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■ 論文要旨 ■ 

 ＪＸ日鉱日石インフォテクノ㈱は、手組みシステムの保守がこれまで多くを占めた

が、近年パッケージの保守が増加している。パッケージの保守ではユーザー要望は、

コスト面から標準機能のパラメタ設定の範囲で実現することが望ましいが、手組みと

異なり内部構造を変更するわけではないので、パラメタ設定ではどうしてもできない

ことがあった。 

ユーザー満足度の観点から、手組みと比べユーザー要望に対し、細かな部分までは

対応できず、満足を向上させにくい点をパッケージ保守の課題として分析した。 

本論文では、パッケージ保守では、ＳＥは要望を実現する上でユーザーの不満抑制が

特に重要であると考え、保守にプロトタイプの考え方を導入し、標準機能の利用開始と

いう比較的規模の大きな保守で、有効であることが確認できた。 

ユーザーの満足向上には、コミュニケーションスキルの充実が有効と考えられ、今後

向上を図っていきたい。 
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１ ．はじめに 

 １．１ 当社の役割と現状  

当社はＪＸグループのＩＴ機能会社として位置づけられ、グループ各社の企業価値向上

に貢献するため、堅固なセキュリティに支えられた高品質なシステムを最適なコストで提

供することを目的としている。 

当社でのシステム新規開発では、手組みではなく業務パッケージソフトの導入が増えて

おり、一部クラウドサービスの導入も行っている。 

しかし当社では、新日本石油㈱（現：ＪＸ日鉱日石エネルギー㈱）のＩＴ子会社として

システム開発・保守運用を受託することが成り立ちであることから、新規開発よりも既存

システムを改修する保守開発のほうが圧倒的に多い。 

 

 １．２ 既存システム保守への取り組み  

当社の大部分を占める手組みシステムは、ウォーターフォールモデルで保守を実施して

いる。ウォーターフォールモデルは一般的にシステム開発を、「要件定義」「外部設計」「内

部設計」「開発」「テスト」に分割して進める。工程の進め方・意味は図１のような形をと

る。受託開発・保守では、当社は上流工程を主に担当し、下流工程は外部ベンダーに委託

することが多い。当社では手戻りの発生を防いで各工程を確実に実施し、継続して保守を

実施するために、プロジェクト点検・ＰＤＣＡ活動を行ってきた。当社が保守を受託する

基幹システムでは、親会社の合併や競争激化で、システム改修範囲が複数のサブシステム

にまたがることが増加しているが、稼動後１０年以上経過し、安定稼動を実現している 

 

 

 

 

図１ システム開発工程の進め方・意味 

 

 １．３ パッケージ保守への取り組み  

ユーザーからは今後はパッケージを導入したいとの意見がよく聞かれる。当社でのパッ

ケージの導入は、今後も増え続けていく見込みである。この変化にＳＥはどう対応すべき

なのか。本論文では、実際にパッケージ保守を実施した経験から得た手組みとのＳＥ像の

変化について、ユーザー満足度というキーワードをまじえつつ述べる。
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２．システム導入・利用環境の変化 

 ２．１ これまで  

リーマンショック以降、企業ではさらなるコスト削減が求められている。システム導入

ではさらに短納期も求められている。市場予測によるとシステム導入では、手組みよりも

業務パッケージソフト導入の比率が増加している。（図２参照）パッケージの導入にあたっ

ては、作り込みをする手組みと異なり、業務を標準機能だけでまかなえることは少ない。

これまでは、パッケージの業務プロセスはベストプラクティスであり、それを取り入れる

ことで業務改善がなされるから、全体としてはパッケージに業務をあわせて導入すべきと

言われてきた。細かな点では、必要な機能が標準でなければ対策をとらなければならない。

そこで、パッケージ導入企業の多くが、パッケージになんらかの修正を加えたうえで利用

している。（表１参照） 

 

 

 

図２ 市場予測－スクラッチ（手組み）とパッケージの比率 

 （出典：ミック経済研究所 パッケージ中心型&スクラッチ型ソリューション市場 2008マイナビニュ

ースウェブページ http://news.mynavi.jp/news/2009/02/19/052/） 

 

表１ パッケージ導入方法 

No 名称 概要 

1 カスタマイズ パッケージ自体のプログラムを修正する 

2 アドオン 標準機能に加え、外付けプログラムを開発する 

 

同様に、システム利用環境も変化・多様化している。かつてはユーザー自身が管理する

施設にハードウェアを導入、設置することが一般的であった。しかし現在では、外部のデ

ータセンターへのハードウェアの移設はもちろん、自社ではアプリケーションを稼動させ

るためのハードウェアを保有せずに、クラウド上の基盤にパッケージをインストールし、

自らはインターネット経由でその機能だけを利用するといったことも珍しくなくなってき

た。（表２参照） 
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表２ システム利用環境 

No 名称 概要 

1 オンプレミス 自社内に自社所有のサーバーを置き、利用する。 

2 ハウジング 
外部のデータセンターに自社所有のサーバーを置き、利用す

る。 

3 IaaS1 
クラウドサービス上にパッケージをインストールし、自らはそ

の機能だけ利用する。 

 

さらに、自社ではシステム自体を保有せずに、クラウドサービスとしてパッケージの機

能がまるごと用意された「SaaS2」を利用するという動きがでている。 

その他、クラウド上でサービスベンダーがシステム開発基盤を提供し、ユーザーはイン

ターネットを経由して基盤上でシステムを開発、利用する「PaaS3」が今後成長していくと

思われる。「PaaS」には多数のベンダーが参入しており、ベンダーによって提供される基盤

や開発ツールが異なるため、サービス間の互換性がない。そのため一度利用した「PaaS」

に囲い込まれることが懸念されている。 

 

 ２．２ 今後の変化  

パッケージソフトの導入は２０００年頃から盛んになった。導入の失敗事例としてよく

目にするのは、低コストで導入するはずが、次第にカスタマイズ・アドオン部分が膨らみ

結果的に高コストになったというものである。システム全体のうち、カスタマイズ・アド

オンで手組みする部分が半分を超えると、規模とコスト面からみて手組み部分がシステム

の主体に逆転し、パッケージ導入の意味はなくなってくる。一方、他の失敗事例として、

パッケージに業務を無理にあわせたため、自社の強みを生み出していた業務プロセスを捨

て、逆に不要なプロセスを取り入れざるを得ず、効率が低下してしまったということも聞

かれる。 

そうした状況のなかでも、ユーザーのコスト削減のニーズは変わらないため、筆者は今

後、パッケージソフトは導入時のカスタマイズ・アドオン部分は減っていき、標準機能は

充実していくと予想した。標準機能のなかで各社の細かな要件の違いに対応するため、同

時にパラメタ設定も充実していく。これを以後ノンカスタマイズ型パッケージと呼ぶ。 

 

 ２．３ 当社としての対応と変化  

システム導入・利用環境が変化していく中、ＪＸグループのシステム開発・保守運用を

受託する当社は対応の例として、一部システム開発でのパッケージ・「PaaS」の利用や、運

用においては外部データセンターの利用はもちろん、仮想環境基盤の構築を行っている。

ＳＥとして、従来の手組みのシステムだけでなく、様々な形態のシステムを扱う場面が増

えてきている。 

                                                   
1 Infrastructure as a Service 
2 Software as a Service 
3 Platform as a Service 
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 ２．４ 具体的な取り組みとその結果  

筆者は手組みからパッケージの保守をしている部署に異動した。異動した先で、保守し

ている人事系パッケージは、先に述べたようなＧＵＩによるパラメタ設定を主体にしたタ

イプであった。図３は自社開発システムの利用率と今後の動向の調査結果である。分野別

にみると、ＳＣＭ等に比べ、財務会計・人事給与分野は手組みによる自社開発は少なく、

パッケージ導入が進んでいる。ＳＣＭ等は、業務が複雑で企業ごとに特色があるため満足

できるパッケージがないが、財務会計・人事給与分野は、企業ごとに業務にあまり差がな

いため、パッケージの導入が容易であるためと考えられる。この状況は、今後ノンカスタ

マイズ型パッケージが増加するという予想を補強しているといえる。実際に人事系以外の

分野で同様のパッケージの導入が社内で検討されたことがある。 

 

 

図３ 自社開発システムの利用率と今後の動向 

（出典：矢野経済研究所 ERP・業務アプリケーションにおける自社開発システムの利用意向に関する法人

アンケート調査結果 2012 http://www.yanoict.com/yzreport/256） 

 

(1)人事系システムについて 

パッケージの利用にあたっては、各社ごとに異なる業務の要件を、用意されたパラメタ

から設定する。要件がパッケージの標準機能で実現できない場合、通常であればカスタマ

イズ・アドオン開発するところを、ノンカスタマイズ型パッケージでは、標準機能を充実

させ、パラメタ設定で要件は実現可能とし、個別のプログラム・データベースの追加とい

ったカスタマイズを不要としている。 

ノンカスタマイズ型パッケージの導入・運用にあたっては開発ベンダーから以下のよう

なサポートを受けることができる。 
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【主なサポート】 

・導入・運用支援サービス 

開発ベンダーの導入支援担当者がパッケージの専門家として導入プロジェクトに参加

する。プロジェクト完了後は、運用支援担当者が定期訪問し、対面でサポートを受ける

ことができる。 

・法令改正対応 

パッケージ導入企業全体に影響がある法令改正は、パッチをあてるイメージで開発ベン

ダーが無償対応する。 

・Q&A 

製品のポータルサイト等でユーザーからサポート窓口へ質問・回答のやりとりができる。 

・操作・設定マニュアルの整備 

  各標準機能についての操作・設定マニュアルを、ダウンロードできる。 

・講習会の定期開催 

機能の操作方法や設定の仕方を、上記マニュアルを使った講習会形式で学習できる。 

 

以上のサポートのもと、パラメタは、システムの知識がなくても業務担当者がＧＵＩで

設定することができ、アドオン開発が殆んど必要ないため、短期間での導入が可能である。 

人事系システムの導入に当たっては当社は関与せず、サーバ導入・パラメタ設定は、開

発ベンダーのサポートを受けて、別のグループ会社が中心に行った。（システム構築専任メ

ンバーとして１名が出向）稼働後の保守も開発ベンダーのサポートをうけて他社が行って

きたが、昨年当社が保守を受託した。 

 

(2)パッケージ保守の取り組み結果 

人事系システムの保守はパラメタ設定が主体であり、手組みと異なり基本的にプログラ

ム開発は行わない。これまでの経験から、手組みと同様ウォーターフォールモデルのイメ

ージで保守を実施した。（図４参照）上流工程は当社が担当し、下流工程は外部ベンダー

に委託した。手組みと同様に、設計ドキュメント中心に工程を受け渡すようにしたが、結

果はうまくいかず、ユーザーの満足を得ることができなかった。以下の課題から、一例と

して単純な追加要件に対して、予想以上に調査・設定に時間がかかり、リカバリに失敗す

るなどした。 

 

 

図４ システム開発工程の進め方・意味（パッケージ） 
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課題 

・パッケージについての知識が足りなかった 

 ＧＵＩによるパラメタ設定が前提のため、設定は様々な組み合わせが可能で、設定箇所

も複数にわたる場合がある。設定できるパラメタの種類も、マスタ・計算式・オプション

設定・変数等、豊富に用意されている。またパラメタだけで複雑な設定を可能にするため、

設計にパッケージ独自の概念を導入している。それらについて知識が不足していた。 

 

・仕様の確認が足りなかった 

パラメタは短期間で設定できるため、ひとつの保守が１ヶ月～２ヶ月ほどの作業期間で

行われることがある。仕様の確認は主にメール・電話で行うことが多く、一覧化をしてい

なかった。 

 

・進め方の共通認識ができていなかった 

 図４が、システム側のイメージにとどまり、ユーザーと認識があっていなかった。 

 

その他、各機能で必要な一般的なパラメタ設定については、開発ベンダーの詳細なマニ

ュアルがあるものの、各社固有の設定については、必ずしも全ての機能にドキュメントが

そろっているわけではないという事情があった。表３は判明した課題と今後の取り組みで

ある。 

 

表３ パッケージ保守の課題 

No 判明した課題 今後の取り組み 

1 パッケージの知識不足 ＯＪＴの中で、スキル向上を行う。 

2 仕様の確認不足 ＱＡ表で仕様を一覧化する。 

3 進め方の共通認識がとれていない 
メンテナンスの最初に進め方について共通認識

をとるようにする。 

 

ＳＥとしてのゴールは、ユーザーの満足を得ることであり、それは手組みでもパッケー

ジでもかわらない。しかし今回保守に関わった経験から、満足を得るためにＳＥとして必

要な役割が手組みと変化していると感じた。 

先に述べたような仕様追加が発生した場合、手組みでは設計ドキュメントを修正の上、

スケジュール調整を行う。しかしパッケージでは、手組みにあった内部設計が存在しない。

内部設計は、システムを実際に作りこむ工程であり、手組みでは期間を設けて、プログラ

ムやジョブネット等の内部構造を直接開発していく。パッケージでは、ＳＥは内部構造は

参照・開発できず、パッケージベンダーの開発した内部構造に対し、ＧＵＩでパラメタを

設定して動作を指定する。この点が、ユーザー要望の実現方法について手組みと違いを生

むと考えた。 
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３．分析 

 ３．１ ユーザー満足度向上の必要性  

ユーザー満足度調査が、近年企業で注目されている。社会全体が経済的に成長し、人々

の生活が豊かになるにつれて、企業は、クレーム処理中心だったユーザーとの関わり方を

変え、ユーザーの不満を探し出し、不満の解消を通じてユーザーに選択される企業になろ

うと考えている。当社もＪＸグループのＩＴ機能会社として、ユーザー満足度の向上は重

要な課題であり、システム開発部門でも同様である。手組みかパッケージかに関わらず、

ＳＥの役割もユーザー満足度から考えていく必要があると考えた。 

 

 ３．２ システムにおけるユーザー満足度の考え方  

(1)システムの捉え方 

経済でやりとりされる商品には有形財（モノ）と無形財（サービス・権利・情報等）が

ある。システムのユーザー満足度を考える際、システムを有形財と無形財どちらとしてと

らえればいいだろうか。システムの中核は、アプリケーションの集まりからなる。個々の

アプリケーション自体は、モノであり、その品質確保はＳＥとして重要なテーマである。

システムは、ハードウェア・ソフトウェア、ネットワークが相互に影響しあいながら全体

として機能しているという抽象性をもつ。ユーザーに見えているのは、システム全体とし

て提供される機能であり、IT サービスである。よってユーザーにとっての価値から、シス

テムをモノではなくサービスとして捉えることにした。 

 

(2)サービスの特徴 

サービスとユーザー満足度の関係は、様々な研究がされている。その中でも「機能充足・

機能代償仮説」（嶋口，1994）をヒントにユーザー満足度を考えた。機能充足仮説は、サー

ビスの価値は、あって当たり前の価値と、なくてもかまわない価値に分けられるというも

のである。 

 

【サービスの分類】 

本質サービス 当たり前の価値 

表層サービス なくてもかまわないが、あればうれしい価値  

 

例としてコンビニにあてはめると以下のようになる。 

本質サービス 利便性：24時間営業していること、品揃えが豊富であること 

表層サービス 店員が親切であること、フロアが清潔であること 

 

これをシステム開発・保守に当てはめると、ユーザーにとってあって当たり前の価値とは、

よいシステムを安く、早く手に入れたいということになる。なくてもかまわないが、あれ

ばうれしい価値とは、作業の進め方に関する行動マナーということになる。 

本質サービス  機能要件  メンテナンスのＱＣＤ（品質・工数・納期） 

        非機能要件 機能性、信頼性、使用性等の品質 

表層サービス  作業の進め方に関する行動ﾏﾅｰ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 要件の提案、見積回答期限 
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(3)サービスの充実度と満足度の関係 

それぞれのサービスは、ユーザー満足に異なる影響を与える。図５は、それぞれのサー

ビスの充実度とユーザー満足度の関係を図式化したものである。 

図５では、本質サービスは、サービスの充実度に応じて満足度が一定に増加していくが、

充実度がある水準を超えると満足度はそれ以上増加しなくなる。また、充実度がある水準

以下になると満足度が０からマイナスとなる。一方、表層サービスは充実度を上昇させる

かぎり、満足度は増え続けていく。 

これについて嶋口（1994）は、「本質サービスはあって当たり前のものであるため、満足

を生じる要因ではない。一方、表層サービスは、ユーザーにとって不可欠と期待されてい

るわけではないので、充実度が０であっても、ユーザーの満足度は０であり、不満にはな

らない。本質サービスは「不満⇔不満ではない」という方向性があり、表層サービスは「満

足⇔満足していない」という方向性がある。満足していない状態（満足度が０）と、不満

足であること（満足度がマイナス）は区別される。」と述べている。 

  

 

図５ サービス充実度と満足度の関係 

（出典：嶋口充輝（1994『顧客満足型マーケティングの構図 新しい企業成長の論理を求めて』）,P68） 

 

 本質サービスの充実度と満足度の関係について、具体的に上水道を例に考えてみる。水

道の持つ当たり前の価値とは、水が清浄な状態であること（安全性）と、それを常時ユー

ザーまで送り届けること（利便性）である。この２つが満たされ、蛇口を捻って水道水が

でてきたとしても、私達はそれを当たり前と感じているので満足度は小さいが、反対に水

が濁っていたりするとすぐ不満を感じる。 

図５に当てはめると、蛇口を捻って水道水がでる状態は充実度Ｐ’からＰ”の間であり、

水が濁っている状態は０からＰ’の間と考えられる。ユーザーは水道に蛇口から水道水が

でてくること以上のことは期待していないから、充実度がＰ”を超えてもそれ以上満足度

は増加しない。 

ここから、図５で充実度Ｐ”は、ユーザーの期待する充実度であり、期待が満たされた

時点でユーザーは満足してしまうからＰ”を超えても満足度は増加せず、Ｐ’は、期待に

対する最低許容水準であり、Ｐ’を下回ると満足度はマイナスになると説明できる。 

本質サービスと期待水準が密接に関係することは、鉄道からも理解できる。鉄道の本質

サービスは、ユーザーを安全に輸送することである。ユーザーは目的地にただ到着するだ

けでなく、いつ到着するのかも重視しているから、鉄道会社は時刻表という形で期待水準

の目安を示す。これを基準に、到着時刻についてユーザーは満足と不満を感じるのである。 
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(4)システムの充実度と満足度の関係 

機能充足仮説からは、一般のサービスの場合、本質サービスを充実させてもユーザー満

足には限界があるから、不満にさせないことに注意し、表層サービスを充実させるべきと

いえる。業務システムの場合は、本質サービスの充実度に限界はないから、継続的に本質

サービスを充実させていくことで、ユーザー満足を増加させることができる。 

ユーザーがシステムに期待するものとはなんだろうか。多くの企業で、システムは業務

に不可欠な存在となっている。システムの停止＝業務の停止であるため、ユーザーは第一

に、システムに高い可用性を期待している。システムの目的は業務の省力化・自動化であ

り、ユーザーはシステムに本来、効率的に業務遂行できることを期待している。企業間の

競争で、業務は変化していくため、充実度を維持するために、システムを保守する必要が

ある。保守は、充実度を維持するだけでなく、改善や業務の新規システム化によって、シ

ステムの充実度を増加させていく。システム充実度・満足度の時系列を図６で示す。 

 

 

図６ システム充実度・満足度と時間経過 

 

図６は、システムの稼動（H０）から時間の経過とともに、新機能のリリースや改善（Ｈ

１～Ｈ３）によって段階的にシステムが充実し、満足度が増加していくことを表している。 

個々の保守が、満足度を増加させる。機能充足仮説をヒントに、保守をユーザーの要望

に対し、修正されたシステムを成果として提供するサービスの一種と想定し、実現される

システムの充実度と満足度の関係を図７に示す。 

 

 

 

図７ システム充実度と満足度の関係 

 

図７で M”は保守で目標とする充実度であり、M’は目標の充実度に対するユーザーの

最低許容水準である。保守の目標に向かってＳＥはシステムを修正し、目標が達成される

とユーザーは満足する。ひとつの保守が終わると、その状態がユーザーにとって当たり前

になるので、次の保守で満足は一度０に戻り、充実度は前回終了時の状態から出発する。 
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 ３．３ ユーザー満足の実現に向けて  

(1)要望の実現方法 

ユーザーの要望をシステムで実現するために、手組みかパッケージかに関わらず、ＳＥ

は要望をシステムの仕様に落とし込んでいく作業を行う。ウォーターフォールモデルをと

る手組みでは、要件定義・外部設計・内部設計を経て、プログラムやジョブネットに落と

し込んでいく一連の作業がそれにあたる。内部設計の結果に応じて、プログラムやジョブ

ネットは０から作りこんでいけるため、自由度が高い。ノンカスタマイズ型パッケージで

は要件を実現するために、カスタマイズやアドオン開発を前提とせず、パラメタ設定を基

本とする。パッケージ自体の内部設計は見えず、ＳＥは用意されたパラメタを組み合わせ

て機能を実現していく。 

ノンカスタマイズ型パッケージはパラメタ設定の制約があるため、要望の細かい部分ま

で実現するには手組みのほうが適している。要望に対して実現できる仕様がユーザーの最

低許容水準を下回る可能性は、手組みよりパッケージのほうが高い。要望が実現された度

合いという意味でのユーザー満足度からいえば、手組みよりもパッケージのほうがユーザ

ーは不満足を感じやすいということが導かれる。 

 

(2)ユーザー満足の構造 

サービスは、効率性、可用性といった品質・性能はもちろん、デザイン、サポートとい

った多様な属性で構成される。一般のサービスとは異なり、ユーザー部門のプロジェクト

責任者・システム管理者は、システム導入、開発・保守に、本質サービス・表層サービス

の属性だけを求めているのではない。（出典： IPA 2004 年度（平成 16 年度）成果報告

集,http://www.ipa.go.jp/about/jigyoseika/04fy-pro/chosa/srm/srm5.pdf）業務システムの導入、開発・

保守には、一般の商品とは異なり、定性的・定量的な投資効果が求められる。投資した全

体の金額から見れば、パッケージは手組みより優れる。本質サービスと表層サービス、投

資効果の関係を図８で示す。 

 

 

図８ 満足のピラミッド 

（出典：嶋口充輝（1994『顧客満足型マーケティングの構図 新しい企業成長の論理を求めて』）,P71）（一部修正） 
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図８のなかで、投資効果は土台として他の属性を支えている。本質サービスの属性のう

ち、どれかひとつでも最低許容水準を割ると、他の全てが崩れ去り、投資効果は小さくな

って不満となる。一方、表層サービスは、満足を上方に伸ばす役割を果たしている。表層

サービスはどれかひとつが卓越していれば、他の属性が悪くても、そのひとつの卓越性で

他を補うことができる。これが機能代償仮説である。（嶋口，1994） 

保守は、システムの本質サービスを維持・向上させるために行われる。保守自体の、本

質サービスの属性をＱＣＤ、表層サービスの属性を行動マナー、コミュニケーションであ

るとする。保守の品質が最低許容水準を割ると、他の属性が優れていても、システム全体

の満足が低下し、投資効果は小さくなってユーザーは不満になる。機能充足仮説からは、

本質サービス・表層サービスの順で満足を確保することが必要になる。 

 

(3)ＳＥとしての役割の変化 

ＳＥとして、ユーザー満足度を高めていくということは、ユーザーの要望を実現し、満

足のピラミッドを大きく高くしていくことである。本質機能は横に広がって満足度を大き

くし、表層機能は上に広がって、満足度を高くする。 

先に述べたとおり、ノンカスタマイズ型パッケージは設定の制約があり、手組みと比べ

て要件を実現できるかどうか未知数の部分がある。この違いを服を例にとってみる。服を

仕立てる場合は、服を体にあわせられるが、既製品を購入する場合は、服に体をあわせざ

るをえない。仕立て屋は、体の実寸をはかって、そのとおりにつくれるが、既製品はあう

サイズが限られている。このとき販売員は、ユーザーの体に対して小さすぎたり、大きす

ぎたりする服ではなく、最も価値のある、最適なサイズの服を見つけ出す必要がある。 

ＳＥも同様である。いいかえれば、業務とパッケージを橋渡しをするＳＥとして、制約

のあるパッケージの価値を最大化していかなければならない。そのためには、ユーザーに

パッケージを使ってもらうなかで、ユーザーの不満をなくし満足度をあげる活動を継続し

て行うことが必要と考える。 

 

筆者の考えるパッケージ保守のＳＥの役割は以下３点である。 

(1)要件の意味を考える 

要件の意味を理解しなければならないのは、手組みもパッケージも変わらない。ユーザ

ーの満足は、仕様をただ実現するのではなく、業務とシステムに最適な形で実現すること

で得られるものである。手組みでは非効率的な要件でも実現するのは難しくなく、受身の

ＳＥでもユーザーにいわれたとおりつくってしまうことができた。 

パッケージの性質からいって、ユーザーにいわれたとおり作ることはまずできず、要件

によっては、パッケージが対応していない場合がある。 

パッケージの保守は、受身のＳＥではなく、積極的に要件をつめ、ユーザーを導いてい

くようなＳＥでないとできないと考えた。 

 

(2)工夫して要件を１００パーセント実現しようとする 

豊富にあるパラメタ設定のなかから工夫して、要件にあう設定を確認していく。全部は

できないが、ここまでならできるという設定の追求が必要だと考えた。 
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(3)どうしても、無理な部分は代替手段を考える。 

パラメタ設定を調査した結果、パッケージの標準機能ではどうしてもできないことがあ

る。ユーザーの満足が得られないのであれば、せめて不満にさせないようにユーザーと一

緒に代替手段を考えるようにした。全体のうち２割が実現できないのであれば、業務担当

者側で、EXCELツールでデータ加工するなどで補うことを考えることにした。 

 

４．具体的な実現方法 

問い合わせを別として、パッケージ保守で実現すべき要件には様々な規模のレベルがあ

る。そこで、レベル別に、要件の具体的な実現方法をわけた。 

 

【人事系システムでの例】 

①法令改正 

②自社制度変更 

③新機能の利用開始 

④１００人程の業務・操作改善に効果がある。（就労・給与計算） 

⑤１０人程の業務・操作改善に効果がある。（就労・給与計算） 

 

④⑤のレベル 

保守のなかでこのレベルの要望は多い。ノンカスタマイズ型パッケージといっても、業

界で一般的な事柄を形にしたものなので、小回りがきかず、１０～１００人くらいの業務・

操作改善に効果があるような設定はしにくい。ユーザー満足を得るには、要望が満たされ

た数を増やしていくことが必要であるから、ノーといわず、地道に調査に時間をかけ、現

行のパラメタ設定を理解し、要望が実現可能かどうか確認する。改善では、ユーザーから

不便な点は追加で出てくるものなので、できれば一度に対応してしまいたい。しかし仕様

が増えると追加で調査が必要となる。そこで重要度を考慮しつつ、できるだけ仕様が膨ら

まないようにすることにした。 

調査の結果、対応ができず、代替策もない場合は、ユーザーに調査結果を説明しパッケ

ージでは難しいことをはっきりさせ、ユーザーに納得してもらうことにした。 

 

③のレベル 

パッケージに用意された標準機能を新たに使う場合、要件定義が特に重要であると考え

た。手組みで、ある程度以上の規模の開発になると、要件定義は大まかに「何が」必要か

決めて、それを「どのように」設計・プログラミングすべきかは後の工程で決定されるこ

とが多い。これは、ウォーターフォールモデルの問題のひとつと考えられているが、それ

でもウォーターフォールが使い続けられる理由のひとつは、内部設計の変更が可能なため、

ある程度やりなおしがきくためである。 

パッケージの場合は、業務がどこまで標準機能のパラメタ設定で可能か・アドオン開発

が必要か早期に判断することが必要である。そのような開発ではウォーターフォールモデ

ルはそぐわないと考え、積み上げ型のプロトタイピングモデルの考え方を取り入れること

にした。ただし、パッケージを実際に設定するのは困難なため、ドキュメントをユーザー
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と積み上げていくプロトタイプとした。（図９参照） 

 

 

図９ システム開発工程の進め方・意味（パッケージ）修正版 

 

必要なのは、業務プロセスのうち、システム化可能な部分、不可の部分を明確にするこ

とである。そのためには、業務をオペレーションレベルまで落とし込むことが必要と考え、

全体設計としてまず最初に業務運用手順書をつくることにした。 

イメージとしては、業務運用手順書の案をつくり、業務側から不足箇所と業務上実施し

ていることの教示を受け、修正しながら完全な手順書としていく。 

手組みの開発では、業務運用手順書は工程の最後のほうに作成するが、パッケージは画

面・操作方法がある程度決まっているため、この方法がとれると考えた。 

プロトタイピングモデルでは、ユーザーの積極的な参加が見込めるとはいえ、システム

側の詳細な設計ドキュメントを、ユーザーがレビューすることは難しいと考えられたため、

ユーザーが確認しやすいドキュメントにするよう注意することにした。 

また、この資料は業務プロセスのうち、システム化可能な部分、不可の部分を確認する

ためのものであるため、システム側だけでなくシステム外のユーザーオペレーションまで

記述するようにした。 

 

②のレベル 

現行の設定調査がメインとなり、その範囲は④⑤のレベルより広がるため調査には長期

間要する。調査の結果、新規設定や修正が必要な場合もあるが、その場合は③④⑤のレベ

ルの対応方法に準じることにした。制度変更は対応必須なため、④⑤のレベルについても

コストをかけて実施する必要がある。 

 

①のレベル 

パッケージ開発ベンダーの無償対応となっているため、ＳＥとしての対応は発生しない。 
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５．適用してみた結果 

③のレベルについて検討した実現方法を、賞与金計算のシステム化に実際に適用してみ

た。給与計算についてはシステム化されていたが、賞与金計算は年２回のため、これまで

手計算していたところを、今回システム化したものである。作成した設計ドキュメントと

工夫した点は以下のとおりである。 

 

(1) 計算方法マッピング 

パッケージで計算可能か確認するため、現行の業務についてユーザーから資料をもらい、

それと規定類をもとにまずは、パッケージでの計算フローを作成した。それと同時に作成

した計算フローが正しいかユーザーとレビューを行った。 

 

(2)業務運用オペレーション 

賞与金計算業務の開始から終了まで記述した資料である。ユーザーが見やすいように以

下の点を工夫した。 

・時間軸に沿って、誰がいつ、なにを、いつまでにするかを記載する。 

・システムを使用するときに必要な機能・ものを記載する。※アップロードファイル等 

・操作マニュアルと関連付ける。 

・例外についても記述する。 

 

設計ドキュメントで、計算オペレーションをひとつひとつ検討していくことで、以下の

とおり無事賞与金計算をシステム化することができた。 

・賞与金計算を外付けなしで実現することができた。 

・比較的短期間でシステム化できた。 

・初回稼動が問題なくスムーズに終了した。 

 

また、プロトタイピングモデルの考え方を取り入れた効果として以下３点をあげる。 

 

①ユーザーが、システムの完成形をイメージしやすい。 

特に問い合わせもなく、スムーズに初回稼動を終えられたのは、運用設計を固め、ユー

ザーと準備を行った結果である。 

 

②ユーザーとドキュメントを作成しているため、仕様の変更経緯がわかりやすい。 

ドキュメントの改訂と仕様のやりとりは相当数に及んだが、システム側として混乱がな

かったのは仕様変更があった場所とその経緯を残せたからである。 

 

③代替手段を、早期にユーザーと話しあえる。 

 一部運用の中で EXCEL ツールによるデータ加工が必要な部分があったが、早期にユーザ

ーと合意することができた。 
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６．今後の課題 

賞与金計算のシステム化では業務側担当者とヒアリングを重ねたが、業務知識があれば

もっと期間を短縮できると感じた。普段から規定類を読むことで、業務スキル向上につと

めたい。 

本論文では表層サービスの向上には触れなかった。経済的に豊かな現代では、ユーザー

はどちらか一方だけのサービス属性がみたされただけでは満足せず、２つのサービス属性

両方をみたさなければならないとされる。その中でも重要となるのが、表層サービスであ

り、システム開発・保守ではメンテナンスを進めるなかでのユーザーとのコミュニケーシ

ョンということになる。特に段取り力はユーザーの期待値は高いと感じているが、実績値

は低い。ユーザー満足度でよく目にする格言に、「不満を持ったユーザーは、何も言わず二

度とこない」というものがある。ある日仕事が回ってこなくならないよう、コミュニケー

ションスキル・段取り力を今後、充実させたい。 

 

７．終わりに 

ユーザー満足度調査の結果は、グラフ化するのが普通である。システムにおけるユーザ

ーの満足度を、満足のピラミッドの大きさとしたとき、満足度を定量的に表す方法として、

ユーザーの全体の要望のうち、実現できた数を百分率として表せるのではないかと考えた。 

要望に対して実現できた数が低ければ、そのシステムの満足度は低く、保守性・拡張性

に問題がありＳＥは苦労する可能性がある。ただこれは単純化しすぎでこれだけでは、要

望が大きすぎるシステムは、ユーザーが使っている証拠なのか、不備が多いためなのか判

断できない。逆に要望が少ないシステムでも、使われていないのか、修正が不要なほど完

璧なのか、導入時にプロジェクトマネージャーが積み残しなく導入できたためなのか、ユ

ーザーがもう諦めているのか同様に判断できない。要件の規模にパッケージはどこまで対

応できるものなのか。ユーザー満足度向上のため、考慮すべきことはまだまだある。 

ユーザー満足度向上の取り組みは続く。 
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