセス
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マネジメント標準

プロセス
テーラリングガイド

手法・ガイド（オフショア開発、テスト、WBS作成等）

組織プロセス 標準化規約

定量品質管理
プロセス標準

インシデント管理
プロセス標準

組織マネジメント
レビュープロセス

標準

技術標準管理規定

品質保証規定

　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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他社のSaaSやパッケージを含めたインテグレーションの必要性
スマートデバイス等のマルチプラットフォームへの対応
派生開発の増加
コスト削減を目的としたオフショア活用による分散開発の増加
セキュリティ対策の重要性増加
国際的な競争の激化
水平分業による技術空洞化の懸念
一層の高品質、低コスト、短納期への要求
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ソフトウェア生産環境
分類　                             構成要素　                 一般的な製造現場での例え

ソフトウェアの
構成要素

ソフトウェア
エンジニアリング
ノウハウ

ソフトウェア
開発に利用する
インフラ基盤

ひな型

部品・モジュール

フレームワーク

ノウハウ

プロセス、ガイドライン

ツール

OS、ミドルウェア

ハードウェア

ネットワーク

原材料
部品

中間加工品

工具
マニュアル
職人の技

工場建屋
ベルトコンベアー

共通開発基盤 ezPlatform

開発プロセス標準
DPS

運用プロセス標準
OPS

プロジェクトマネジメント
PMS

保守プロセス標準
AMS

各種ガイド

標準プロセス・手法

サービス、ツールの共同利用

プロジェクト

ツール、テンプレート

仮想化ソフトウェア
ハードウェア
社内ネットワーク

事業所内　                                      オフショア　                                  ニアショア

テスト環境 脆弱性検査 負荷テスト ナレッジ検索

プロセス
テンプレート

ナレッジ
成果物
リポジトリ

ALM
定量
データ

仮想サーバ
仮想

デスクトップ

開発ツール 開発テンプレート 再利用部品 自動生成

ミドルウェア

OS

ミドルウェア

OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー

人材 プロセス
統合

マネジメント

プロジェクト
マネジメント

エンジニアリング
環境

設備 社員の
品質改善努力

エンジニアリング
環境

設備

標準化 部品化
再利用 自動化

標準化 部品化
再利用 自動化

仮想化技術を用いた
ソフトウェア開発基盤の

整備と標準化

ナレッジの流通促進と
アセットの拡充

製造・テスト工程の効率化 標準プロセスの拡充と
実効性向上

Aプロジェクト Bプロジェクト

各種ツール

Aプロジェ
クト用開発
サーバ

Bプロジェ
クト用開発
サーバ

Windows Linux

仮想化基盤

データセンター

共通開発基盤
ezPlatform

IKS、
ナレッジ共有促進

標準ツール活用、
テスト自動化

業務プロセス標準IP3、
ALMツール活用

プロジェクト

アセット
管理担当

容易な
登録・検索 維持管理

社内ポータル

ナレッジ・アセット　
データベース

社内
論文

成果物 サンプル

ツール
テン
プレート 事例

（例１）設計工程から製造・テスト
          工程の成果物を自動生成

要
件
定
義

設
計

製
造

テ
ス
ト

登録 自動
生成

リポジトリ

（例２）自動化ツールの利用促進、
          利用ノウハウの蓄積

テスト
ツール

脆弱性
検査
ツール

開発プロセス標準
保守
プロセス

運用
プロセス

トレーサビリティ確保

リポジトリ

状況の可視化

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント
標準

(件)

ナ
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投
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数

開催年度 (年度)
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業務プロセス標準 IP3
ＩＮＴＥＣ Processes for best Performance and high Productivity

～良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす～

ライフサイクルプロセス 管理プロセス

企画・提案プロセス 開発プロセス 保守プロセス 運用プロセス

営業プロセス標準

企画プロセス
標準

運用プロセス標準

開発プロセス
標準

アプリ運用・保守プロセス
標準

プロジェクト
マネジメント標準

プロセス
テーラリングガイド

手法・ガイド（オフショア開発、テスト、WBS作成等）

組織プロセス 標準化規約

定量品質管理
プロセス標準

インシデント管理
プロセス標準

組織マネジメント
レビュープロセス

標準

技術標準管理規定

品質保証規定

　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー
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　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。

I IZUKA Takato
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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ソフトウェア生産環境
分類　                             構成要素　                 一般的な製造現場での例え

ソフトウェアの
構成要素

ソフトウェア
エンジニアリング
ノウハウ

ソフトウェア
開発に利用する
インフラ基盤

ひな型

部品・モジュール

フレームワーク

ノウハウ

プロセス、ガイドライン

ツール

OS、ミドルウェア

ハードウェア

ネットワーク

原材料
部品

中間加工品

工具
マニュアル
職人の技

工場建屋
ベルトコンベアー

共通開発基盤 ezPlatform

開発プロセス標準
DPS

運用プロセス標準
OPS

プロジェクトマネジメント
PMS

保守プロセス標準
AMS

各種ガイド

標準プロセス・手法

サービス、ツールの共同利用

プロジェクト

ツール、テンプレート

仮想化ソフトウェア
ハードウェア
社内ネットワーク

事業所内　                                      オフショア　                                  ニアショア

テスト環境 脆弱性検査 負荷テスト ナレッジ検索

プロセス
テンプレート

ナレッジ
成果物
リポジトリ

ALM
定量
データ

仮想サーバ
仮想

デスクトップ

開発ツール 開発テンプレート 再利用部品 自動生成

ミドルウェア

OS

ミドルウェア

OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている
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　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー
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プロジェクト
マネジメント

エンジニアリング
環境

設備 社員の
品質改善努力

エンジニアリング
環境

設備

標準化 部品化
再利用 自動化

標準化 部品化
再利用 自動化

仮想化技術を用いた
ソフトウェア開発基盤の

整備と標準化

ナレッジの流通促進と
アセットの拡充

製造・テスト工程の効率化 標準プロセスの拡充と
実効性向上

Aプロジェクト Bプロジェクト

各種ツール

Aプロジェ
クト用開発
サーバ

Bプロジェ
クト用開発
サーバ

Windows Linux

仮想化基盤

データセンター

共通開発基盤
ezPlatform

IKS、
ナレッジ共有促進

標準ツール活用、
テスト自動化

業務プロセス標準IP3、
ALMツール活用

プロジェクト

アセット
管理担当

容易な
登録・検索 維持管理

社内ポータル

ナレッジ・アセット　
データベース

社内
論文

成果物 サンプル

ツール
テン
プレート 事例

（例１）設計工程から製造・テスト
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　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価

第13号

特集

特
集

インテックにおけるソフトウェア生産環境の革新 2013

第13号

特
集

2013

第13号

特
集

2013

10 11

第13号

特
集

2013

飯塚　崇人

値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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ソフトウェア生産環境
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OS
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OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー
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営業プロセス標準

企画プロセス
標準

運用プロセス標準

開発プロセス
標準

アプリ運用・保守プロセス
標準

プロジェクト
マネジメント標準

プロセス
テーラリングガイド

手法・ガイド（オフショア開発、テスト、WBS作成等）

組織プロセス 標準化規約

定量品質管理
プロセス標準

インシデント管理
プロセス標準

組織マネジメント
レビュープロセス

標準

技術標準管理規定

品質保証規定

　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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ソフトウェア生産環境の革新に向けて

1. はじめに

概要
　スマートデバイスやクラウドコンピューティング等の技術革新が進む中、情報システムやITサービスに求められ

る要求も多様化し、複雑化している。こうした中、お客さまにより一層満足していただける新しい情報システムや

ITサービスを提供し続けるには、それらの中核をなすソフトウェアの品質・生産性の向上に継続的に取り組む必

要がある。当社では飛躍的な品質・生産性向上を目的として、長年にわたり培われたノウハウを集約し、ソフト

ウェア生産環境の革新に向けて取り組んでいる。七つの柱と三つのコンセプトをベースとし、ソフトウェア生産環

境のあるべき姿を「次世代ソフトウェアファクトリー」として構想し、実現に向けて段階的に整備を進めている。

具体的には、グローバル分散開発に対応したセキュアな仮想開発環境、ナレッジ流通の促進、製造・テスト工程

の効率化、業務プロセス標準の拡充といったアプローチで整備を進めている。

　ソフトウェアは情報システムやITサービスの中核として、社

会の至るところで稼働し、日々の生活の中でなくてはならない

存在になっている。また、企業にとっても業務プロセスを効率

化し、戦略的かつ迅速な意思決定を行うための重要な道具に

なっている。ソフトウェアの重要性が増す中、ソフトウェア開

発を取り巻く状況も図１のとおり、大きく変化してきている。

お客さまのビジネス拡大に合わせて、ソフトウェアに対する要

求が高度化・複雑化する一方、品質・コスト・納期への要求も一

層厳しくなっている。クラウドコンピューティングに代表され

る利用形態の変化により、一部業務においては「作る」から

「使う」への移行が進み、以前と同等のコストでより大きな価
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値の提供が可能になってきている。さらに、ソフトウェア産業

においては、今後一層グローバル化が進展し、国内企業だけで

はなく、海外企業との競争が激化すると考えられる。また、ス

マートデバイス等のITの革新により、新たな市場が今後も次々

と創設されることは間違いない。

2.  次世代ソフトウェアファクトリー構想
　前章で述べたとおり、ソフトウェア開発を取り巻く状況が変

化する中で、新しい技術要素をタイムリーに取り込みながらソ

フトウェアを開発していくには、長年培われたエンジニアリン

グ手法をバックボーンとしながらも、革新的開発基盤が必要と

なる。そこで当社では、全社共通のソフトウェア生産環境とし

て、「次世代ソフトウェアファクトリー」として図３のような将

来像を描き、日々ブラッシュアップを行いながら、実現に向け

て段階的に整備を進めている。

　当社で段階的に整備を進めている次世代ソフトウェアファク

トリーは、この七つの柱と三つのコンセプトをベースとしつつ、

社内で研究開発された最新のソフトウェア開発技術を融合し

た「次世代」を指向したものである。当環境の特長や機能をまと

めると次のとおりとなる。

（１）ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する

　仮想化技術を基盤としながら、開発環境を構成する各要

素に業界のデファクトスタンダードを採用することで、機

能追加や組み換えを容易とし、一章で述べたようなビジネ

スや技術の多様性に柔軟かつ迅速に対応する。

（２）利用者のロケーションを問わず ( 社外、海外含め )、いつで 

　　もどこからでも利用できる

　オフショアや社外のパートナー企業との分散開発を実

現するため、セキュアなネットワーク経由で国内外問わず

どこからでも２４時間アクセス可能で、可用性の高い開発

環境とする。

（３）当社標準プロセスである IP３と連動し、プロセスの標準化

　　を促進する

　当社標準プロセスである IP３( 詳細は３.４にて記述 )で

規定された各開発工程で利用するガイドやツール、ドキュ

メントのひな型等が用意されるため、当環境の利用者は標

準プロセスに則った開発作業を効率的に実施でき、プロ

セスの標準化も一層促進される。

（４）最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイ

　　ムリーにアップデートされる

　社内で研究開発された最新のソフトウェア生産技術が

組み込まれ、各開発工程で利用する最新かつ高機能な自

動化ツールが用意されている。生産技術やツールの利用ノ

ウハウも共有され、誰でも容易に利用できる。

（５）全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なと

　　きに必要な人に提供される

　当社の長年培ったノウハウや、再利用可能なソフトウェ

ア資産等が当環境内に部品として蓄積されており、必要と

する利用者に適切かつ迅速に提供される。また、プロジェ

クト進捗情報等が日々の開発データとして蓄積され、地域

を横断したプロジェクトを把握できる。

4. おわりに
　当社は２０１４年１月１１日に創立５０周年を迎える。半世紀の中

で、メインフレームからオープン化、インターネットの普及を経

て、クラウド化、スマートデバイスの普及といった技術環境変

化の中で、ソフトウェアを開発し続けてきた。５０年にもわたり

培ってきたソフトウェア開発に関するノウハウは当社の財産で

あり、それを集約・具現化したソフトウェア生産環境は重要な

差別化要素である。今後もITは加速度的に進展し続けると思

われるが、揺るぎないエンジニアリング手法をベースとしつ

つ、最新の技術をタイムリーに取り入れながら、次なる５０年に

向けて絶え間ない品質・生産性向上に努めていきたい。

I IZUKA Takato
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● SI事業本部　プロジェクトマネジメント室
● 2012年9月末まで技術系スタッフとして社内の品質・生産
　性向上業務に従事

　こうした中、お客さまにより一層満足していただける情報シ

ステムやITサービスを提供し続けるには、優れた品質と生産性

に裏付けられた新商品やサービスで他社の追随を許さない位

置を築くことが必要になる。そのため、当社では飛躍的な高品

質と高生産性の実現を目指して、ソフトウェア生産環境の革新

に取り組んでいる。ソフトウェア開発事業を柱の一つとする当

社にとって、ソフトウェア生産環境は他社との差別化を図り、

当社の強みをより一層強固なものにする重要な基盤である。

本稿では、こうした当社のソフトウェア生産環境に関する取り

組みについての全体像を述べる。

　なお、本稿では、ソフトウェア生産環境を、図２のとおり、

ハードウェアやネットワーク等のソフトウェアを開発する際の

インフラ基盤、ツール、各種プロセスやガイドラインや事例と

いった、ソフトウェアエンジニアリングノウハウ、フレームワー

クやソフトウェア部品といったソフトウェアの構成要素を示す

ものとし、人的資源以外のソフトウェア開発に関わる全ての要

素を網羅したものとする。

図１  ソフトウェア開発を取り巻く状況

図２  ソフトウェア生産環境の構成要素

図３  次世代ソフトウェアファクトリーの概要

 「ソフトウェアファクトリー」という考えは、国内では１９７０年

頃から、大手コンピュータメーカーによって取り組まれてきた。

ソフトウェアファクトリーとは、“組織的ソフトウェア開発アプ

ローチの１つで、ソフトウェア開発に関する手順、手法、ツール

を標準化してノウハウや知識、成果物の蓄積と再利用を促進

し、厳格な工程管理・品質管理を適用することで、ソフトウェ

ア開発の品質と生産性を向上することを目指すコンセプトの

こと。また、このアプローチを具体化するための開発環境、あ

るいは設備や組織体制”のことである[１]。属人的・職人的手

法から脱し、同種製品の継続的かつ効率的な再生産を行う「工

場」をモデルとしたソフトウェア開発アプローチである。しか

しながら、１９９０年代のダウンサイジング、オープン化の流れを

受けて、開発技術が多様化し、システムに対する要求も多様

化・高度化・複雑化していく中で、少品種大量生産的アプロー

チから、多品種少量生産的なアプローチが必要となり、従来の

大量生産的な「工場」の考え方にはそぐわなくなってきてい

た。しかし、オープン系技術・方法論が安定化してきた近年に

おいては、問題領域を特定してモデルやツールを整備し、特定

領域内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]、マイクロソフト社による「Sof tware 

Factory」[３]等、ソフトウェアファクトリーへのアプローチが

再度注目されている。

図４  七つの柱と三つのコンセプト

　七つの柱は以下のとおり、当社が取り組んでいる品質・生産

性向上のための活動領域を指す。

①よく訓練された技術者

②整備された業務プロセス

③品質、セキュリティ、環境の統合マネジメント

④プロジェクトマネジメントの成熟度向上

⑤高度に統合されたエンジニアリング環境、コミュニケー

　ション環境

⑥ソフトウェア工場、データセンターによる高度な設備環境

⑦社員一人ひとりの品質改善努力

　本稿ではこのうち、主に⑤、⑥に関連するソフトウェア生産

環境について言及している。

また、三つのコンセプトは七つの柱それぞれにおける改善の考

え方を示す。以下にこれらの概要について述べる。

①標準化

　ソフトウェア開発に携わる全ての担当者が守らなけれ

ばならない社内における取り決めを全社標準として定め

ることで、属人性をなくし、高品質・高生産性のソフトウェ

ア開発を実現する。開発、運用、プロジェクトマネジメント

といった各プロセス標準、詳細な手法を定めたガイドライ

ン、特定の業種・業務領域に特化した各種標準といったド

キュメントだけではなく、生産設備やフレームワーク、ツー

ル等の標準化も含まれる。

　全社標準は国内外の標準・規格や、ITのデファクトスタ

ンダードを取り入れつつ、自社のノウハウを結集して差別

化を図る必要がある。また、ソフトウェアに求められる要

求が多様化する中で、例外なしに全てを一律に標準化する

のではなく、全社標準を参照モデルとして、案件の特性に

応じてカスタマイズして利用できるような柔軟性も確保す

る必要がある。また、ITの進歩に合わせてタイムリーに全

社標準をブラッシュアップできるよう、全社標準の運用・

保守体制の整備も必須である。

②部品化・再利用

　ソフトウェアを一から開発するのではなく、あらかじめ

製造し、機能保証されたソフトウェア部品を再利用するこ

とで、品質・生産性の極めて高いソフトウェア開発を実現

する。ソフトウェア部品の再利用だけにとどまらず、設計

書等のドキュメントの部品化・再利用や、ノウハウの再利

用も含まれる。

　ソフトウェアの部品化は、古くはサブルーチンから、オブ

ジェクト指向に基づくコンポーネントやソフトウェアフレー

ムワーク、サービス指向に基づくSOA (Service-Oriented 

Architecture)、Webサービスに至るまで、長年にわたり、

ソフトウェアの品質・生産性向上の手段として注目されて

いる。近年では前掲のとおり、特定の業種・業務等の領域

内で再利用を行うというアプローチであるソフトウェアプ

ロダクトライン[２]の手法も注目されている。

③自動化

　ソフトウェア開発の各局面において、人手のかかる部分

を極力自動化し、高品質・高生産性を実現する。多くの人

的リソースを必要とする製造・テスト工程や、比較的単純

な作業に対して、自動化することが効果的である。設計書

等からのソースコードや実行モジュール等の自動生成、機

能テストや負荷テストの自動実行、ソースコード検査の自

動化等、ツール等により自動化できる領域は多岐にわた

る。しかしながら、そうした領域であっても、ツールで自動

化できる範囲は限定的であり、人間が実施しないといけ

ない作業範囲が存在する。自動化にあたっては綿密な事

前準備が必要であり、ガイドラインの整備や利用者への

技術研修が必要である。

3.  次世代ソフトウェアファクトリーの特長と
     実現に向けたアプローチ

（６）高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底さ

　　れている

　社外からはもちろんのこと、社内においても、関係者外

からはアクセスできない堅固な開発環境を実現し、OS、

ミドルウェア、ツール等、ソフトウェア開発時に利用する

各種ソフトウェアのライセンスも一元的かつ適正に管理

される。

　次世代ソフトウェアファクトリーの全体を一度に短期間で実

現するのは難しい。そこで当社では、全体の実現に向けて、次の

取り組みを進めており、整備できた部分から順次利用を開始し

ている（図５参照）。

①仮想化技術を用いたソフトウェア生産基盤の整備と標準化

②ナレッジの流通促進とアセット ( 再利用可能な技術資産 )

　の拡充

③製造・テスト工程の効率化

④標準プロセスの拡充と実効性向上

　次に、この四つのアプローチについて概要を述べる。

図５ 実現に向けたアプローチ

3.1  仮想化技術を用いたソフトウェア開発
　　 基盤の整備と標準化
　従来は開発案件毎に開発に必要な物理サーバを調達し、利

用してきたが、仮想化技術の発展により、信頼性が高く、性能

の良い仮想化開発環境で代替できるようになってきた。当社で

は全社共通で開発・保守に利用する仮想化開発環境である

「共通開発基盤ezPlatform(以下、ezPlatform)」を２０１０年

に当社データセンター内に構築し、それ以降、オフショアとの

分散開発をはじめ、多くの開発・保守案件で利用している(図６

参照)。当環境により、開発部門が希望する任意のスペックの仮

想サーバ環境、仮想デスクトップ環境を迅速に利用開始できる

だけではなく、全社で共通に利用するテストツールや構成管理

ツール等も用意され、共同利用している。当環境により、ス

マートデバイス用ソフトウェア開発等における当社のノウハウ

やベストプラクティスを集約した開発環境をテンプレート（雛

型）としてパッケージ化することで、早期に開発環境の利用を

開始することが可能となっている。今後も、ezPlatformを核と

して、開発環境を拡充していく予定である。

図６  共通開発基盤ezPlatform

3.2  ナレッジの流通促進とアセット(再利用
　　 可能な技術資産)の拡充
　社員一人ひとりが保有する優れたナレッジを集約し、社内流

通させることで、生産性を向上できる。当社では知識とノウハ

ウの共有・蓄積・活用のための全社活動である「インテック ナ

レッジ シェアリング(IKS)」を年に一度実施している。これは、

社員が日頃の業務成果を他者が理解できるよう資料にまと

め、全社で共有すると共に、優秀な内容については全社発表大

会を通じて周知される。ナレッジの投稿件数は図７に示すとお

り、年々増加し、全社活動として定着してきているが、こうした

ナレッジが社内に流通、再利用されて効果が出ているかという

と、必ずしも十分とはいえない。そこで当社では、ナレッジの

流通・再利用を促進すべく、ナレッジ蓄積・検索システム、運用

体制、アセット化の仕組み等を含めた包括的な検討を進めて

いる。今後はアセットを質・量ともに拡充させ、利用を促進す

ることで、より一層の品質・生産性向上を実現していく予定で

ある。

図７  ナレッジ投稿件数の推移

3.3  製造・テスト工程の効率化
　情報システムの開発工程は、要件定義～設計～製造～テスト

と、多岐にわたるが、とりわけ、製造とテストの工程は多くの人

が関わる。そのため、製造・テスト工程を自動化等により効率

化することで、全体として大きな工数削減効果が期待できる。

そこで当社では、製造・テスト工程における効率化を優先的に

取り組んでいる。

　品質・生産性向上に寄与するツールを「標準ツール」と定め

て利用環境を提供することで、開発部門は任意の期間に、安価

に利用できるようになる。利用ツールの選択と集中により、ノ

ウハウ共有も促進される。負荷テストツールや、ソースコード脆

弱性検査ツール等を用意し、共同利用している。

　また、ソフトウェアを改修した場合、改修対象以外の部分に

問題が生じていないかを確認するために、回帰テストは必須で

ある。修正の都度、同じテストを繰り返すことになり手動では

多くの工数がかかってしまう。当社ではテスト自動化ツールの

利用促進、OSS(Open Source Software)を活用したクロス

ブラウザテスト環境の共同利用(TaaS: Test as a Service)、

テストスクリプト自動生成ツールの自社開発といった取り組み

を進めている。

　また、ソースコードの自動生成や、ソフトウェア部品の再利

用により、製造・テスト工程を効率化する取り組みも進めてい

る。今後は、当社あるいは他社が提供するSaaS等のクラウド

サービスをマッシュアップするなどし、お客さまにより迅速に

サービスを提供できると考える。

3.4  標準プロセスの拡充と実効性向上
　当社は長年積み重ねられたノウハウに加え、最新の技術を

取り込み、図８のとおり、業務プロセス標準「IP３(アイ ピー 

スリー)」を定め、標準化を推進している。主に、データ中心

設計をベースとするプロセスとオブジェクト指向設計をベース

とするプロセスの二つのモデルからなる「開発プロセス標準

( IP３/DPS)」、当社の運用技術を体系化し、さらにITサー

ビスマネジメントのデファクトスタンダードである IT I L

(Information Technology Infrastructure Library)の考え

方を反映した「運用プロセス標準( IP３/OPS)」、PMBOK 

(Project Management Body of Knowledge)の考え方を

採用しつつ現場のプロジェクトマネージャーのノウハウを盛り

込んだ「プロジェクトマネジメント標準( IP３/PMS)」といった

プロセス標準がある。

　実際の開発プロジェクトは、プロジェクトの規模や環境、お

客さまの要求など、それぞれ固有の特性をもっている。全社標

準プロセスは、網羅性と共通性を意識し、多様なタスクを包含

する全社共通の参照モデルの性格を有している。したがって、

個々の開発プロジェクトにおいては対象プロジェクトの特性に

図８ 業務プロセス標準 IP3の概要

応じて、標準プロセスを仕立て直す「テーラリング」が必要と

なるが、その考え方も標準プロセスに含まれている。

　今後は時流に合わせてプロセスを修正・拡充するとともに、

ALM(Application Lifecycle Management )ツールに

標準プロセスを組み込むことで、標準プロセスの実効性をより

向上させていく予定である。
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ソフトウェア生産環境
分類　                             構成要素　                 一般的な製造現場での例え

ソフトウェアの
構成要素

ソフトウェア
エンジニアリング
ノウハウ

ソフトウェア
開発に利用する
インフラ基盤

ひな型

部品・モジュール

フレームワーク

ノウハウ

プロセス、ガイドライン

ツール

OS、ミドルウェア

ハードウェア

ネットワーク

原材料
部品

中間加工品

工具
マニュアル
職人の技

工場建屋
ベルトコンベアー

共通開発基盤 ezPlatform

開発プロセス標準
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運用プロセス標準
OPS

プロジェクトマネジメント
PMS

保守プロセス標準
AMS

各種ガイド

標準プロセス・手法

サービス、ツールの共同利用

プロジェクト

ツール、テンプレート

仮想化ソフトウェア
ハードウェア
社内ネットワーク

事業所内　                                      オフショア　                                  ニアショア

テスト環境 脆弱性検査 負荷テスト ナレッジ検索

プロセス
テンプレート
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成果物
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ALM
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仮想

デスクトップ

開発ツール 開発テンプレート 再利用部品 自動生成

ミドルウェア

OS

ミドルウェア

OS

高品質・高生産性の追及

七つの柱
 （取り組み領域） 三つのコンセプト

（考え方）

■ 特長
(1)ビジネスや技術の進歩や多様化に柔軟かつ迅速に対応する
(2)利用者のロケーションを問わず（社外、海外含め）、いつでもどこからでも利用できる
(3)当社標準プロセスであるIP3と連動し、プロセスの標準化を促進する
(4)最新のソフトウェア生産技術やツールが組み込まれ、タイムリーにアップデートされる
(5)全社のナレッジ、技術資産やデータが蓄積され、必要なときに必要な人に提供される
(6)高度なセキュリティが実現され、ライセンス管理も徹底されている

次世代ソフトウェアファクトリー

人材 プロセス
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論文
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ツール
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（例１）設計工程から製造・テスト
          工程の成果物を自動生成
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（例２）自動化ツールの利用促進、
          利用ノウハウの蓄積
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業務プロセス標準 IP3
ＩＮＴＥＣ Processes for best Performance and high Productivity

～良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす～

ライフサイクルプロセス 管理プロセス

企画・提案プロセス 開発プロセス 保守プロセス 運用プロセス

営業プロセス標準
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開発プロセス
標準
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技術標準管理規定
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　当社の次世代ソフトウェアファクトリーは図4に示すとおり、

七つの柱と三つのコンセプトを背景としている。
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