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MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 

5. MCFrameWBSの定着化と発展 

図３　プロセスの全体像 
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I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集1

MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 
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図３　プロセスの全体像 
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I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集1

MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 
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図３　プロセスの全体像 
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I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集1

MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 
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図３　プロセスの全体像 
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I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集1

MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 
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図３　プロセスの全体像 
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I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集1

MCFrameの導入品質を確保するために 
（MCFrameWBSの確立） 

安達　省吾　　　　　永田　大介 
　ADACHI Shougo　　　　NAGATA Daisuke 

概要 
　インテックは、創業以来、高品質なITサービスの提供を目指し、さまざまな取り組みを行っている。ソフトウェアの

品質向上や、運用サービスの品質向上など多岐にわたる。永い時間を掛けてインテック独自のシステム開発・導入

方法論や基準をブラッシュアップさせ、現在は IP3（INTEC Processes for best Performance and high 

Productivity）として定着している。 

　ERPや業務パッケージを使ってお客さまの業務課題を解決する、いわゆるパッケージソリューションビジネスにお

いては、これまでのソフトウェア開発の方法論だけでは不十分である。多くのMCFrame導入経験から得た成功体

験や失敗事例を今後のサービス提供に生かしていく。MCFrame導入のプロフェッショナルとして、また、No.1ベン

ダーとして定常的にMCFrame導入品質を維持・向上させお客さまに安心を与えるためには、導入作業内容をより

詳細化し、これまでに培ったノウハウを明文化し、それに沿ったシステム導入を実施する。 

　本稿では、これまでの多くのMCFrame導入経験を踏まえて推し進めている、MCFrameWBS（MCFrame 

Work Breakdown Structure：MCFrame導入における作業標準）の確立について述べる。 

1. 製造業向けシステム導入の現状 

2. MCFrame導入におけるインテックの強み 

6. まとめ 
　定められたプロセスを導入し、部内での開発プロセス上の

課題解決を行い、開発･保守運用の業務改革を実施し、その結

果、導入品質をより高いものにしていく。頭では理解できるも

のの、PDCAサイクルを廻すのは容易でないし、労力を要す

るものである。 

　しかし、明日から突然、素敵なプロセスに変身することはあ

りえない。継続的で段階的な品質改善活動によって、導入方法

論が成長し、その方法論が技術者のスキルアップのためのガイ

ドおよび研修教材となり、強くて魅力的なプロセスに変わって

いくものだと信じている。 
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5.1 プロセスの定着化 
　MCFrameWBSの普及と適用の徹底を図るため、以下の適

用方針を採用している。（図３参照） 

　● 認定された全てのプロジェクトは、MCFrameWBSを適

　　用すること。 

　● プロセスの定義にあたり、プロジェクトに適したテーラ　

　　リングを行うこと。 

　● プロセスの実施にあたり、計画を策定すること。 

　● 計画に基づいて、定期的にプロセスを監視し、制御する　

　　こと。 

　● プロセスと製品の品質保証を行うこと。 

　● 上位レベルの管理層に対して定期的な報告とレビューを　

　　行うこと。 

　● プロセスの改善情報を組織に提供すること。 

　上記の大きな特徴として、テーラリングと品質保証が挙げ

られる。 

　テーラリングはプロジェクトの特性にあわせて、タスクを

取捨選択する重要な作業となる。フルスペックのタスクを全

て実施することは短納期、低コストのプロジェクトでは命取

りとなるため、プロセスをよく理解し、検討するようにして

いる。 

　品質保証は、定期的に各プロジェクトで実施されたプロセ

ス、作業成果物、およびサービスを、プロジェクトのプロセ

スに照らして客観的に評価する活動であり、プロセス定着化

の施策のため部内にて実施状況のチェックを行っている。 

 

5.2 PDCAによるMCFrameWBSの 
　　絶えざる改善 
　MCFrameWBSのPDCAサイクルは、プロジェクト及び組

織が、標準プロセスをテーラリングしてプロセスを定義し、

定義したプロセスに従って活動した結果より得られる全ての

プロセス成果物、プロセス実施上の教訓、プロセス改善提案

を次のプロジェクトに利用していくことである。 

　MCFrame導入プロジェクト専門の開発部門において各プロ

ジェクトが残すノウハウの価値は非常に高い。 

　成果物ドキュメント、カスタマイズ部品の蓄積だけでなく、

プロジェクト完了時の実績データは、次回プロジェクトの見

積り精度に大いに役立つためである。また、プロセス成果物

の再利用により、その成果物自体の品質の向上にも繋がるこ

ととなる。 

　近年、日本の製造業を取り巻く環境は以前にも増して厳し

いものとなってきている。そこでは「短納期」、「多品種少

量生産」、「低価格」、「諸外国との国際競争」といった厳

しい要求への対応を余儀なくされている。こういった要求に

対応するためには、単なる業務運用の見直しでは無く、ITを

活用した業務改善が必須となっている。 

　従来のシステム構築においては、お客さまの要件をヒアリ

ングし、手作りシステムの開発を行っていたが、１９９０年代よ

りERP（Enterprise Resource Planning）パッケージを

利用し、「パッケージに業務を合わせることによる、BPR

（Bussiness Process Reengineering）の実現」を行おう

という動きが活発となっている。しかし、外部からの厳しい

要求に適応していく必要がある現在において、ERPパッケージ

を利用して「標準機能による業務最適化（いわゆるベストプラ

クティスの適用）」だけを実現しても競争に勝ち残ることは難

しい。 

　これに対して、MCFrameは、先進的なオブジェクト指向

技術を採用したフレームワーク構造の統合パッケージであり、

「部品化された業務機能群」をベースとした上に、「様々な業

種に対応した業務テンプレート」と「カスタマイズのし易さ」

を提供できるため、自社の強みをシステム化し、外部からの厳

しい要求に適応することが可能である。またMCFrameは日本

の製造業に鍛え上げられた純国産のSCM（Supply Chain 

Management）パッケージソフトであり、標準機能のまま、

短期で低コストのシステム導入も可能である。 

　MCFrameに限らず世の中には様々なSCM対応パッケージ

が存在している。このパッケージ市場でのインテックの

MCFrame導入に対する競争優位性を高めているのは、「イン

テック独自の強み」が存在するからである。その主な強みと

しては以下のものが挙げられる。 

(１) 豊富な導入経験 

　　　多くのMCFrameの導入経験を活かして、単なるシステム

　　構築で無く、お客さまにとって享受するメリットの多い、

　　真のソリューションを提供することができる。また、シス

　　テム開発の観点からも、過去に実際に行ったカスタマイズ

　　機能を利用して、安全でかつ高品質なシステムを提供できる。 

(２) インテック独自のテンプレートの提供 

　　　化粧品業界向けにMCFrameを導入した多くの経験を元

　　に、化粧品業務に特化した要件を実装し、テンプレート

　　（部品）としてまとめたインテック独自の「化粧品ソリュー

　　ション」を提供している。化粧品ソリューションには、 

　　MCFrameとシームレスに利用できる秤量管理システムや、

　　無線ハンディターミナルを利用した実績収集システムと

　　いった、化粧品業界で要望の多いテンプレート群が包含

　　されており、これらを利用する事により、短期間に低コスト

　　での基幹系システムの構築が可能となる。 

(３) インテック独自の業務プロセス標準の活用 

　　　インテックは創業以来４０年にわたって積み重ねたノウ

　　ハウに加え、最新の技術を積極的に取り込み、オープン環

　　境下での開発・運用スタイルにも適応する業務プロセス標 

　　準 IP3の導入を推進している。これは徹底的に標準化され

　　たプロセスにより、「最上の成果と高い生産性」を目指し

　　ているものであり、当部においても、特に開発プロセスで

　　定義されているプロセス（要件定義、基本設計、詳細設計、

　　単体開発、結合テスト、システムテスト）に基づき、 

　　MCFrameの導入を実践している。（図1参照） 

 

図1　IP3の開発プロセス標準（IP3/DPS）の概要 

3. MCFrame導入における留意点 
　MCFrameの導入にはいくつかの留意点がある。その主なも

のは、以下の通りである。 

(１) パッケージ標準機能の有効活用 

　　　MCFrameに限らずパッケージを導入する際には、パッ

　　ケージの標準機能を十分に理解し、活用することが重要で

　　ある。パッケージの基本機能を十分に理解しないまま、安

　　易にお客さまの要求仕様に合わせてカスタマイズを行って

　　しまうと、開発工数が増大し、予想外の費用超過や納期遅

　　延、品質悪化を引き起こしてしまうことになる。また、現

　　行システムのリプレイスの場合には、現行システムの「見

　　栄え」や「使い勝手」といった真に必要でない機能をパッ

　　ケージに求めてしまい、不要なカスタマイズを行ってしま

　　うことにもなるので注意が必要となる。 

(２) お客さまの教育に力を入れる 

　　　MCFrameは多彩な機能を装備しており、理解するため

　　には早い段階からの十分な教育期間が必要となる。運用直

　　前になってお客さまがMCFrameの使い方を理解しようとし

　　ても、時間が無く満足な理解が得られず、本番運用に入る

　　時期が遅れることにもなる。お客さまが元々メインフレー

　　ムのシステムを利用している場合は、使い勝手が大きく変

　　わるため、特に注意が必要である。もし、お客さまが現行

　　業務で多くの時間を取られてしまいシステムの使い方を理

　　解するに十分な時間が取れない場合は、インテック側で時

　　間帯を決めて教育するといった工夫も行っている。 

(３) 移行は早い段階から準備する 

　　　MCFrameの導入には数多くのマスタの整備が必要とな

　　る。さらにその設定情報が正確でなければならない。例え

　　ば製品を製造する場合のレシピ情報（構成表情報）が正し

　　く設定されていないと、製造に必要な資材量の計算を行う

　　ためにMRP（Material Requirements Planning）を実

　　行しても正しい資材の所要量が計算されないといった問題

　　が発生してしまう。 

　　　このように数多くのマスタを正確に設定するために、主

　　要なマスタを早い段階から整備し、本番稼動に向けて徐々

　　にマスタ精度を上げていくようお客さまを指導している。 

(４) ステークホルダー間の調整に力を入れる 

　　　製造業向け基幹系システムの導入は、カバーする機能

　　（販売、生産、原価、会計、外部システム等）が非常に

　　広範囲となり、新業務運用ルールを策定する際には、複数

　　部署の承認が必要となる。これらステークホルダー間の調

　　整は非常に重要であり、かつ、多大な労力を要する。もし

　　この調整がうまくいかない場合は、仕様決定が遅れてしま

　　い、スケジュールに多大な影響を及ぼすことになりかねな

　　い。ステークホルダー間の調整をスムーズに行うための各

　　種施策もあらかじめ定義している。 

4. 高品質なMCFrameの導入方法論 
　 MCFrameWBS

4.1 MCFrameWBSの作成 
　より高品質なMCFrme導入を実現するために、前述した

MCFrame導入時におけるインテックの強みを生かし、全ての

留意点を押さえた、パッケージ特有のWBSを作成した。 

また、MCFrame導入プロジェクトは、お客さまから高い期待

を求められることが多い。これは、MCFrameというパッケー

ジ製品に対する期待もあるが、それ以上に、MCFrame導入実

績トップを誇るインテックの総合力に対しての期待の高さとい

える。 

　こうした期待に答えるために、担当する技術者のスキルによ

らず、均一な品質での確実な導入と運用、ならびにその後の導

入効果につながるための開発プロセスを整備した。 

 

4.2 MCFrameWBSの特徴 
　MCFrameWBSは、部門標準開発プロセスをベースにカスタ

マイズを行った、MCFrameパッケージ用の導入プロセス標準

である。部門標準開発プロセスは、全社開発プロセス標準 IP3

に対して、実際の開発プロセスにおいて発生した課題への対応

や、CMMI のプロセス領域も参考にして構築しているのが特徴

である。 

　MCFrameWBSは、この部門標準開発プロセスに対して、以

下の考え方を取り込んだものである。（図２参照） 

(１) 導入準備フェーズの追加 

　　　導入準備フェーズは、要件定義より前に実施するフェー

　　ズであり、試使用、環境構築、プロジェクト実施計画書作

　　成の３つに分かれており、「お客さまのパッケージ機能理

　　解を高めること」と「プロジェクト遂行における基本方針を

　　ステークホルダー間で認識を合わせること」が目的である。 

　　●  試使用 

　　　　試使用は、実際にパッケージソフトをお客さまに使っ

　　　ていただくことにより機能の理解を深めることを目的と

　　　し、パッケージソフトに業務を合わせたいと強く希望さ

　　　れているお客さまの場合は要件定義フェーズ以降に大きな

　　　効果をもたらす。試使用をしてパッケージの機能を十分に

　　　理解することにより既存の仕事の流れをうまくMCFrame

　　　業務に変換できれば、余計な機能のカスタマイズや無駄な

　　　作業を減らすことができ、パッケージ導入の強み（低コス

　　　ト、短納期、高品質）を発揮することができる。インテック

　　　では、導入準備フェーズにおける試使用で、MCFrameの

　　　機能の５０%程度の習熟を目標とする場合が、最も効果的

　　　であるとの結論を得ている。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、試使用を実施するための環境の構築を目

　　　的とする。構築する環境は、ハードウェアの設置やパッ

　　　ケージソフトのインストールに加えて、試使用において

　　　パッケージソフトをより深く理解するために、お客さま

　　　の業務に即したマスタデータの設定も行う。 

　　●   プロジェクト実施計画書作成 

　　　　プロジェクト実施計画書は、インテックとお客さまで

　　　「プロジェクトの目的」や「システム化方針」といった

　　　基本方針を共有することを目的として作成し、プロジェ

　　　クト運営のバイブルとなるものである。例えば経営陣の

　　　「パッケージソフトに業務を合わせる」という基本方針

　　　をプロジェクト実施計画書に明記し現場も含めて周知す

　　　ることにより、プロジェクトの遂行を円滑に進めること

　　　が可能となる。 

(２) 導入支援フェーズの追加 

　　　導入支援フェーズは、環境構築、移行支援、お客さま教

　　育の３つに分かれており、導入支援作業内容をより明確化

　　しているのが特徴である。 

　　●  環境構築 

　　　　環境構築は、システムテストフェーズやサービスイン

　　　するためのハード・ソフトウェアの導入することを目的

　　　とする。また、保守契約内容に基づいて、リモート保守

　　　用の環境を整備し動作確認も実施する。 

　　●  移行支援 

　　　　パッケージ導入は、一般的に短納期プロジェクトが多

　　　く、短期間に多くの作業が発生する。特にマスタ移行に関

　　　しては、既存システムのマスタからMCFrameのマスタへ

　　　の変換作業をお客さまがうまくできずに、スケジュール

　　　遅延するケースも少なくない。そこで過去の教訓を活かし

　　　て、プロジェクト早期の段階から、インテックがお客さま

　　　と一緒になって移行作業支援を行う内容となっている。 

　　●  お客さま教育 

　　　　試使用環境の作成後、MCFrameの操作教育というタ

　　　スクを追加している。これは、標準パッケージの機能の

　　　説明に留まらず、他のお客さまの活用事例を踏まえた業

　　　務改善提案も含む事を期待している。 

(３) 作業内容の適語化 

　　　開発プロセス標準 IP3/DPSは、通常のシステム導入にお

　　ける、全てのお客さまの業種や、システム形態を具体的に

　　定義することはできないため、網羅性、共通性を意識し、

　　一般化した表現になっている。 

　　　MCFrameWBSでは、MCFrame導入プロジェクトの特

　　徴や考慮すべき点を、明確かつ適正な表現に変えている。

　　これはインテックとお客さまをはじめとした全てのステー

　　クホルダー間での、作業内容や作業分担の認識を合わせや

　　すくし、作業漏れを無くし、作業の進捗を明確化する効果

　　を目指しているためである。 

(４) 成果物の見直し 

　　　より効率的なシステム導入を行うために、開発プロセス

　　標準で定義されている成果物に対して、MCFrame標準添

　　付ドキュメントや、過去案件での作成済ドキュメントの利

　　用を前提とした変更を行っている。またMCFrame標準、

　　及びインテック独自テンプレートの利用を前提とした、適

　　合性分析作業から作成されるFit&Gap表など、パッケージ

　　導入作業特有の成果物の追加を行っている。 

図２　MCFrameWBSとは 

5. MCFrameWBSの定着化と発展 

図３　プロセスの全体像 
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