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情報サービス業の危機と対応法

システム企画研修株式会社 代表取締役 上野則男

現在上野が感じておりますこの業界に対する危機意識と期待を、不

遜ではありますが、思うままに述べさせていただきたいと思います。

今回は骨子のみにとどめ、ご意見・反論をいただいて再提案させてい

ただきたく思います。

1.情報サービス業は危機

これはすべての企業ではな

く、多くの企業のことかもしれ

ません。

仕事はたくさんあるのになぜ危機か！？

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

新３Ｋ評価で新入社員の質が低下してい

ます。おそらく、量の確保も難しい企業のほ

うが多いでしょう。この業界は、あらゆる業
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種の営業職と並んで、飛び切り優秀ではない

一般の人でもそれなりに創造性が活かせる職

場なのに、社交的でない人には営業という選

択肢はありませんから恰好の職場なのに、で

す。

翻って、情報サービス業の今の３０代は優

秀です。多くの企業で研修をさせていただい

て痛感していることです。その方々は、就職

氷河期時代の就職で選び抜かれた人たちなの

です。彼らが夜遅くまで仕事をしてこの産業

を支えています。彼らの悩みは後輩たち・若

手が育たないことです。そのため手が抜けま

せん。彼らは、会社と自分の将来に不安を抱

きだしています。

そんな状態ですから、数百人以上の大手企

業は、ほとんどがメンタルヘルスの改善に取

り組んでいます。うつ病ないしその予備軍が

３割いると言われています。私はその実態を

確認できていませんが、さもありなんとは思

います。

超繁忙なのに赤字？ 最終赤字にまでな

っている会社は多くなさそうですが、プロジ

ェクト単位で見ると、赤字のプロジェクトが

多発しているのです。超繁忙なのに儲からな

い、そんなビジネスがほかにあるでしょうか。

それに近いのは設備過剰の製造業でした。そ

れでもフル操業で赤字の例はないでしょう。

超繁忙なのに大幅黒字にならない、従業員

にも高い給料を払えない、一般にあり得ない

ことが起きています。何かが極めておかしい

のです。
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2.何が原因？

以下は「多くの場合」であるこ

とをあらかじめお断りいたします。

①お客様との関係が弱い

明確な「売り」を持っていないので、不利

な条件で仕事を受けています。仕事はいくら

あっても弱みがある、限られた世界の中で仕

事をしているため「お断り」する勇気がない、

のです。

②仕事の仕方がまずい

契約の仕方を含め、仕事の方法が改善されて

いません。多くの企業は、ＣＭＭＩ（業務の成

熟度）のレベルが実質２程度（業務をなんとか

反復して実施できるレベルで、業務が明確に定

義され改善されるように管理される状態には

なっていない）でしょう。

技術が急展開して汎用機からオープン系、Ｗ

ｅｂ系へ移行し、ネットワークやデータベース、

セキュリティ技術が進化し、パッケージ利用開

発も当たり前の時代になり、その追随・対応に

追われて、開発技術や開発方法を確立する暇が

なかったのです。「失われた１５年」と言われ

るゆえんです。

仕事の内容・方法が変化してきているのに、

それに対応した開発技術や開発方法が確立で

きなかったのは、新しい技術等への対応は現

場任せで、部門マネジャもスタッフ部門も組

織的取り組みが不足していたからです。

反論もあるでしょう。「当社は取り組んで

いる」と。しかし御社は「超残業」の世界か

ら脱出できていますか？ もしそうでないな

ら、その取り組みはやはり不十分なのです。
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③（①②にも関係しますが）要件が固まらない

本号の別稿「プロジェクトを成功に導く開発

目的明確化」で詳しく述べておりますが、シス

テムという物づくりをするのに、物づくりを始

めるまでにその仕様が決まらないのです。これ

は致命的なことですが、関係者は皆あきらめて

受け入れてしまっています。要件変更を受け入

れられる生産の仕組みを用意してそれで対応

しているならよいのですが、そうではありませ

ん。要件変更の多くは計画外のことですから、

だれかが負担しているのです。

こうなれば、まともな生産の仕組みの開発

は手遅れになります。

④優秀な幹部が少ない

部長層の多くは４０代後半から５０代です。

この方々は汎用機中心の技術で育ちました。

ほとんどが技術屋さんや職人さん気質で、ま

ともなマネジメントの訓練を受けていません。

これではまともな部長業務が務まるわけがな

いではありませんか。組織には部長が必要と

いうことで、年功序列的に部長になっていた

だいていますが、専門職として働いていただ

いたほうがよいのです。

極論する方は、今の部長は「置屋」の女将

だと言っています。別の方は「ことが起きた

ときに謝りに行くのが部長だ」と言う方もい

ます。少なくとも信頼されているとは思えま

せん。

本来の部長のミッションは、自分の部門の

成果の質・量が高まるように部門を変えてい

くことです。部門の仕事のあり方を変えてい

くことです。これをするには、超過剰労働状

態の部下に参画させなければなりません。そ

れをする勇気と知恵とリーダシップが不足し

ているのです。ですが、それをしないかぎり

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr8107.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr8107.pdf
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は悪循環で、いつまで経っても超過剰労働状

態から脱却できません。

多くの企業のトップは、「部長は教育して

も効果がない」と言って教育の対象にしてく

ださいません。こうなったのは、必ずしも部

長の責任ではない、と思います。そのように

仕事をさせてきた業界や企業の責任が大きい

のであって、言わば部長たちも一種の被害者

なのです。

「これではいけない」と勇気ある社長は、

どんどん若手を教育し、抜擢して３０代後半

の方を部長にしています。みんなの幸せのた

めに、多くの企業でそうあって欲しいと思い

ます。

⑤「できる」経営者が少ない

そのような状態（そういう人たちを部長に

している、部長が本来の仕事をしない）を放

置しているのは、最終的には経営者の責任で

す。経営者の危機意識の甘さ、対策に対する

見識の不足、リーダシップの不足があると言

われても致し方ないようです。私の見るとこ

ろでは、多くの経営者はこの３要素のどれか

一つを欠いておられるのだと思われます。会

社の成り立ちで分かれます。
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3.業界の将来像

話し変わって、この業界の将来

はどうなっていくのでしょうか。

もちろん経営者が問題意識を持って取り組ま

れたとしてのことです。

図表１・２・３は、当社主催による、情報

サービス業トップの研究会「ＩＳトップ・フ

ォーラム」の２００６年度の研究成果です。

多くの業態がありますが、開発中心のビジネ

スを単純化すると、技術指向（研究開発型企

業）と製造業指向の２極分化です。

研究開発型企業の場合の経営は、優秀な人材

の確保とモチベーションアップに注力すればよ

いのです。

これに対して製造業指向の場合は、まともな

経営マネジメントが必要です。いかにして製造

業的マネジメントをこのビジネスに持ち込む

か、という点も同フォーラムで研究しました。

その結論と私の見解を次項にまとめました。

開発中心ビジネスの場合は、このいずれかの

パターンに収れんし、中途半端な企業は生き残

りが難しいというのが、この業界を知る識者の

見解です。
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図表１ 情報サービス・ビジネスマップ
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システム

マネジメント

Ｌ．プロフェッ

ショナル・

サービス

Ｍ．
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サービス

1. 全面アウトソーシング Ｃ＝Ａ＋Ｇ＋Ｈ
2. 大型開発案件 （Ｆ）＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ（多重下請け）
3. 安定的ビジネス Ｂ＋Ｇ
4. 不安定ビジネス Ｆのみ、Ｃのみ
5. ＡはＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅを利用している。

実際のビジネス・パターン例
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図表２ 各ドメインの解説

Ａ
元請け（子会社系）
ビジネス

 開発系業務のいわゆる主契約者（プライム）となるビジネスで、以下のようなサブパターンがある。

この大半は子会社系企業である。

Ａ１：企画から運用までを完全に自前で実施する。例は多くない。

Ａ２：企画は責任を持って実施し、開発・保守は基本設計程度を自ら行い、後はＢかＤを利用する。

Ｂの場合の開発プロマネは自前だが、Ｄの場合は開発プロマネをＤ企業に依存し、進捗管理と

検収程度のみを実施する。運用は自前の場合と外注の場合とがある。

Ａ３：企画は発注者が行うプロジェクトに支援型で参画し、開発以降をＡ１またはＡ２のパターンで

実施する。

Ｂ 開発・保守サービス

 システムの利用企業に「派遣型」で常駐し、開発や保守業務を担当する。

 原則として開発・保守のリスクは負わない。

 リスクをとる形の請負契約をする場合もある。

 このサービス提供者の強みは、長年の派遣を通じてシステム利用企業のビジネスまたはアプリケー

ションに精通していることである。

 中堅以下の企業が多かったが、最近は大手企業も経営の安定化をねらって重視してきている。

Ｃ 一括請負ビジネス

 システムの利用企業から、主として大型開発案件を請負型で受注する。

 開発部分はＤに発注する場合もある。

 企画を実施する範囲は全面から部分まであり得る。

 旧メインフレーマや大手企業が担当する。

Ｄ 開発請負ビジネス
 ＡまたはＣの企業から開発・保守業務を請負型で受注する。

 中堅以上のソフトウエア業が該当する。

Ｅ 開発役務提供サービス
 ＤまたはＣの企業が受託した開発・保守案件に派遣型で参加し、開発・保守業務を分担する。

 原則としてプロマネ機能はＤまたはＣの企業が持つ。中小のソフトウエア業が多い。

Ｆ コンサル

 システムの利用企業に対して、システム企画の部分の支援（コンサル）や情報処理領域全体に対す

る

アドバイスや支援を行う。

 一括請負ビジネスに対してコンサルをすることもある。

Ｇ 運用サービス
 運用業務の実施サービスであり、コールセンタ業務等も含む。

 請負型と要員派遣型とが存在する。

図表２ 各ドメインの解説

Ａ
元請け（子会社系）

ビジネス

開発系業務のいわゆる主契約者（プライム）となるビジネスで、以下のようなサブパターンがある。

この大半は子会社系企業である。

Ａ１：企画から運用までを完全に自前で実施する。例は多くない。

Ａ２：企画は責任を持って実施し、開発・保守は基本設計程度を自ら行い、後はＢかＤを利用する。

Ｂの場合の開発プロマネは自前だが、Ｄの場合は開発プロマネをＤ企業に依存し、進捗管理

と検収程度のみを実施する。運用は自前の場合と外注の場合とがある。

Ａ３：企画は発注者が行うプロジェクトに支援型で参画し、開発以降をＡ１またはＡ２のパターンで

実施する。

Ｂ 開発・保守サービス

システムの利用企業に「派遣型」で常駐し、開発や保守業務を担当する。

原則として開発・保守のリスクは負わない。

 リスクをとる形の請負契約をする場合もある。

 このサービス提供者の強みは、長年の派遣を通じてシステム利用企業のビジネスまたはアプリケー

ションに精通していることである。

中堅以下の企業が多かったが、最近は大手企業も経営の安定化をねらって重視してきている。

Ｃ 一括請負ビジネス

システムの利用企業から、主として大型開発案件を請負型で受注する。

開発部分はＤに発注する場合もある。

企画を実施する範囲は全面から部分まであり得る。

旧メインフレーマや大手企業が担当する。

Ｄ 開発請負ビジネス
 ＡまたはＣの企業から開発・保守業務を請負型で受注する。

中堅以上のソフトウエア業が該当する。

Ｅ
開発役務提供サービ

ス

 ＤまたはＣの企業が受託した開発・保守案件に派遣型で参加し、開発・保守業務を分担する。

原則としてプロマネ機能はＤまたはＣの企業が持つ。中小のソフトウエア業が多い。

Ｆ コンサル

システムの利用企業に対して、システム企画の部分の支援（コンサル）や情報処理領域全体に対す

るアドバイスや支援を行う。

一括請負ビジネスに対してコンサルをすることもある。
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図表２ 各ドメインの解説（つづき）

Ｇ 運用サービス
運用業務の実施サービスであり、コールセンタ業務等も含む。

請負型と要員派遣型とが存在する。

Ｈ

情報処理サービス

（含むデータセンタ・

ビジネス）

 コンピュータ資源を保有し、その資源を提供するビジネスである。

時間売りと一括売りとがある。

資本力が必要なので大企業が中心である。

Ｉ ＡＳＰサービス

 ＩＴ処理資源とソフトウエアを所有し、お客様に対して利用実績対応で料金をいただくビジネスであ

る。

提供するソフトウエアは業務ノウハウ寄りが多い。

Ｊ
製品提供

（ソフトウエア）

技術寄りのツール系ソフトウエア（ＤＢソフト等を含む）から、業務ノウハウ寄りのアプリケーションパ

ッケージまでが対象である。

Ｋ
製品提供

（コンテンツ）

古いものはデータベースサービスがあり、ゲームソフトやジョルダン殿の乗換案内、ｅラーニング教材

等の製作・提供ビジネスが含まれる。

技術寄りと業務ノウハウ寄りがある。

Ｌ

技術提供

（プロフェショナル

サービス）

基本的には要員派遣型ビジネスであるが、対象者が極めて高い専門スキルを持っていることが特

色である。

専門ＩＴの技術者から，ＩＴとビジネスの両面に強い必要があるプロマネ、システム（部門）を管理する

マネジャまで幅広い（現時点では、後者の職種の例はほとんどないのではないか）。

Ｍ
技術提供

（製作サービス）

 Ｚｉｔ社がやっておられるような企画型のオーダメードシステム製品の開発やホームページ制作サービ

スなどが含まれる。

場合によってはハード開発も含んだ開発となる。

サービス提供ビジネスとの相違点は、目的が明確な自己完結性の高い製品が対象である点である

（この相違は相対的である）。

サービス提供ビジネスと比較すると、基本的には「ニッチ」である。
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図表３ 事業競争力強化課題（その領域への参入条件）

A 元請け（都度型）ビジネス 企画力強化、要件確定力強化、総合ＰＭ力強化、保守の革新

B 開発・保守サービス  （ＥＵと直結）お客様の望むサービス提供、お客様との信頼関係強化

C
一括請負（全面アウトソーシン

グ）ビジネス
資本力強化、総合ＰＭ力（企画・見積り能力、リスク対応能力）強化、保守の革新

D 開発請負ビジネス 開発ＰＭ力強化、開発技術力強化（物づくりへの執着、ツール活用）、保守の革新

E 開発役務提供サービス 要員管理ノウハウ強化

F
コンサル

（システム構想段階）
企画力強化、専門性強化、ノウハウ蓄積

G 運用サービス 要員管理ノウハウ強化、運用技術力強化（特にセキュリティ管理）

H
情報処理サービス

（含むデータセンタ・ビジネス）
資本力強化、営業力強化

I ＡＳＰサービス 商品力強化、営業力強化

J
製品提供

（ソフトウエア）

パッケージビジネス・ノウハウ（企画力、技術力、パッケージとしての開発力、

料金設定ノウハウ、営業力）強化

K
製品提供

（コンテンツ）
企画力強化、技術力強化、営業力強化（連携）

L
技術提供

（プロフェッショナルサービス）
専門性強化、ビジネスモデル構築、ノウハウ蓄積

M
技術提供

（製作サービス）
専門領域強化、商品開発力強化、営業力強化
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4.製造業指向の企業は

生産技術強化に

本腰入れて取り組め！

(1)開発ロスの削減

私は２００６年初頭に、現在の開発者の仕事

の時間は、「手戻り、手直し、手待ち」の開

発ロスが平均４割あるという調査結果を報告

しました（注１）。多くのベテランの所感も

その数値に合致していました。

その報告以来、私は各社にこの開発ロスの

削減に取り組みましょうと、ことあるごとに

言っております。４割のロスを半分にできた

ら、２割の利益が出るのです。現状は、これ

だけのロスが発生するという前提で見積りが

されてこの業界のビジネスが動いているので

すから。

この開発ロスの削減に、多少なりとも取り

組み始めた企業もあるようですが、本格的な

取り組みはまだどこでもされていません。な

ぜなら、この改善には部長中心のラインでの

改善活動が必要なのですが、２．の④の状態

ですから、この改善活動は成り立ちません。

注１：

抜本的生産性改善への提言

（当誌２００６年１月号）

開発ロス削減へのアプローチ

（当誌２００６年１月号）

開発ロス

3～4 割

ロス（ムダ、ムリ、ムラ）

削減

正規の

開発作業

6～7 割

標準化・

ツール導入等

実 態 対 策 目 標

開発ロス

半減

正規の

開発作業

6～7 割

12
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開発ロス削減への再提言

（当誌２００７年４月号）

(2)要件不備への積極的対応

（１）の「手戻り・手直し・手待ち」の原

因の半分以上は要件不備である、という調査

結果が多数公表されています。開発ロスの削

減には、要件不備の削減は避けて通れない道

です。

この点につきましては、当ＭＩＮＤ－ＲＥＰＯＲ

Ｔ誌上でも何度も取り上げましたので（注２）、

ここでは結論だけ述べさせていただきます。

要件不備には不可避的な要因がある。

この不可避的な要因に対する対策は「開発

目的の明確化」である。

「開発目的明確化」に発注者・受注者が共

同して取り組むべきである。

注２：

失敗プロジェクト、諸悪の根源「要件不備」

に迫る！！（当誌２００６年４月号）

要件確定へのチャレンジ始まる！！

（当誌２００６年７月号）

要件確定問題の前進を目指すＳ社の画期

的取り組み始まる！

（当誌２００６年１０月号）

開発要件を何とかもう少しまともなもの

にしませんか！！（当誌２００７年１月号）

失敗プロジェクトを削減する要件確定前

進の試み（当誌２００７年１０月号）

(3)開発自動化

製造業を目指すのであれば、製造工程の自

動化は生産性向上の切り札です。

現在この業界で主流となっている取り組

みは、実現までに時間のかかる自動化よりも、

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr72/mr7202.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr72/mr7207.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr77/mr7706.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr73/mr7309.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr74/mr7407.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr7504.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr76021.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr79/mr7907.pdf
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手っ取り早いオフショア開発の採用のようで

す。ですが、日本国内向けのいわゆるアプリ

ケーション開発については、思ったような成

果が上がっていないというのが実態です。

見識ある経営者は、「成果が上がらないだ

ろう」と言われました。「ではなぜやるので

すか」と聞きますと、「みんながやるので、

どんなものか確認する必要がある。やはり駄

目かということを部下が分かることだけでも

よい」と言われていました。日本的な発想で

す。

オフショア開発では、製造部分のコストは

たしかに下がっているように見えますが、管

理業務やテスト段階でのリカバリを含めると、

コストダウンになっていないのです。

なぜなら、これまで述べてきましたように、

日本のアプリケーション開発は要件の変更が

頻発します。オフショア開発に出す仕様が変

わるのです。その変更をいちいち向こうに出

していたのでは面倒ですから、国内に引き上

げてきてテスト段階で仕様変更対応をしてい

ます。これではコストダウンにならないでし

ょう。

もし仕様が明確に決められるのであれば、

仕様の言語変換（プログラミング）は（外国

の）人間にしてもらうのではなく、機械にし

てもらったらよいではないですか。そのほう

がよほど正確な仕事をしてくれるでしょう。

先進企業は自動化に取り組んでいます。開

発フレームワークを自社開発し、その企業の

業務アプリケーションはすべてそれを使って

いる企業もあります。そういう会社はオフシ

ョア開発とは無縁です。

今の段階では、どのような条件のものにで

も対応できるということは難しいようですが、

ニーズがあるのですから、いずれは何でも可

14
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能になるでしょう。ソフトウエア開発は、物

理的なものを作らないのですから、製造業よ

りも自動化をしやすいはずです。

開発の自動化は、現在いろいろな意味で問

題を起こしている「保守」業務の革新にもな

ります。

(4)生産技術強化の体制作り

以上の取り組みはすべて生産技術の改

善・革新です。これらの取り組みを行うには

それなりの体制が必要です。上野は、ＩＳト

ップ・フォーラムで以下のような報告をしま

した（注３）。

製造業を目指す大手企業はおそらく５，００

０人以上の規模が必要で、その５％、２５０人を、

生産系スタッフすなわち生産技術、生産管理

（ＰＭＯ）、品質保証に割く必要がある。

現に、日立システムアンドサービス㈱殿は

ちょうど５，０００人の会社ですが、生産技術・

ＰＭＯ・品質保証に２６０人の要員がおられる

とのことでした。「どうしてそんな体制を取

れるのですか」と聞きましたら、日立グルー

プのソフト会社はみなそうなっていて、それ

は親会社日立製作所の文化で当然のことだと

言われました。製造業なら当たり前のことな

のです。

注３：

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

（当誌２００７年４月号）

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr77/mr7703.pdf
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［むすび］

これからを期待いたします

上野は、当誌の本年度年頭所感で、以下の

３社のすばらしい成果をご紹介しました。

■カシオ計算機㈱殿

グループ売上高６，２００億円、従業員数

１２，０００人のシステムをわずか１３０人

のシステム要員でほとんど外部利用なしでこ

なしておられます。矢澤部長が１０年がかり

で築き上げられた文化・方式で、これが実現

できているのです。

■㈱丹青ビジネス殿

わずか１２人の会社ですが、責任者の斉藤

常務は、やはり１０年がかりで開発業務の革

新を進めてこられました。特筆事項は、同社

の開発する業務処理系のシステムは、すべて

同社製の開発フレームを使用して開発してい

ることです。

■情報電子㈱殿

ここもわずか１１人で、創業１０年の会社

ですが、後藤社長が中心になって生産管理業

務用のＪＡＶＡフレームワークを開発されま

した。これを使って受注開発をされています

が、手作り開発の２～３倍の生産性だと評価

されています。
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いずれも、その責任者が１０年かけて取り

組まれ、成果を実現されたのです。その責任

者の方のビジョン、信念、リーダシップと粘

り強い努力で実現したものです。本号巻頭言

でトヨタ社友の黒岩教授も言っておられます

ように、会社を変えていくのはトップなので

す。

図表４にありますように、これからは現場

から優秀な人材を引き抜いてきてスタッフに

あて、そのスタッフともどもラインを引っ張

って会社を変えていく努力をしていただきた

いと思います。

黒岩教授の言われるように、日本人の国民

性・能力からすれば、安易な米国追随ではな

い日本らしい情報サービス業のビジネスモデ

ルが確立できるはずです。

情報サービス業の皆様、頑張ってくださ

い!!

ＳＩビジネスこれからの成功モデル

ライン

トップと強力なスタッフが引っ張る

図表４ ＳＩビジネスのこれまでとこれから

ＳＩビジネスこれまでの成功モデル

ライン

トップが引っ張る スタッフが後押しする

目次に戻る

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr81.html

