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「第１０期ＩＳトップ・フォーラムの総括と 

ＳＩビジネスの方向性」 
 

 

 

 

情報サービス業の社長様だけの研究会「ＩＳトップ・フォーラム」は、2006 年度に 10 年目を

迎え、３Ｋとやらを早急に脱し、「美しく、楽しく、世界から尊敬されるように」なろう、を主

テーマにして６回にわたって研究を行いました。 

 
 

ＩＳトップ・フォーラム 
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１）研究の経緯 

今年度研究の視点の一つは、一般的なアプ

ローチではありますが、「他の産業に学ぶ」

でした。今日本を代表する製造業というとト

ヨタやキャノンが有名で、トヨタは「トヨタ

生産方式」「かんばん方式」「カイゼン」な

どトヨタ詣でも多いようですが、表面的な真

似事でうまくいかない失敗例も報告されてい

ます。 

当研究会でも、まずは基本的な観点からこ

のテーマを研究しました。マイクロソフト㈱

の成本正史マネージャの「ＩＴの近未来像 

モノ創り王国日本復権に向けた提言」（ソフ

トウエアファクトリへの取り組みなど）、と

㈱インターフュージョンコンサルティング奥

井規晶代表取締役会長の「日本の製造業の強

みをこの業界に取り込む方法」です。 

この研究会での結論は、こうでした。 

トヨタやキヤノンの生産方式は量産型で、

情報サービス業の開発系ビジネスは一品もの

であるから、生産方式自体から直接学ぶこと

は少ない。むしろ、量産型製造業の生産技術

準備は、一品ものなので、ここから多く学ぶ

ことがあるのではないか。 

これは当たり前のようですが、極めて重要

な結論でした。この結論を受けて、ヤマハ発

動機㈱殿の生産技術準備（ヤマハモーターソ

リューション㈱の寺井康晴社長にお願いしま

した）と一品もの生産であるエンジニアリン

グ業界のエンジニアリング手法（三井造船㈱

ＯＢ・三井造船システム技研㈱元社長の大谷

正夫様にお願いしました）を研究いたしまし

た。 

 

日本の製造業から何を学ぶか １ 
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２）ヤマハ発動機㈱殿の生産技術準備から

学んだこと（ポイント） 

①品質・コスト・納期を改善・確保するう

えで生産技術の果たす役割が極めて大

きい。 

②生産技術の要は「製品のアーキテクチ

ャ・デザイン」である。 

③品質保証も極めて重要な機能であるが、

その要は「見える化」である。 

 

３）エンジニアリング業界のエンジニアリング

手法から学んだこと（ポイント） 

①ソフトビジネスは量産型物づくりビジ

ネスとは違う。 

②プロジェクト重視型の組織運営をすべ

き。 

③プロジェクトマネジメント・プロジェクト

マネジャ強化に積極的に取り組むべき。 

４）ＩＴアーキテクトの育成 

まともな産業を目指すという観点からは、

林衛㈱アイ・ティ・イノベーション社長の「本

格的ＩＴアーキテクトの育成」も研究しまし

た。 

「ＩＴアーキテクトは『設計と工法のプロ

フェッショナル』である。インドでは数多く

育成されているが、日本ではまともな育成が

されていない。その必要性もまともに認識さ

れていない。育成できないのは日本に指導者

がいないからだ。「一級建築士なし、デザイ

ナなしで工事を始めるようなもの」。これで

はよいものができるわけがない。他国の力を

借りてでも、早急にＩＴアーキテクトの育成

に取り組むべきだ」という林社長の主張でし

た。 
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この観点からは、経済産業省管轄の「ソフ

トウエアエンジニアリングセンターの活動」

を「日本の情報サービス業の目指すべき方向」

と題して拜原正人社長（㈱クロスリンク・コ

ンサルティング）から、「問題プロジェクト

撲滅への挑戦」と題した経営取り組みを住商

情報システム㈱の油谷泉取締役常務執行役員

から、それぞれ伺いました。 

 

１）「ソフトウエアエンジニアリングセンターの

活動」から学んだこと 

①経済産業省／ＳＥＣも、日本のシステム

開発業務の改革に本腰を入れて取り組

んでいる（エンタープライズ系だけで

100 人以上の委員がいる）。 

②「『見える』『計れる』定量的ソフトウ

エア開発の実現」、「ソフトウエア開発

のベストプラクティス発信」などを目標

にしている。 

③かなりの成果も出てきている（「経営者

が参画する要求品質の確保」「ソフトウ

エア開発見積りガイドブック」）。 

 

２）「問題プロジェクト撲滅への挑戦」から 

学んだこと 

①「ソフトウエア開発の失われた１５年」

（この業界は、生産技術の整備など着実

に進展していたものが、オープン化の動

きなどでこの１５年白紙状態になって

しまった） 

②住商情報システム㈱でも、その結果で

「問題プロジェクト」が発生した。その

５大要因は「顧客との握りの曖昧さ」

「見積り精度の低さ」「開発体制の不

日本の先端的取り組みから学ぶ ２ 
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備」「スコープ拡大による進捗遅れ」

「トラブル対応の遅さ」である。 

③この５大要因のいくつかに対する対策

として「要件確定前進へのアプローチ」

（要件確定力強化研修）を実施している

（当誌２００６年１０月号「要件確定問

題の前進を目指すＳ社の取り組み始ま

る」をご参照ください）。 

 

 

 

 

若い経営者が取り組んでいるニュービジ

ネスの事例研究を２社実施しました。 

チームラボ㈱の猪子寿之社長（の「技術立

国を目指せ」と㈱ネットワークインフォメー

ションセンターの曽根邦夫社長の「当社の事

業戦略」です。 

１）「技術立国を目指せ」から学んだこと 

①日本は客観主義を持たずに主観主義で

発展した、先進国で唯一の国。 

②その特性を活かせば、日本が情報化社会

の未来を担うことができる。 

③そのビジネスの一例として、Ｇｏｏｇｌｅに対

抗する「面白いものを見つけ出す」検索

サービスＳａｇｏｏｌを提供している。 

 

２）「当社の事業戦略」から学んだこと 

①「ＩＴを利用したコミュニケーション活

動」のアウトソーシングビジネスの成功

モデル 

②事業競争力強化手段としての「コンタク

トセンターの今後と課題」 

③Ｗｅｂ２．０で期待できるビジネス例 

 

 

「美しく、楽しく、世界から尊敬されるように」

を目指すニュービジネスから学ぶ 
３ 
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この観点から、当フォーラムの会員に対し

て２つのアンケート調査を実施しました。 

 

１）システム開発標準の実態 

• システム開発標準はどこで作られてい

て、どの程度使われているか。 

• 全社レベルの標準で「十分利用されてい

る」のは、ほとんどない。 

• 部門で標準またはガイドを設定してい

るのは多くない。 

• 特定対象で標準またはガイドを作成し

ている場合が多く、順守度も高い。 

• 特定対象としては、Ｃ／Ｓ系、Ｗｅｂ系、

組み込み系、ＥＲＰ構築用、特定業務用

などであった。 

昔は汎用機向けのウオータフォール型開

発標準が、全社レベルで作成され順守度も高

かったのと比較して隔世の感があります。２．

の住商情報システム㈱油谷常務の言われる

「失われた１５年」がここにも表れているの

です。 

無政府状態はまずいということで、最近よ

うやく特定対象向け標準等が整備されるよう

になってきました。旧メインフレーマの提供

している開発標準が一斉に大幅更新を行って

いるのもこの流れです。 

 

２）開発ロスの把握 

上野則男が昨年来繰り返し主張している

「開発ロスはかなり発生しているので、本格

的にこの削減対策に取り組むべきだ」という

提言に対して現状はどうなっているかの調査

です（図表１参照）。 

生産性向上への取り組みはどうなっているか４ 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr7504.pdf
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図表１ 開発ロスに関する調査結果 
 
１．開発ロス（手戻り、手直し、手待ち）はどのように認識

されていますか。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
２．開発ロスを把握・分析するシステム（方法）は決まって

いますか。 

83%

8%

8% 0%

42%

17%

25%

17%

a.経営上、非常に重要な管理対象であると認識

している。 
b.開発ロスのことは認識しているが、当社ではそ

れほど重要な管理対象とは考えていない。 

c.開発ロスの問題を明確には認識していない。 
d.その他 

a.決まった方式があってそのシステムに従って対応し、事

実が記録されている。 

b.把握すべき内容を決めているが、決まった方式はない。

c.決まった方式はないが、プロマネがロスを把握すべきで

あるという認識の下に工夫して、把握している。 
d.その他  
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開発ロスは「手戻り、手直し、手待ち」な

どの工数で、上野のヒアリング調査ではビジ

ネスアプリケーション分野では平均４０％

ある、という結果になっています。これは、

プロジェクトが理想的に進めば発生しなく

てよいムダな工数なのです。開発ロスはこの

くらい発生しているはずだという「上野仮

説」を図表２に示します。 
 

図表２ 開発ロス率の想定 

• 開発ロスの発生原因の大半が、要件不備だとする

と、特定の状況でのみ発生しているとは考えにく

い（構造問題あり）。 

• 上野仮説は以下のとおり（こういうデータは存在

していない？）。 

• 規模が大きくなるにつれてロスは大きくなる。 
10 人月まで 少なく見て 平均１０％ 

100 人月まで 平均２０％ 

1,000 人月まで 平均３０％ 

1,000 人月超 平均４０％以上 

図表１からも分かるように、ほとんどの企

業は開発ロスを重要な経営問題として認識

しておられますが、多くの企業は、赤字や予

算超過の一因として追及しています。開発ロ

スに焦点を当てたデータ把握や対策措置を

行っている企業も、多くありませんが確実に

増えてきています。頼もしいことです。 
しかし現状では、全社データを取っておら

れる企業は皆無でした。全社データを取れる

ようにする仕組みが必要です。その方法も研

究しました。 
開発ロスに対する本格的な取り組みはこ

れからです。 
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日本のＳＩビジネスが競争力を持つため

の戦略はどうしたらよいか、人、技術、仕組

みの整備はどうすべきか、についてまとめを

行いました。この結論は上野がまとめたもの

で、必ずしもメンバ全員の合意を得たわけで

はありません。 
図表３はそのまとめの抜粋版です。重要な

ポイントを以下に整理します。 
 

まとめ ５ 
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図表３ ＳＩビジネスの方向性 

1.トップのミッション＝事業戦略の設定 
1-1.大企業：グローバル市場で戦う。 

・ 開発ビジネスでは、製品開発・生産技術・生産管理・品質保証部隊に 

精鋭を集める。 

・ それには最低 5,000 人規模が必要と言われる。 

1-2.一般企業：特定マーケットで戦う。 
・ 自社の強みを発揮する方向を強化 

・ 自社の強みは以下のいずれか 
A.特定企業との結びつき B.特定専門業務ﾉｳﾊｳ C.特定専門技術 

・ これを強化する戦略部隊を設け、常時この強化策を企画し、推進する。 

たとえば、 
A.各部門ﾄｯﾌﾟとの交流会 B.専門業務ﾉｳﾊｳ研究会 C.専門技術研究者の交代任命 

1-3.中間や中途半端は危ない。 
 
2.戦略部門のミッション 

2-1.大企業 
・ 製品開発部門......目的を明確にして短期決戦型で取り組む 

・ 生産技術・生産管理部門 

................「早い」「うまい」の実現の促進 

これらの課題に具体的数値目標を掲げて取り組む 

事業部門内に分室を設ける（事業部門長の責任権限で） 

・ 品質保証部門......「うまい」を重点指向で保証する仕組みを構築・運営する 

2-2.一般企業 
・ 重点戦略機能 

A.特定企業各部門との交流深化 B.専門業務ﾉｳﾊｳの深化 C.特定専門技術領域の深化 

・ これらの課題に具体的数値目標を掲げて取り組む 

・ 生産技術・生産管理手法については「大企業」に追随（後追い）する 
 
3.人事部門のミッション 

3-0.共通 
・ あるべき行動原理 現場に入る、現場を見る、現場の声を聞く、 

現場に応える。 

B.トップと 
スタッフの役割

• お客様の希望を実現して利益を上げること 
お客様の希望の実現が売上増大になる 
利益を上げるにはコストダウンも必要 

• お客様の希望＝提供サービスの「早い、うまい、安い」 
「早い」 ＝短納期、クイックレスポンス 
「うまい」 ＝要求に合致する、不備が発生しない 
「安い」 ＝低価格、低料金 

• コストダウン 
お客様の「早い」を実現するためにも必須の目標 

「早い、うまい、安い」 
の実現

仕組みの導入と絶え 

ざるカゼインが必要 

C.ライン・現場 
の役割

A.事業目標 

1.ミドルマネジメント 
部長としての職責の遂行 

単なる管理・監督者ではない！ 
 
2.営業 

①体制 ②人 ③技術・仕組み
 
3.開発 

①人 ②技術 ③仕組み 
 
4.保守 

①人 ②技術 ③仕組み 
 
5.運用サービス 

運用ビジネスでは、 
日本の強みはどこから学ぶ 

一流日本旅館のもてなし？ 

B2. 
コストダウンの推進 • 経営企画が中心になって重点課題を選定して推進する。 

例：開発ロスの削減、オフショアリングの拡大、パートナ戦略の見直し 
• 戦略部門が連携して取り組む必要がある。 

B1. 
「早い､うまい､安い」 
の企画 
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１）開発ビジネス企業がグローバルな市場で戦う

には、日本が強い組み立て型製造業にならっ

て、製品開発、生産技術、生産管理、品質保

証の４大機能を充実させる。 

• 組み立て型製造業に学ぶのは、個々の手

法ではなく、「これらの機能を充実させ

る」という点である。 

• ここに優秀で実行力のある要員を集め

る。ラインで仕事ができない要員を集め

ても役に立たない。現場はここで作った

仕組みで（カイゼンを実施しながら）動

くようにする（図表４参照）。 

• これからは、単なる人の集合で仕事を行う

のではなく、生産技術・生産管理部隊が作

る生産設備で仕事を行うようになる。 

• これらスタッフ組織の社員数は全社の

５％が目標。この部隊に 100 人は必要と

すると、企業規模は 2,000 人が下限とい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うことになるが、5,000 人の 5% ＝250 人

確保が大企業の生き残りラインのようで

ある（いわゆる 5,000 人クラブで、現在の

日本にはそのクラスが十数社存在する。お

そらく企業数はこれで十分であろう）。 

ＳＩビジネスこれまでの成功モデル 

 

 

 

 

 

ＳＩビジネスこれからの成功モデル 

図表４ ＳＩビジネスの成功モデル 

ライン 

トップと強力なスタッフが引っ張る

 

ライン 

トップが引っ張る スタッフが後押しする 
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• 従業員 5,000 人の㈱日立システムアンド

サービス殿は品質保証部だけで 200人お

られるという。こういう企業と生産技術

の強みのない 1,000 人企業は戦えるでし

ょうか？ 

 

２）大企業の仲間入りを目指さない企業は以下

のいずれかの特定市場で生きる。 

Ａ：特定企業との結びつき 
Ｂ：特定専門業務ノウハウ 
Ｃ：特定専門技術 
• おそらく１領域はせいぜい 200人程度で

完結できると思われるので（ほとんどの

純粋子会社や技術専門企業の規模）、そ

れ以上の規模になるには、複数のユニッ

トをカンパニにして連結させる。しかし、

一緒になるメリットはあまりない（総

務・財務部門の共有程度である）。 

• 生産技術機能等は、大企業が開発したも

のを導入して利用する。 

 

３）どちらの分類にも属さない中途半端な企業は 

存立が危うい。 

• ばらばらな人の集団で中途半端な仕事

しかできない組織は、お客様から期待さ

れる存在にはなり得ない。 

 

４）製品開発組織に研究開発をさせてはいけな

い。 

• 具体的なニーズかシーズの候補が得ら

れたときに、その開発組織を作って短期

決戦で開発に取り組む。具体的な開発目

標のない製品開発組織が事業の中核に

なり得る製品を開発した例はあるので

あろうか。 
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５）要員のスキル・稼働状況を把握するシステム

を整備する。 

• ＳＩビジネスのコアコンピタンスは要

員である。要員のスキルと意欲を上げ、

稼働率を上げる（その能力を最も発揮し

稼げる仕事に就かせる）ことが企業にと

って緊要の課題である。 

• それであれば、生産技術の整備と並んで、

要員のスキル管理システム、稼働状況

（だれが今何をしているか）を把握する

システムを整備しなければならない。 

 

６）営業機能のあり方 

• 大企業：全社営業統括機能と事業部門別

営業組織編制 

• 特定市場向け企業： 

Ａﾊﾟﾀｰﾝ→ 専門営業不要 
Ｂﾊﾟﾀｰﾝ→ 業界ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ作り重視 

Ｃﾊﾟﾀｰﾝ→ マーケテイング・ＰＲ重視 
（いちいち売りに行かない、

専門技術をアピールする） 
 

７）部長の強化 

• 部長には単なる人間の束ね役やトラブ

ル発生時の謝り役を期待するのではな

く、担当部門の生産性向上や部下の能

力・意欲向上に積極的に取り組んでいた

だく必要がある。 

 

８）開発の現場 

• 本社スタッフの用意する仕組み・システム

を使って開発業務を実施するが、トヨタに

ならって「カイゼン」を常時行う体質・体

制・仕組みを作り上げる必要がある。 
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９）保守業務 

• 従来の延長の仕事のやり方では、お客様

も担当もハッピーではない（経営者だけ

が安定収入確保で満足かも）。したがっ

て、保守の実施方法の改革が必要である。 

• たとえば、１システムを５年かけて少し

ずつメンテナンスのしやすい構造に作

り変えていく。 

10）運用業務 

• 運用業務をグローバル市場で競争する

気なら、学ぶべきは一流日本旅館のサー

ビス方法ではなかろうか。 

 

総じて言えば、いよいよ本格的な競争の時

代が始まるのです。過去の延長に甘んじるこ

となく、積極的に改革に取り組む企業が生き

残っていきます。その動きは始まっているの

です。 
 
別項で、今後のＩＳトップ・フォーラムの

活動計画についてご紹介します。 
（上野則男 記） 
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