
 
 

 
 

SEのものづくり革新の新たな枠組み 

New Framework for Systems Engineers' Manufacturing Innovation 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

 富士通グループは，オープン化の大きな潮流やそれを取り巻く様々な変化に対し，システ

ムエンジニア（SE）の高い技術力を維持し続けるために設計・生産・保守・SEワークスタ

イルの「4つの革新」活動に取り組んできた。その2年半の活動の成果としては，要件定義

ガイドライン・基本設計ガイドライン，APMによる保守の枠組み設定などが挙げられる。

一方，本活動を通して課題も明確になってきた。その課題を解決するために，「4つの革

新」を第2ステージに進めるとともに「人材の革新」を加えた「5つの革新」とし，今後3年
間で推進していく。しかし「5つの革新」は最終目標ではない。設計・生産・保守は統合し

た形でお客様に価値を提供するための体系（ナレッジ）に集約され，SEワークスタイルと

人材はそれを使いこなす次世代のSEを育成する。ナレッジと人材がシンクロし価値を創造

し続ける構造を目指す。 

Abstract 

 To ensure that systems engineers maintain their high technical capabilities for addressing the 
significant trends toward openness and various changes surrounding them, the Fujitsu Group 
has been working on the Four Innovations activities: Design, Production, Maintenance, and Way 
of Working for systems engineers.  The results of our activities conducted for two and a half 
years include requirements definition guidelines and basic design guidelines and the 
establishment of a framework of maintenance by Application Portfolio Management (APM).  At 
the same time, these activities have clarified challenges as well.  To solve these challenges, we 
will carry the Four Innovations forward to the second stage, and add Human Resource 
Innovations to provide Five Innovations, which we will advance in the next three years.  
However, the Five Innovations are not the final target.  We will consolidate Design, Production, 
and Maintenance into a system (knowledge) for offering value to customers in an integrated form.  
In addition, the Way of Working for systems engineers and human resources will develop next-
generation systems engineers with deep knowledge.  The goal is to establish a structure to allow 
knowledge and human resources to be synchronized so as to continuously create value. 
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ま え が き 

 富士通の技術力は低下したのか。とくにお客様に

直接接するシステムエンジニア（SE）の技術力は

かつての輝きを失ってしまったのか。一部で公表さ

れる情報からはこのような声が聞こえてくる。これ

は事実なのか。答えは「否」である。富士通グルー

プは依然として高い技術力を保持している。しかし，

一方で技術力を論じる前提は変化しており，この変

化に対して見える形で富士通グループは回答を出し

ていない。これが原因で冒頭述べた評価を受けてし

まったことも事実である。 
 富士通グループは個々の要素技術は現状でも高い

レベルを維持している。かつてはこのうち最新の技

術を一直線につなげていけばそれでOKだった。今

は単に一直線にではなく最適な組合せを安く短納期

でつなげる必要がある。技術力が高いということは，

より多くの要素技術を持ち，またその接続方法も複

雑高度なものを含んでいるということである。した

がって，それだけ多くの組合せから最適解を出さざ

るを得ないというジレンマに陥る。これが今の富士

通グループのSEの置かれた現状である。 
 この状況に対する答えは，「検証済みの型」の提

供である。それぞれの現場がそれぞれに答えを求め

て組合せに対峙
じ

するのではなく，ナレッジとして先

行した実績を展開すればよいはずである。先行実績

もまた富士通グループの「プロジェクト」の中で

日々蓄積されている。後はより良い事例を抽出し

「型」としてほかのプロジェクトに届ければよい。

その仕組みとして取り組んだ活動が「4つの革新」

である。(1) 「4つの革新」はSEの活動を4つの視点で

分析し，それぞれのカテゴリの中で共有すべきナ

レッジを抽出しプロジェクトで活用してもらう仕組

みを目指した。今回の特集の総括として，本稿では，

3年間の「4つの革新」活動を踏まえて今後の方向

を論ずる。 

「4つの革新」第1ステージの現状と評価 

● 「4つの革新」の主旨 
 富士通グループではシステム開発，ソリューショ

ンサービス提供の長年にわたるノウハウを蓄積し，

SDAS （ System Development Architecture & 
Support facilities）(2)という総合システム開発体系

を整備し，ツールや開発フレームワークを提供して

きた。しかし，要件の曖昧
あいまい

性を許容した責任を不

明確にした先送り文化，多重下請けのチーム編成に

よる技術者の流動化，という日本独特の慣習が大き

な壁となり，その成果をお客様のもとに届けきれて

いない，というジレンマをずっと抱えてきた。同時

にオープン化の中で技術の正確さを求めた結果，

ツールの細粒化に陥り全体を俯瞰
ふ か ん

する視点を失った

という課題に直面した。 
 お客様の「早く，安く，品質の良いシステムを提

供して欲しい！」という要望に応えるために，技術，

ノウハウ，開発プロセス，人材を，お客様への価値

提供の流れ（ビジネスプロセス）に基づいて体系的

に整理し直す活動として「4つの革新」を掲げ，設

計⇒生産⇒保守（さらに次期設計へ）のサイクルプ

ロセスとそのサイクルの中でSEがいかに価値向上

を実現していくかを概観する枠組みを設定した（

図-1）。 
● これまでの成果 
 2年半にわたる活動の成果が出てきたものが以下

のように何点かある。 
（1） 要件定義ガイドライン・基本設計ガイドラ

イン 
（2） ア プ リ ケ ー シ ョ ン フ レ ー ム ワ ー ク

「EZDeveloper」 
（3） APM（Application Portfolio Management）

による保守の枠組み設定 
（4） 現場を起点とするカイゼン活動 
 これらの詳細は特集の各論文に譲るが，これら施

策はまだ緒に就いたばかりであり，今後見直しを繰

り返しながら熟成を図っていく。同時に徹底して

使っていくことが非常に重要である。富士通のナ

レッジの源泉は常にビジネス現場から生み出されて

おり，現場で磨かれてその有効性をさらに高めてい

く必要がある。 
● 新たな課題 
 成果の一方で課題も明確になってきた。まず，設

計・生産・保守はあくまでもシステム（またはサー

ビス）のライフサイクルを構成する部分でしかない

ということ。本来はこのサイクルを繰り返すことで

お客様価値を生み出し続ける。したがって，設計・

生産・保守は一体として，同じベースライン上に連

続的に構築されなければならない。一例を挙げれば，
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図-1 「4つの革新」第1ステージ 

Fig.1-First stage in four kinds of innovation. 
 

設計において「要件」が「仕様」に変換され，生産

で「プログラム」あるいは「（その集合体である）

サブシステム」として具体化され，そして保守（す

なわち利用時期）の時点では「機能」として使われ

ることになる。これらの表象はすべて別の形だが，

その内容は同一（より正確には変換の過程で取捨選

択された部分を含む）のものでなければならない。

設計・生産・保守の「3つの革新」が別々に進捗す

る限りそこには綻
ほころ

びや断絶が付きまとう可能性を

否定できない。これを埋めるためのシステムまたは

サービスを貫く基本構成要素（リポジトリ）と，そ

れを工程ごとにどう見えるのか，どう工程遷移に合

わせて変化させるのかという観点で統合していく次

の段階に入らなければならない。 
 もう一つは人材の「技術者」としての再評価であ

る。SEワークスタイルの革新では，SEという技術

者がいかに仕事をするかという指針を明確化しよう

としたが，ではそのSEとはどういう人材を指すの

か，SEの技術とは何か，技術以前に身につけるべ

きものはないのか，今SEと呼ばれる人たちをSEと

呼んで良いのか。富士通の主力事業としてのソ

リューションビジネスの良さをお客様に理解いただ

き，使っていただくために，これらに対して富士通

の答えを出さなければならない。 

「4つの革新」第2ステージと「5つ目の革新 
（人材の革新）」 

 前章で提起した課題に答えを出すために，「革新

活動」は第2ステージに入る。その施策は以下の2点
である。まず，設計・生産・保守（およびその先に

あるシステム更新のための「企画フェーズ」）に一

貫した基礎構造を通す。これがリポジトリである。

お客様への価値創造・提供を継続して行っていくた

めに，システムおよびサービスのあるべき形を明確

にし，お客様と合意を重ね，良きパートナとしてと

もに発展を目指す。 
 もう一つは価値提供の源泉である「技術」を整理

し直す。富士通のソリューションビジネスは，

フィールド部門・サービス提供部門・共通技術部

門・プロダクト部門・品質部門すべての技術力を柔

軟に結集できることを最大の強みとしている。しか

し，オープン化という大きな潮流の中でその技術力

が弱体化しているのではないかという問題提起がな

されていることも事実である。今現在，弱体化した

か否かを問う必要はなく，新たなクラウド時代に向

けて前向きな施策としての「技術力を研ぎ澄ます」

必要がある。これまで培った技術と新たな技術を融

合させた技術体系を整理し，それを担う人材を育成

することを「人材の革新」と定義する。そして，こ

れまでの「SEワークスタイルの革新」（カイゼンそ
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のほかの行動・プロセス改革）と合わせて，価値増

大・品質向上に役立てる仕組みづくりを志向する。 
● 設計・生産・保守革新の第2ステージ 
 設計・生産・保守の革新を一貫して推し進めるた

め，第2ステージ（今後3年間）では以下を推進し

ていく。 
【リポジトリベースのシステム構築・維持】 

 システムの設計・生産・保守の領域において，

「トレーサビリティ」の確保が重要な課題になって

いる。例えば，定義した要件が過不足なく矛盾なく

設計され，実装され，テストされたか，これまでは

多くを人手に頼ってきたのが実情である。また，既

存のシステムを拡充する際，影響範囲の分析やテス

トにも多くの人手を要している。多くの人手を介す

るということは，すなわち大きな個人差を生じる余

地を残し，多くの時間を要するということにほかな

らない。これが品質向上面，期間短縮面での阻害要

因になっている。 
 第2ステージでは，要件定義をはじめとする設計

情報全般をリポジトリ化し，設計・生産・保守全般

にわたって活用することで，トレーサビリティ確保

の円滑化をねらっている（図-2）。従来のアプリ

ケーションフレームワークでは，コード生成・コー

ド合成の自動化のためのリポジトリは実用化してき

た。同様に要件定義情報や基本設計情報単独の実用

的なリポジトリシステムも存在する。今後は両者を

連携させ，システムのライフサイクル全体を通して，

リポジトリをベースとする仕組みの整備を目指す。

もちろん，リポジトリの構築，運用，管理はプロ

ジェクト特性（プロジェクトメンバ数など）や開発

手法（RAD/ウォーターフォール開発など）によっ

て異なることを考慮するのは言うまでもない。 
 こうしたリポジトリをベースに，要件のトレーサ

ビリティ確認のための情報，設計レビュー用情報，

テストバリエーション情報などの元情報の抽出・加

工をコンピュータに任せ，それらを利用してSEは

判断に専念する仕組みを整備することによって，個

人差の縮小と期間の短縮を図り，高いレベルの一貫

したソリューション提供を実現する。 
【リポジトリ情報の標準化】 

 設計情報をリポジトリ化し，その情報を様々に加

工して，レビューやテスト，仕様変更に対する影響

調査など，技術者に有益な情報を引き出すツール間

で，リポジトリ情報の交換や共有が可能となるよう

な標準化が重要である。 
 ソリューションサービス分野は，規模，業種/業
務，作業プロセスなど多種多様である。こうした多

様性への対応を標榜する万能ツールは，得てして大

掛かりで鈍重であり使い勝手も不十分であることが

多い。またMMI（Man-Machine Interface）技術

の進歩についていけないこともある。したがって，

それぞれの利用組織やプロジェクトの特性に応じて，
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図-2 設計情報リポジトリ 

Fig.2-Repository of design information. 
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使いやすい専門機能ツールをファミリー化して使い

分けるのが，現実的である。 
 第2ステージでは，リポジトリ情報のXML標準タ

グを決め，ツール間で情報交換・共有するための基

盤作りに取り組んでいる（MOF：Meta-Object 
Facility(3)などの標準化規約に準拠）。また，SIer
（System Integrator）にとって必要となる機能も含

めて，標準的なツールセットも合わせて整備する。 
【ビジネスルール網羅性の追求】 

 ここ数年，超上流/上流の品質確保の重要性につ

いての認識が定着し，要件定義（RD）のガイドラ

インやユーザインタフェース設計（UI）の診断法

を整備してきた。現在も要件の妥当性確保やUI設
計のガイドライン整備に取り組んでいる。しかし，

それぞれの業務領域のビジネスルールの網羅性や業

務仕様上のバリエーション把握は，その業務領域の

有識者個人のスキルに大きく依存している。結果的

にレビュー品質やテスト品質の個人差は大きく，品

質向上面における阻害要因である点は相変わらずで

ある。ソースコードレベルに近い領域では，テスト

駆動開発，(4) およびその考え方に沿ったオープンソー

スや製品も多数存在する。しかし，超上流/上流で

は，W字モデルなどの考え方はあっても，確立した

方法論には至っていない。 
 第2ステージでは，要件定義や基本設計で業務

ルールの網羅性や仕様上のバリエーションを追求し，

ドキュメンテーションし，それをテストにも生かす

方法を整備する。併せて業務設計と基盤設計の境界

領域（業務処理方式設計，性能設計，信頼性設計，

拡張性設計，業務運用設計など）の設計とドキュメ

ンテーションも整備する。 
 富士通SEの豊富な経験では，データの何に着目

して設計するかによって，実装とテストの見通しが

利く以下の設計パラダイムがある。 
（1） データモデル型 
 従来のデータ項目間のリレーションとデータリ

レーション間の静的リレーションシップに着目して

設計する方法（AA-BRモデリング）(5)である。製造

の生産管理業務など種々の業務システムの設計に用

いられる。 
（2） 状態遷移型 
 複数のリソースオブジェクト群の「状態」とその

状態を遷移させる「トリガ」に着目して，状態遷移

マトリックスの集合を設計する方法（全マトリック

スの全フィールドが検証対象）である。設備産業

（テレコムやエネルギーなど）のような設備運用の

結果をサービスとし，それをお客様と結び付けるこ

とが中心業務のシステム設計に用いられる。 
（3） インタフェーススキーマ型 
 業務機能群を横断するデータ項目群に着目して，

主要な項目群とそのバリエーションに関するインタ

フェーススキーマを設計する方法（汎用コンピュー

タ全盛時はこれを「電文設計」と呼んだ。インタ

フェーススキーマの主要項目の全組合せがテスト対

象）である。 
 銀行の基幹業務や流通の販売管理業務など，入力

されてからバックヤードの業務間に次々とデータが

渡り歩くスタイルの業務システム設計に用いられる。 
 実際の業務システムの設計では，業務の特性に合

わせて，これら三つの方法を組み合わせるハイブ

リッド設計が現実的である。 
 多くの業務システムでビジネスルールや業務仕様

上のバリエーションを支配する主要な条件は，それ

ぞれの業務領域において，分かっている場合が多い。

また，支配的な条件は階層的に整理できることが多

い。したがって，経験的な知識を活用した整理方法

ではあっても，十分実用的な範囲で網羅性を把握し，

ドキュメンテーションすることが可能である。 
 同時に，これらの情報を設計リポジトリ化し，設

計・生産・保守の各段階におけるレビュー品質やテ

スト品質の向上に寄与すべく，コンピュータの支援

を通してビジネスルールの網羅性を追求している。 
【マネジメント情報の標準化】 

 ソリューションサービス分野は，規模，業種/業
務，作業プロセスなど多種多様である。当然プロ

ジェクトマネジメントも多種多様であり，支援ツー

ルも個々の組織の事情で使用されている。ところが，

これらのツール間でマネジメント情報を交換・共有

する仕組みが十分とは言えない。 
 そこで第2ステージでは，プロジェクトマネジメ

ントにかかわる種々の項目の中で，普遍性の高い項

目を標準化するとともにXMLの標準タグを決め，

種々のツール間でこれらの情報を交換・共有する仕

組みを整備する（図-3）。 
 現在，ISO/IEC JTC1のサブ委員会であるSC7専
門委員会配下のプロジェクトベンチマーキング等
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図-3 マネジメント情報の標準化 

Fig.3-Standardization of management information. 
 

WGで国際標準化が始まっているとともに，国内で

も経済産業省下でソフトウェアメトリクス高度化検

討が始まっている。こうした動向を睨
にら

みながら，

標準化を進める。最近ではプロジェクトマネジメン

トダッシュボードといった考え方も提案されており，

他社とのアライアンスも視野に入れた活動も重要で

あると考えている。 
 また，規模測定手法のファンクションスケール法

（FS法）(6),(7)も，ビジネスロジックの複雑な場合の

見積り精度向上策や改造時の見積りなど，ファンク

ションポイント法を補完する方法として整備を進め

ている。 
 そのほか，ソフトウェア品質や規模見積り/規模

実測の測定データが正規分布することは稀
まれ

である

し，測定データの分布はハードウェアと比べて非常

に広く精度も十分ではない。(8) 現在こうした非正規

分布かつバラツキの大きいデータを統計的に扱うエ

ンジニアリング方法も改善中である。実証を通して

実用に耐えるものについては，順次，管理ツールと

して整備していく予定である。 
● 5つ目の革新 ～人材の革新～ 
 富士通は，ソリューションビジネスを支えるSE
をシステムライフサイクルにおける工程と分野で役

割を分け，育成に努めてきた。すなわち，超上流を

担うコンサルタント，開発プロジェクトを担うプロ 
 

ジェクトマネージャ，運用・保守を担うサービスマ

ネージャ，システムという観点でアプリケーション

を担うアプリケーションアーキテクト，およびイン

フラを担うITアーキテクトである。さらにビジネ

スの生命線である品質と知的財産権を守るために品

質マネージャと知財アーキテクトを育成してきた。

しかし，ソリューションビジネスの変化は非常に早

く，次々と新たな変化が起こっている。すなわち，

開発形態の変化（ゼロから作る新規開発から，既存

システムを発展させていく改修開発へ），開発サイ

クルの短縮・高速化，サービス化（コスト負担の平

準化・低減志向）などである。 
 この流れを先導するためにSEはどう自己変革を

すればよいのか。基礎技術を再定義（技術力を構築

する土台である基礎的なビジネス能力再定義を含

む）し，育成体系を構築し直す必要がある。富士通

グループには長年培ってきたシステム開発・運用に

関する膨大な技術の集積がある。また，最新技術に

対する貪欲なまでの追求力もある。このナレッジを

グループのSEすべてがいつでも引き出せる能力を

備えること，かつそのためのサポート体系の確立が

「人材の革新」の目指すところである。そしてこれ

らプロフェッショナル能力を束ね最大のパフォーマ

ンスを引き出すプロセス構築こそが4つ目の革新

「SEワークスタイルの革新」の最終到達点である。 
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（2） 富士通の総合システム開発体系「SDAS」． 
http://segroup.fujitsu.com/sdas/ 

む  す  び 

 「人材の革新」を含めた5つの革新は最終目標で

はない。持続的成長を続けるための新たな仕組みを

構築するために設定した整理のためのマイルストー

ンである。整理が終わったとき，設計・生産（＋試

験）・保守は統合されお客様に価値提供をするため

の体系（ナレッジ）に集約され，ワークスタイルと

人材はそれを使いこなす「進化した技術者（次世代

のSE）」となる。ナレッジと人材がシンクロして成

長しつつ価値を創造し続ける構造に転換するために，

「5つの革新」のサイクルタイムを加速していく。 
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