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■ 論文要旨 ■ 

 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱は、「好品質」をキーワードにＪＸグループ全体の

新規システム構築から保守・運用を含めたシステム化案件に最大貢献することを目標

としている。 

最近は従来のスクラッチビルド型システム開発から、より「短納期」「低コスト」を

謳うクラウドやノンカスタマイズパッケージ導入型のシステム開発案件が多くなって

きている。この時代の潮流ともいえる変化に対して我々システム屋がどのように変化

すれば「好品質」を達成できるのか。私はあるパッケージ型システム導入を通じて、

「ユーザーコミュニケーションの転換」が重要な観点だと感じた。 

本論文は従来型ユーザーコミュニケーションを「御用聞きシステム屋」と定義し、そ

こから脱却した「新しいパッケージ導入型システム導入に最適なユーザーコミュニケ

ーション」のあり方を紹介する。 
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１．はじめに 

 １．１ 弊社の概要  

弊社はＪＸホールディングス（以下ＪＸＨＤ）配下のＩＴ機能会社としてＪＸグループ

各社のシステム導入・保守・運用を担っている会社である。 

「ＩＴ機能会社＝ＪＸグループ各社の情報システム部門として行動する」という企業理

念のもと、社員一人一人には「もしＪＸグループ各社に情報システム部門がなかった

ら？」を常に意識し行動することが求められている。 

 

 １．２ 「好品質」＝「ユーザー満足度向上」  

弊社では企業理念を達成するための全社品質方針に｢高品質と好品質を達成」という２つ

の「品質」という言葉を挙げている。 

一般的に品質に対する評価は｢高・低」で表現するが、この評価に「ユーザー満足度」と

いう観点を入れたものが｢好品質」である。文字どおりユーザーが「システムに好感をもっ

ていること」＝「ユーザー満足度」が高いという意味であり、弊社が目指すべきシステム

の姿である。 

 

「ユーザー満足度向上」についてはＣＳ向上アンケートや専門家によるセミナー、専門

部署創設による組織造りなどＩＴ業界に限らず数多くの企業が取り組んでいる課題であり、

特にＩＴ業界においては最近の注目度が高い課題でもある。 

 

そこで｢好品質」（＝ユーザー満足度向上）を達成するためにはどうすればよいか？その

重要な役割を果たすのが「ユーザーコミュニケーション」であると考える。 

 

 １．３ システム導入手法の変化とユーザーコミュニケーション 

最近のシステム導入手法を見てみると、従来からある「スクラッチビルド型開発」やパ

ッケージソフトをベースに業務に合わせてカスタマイズして導入する「パッケージカスタ

マイズ型開発」に加えて「クラウド環境でのＳａａＳパッケージ導入」や、一切のカスタ

マイズを行わない「ノンカスタマイズ型パッケージ導入」など新しい手法が出てきている。 

新しい手法が取り入れられてくる背景には以下のような要素があると考えられる。 

 ・ 急速に変化する業務環境に対応できる、より柔軟な情報処理システムの要望 

 ・ 景気動向に反映されたシステム予算のさらなる低減 

 ・ 標準業務運用方法をすべて取り込んだノンカスタマイズ型パッケージの台頭 

そしてこれら新しい手法に共通する謳い文句が「ＴＣＯの低減、短納期」である。 

 

これらシステム導入手法の変化に対してユーザーコミュニケーションはどうすべきか？ 

当然、変化に合わせてユーザーコミュニケーションも変化させていかなければ「好品

質」を得ることが難しくなる。 

本論文ではこのシステム導入手法の変化に合わせてどのようにユーザーコミュニケーシ

ョンを変化させていくべきかを「御用聞き」・「船頭（先導）」・「システム屋」といっ

たキーワードとともに述べる。 
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２．従来型ユーザーコミュニケーションの考察 

 ２．１ 「システム屋」という定義  

この論文において、システム導入に関わるＩＴ会社側の担当者すべてを「システム屋」

として論じていく。 

システム導入に関するユーザーコミュニケーションを考える場合、「プロジェクトマネ

ージャ（ＰＭ）」や「システムエンジニア（ＳＥ）」などの役割別に論じることが多いと

思われる。しかし、これはシステム導入に関する役割・体制などを理解しているＩＴ会社

からの視点でしかない。 

一方で、実際にシステムを利用するユーザー視点で考えると 

「システム導入を行ってくれる人＝システム屋」 

という括りでの理解に留まり、ＰＭもＳＥもすべて「システム屋」となる。よってユー

ザーコミュニケーションにおける対象であるユーザー視点で論じたほうがより実践的であ

ると考えられる。（イメージを図１に示す） 

 

図 1 「システム屋」の定義 

 

 

 ２．２ 従来型は「御用聞きシステム屋」である 

従来からある「スクラッチビルド型開発」やパッケージソフトをベースに業務に合わせ

てカスタマイズして導入する「パッケージカスタマイズ型開発」で用いられてきたユーザ

ーコミュニケーションは「御用聞きシステム屋」である。 

 

システム化に際してシステム屋がユーザーから要望やリクエストを聞き、そのリクエス

トを叶えるために仕様を取りまとめ、システムを構築していく。この手法において重要視

されるのは「ユーザーからの要望」であり、それによって品質の本質である「求められる

ものを求められる形で提供する」ことが達成される。 

なぜなら、「スクラッチビルド型開発」ではその手法が要望に合わせて一からシステム

を構築する手法であり、「パッケージカスタマイズ型開発」においても要望に合わせてパ

ッケージをカスタマイズすることが導入の手法であるからである。 
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当然システム化予算やシステム稼働時期などを考慮して開発ボリュームやカスタマイズ

ボリュームを判断するため、「品質（Ｑ）、コスト（Ｃ）、納期（Ｄ）」を満たしたシス

テム導入が行える。 

 

 ２．３ 「御用聞きシステム屋」の限界 

では、「御用聞きシステム屋」ユーザーコミュニケーションが「クラウド環境でのＳａ

ａＳパッケージ導入」や、一切のカスタマイズを行わない「ノンカスタマイズ型パッケー

ジ導入」などの新しい手法に対しても有効に働くのか？ 

私の考察は「システム稼働時は良い評価が得られても、時間が経つにつれて悪い評価に

変わってくるシステム導入となる可能性あり」である。 

その根拠となったシステム導入の実例を以下に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このシステム導入は稼動当初はシステム側としてもユーザー側にもある程度満足のいく

結果となったが、稼動から時間が経過するにつれてユーザー側から不満が出てきた。 

 

【プラットフォーム、アーキテクチャ】 

  ＳａａＳ型クラウド基盤に受発注システムを構築 

 

【システム規模】 

  社内ユーザー：約３０名、社外ユーザー：約１００名（インターネット経由） 

 

【システム化の動機】 

  新規事業の受発注業務をＥｘｃｅｌやメールで行ってきたが、 

受注件数の増加等により現状業務方式が困難になったためにシステム化を計画 

 

【ＳａａＳ型クラウドシステムの選定理由】 

  １．ＳａａＳ方式パッケージ導入によりＴＣＯ削減が見込める。 

  ２．クラウド利用によりハード導入が不要なことで事業撤退時の 

システム廃止が容易に行える 

   ３．ＳａａＳ＋クラウドにより、短期間でのシステム導入が可能 

 

（１）システム概要 

 

 

ＳａａＳ方式パッケージ機能で業務要件が満たせないケースにおいて 

カスタマイズを実施。 

 プロジェクト計画の納期・コスト・品質をほぼ満たした形で導入完了。 

 

（２）システム導入状況 
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最後には「システムのあり方そのものに問題があるため、システム自体を根本から

見直して欲しい」という要望まであがってくるようになった。 

システム稼働時にはある程度満足のいく結果だったにも関わらず、なぜ稼働後にユーザ

ー側の評価が著しく下がるような事態となってしまったのだろうか？ 

 

その原因は「御用聞きシステム屋」ユーザーコミュニケーションが「ユーザーからの要

望」を重要視して行われることで、本来達成すべき「システム化の目的」が見えづらくな

るからである。その結果として【選定理由】に書かれている「ＳａａＳ方式パッケージ導

入によりＴＣＯ削減が見込める」という目的を達成していないことがユーザー不満に繋が

っている。 

 

その要因としては 

・ＴＣＯ削減に向けて「このシステムはなぜ早く・安くできるのか？」という重要な

観点がユーザーと共有できていない。 

   → クラウドやＳａａＳなどのシステム特性やパッケージ思想が伝わっていない 

    → 低コスト化にはＳａａＳとして提供される機能を最大限活用することが重要 

 

・標準機能を利用すれば設定変更が容易な部分に対してもカスタマイズを入れている。 

→ カスタマイズ範囲の増加に伴い高コストなシステム改修になる 

などが挙げられる。 

 

なお「操作性が悪い」点についても不満が出ているが、これも「システム特性やパッケ

ージ思想」が伝わっていないことに起因している。ユーザーが求める理想的な操作性をＳ

ａａＳ型パッケージがあらかじめ持っていないケースも多々あるが、その分低コストかつ

短期間でシステム導入が可能なのがシステム特性である。システム導入時にこれらのメリ

ット・デメリットが伝わっていないことが、稼働後の不満につながっている。 

 

以上から「御用聞きシステム屋」ユーザーコミュニケーションでは新しい導入手法のシ

ステム化においては限界があると考える。 

 

 

 

 

・事業環境変化や組織改正等に対するシステム改修を行いたいが、対応コストが 

高すぎる（導入コストの１／３もかかる） 

・社外利用者の展開範囲を増やしたいが、システムの操作性が悪すぎるため 

新規社外利用者へ受け入れてもらえず、展開が滞っている 

 

（３）ユーザー不満内容 
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３．ユーザーコミュニケーションの転換 

 ３．１ 御用聞き型から船頭(先導)型へ  

「クラウド環境でのＳａａＳパッケージ導入」や、一切のカスタマイズを行わない「ノ

ンカスタマイズ型パッケージ導入」においては、「船頭（先導）型」のユーザーコミュニ

ケーションが有効であると考える。 

 

 「船頭」（渡船を想定）は利用者を目的地に届けることが仕事ではあるが川・海の状

況や天候によっては目的地を変更し、そこから別の手段による移動を勧めたり、場合によ

っては出船自体を取りやめたりすることで、一番重要な「利用者の安全」を守っている。 

もし、「利用者を目的地に届ける」ことを優先し「安全」を軽視した場合、目的地に着

いた利用者はその結果に満足するであろうか？事故やケガなどがあった場合には絶対に満

足しないであろう。 

利用者の目的を達成することも重要であるが、その目的達成の根底には「絶対に守らな

ければいけないこと」があるということを船頭は理解している。 

「先導」は文字通り「先に立ち導く」という意味である。関係者の先頭に立ち、関係者

をある目的に向けて導いていく役割を担う。 

 

この２つの要素を持ち合わせたユーザーコミュニケーションを「船頭（先導）型ユーザ

ーコミュニケーション」として定義する。システム導入に置き換えれば、一番重要なシス

テム化目的を達成するためにユーザーを導いていくことである。（イメージを図２に示

す） 

 

図２ 「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」 
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 ３．２ 船頭(先導)型ユーザーコミュニケーションのポイント  

前述の「一番重要なシステム化目的を達成するためにユーザーを導いていく役割」の 

具体的な取り組みは以下 3点と考える。 

 

 1. システム化目的やパッケージ特性を十分に理解する 

 

 2.ユーザー要望に対してパッケージ特性と乖離することのリスクやそれが 

システム化目的へどのように影響するか考えそれをユーザーに理解してもらう。 

時には代替方法をユーザーとシステム屋が一緒に検討できるよう導く 

 

 3.ユーザー視点における「システム屋」全員がこの意識を持ち、常に実践する 

 

この中で一番強調したいのが最後の｢常に実践する」である。 

これはシステム導入におけるあらゆる工程、タイミングにおいて実践することを意味し

ており、ユーザーとの直接コミュニケーション（打ち合わせ等）に限らず、システム屋自

身で何かを行うとき（設計工程や資料・マニュアル作成等）において常に心掛けることが

肝要と考える。 

｢常に」を意識することでシステム屋の提案に一貫性が生まれ、より説得力を持った提案

となる。特にユーザー要望に対して否定的な検討をせざるを得ない場合において、説得力

のある提案が強い武器となる。 

 

 ３．３ 船頭(先導)型ユーザーコミュニケーションの有効性 

このユーザーコミュニケーションの有効性について前述の「２．３ 「御用聞きシステ

ム屋」の限界」で取り上げた事例に照らし合わせて確認する。 

 

前述の事例のユーザー不満となった要因と船頭（先導）型の有効性は以下の通りである。 

【要因１】 

ＴＣＯ削減に向けて「このシステムはなぜ早く・安くできるのか？」という重要な

観点がユーザーと共有できていない。 

【有効性１】 

システム目的やパッケージ特性の理解およびユーザーとの共有化を重要視している

船頭（先導）型ではＳａａＳ型クラウドの特性がどのようにＴＣＯ削減に繋がるかを

常に関係者全員の共通認識となるように努める。 

【要因２】 

  標準機能を利用すれば設定変更が容易な部分に対してもカスタマイズを入れている 

【有効性２】 

  ユーザー要望をそのまま受け入れるとパッケージ特性との乖離による運用コスト増

がシステム化目的達成を阻害する場合は、パッケージ標準に合わせた業務運用変更が

可能か等の検討を行う。 

 

これらの結果から前述の事例においては「船頭（先導）型」が有効であると考える。 
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４．船頭（先導）型ユーザーコミュニケーションの実践 

 ４．１ 「ノンカスタマイズ型パッケージ導入」での実践  

「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」を「ノンカスタマイズ型パッケージ」

のシステム導入で実践した実例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パッケージ概要】 

ワークスアプリケーションズ社の大手企業向け人事給与パッケージ「COMPANY」 

・ COMPANY人事給与   ・・・ 人事管理および給与計算機能を提供 

・ COMPANY Web Service  ・・・ Ｗｅｂ申請や照会機能を提供 

 

【パッケージの特徴】 

・カスタマイズを行わず、各社要件はバージョンアップとして標準機能に取り込む 

 ・法令改正等はパッケージ標準機能として無償対応 

 ・パラメタ設定はシステム知識がなくともＧＵＩで業務担当が実施可能 

 

【システム規模】 

 ・管理対象者          ： 約１０，０００名 

 ・システム利用者（Web）     ： 約１０，０００名 

・システム利用者（C/Sアプリ） ：      ５００名 

 

【システム化の目的】 

 ・ グループ各社の人事データ一元管理による戦略的な人事業務実現 

 ・ ＪＸＨＤをはじめＪＸグループ各社の人事・給与業務一体運用による業務効率化 

 ・ 人事システム関連予算の固定費化 

（１）システム概要 

 

 

【プロジェクトの特徴】 

ＪＸグループの人事・給与業務をシェアードサービスとして提供するＪＸ日鉱日石ビ 

ジネスサービス株式会社（以下ＪＸＢＳ）がシステムオーナーとなり導入を実施。 

 

【私の役割】 

ＪＸＢＳへ出向し、ＪＸＢＳの社員としてこのプロジェクトに参画。 

  プロジェクトメンバー中唯一のＩＴ系担当者（※１）として 

・システム関連全般に関する担当 

・人事発令および組織等の人事管理機能全般担当 

  を担う 

（※１）他メンバーは人事業務や給与業務の担当者が専任や兼任という形で参加 

（２）プロジェクトの特徴と私の役割 
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このプロジェクトで実践したポイントは以下３点である。 

 

１．パッケージ思想をプロジェクトメンバ・ユーザーへ周知させる 

このパッケージは「ノンカスタマイズ」という特徴的な思想を持っている。 

これは「カスタマイズをしなくて良い」のではなく、「カスタマイズできない」こ

とを意味し、標準で用意された機能のみを使ってシステムを組み立てていく思想であ

る。 

そのため、システム導入のあらゆる場面でこの思想を理解しておかなければシステ

ム導入そのものに大きな影響を与える事態になりかねないと判断し、ユーザーおよび

プロジェクトメンバへ周知させていった。 

 

具体的には、パッケージ思想が「ポジティブ」に受け入れられる点と「ネガティ

ブ」に捉えられてしまう点の両方を説明した上で、一つずつ納得を得ながら理解を深

めてもらった。 

【ポジティブな例】 

「ノンカスタマイズ」だからこそ、法令・税制改正等の対応が無償で行える 

【ネガティブな例】 

カスタマイズが行えないので現在の業務運用方法を一部変える必要がある 

 

２．標準機能を１００％活用できるような業務運用を考える 

COMPANY は標準で用意された機能に対して導入企業に合わせたパラメタを設定する

ことでシステム構築を行っていく。そのためにはどのような機能を使って、どのよう

なパラメタを設定すべきなのかをユーザーと考える必要がある。 

この機能・パラメタ仕様検討において「現在の業務仕様」を参考にしつつも、

「COMPANY標準機能を１００％活用できるような業務仕様」を考えていく。 

 

手順としては 

・ユーザーと検討を開始する前にユーザーに対して COMPANYの機能一覧を説明 

・検討を行う場では「COMPANY機能を前提に業務を考えていきましょうか」などと 

誘導していく 

   ・現在手作業で業務を行っている部分について、COMPANY に機能があればシステム

を利用した業務運用を提案する 

などを実践していった。 

 

３．パッケージ機能で不足する部分はユーザーと一緒に解決策を考える 

パラメタ設定仕様などを確認していくと、どうしても COMPANY 標準機能では実現が

不可能な業務が出てくる。業務運用を変えることで対応できる場合は、COMPANY 機能

で不足する部分を業務担当者の手作業（Excel 等で加工するなど）で補うことで実現

させる。 

 

業務運用を変えられない、もしくは業務運用の変更程度では吸収しきれないような
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COMPANY 機能不足が発生した場合は、「外付けシステムの開発」により対応を行った。 

ただし外付けシステムが必要最小限となるように以下の取り組みを実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これによりユーザーも納得したうえでシステム化範囲を絞ることが可能となった。 

 

 ４．２ 船頭（先導）型ユーザーコミュニケーションのシステム導入における効果 

「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」を行った効果として以下３点を挙げる。 

 

１．ユーザーが能動的に業務運用変更を考えるようになった 

ユーザーが COMPANY パッケージの特性を理解したことで、COMPANY 機能をどう使っ

ていけば業務が効率的に行えるか、またそのためにはどのように業務運用を変えてい

けばよいかについて、能動的に考えるようになった。 

これはシステム化目的達成には COMPANY 機能をフル活用することが不可欠であるこ

とにユーザー自身が気づいた結果であり、パッケージ思想の周知がもたらした結果で

ある。 

 

２．外付けシステムをわずか１機能に絞ることができた 

システム化目的の「人事システム関連費用の固定費化」達成に向けては外付けシス

テムを抑制することが極めて重要である。これを制度変更等の影響が少ない１機能の

みに絞ることができた。 

システム化目的への影響を金額等の定量的な値で比較することでユーザーにも納得

を得やすいため、不必要な外付けシステム化を防げた効果は大きい。 

 

３．他プロジェクトメンバーにおいても手法が浸透した 

このプロジェクトの他プロジェクトメンバーは業務担当が担っていたが、そのメン

バーにおいてもこの「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」が浸透した。 

これは想定外の効果ではあったが、この手法がシステム屋ではなくとも理解・実践

しやすい＝ユーザーに理解されやすいことが証明された。 

ユーザー 

業務をシステム化することで効率化される効果を金額で算出 

ｼｽﾃﾑ屋 

外付けシステム化に関わる概算費用を算出 

ｼｽﾃﾑ屋 

外付けシステム化の影響を説明（保守コストや運用費用等） 

費用対効果と影響を考慮の上、外付けシステム化可否を判断 

ユーザー 

ｼｽﾃﾑ屋 
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５．今後の課題 

この「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」の課題は「実践する人のコミュニ

ケーション能力に頼るところが大きい」ことが挙げられる。 

それはこの手法が「ユーザーへの説明」、「ユーザーの理解」、「ユーザーの納得」を

繰り返すことで実践されるため、プレゼンテーションやネゴシエーションなどのコミュニ

ケーション能力が多分に必要となることに起因している。また、「目的達成にむけて導

く」ためにはリーダーシップ能力なども不可欠である。（イメージを図３に示す） 

 

図３ 「必要となるコミュニケーション能力」 

 

今後は必要となるコミュニケーションのポイントを整理し、コミュニケーション能力に

頼る部分を少なくするための取り組みを実施することで、さらなる適用事例の拡大を目指

していきたい。 

 

６．おわりに 

本論文で述べた「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」に限らず、あらゆるコ

ミュニケーションの基本は「思いやり」にあると考えている。特にコミュニケーション能

力が業務遂行に大きく関わる SEなどでは「思いやり」を日頃から意識するべきである。 

「好品質」を達成するためのユーザーコミュニケーションとして提案した「船頭（先

導）型コミュニケーション」は「思いやりをどうやって表現するか」が発想の原点となっ

ている。 

この「船頭（先導）型ユーザーコミュニケーション」が「思いやりの表現」となり、ユ

ーザからの好品質（ユーザ満足度向上）に繋がれば幸いである。 

 


