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特集 2 プロセス改善

近年、IT業界では、プロセス改善の取り組みとして ISO９００１

やCMMI（Capability Maturity Model Integration, 能力成

熟度モデル統合）などを導入する企業が増えている。特に最近

では開発プロジェクトの遅延や品質問題を背景にプロジェク

ト・マネジメントや開発プロセスの改善に焦点を絞ったCMMI

への関心が急速に高まっている。CMMI は、米国カーネギー

メロン大学ソフトウェアエンジニアリング研究所（SEI）が作

成したプロセス改善のためのモデルであり、そのモデルに基づ

いてソフトウェア開発の問題を特定し、プロセスを段階的に改

善し、組織の開発能力を向上することが可能である（１）。

一方、プロジェクトの短納期化やeビジネス・アプリケーショ

ンの増加、SLA（Service Level Agreement）要求などの

市場の変化に合わせて、従来のプロセスを見直す企業も多い。

開発プロセスを従来のウォータフォール型から短納期開発に適

した反復型プロセスへ切り替える例（２）や、運用サービス・プ

ロセスの改善に ITサービスマネジメントのベストプラクティ

スである ITIL（IT Infrastructure Library）を導入する例が

増えている（３）（４）。
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IP３（INTEC Processes for best Performance and high Productivity）を作成した。また、IP3を核として、

それに基づく品質・生産性向上策の組織への定着と継続的改善を促進するために、全社規模の品質改善

活動である iQi（INTEC Quality Improvement initiative）活動や ISO９００１、CMMI 活動などに取り組んで

いる。これらの活動は、お客さまに満足いただくための全社の共通基盤であり、より一層の拡充に努め

ている。
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プロセスの標準を定め、これにしたがって業務を行い、その成果の評価や教訓に基づき、標準を改善し、

更なるレベルアップを図る。こうした業務遂行のありかたは日本の製造業が強い競争力を構築した源泉の

一つとなったものである。これは製造業に留まらず、われわれ IT業界にもまたあてはまることである。

一方で ITを取り巻くビジネスや技術の進歩は急激であり、それに適応するようにプロセス自体も常に

進化し続けることが求められている。当社においても、数年前から従来のやり方を大きく見直し、新たな

プロセスの標準化および改善に取り組み、効果をあげつつある。

本特集では、当社のプロセス改善の核である「業務プロセス標準 IP３」を中心に ITIL、CMMI、ソフ

トウェアテストなど、プロセス改善への取り組みの概要と特徴を紹介する。

1. プロセス改善の動向
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2.1 プロセス改善の基本的な考え方
ソフトウェアの品質改善を考えるにあたって当社の基本姿勢

は、ソフトウェアを作ることにも他の一般工業製品を作ること

にも基本的には同じ考え方が適用できるというものである。ソ

フトウェアやサービスの特質を無視するわけではないが、それ

よりは他の工業製品との共通性に着目したほうがはるかに効果

的である。眼に見えないソフトウェアといえども製造業の長い

品質改善の実績に多くのことを学べると考えるからである（５）。

なかでも「プロセス」に着目することがソフトウェアにおい

ても大切であると考えている。プロセスの中身には、工程や作

業を細分化したWBS（Work Breakdown Structure）、作業

で作成する成果物、メンバーの役割、成果物を作成・評価する

基準などがある。特に多人数が組織的にものを作り出そうとす

る場合には、このようなプロセスの存在が不可欠であり、プロ

セスを確立し、改善することがソフトウェア品質の向上に結び

つくと考えている。

例えば、図１に示すように「未熟なプロセス」では、プロセ

スの中身がよく見えず、いつ、どのような成果物ができるのか、

それが良いのか悪いのかが最後まで判断できない。また、その

時々の事情によってQCDの要請を満たす場合もあれば、そう

でない場合もあるという極めて不安定な状態である。一方、

「良いプロセス」は、プロセスの中身が明確に定義されていて、

また外部からでもプロセスの状況がよく見えるため、リスクの

兆候を早めにとらえて対処が可能であり、成果物を安定して提

供することができる。

当社におけるプロセス改善は、このような「良いプロセス」

を確立することが目標である。

2.2 プロセス改善活動の経緯
こうした考え方から当社では、製造業の先達にならって

１９８５年にTQCの導入を宣言し、それを基盤として、開発プロ

セスの標準化、品質保証体系の整備、レビューやクレーム管理

などの制度化に取り組んできた。特に、開発プロセスについて

は、１９８０年代に米国MBA社のPRIDEというシステム開発方

法論を導入し、それに当社なりの要素を付け加えた「INTEC-

PRIDE」を確立し、その標準化に取り組んできた。これは、

社内への共通工程概念の浸透など評価すべき成果をあげた。こ

のような活動は、１９９０年代半ばから導入した ISO９００１による

品質マネジメントシステム（QMS, Quality Management

System）に受け継がれ、現在も継続的に改善に取り組んでいる。

2. 当社のプロセス改善活動の概要

In

In Out

Out

プロセスが不明 
（工程、WBS、成果物、役割、基準など） 

● 見えないものは管理できない 
● プロセスは属人的 

プロセスの可視化 
（工程、WBS、成果物、役割、基準など） 

● 明確なプロセスに基づくマネジメントやエンジニアリングの実践 
● プロセスを組織の智恵として共有 

＊参考文献（6）の図2.3を一部抜粋、加筆 

未熟なプロセス 

良いプロセス 
（成熟したプロセス） 

図１　「未熟なプロセス」と「良いプロセス」（６）

2.3 現在のプロセス改善活動の全体像
近年のWeb系システムにみられる技術の進展、短納期化お

よび業務の高度化に対応するための新たな標準として INTEC-

PRIDEを改良・発展させた業務プロセス標準 IP３（アイ・ピー・

スリー）を作成し、社内に対して「IP３標準宣言」を行い、全

社での運用を徹底している。さらに全社的な品質改善活動で

ある iQi 活動や ISO９００１、CMMI 活動を通じて現場への浸透

を図っている。

図２は、現在の当社のプロセス改善の全体像を示したもので

ある。プロセス改善活動の中核となるのは IP３であり、その

効果を高めるために次のような支援環境を並行して整備して

いる。
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（1）標準ツール体系

開発、運用作業をサポートする全社標準のツール群

（2）アセット再利用環境

開発・運用作業で作成された各種ドキュメント、コン

ポーネント、ツール等の部品、および、それに関連する

ノウハウの再利用をサポートする環境

（3）EPM（Enterprise Project Management）システム

プロジェクト・マネジメントの成熟度向上、高度化を

目指し、企業レベルで運用するシステム

（4）研修（インテックカレッジ）

当社の研修体系である「インテックカレッジ」におい

て全社員向けの IP３研修を実施

（5）技術ポータル

社内の技術ポータルであるT IPS（Techn i c a l

Information Portal Site）を通じて IP３の関連情報を提

供

また、IP３の現場への普及、定着および継続的改善を促進す

るために次のような施策との連携を重視して進めている。

（1）iQi 活動（INTEC Quality Improvement initiative）

全社的な品質改善活動である「iQi 活動」の重点方針の

一つに「IP３の現場への定着」を掲げ、会社全体で取り組

んでいる。現場からは、IP３の適用ノウハウや課題を吸い

上げて IP３の内容の充実、発展にいかしている。

（2）ISO９００１とCMMI

運用・サービス部門を中心に ISO９００１を導入し、開発

部門の一部ではCMMI によるプロセス改善にも取り組み

始めている。ISO９００１やCMMI は、プロセス改善を着実

に進めるためのマイルストーンとして役立っている。一

方で、ISO９００１やCMMI モデルのエッセンスを IP３に取

り込んでいる。

（3）技術・営業戦略

市場動向や技術動向の調査やそれらをもとに策定する

「技術・営業戦略」の観点から定期的に IP３の見直しを行っ

ている。

3.1 業務プロセス標準 IP３の目的
IP３という名称は、"INTEC Processes for best

Performance and high Productivity" の頭文字をとったも

のであり「良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす」

という考え方がもとになっている。IP３の策定には次のねらい

がある。

（1）当社事業を構成する主要な業務、情報システムの企画、

提案から開発、保守、運用・サービスにいたるライフサ

イクル全体において「良いプロセス」を確立し、業務相

互の関係の整合性をとることによって、お客さまへの

サービス向上に貢献する。

（2）急速に進展する技術を適時に取り込み、全社における生

産性の向上、開発期間の短縮、品質の一層の向上を図り、

今後ますます高度化、多様化する業務にも柔軟に対応す

るための全社技術基盤とする。

（3）業務プロセスの標準化によって、人材の異動や組織の変

更が業務運営の継続に与える影響を最小限とし、さらに

オフショアを含めてグループ全体で最適な業務体制の運

用を可能とする。

3. 業務プロセス標準 IP３
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ISO9001とCMMI　による評価 

研修 
（インテックカレッジ） 

技術 
ポータル 

EPM

標準ツール体系 アセット再利用環境 

業務プロセス標準 
IP3

デファクトスタンダードの採用 
＊SLCP, PMBOK, SWEBOK, ITILなど 

図２　IP３を核とするプロセス改善活動の全体像
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3.2 IP３を構成するプロセス標準群
図３に示すように IP３は、開発プロセス標準、運用プロセス

標準、プロジェクト・マネジメント標準などの複数の標準で構

成されている。標準の体系を定めるにあたっては、システム開

発および取引のための共通フレームであるSLCP-JCF９８を参

考にした。SLCP-JCF９８は、国際規格である ISO１２２０７

（JIS X ０１６０:１９９６）に準拠しており、お客さまや協力会社、

ベンダーとの取引において、またオフショア開発など海外との

取引においても高い透明性が確保されるという特長がある（７）。

IP３を構成するプロセス標準群の概要と範囲を表１に示す。

個々のプロセス標準の作成にあたっては、社内の各分野の専

門家から成るワーキンググループを編成し、社内に蓄積された

ノウハウをできるだけ取り込むように心掛けている。さらにプ

ロジェクト・マネジメントの知識体系であるPMBOK（The

Project Management Body of Knowledge）（８）や ITILな

ど各分野のデファクト・スタンダードを参照し、それらとの整

合性を保ち、市場のニーズにも適合した標準となるように努め

ている。

企画・提案プロセス 開発・保守プロセス 運用プロセス 

品質保証プロセス標準 
改善 

プロセス標準 
人材育成 

プロセス標準 
技術標準管理規程 
標準用語集 

組織プロセス 標準化規約 

開発プロセス標準 企画プロセス標準 運用プロセス 
標準 

オフショア開発ガイド 

営業プロセス標準 

ライフサイクルプロセス 管理プロセス 

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 

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～ 

業務プロセス標準 IP3

図３　業務プロセス標準IP３の概要

・DOAモデルとOO（オブジェクト指向）モデルの2つ
のモデル 

・DOAはウォータフォール型、OOモデルはインクリ
メンタル型プロセスとUML採用 
・対象プロセスは、システム提案、要件定義、基本設計、
詳細設計、プログラム設計、単体開発、結合テスト、
システムテスト、システム保守、システム評価 

・開発局面でしっかりとした運用設計を行うためのプ
ロセスを定義 
・ITサービスマネジメントのベストプラクティスであ
るITILを採用 
・対象プロセスは、運用計画、運用設計・構築、システ
ム運用、運用管理 

・社内のCMMI　によるプロセス改善の成果を反映 
・プロジェクトマネジメント知識体系PMBOKのプロ
セスを採用 
・対象プロセスは、立ち上げ、計画、実行／監視コント 
　ロール、終結 

標準の特徴と対象プロセス 標準名 

1. 開発プロセス標準 

2. 運用プロセス標準 

3. プロジェクト 

マネジメント標準 

4. 営業プロセス標準 

5. 企画プロセス標準 

6. 品質管理 

プロセス標準 

7. プロセス 
テーラリング 
ガイド 

・対象プロセスは、提案書の準備、契約締結、計画立
案、実行及び管理、レビュー及び評価、納入及び完了 

・対象プロセスは、情報戦略の立案、情報システム構
想の立案、システム計画の立案、システム提案 

・対象プロセスは、製品の保証、プロセスの保証、品質
システムの保証、プロジェクトマネジメントレビュー、
技術レビュー、監査 

・上記のプロセス標準をプロジェクトや業務の特性に
合わせて最適化し、適用するためのガイド 

表１　個々のプロセス標準の特徴
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図４　iQi 活動の概要

4.1 iQi 活動の概要
iQi とは、INTEC Quality Improvement initiative の略で

ある。この活動は、お客さま満足度の向上およびお客さまの業

容・業績拡大のため、インテックが提供するサービス品質を継

続的に見直し、品質のさらなる向上を目指す活動である。その

ためには、管理者や一部の iQi 活動の推進役だけでなく、営業、

開発、運用に関わる社員一人ひとりがそれぞれの改善に真摯に

取り組むことを求めている。また、組織に対しては IP３などの

標準ルールを当たり前にきちんと徹底することを基本としてい

る。

図４に示すとおり、毎年全社で重点とする目標・テーマを

「iQi 活動方針」として設定し、PDCAサイクルを回しながら

段階的に改善レベルをあげていく。それを通じて改善の風土を

組織に定着させ、会社全体で品質向上を実現していくことを期

待している。

なお、改善レベルの高い組織は、すでに ISO９００１やCMMI

の活動に取り組んでおり、それらの活動も iQi 活動の一環とし

て位置づけ、活動の成果や教訓を逆に iQi 活動にフィードバッ

クするようにしている。四半期に一度、すべての本部の推進役

が一堂に会し、それぞれの活動計画や成果を発表・交換し合い、

あるいはディスカッションを行う「iQi 情報交換会」は、組織

間の相互のレベルアップに貢献している。

全社的な盛り上げ策としてポスター、メールニュース、表彰

などを行ってきた。新たな浸透策として全社員に対する品質基

礎研修である「品質eラーニング」、QCサークルを最近の状況

にあわせて見直した「新たな小集団活動」の実施も企画してい

る。

4.2 iQi 活動におけるプロセス改善
iQi 活動は、図４のように、お客さまの要求の実現によって

お客さまに満足いただくことを目的とするプロセス改善活動で

ある。プロセス改善の重点方針を次の３つとし、受注品質、開

発品質、運用品質それぞれの向上に取り組んでいる。

●受注品質向上とプロジェクト・リスクマネジメントの徹底

●品質意識の醸成と標準化の推進

（開発品質と運用品質の向上）

●全員参加の品質活動の定着

現在、全社で取り組んでいるプロセス改善のテーマには次の

ようなものがある。

（1）提案・受注時のリスク評価とレビューの徹底

プロジェクトの経営的課題や技術的課題を早期に明確

にするためにリスク評価とレビューの標準的なプロセス

を定め、運用を徹底している（システム・レビュー制度）。

リスクレベルの高いプロジェクトは、そのレベルに応じ

4. iQi 活動

提案・受注是非判断の 
ルール化と実践 

マイルストン毎の 
リスク再評価の 
ル－ル化と徹底 

システム 
レビュー制度 
の徹底 

出荷判定の 
ルール化と実践 

クレーム管理 
の徹底 

IP3による 
標準化の徹底 

プロジェクト 
反省会の実施 

レビューと運用 
点検・訓練の実施 

・品質基礎研修の実施 
 （品質eラーニングなど） 
・PM行動指針の作成と徹底 
・本部独自の企画と実施 

全員参加の品質活動 

お客さま お客さま 

iQi　活動方針 

iQi　活動実践 
（全員） 

本部方針策定 

Plan

Plan

Plan
Check/Act

クレーム 

クレーム 

Do要求 

製品 
サービス 提案・受注 開発 運用 

満足 
不満足 

iQi 
情報交換会 

iQi　活動評価・改善 
推進体制の確立／ 
本部実施計画立案 



37

特
集
2

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L 2005

て本部長直轄プロジェクトや部長直轄プロジェクトに設

定することによって全社的に責任者を明示し、緊張感と

責任意識の高揚を図っている。

（2）クレーム管理の徹底

お客さまのクレームに対して、迅速かつ真摯に対応す

るように徹底を図り、さらにお客さまへの対応がよりス

ピーディーになるように組織的な仕組みづくりを進めて

いる。特に次の活動に重点をおいている。

●第一線でクレームをすべて記録し、報告する土壌を

作ること

●重要クレームについて、管理者は適切にエスカレー

ションすること

（3）標準化の推進

前述のとおり、業務プロセス標準である IP３に基づい

て開発、保守、運用業務の標準化を図っている。特に、

プロジェクトWBS（Work Breakdown Structure）や

各種の成果物様式の標準化を図り、また出荷判定基準な

ど判断基準の明確化を行っている。

（4）全員参加の品質活動

中堅以下の社員を対象に品質の基礎知識の習得と意識

向上を目的としてQC手法やテスト技法などの品質基礎研

修を行っている。また、全員が日常のなかで取り組む活

動としてプロジェクト完了時の反省会やレビュー・運用

点検の実施を推進している。

iQi 活動を開始した当初は、開発業務に活動範囲が限定され

ていたが、徐々に範囲を拡大させ、現在は営業から運用までの

すべてを対象にした改善活動へと進化している。

競争力には表舞台である市場で買い手の判断材料となる「表

の競争力」（価格、納期、市場品質、ブランドなど）と、それ

を支える生産・開発現場の実力を示す「裏の競争力」（生産性、

開発・生産期間、製造品質、歩留りなど）がある（９）。「裏の競

争力」を高めるためには本稿で述べたような標準化やプロセス

改善といった地道で継続的な活動が大切である。

業務プロセス標準である IP３や iQi 活動、ISO９００１、

CMMIなどの活動を実践し、ノウハウを蓄積し、全社で共有し、

その内容をさらに充実させて、より強固な全社技術基盤として

発展、定着させていく所存である。
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