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1.1 開発標準の必要性
当社は１９８１年に米国MBA社の開発方法論PRIDEを導入し、

１９８７年には INTEC-PRIDEとして当社独自の標準開発方法論

に発展させた（図１）。１９８０年代にはシステム開発の規模が拡
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大し、プロジェクトマネジメントや開発方法論の必要性が叫ば

れていたからである。その後オープン化の時代を迎え、クライ

アント・サーバ、Webなどの処理方式の変化、データ中心設

計、オブジェクト指向設計など設計技術の変化があり、時代に

あった開発標準が必要となってきている。しかしなぜか近年、

開発方法論の議論は下火になっている。開発方式が多様化し、

統一的方法論が見出せないからであろうか。

今も昔も以下の理由から開発標準は必要である。

（1）開発プロセスを可視化することで、生産性・品質を向上

させる。

（2）若い技術者に開発で何を行ない、何に気をつけるべきか

のベストプラクティスを教える。

（3）社内技術体系の基盤とする。

1.2 新開発標準のコンセプト
ソフトウェアの開発方式には開発環境・技術変化に関係な

く、普遍的な流れがある。いわゆる要件分析・定義⇒設計⇒プ

ログラミング⇒テストの流れである。その意味では INTEC-

PRIDEの基本的考え方は今も変っていない。ただし、オープ
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2.1 オープン化時代に即した開発標準の
導入

2.1.1 システム・アーキテクチャ設計の
考え方

オープン化時代には複数のベンダーが提供するハードウエア

やソフトウェアを組み合わせて適切なプラットフォームを構築

する技術が重要になる。オープン化に対応するため、プラット

フォームを設計するタスクを要件定義フェーズに明記した。

（1）システム・アーキテクチャの検討

運用、セキュリティ、ネットワークなどの要件やコス

トの制約などをもとに、本番稼動に耐えうるシステム構

成・配置を検討し、複数の論理オペレーショナルモデル

を作成する。

（2）プラットフォームの検討

論理オペレーショナルモデルから実際に使用する製品

やプロトコルを検討し、物理オペレーショナルモデルを

作成・評価する。

（3）テクニカル・プロトタイピングの実施

物理オペレーショナルモデルの技術的な妥当性を検証

するためにプロトタイピングを実施する。問題点を早期

に発見・排除することで基本設計フェーズ以降での手戻

りを防止する。

システム・アーキテクチャのモデルを論理モデルと物理モデ

ン化という開発形態の変化に即したタスクは必要になる。また

多様化した開発形態には標準をそのまま適用するという固定的

考え方では対応できない。このため、プロジェクトマネージャ

には「開発工程はプロジェクトにあわせて設計するもの」とい

う考え方が重要となる。また様々な開発形態に対応するため、

オブジェクト指向開発にも対応した（図２）。

以下の４つをコンセプトと定め、開発プロセス標準

（Development Process Standard、以下DPS）を作成した。

（1）オープン化時代に即した開発標準の導入

（2）INTEC-PRIDEなどこれまでのノウハウの継承

（3）開発工程は設計するもの、テーラリングの考え方の導入

（4）オブジェクト指向開発への対応

1.3 開発プロセス標準の構成
DPSは以下の３種類、５冊のドキュメントで構成されている

（図３）。

（1）概説書

IP３およびIP３/DPSの概要を説明している。

（2）プロセス定義書（DOA版/OO版）

各フェーズ、アクティビティ、タスクの目的、内容

（やるべき作業）、入力と成果物、主担当と支援者を定義

している。

（3）成果物定義書（DOA版/OO版）

各タスクで作成する成果物の作成目的、作成手順、

チェックポイントや形式、サンプルを定義している。
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図２　開発標準のコンセプト

2. 開発プロセス標準の特徴

図３　ドキュメント構成
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ルの２回に分けて設計するように定義した。これはハードウェ

ア・ソフトウェア構成を論理モデルとしてとらえてパターン化

することにより、類似のシステムと比較・選定しやすくするた

めである。

2.1.2 リスクマネジメントの考え方
ハードウェア・ソフトウェアの組み合わせによる不具合発生

リスク、新技術や未経験技術を使用するための試行錯誤による

工数増大などオープン系開発は様々な障壁が存在している。リ

スクマネジメントがオープン系開発では非常に重要になる。リ

スクマネジメントのタスク「ペンディング項目とリスク課題の

洗い出し」を各フェーズの終わりに明記した。また、２.１.１項

（３）でとり上げたテクニカル・プロトタイピングもリスクマ

ネジメントの観点から重要である。

2.1.3 短納期、高生産性のニーズ
（1）再利用を意識した共通化・部品化

昨今は従来より短期間での開発と高生産性が要求され

ている。こうした要求に対して即効性のある解決策はな

く、基本的には再利用を意識した共通化・部品化につき

る。この考えを明確にするため、フレームワークと共通

コンポーネントに関するタスクを明記した。

（2）成果物の標準化

成果物を標準化し、再利用を促進することが生産性向

上の重要な要素である。これは以前から言われているこ

とだが、改めて今回の標準化においても強く意識した。

2.1.4 開発・運用の連携重視
（1）運用ウォークスルーの実施

オープン系の開発では開発者が運用の意識をもつこと

が、従来にまして重要になってくる。現在は２４時間・

３６５日のノンストップ運転も珍しくないし、システム停

止による業務への影響も大きくなっている。にも関わら

ず、運用を意識しない設計でトラブルを起こすことも散

見される。基本設計で機能と運用方式がほぼ確定した段

階で、運用が可能かのレビューを運用責任者参画のもと

でおこなう運用ウォークスルーが重要となる。

（2）運用プロセス標準の活用

IP３業務プロセス標準の中にある運用プロセス標準

（Operation Process Standard、以下OPS）では運用

計画、設計・構築プロセスを定義している。これは運用

面からみた運用計画の立て方、設計の進め方をまとめて

いる。運用を行う立場から開発工程で何をしなければな

らないかをまとめたものといえる。運用の重要度によっ

てはOPSを参考すべきタスクも生じる。

2.2 INTEC-PRIDEなどこれまでの
ノウハウの継承

先に述べたように、ソフトウェアの開発方式は開発環境・技

術変化に関係なく、普遍的な流れがある。これまでの経験と整

合性をとるため INTEC-PRIDEなどのノウハウの継承を行っ

て当開発標準を作成した。

2.2.1 フェーズ、アクティビティ、
タスクの概念

作業項目をフェーズ⇒アクティビティ⇒タスクにブレークダ

ウンする考え方は INTEC-PRIDEを継承した（図４）。またフ

ェーズ名称は当社で普及している名称を採用した。DPSでは、

表１に示す１０個のフェーズを定義した。

プロセスをフェーズ、アクティビティ、タスクの階層構造に

分けて活動内容や成果物を定義することにより以下の利点があ

る。

（１）見積り

作業するフェーズ、アクティビティ、タスクを明確に

することにより、見積りの根拠が明確になる。

（2）計画

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

フェーズ番号 フェーズ名称 

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 

表１　開発プロセス標準のフェーズ
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フェーズ、アクティビティ、タスクごとに作業順序を

決め、資源を割り当てることにより、現実的な計画を立

てることができる。

（3）作業分担

フェーズ、アクティビティ、タスクごとに作業内容・

成果物を決めることにより、作業分担が容易になり、作

業の重複や漏れを防ぐことができる。

（4）品質保証

フェーズ、アクティビティ、タスクが完了するタイミ

ングでレビューを実施することにより、品質を保証する

ことができる。

（5）実績把握

フェーズ、アクティビティ、タスクの完了数などによ

り実績を数値で把握することができる。さらに、WBS

（Work Breakdown Structure）を定義することにより、

より詳細に把握することができる。

2.2.2 現状分析のアクティビティ
INTEC-PRIDEには現状分析のアクティビティ・タスクがあ

り、MIND-SAとして技法まで確立されている。この技法は当

社に定着しており、世間の評価も高い。よって INTEC-PRIDE

の現状分析のアクティビティ・タスクを全面的に導入した。

以下に示す４つのタスクを「要件の調査と分析」アクティビ

ティに採用した。

（1）現行業務/システム調査

（2）情報ニーズの調査

（3）システム化課題の設定

（4）システム化範囲の検討

2.2.3 テストと検証の重視
V字型モデルにより、単体・結合・システムの各テストの役

割り（テスト項目）を明確にした（図５）。従来からいわれた

テストと検証の重要性の認識を継承し、特に早めにテスト全体

の計画を作成することと、本番開始前にサービスイン条件を確

定することの重要性を表すため、以下のタスクを明記した。

（1）全体テスト計画の作成

各フェーズでのテストについて、テストの目的と範囲、

実施方法、開始/完了基準、体制、スケジュールなどを明

確にする。

（2）サービスイン条件の確定

新システムのサービスインの可否を判断するため、対

象システムと環境にあった判断基準を設定し、お客さま

と合意する。また、サービスイン条件については達成状

況を定期的にトラッキングし、ボトルネックがあるなら

ばアクションに結びつけることを明記した。

2.3 開発工程は設計するもの、
テーラリングの考え方の導入

標準を検討するとき注意を要することは行き過ぎた標準化で

ある。行き過ぎた標準化はかえって生産性を落とし発想を硬直

化させる。昨今の開発形態は多様化している。より迅速な短期

間の開発を求める案件、コスト・時間より高品質を求める案件、

技術リスクの高い案件など様々である。標準はフルスペックの

タスクと成果物を定義したが、全てを標準どおりに適用できる

ものではない。プロジェクトの特性にあわせてタスクを取捨選

図４　フェーズ、アクティビティ、タスクの構成
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システム企画 

タスク 0-1-1 
システム企画 

アクティビティ 1-1 
要件の調査と分析 

アクティビティ 

タスク 1-1-1 
現行業務/システム調査 

アクティビティ 1-2アクティビティ 1-2 アクティビティ 1-n

タスク 

タスク 

タスク 

タスク タスク 

タスク 1-1-2 
情報ニーズの調査 アクティビティ 0-2 

システム提案 

タスク 0-2-1 
システム提案 

フェーズ 0 システム提案 フェーズ 1 要件定義 

…
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択することが重要になる。これが開発工程のテーラリングであ

る。

プロジェクトの特性にあわせてテーラリングするが、開発規

模で行うことが一般的である。これは開発規模により作成する

成果物が異なるからである。特にDPSは大規模開発を前提と

してタスクや成果物を詳細に定義している。このため、小・中

規模の開発では不要、または同時に作業したほうが効率がよく

なる作業もあり、フェーズの統合も視野にいれてテーラリング

する。

2.4 オブジェクト指向開発への対応
今回、オブジェクト指向（OO: Object Oriented）開発の

標準化もおこなった。従来型（DOA（Data Oriented

Approach）型）開発方法のアクティビティやタスクを相互に

比較し、アクティビティレベルでは統一したが、設計技法の違

いからタスクや成果物レベルでは統一できず、DOA版とOO

版の２標準になった。しかし多くのタスクは一致している。開

発標準の観点からみれば、オブジェクト指向開発は特別なもの

ではない。ただし開発標準が似ているから、標準に従えば即オ

ブジェクト指向開発が可能というわけではない。設計技法は大

きく異なっており、その習得には時間を要する。またテーラリ

ングの範囲もオブジェクト指向開発の方が大きいと推定でき

る。

オープン化の時代に適した開発標準の必要性は感じていて

も、いざ作成するとなるとたいへんな労力を要するものである

ことを実感した。しかも未完成の部分、改良を要する部分が多

く残っている。今後もさまざまな改善を続けて開発プロセス標

準をより完成度の高いものにし、お客さまによりよいソフトウェ

アやサービスを提供することを期して結びとする。
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