
システム開発,トラブル解決

脱出!動かないコンピュータ
●バク発生や納期遅れはシステム開発につきものだ｡中断してしまうプロジ

ェクトも中にはある｡こうした｢動かないコンピュータ｣状態を乗り越えて

システムを稼働させたユーザーの実例から,脱出の秘けつを探った｡

●システム開発を会社全体の取り組みとする,担当者を明確に定める,開発

過程のドキュメントをきちんと残す,といった開発体制の整備が不可欠だ｡

バクは整理して地道に根絶することである｡

●トラブルを脱出するには決してあきらめず,こうした当たり前のことを根

気強く続ける以外に道はない｡

｢各部門の責任者が出席する会議

で,システム開発の計画を議題に取

り上げてもらった｡責任者に開発へ

の理解を求めるとともに,要望も聞

くことで,全員をうまく開発に巻き

込むことができた｣-｡曹洞宗の

大本山鹿痔寺(横浜市)のシステ

ム責任者である宮崎叢堅老師(布教

次長兼電算室主任)はトラブルの脱

出策をこう語る｡

総持寺は檀家管理システムの構築

を目指した｡しかし1986年から90

年にかけて,合計で1億円以上を

開発に投じたものの,システムはさ

っぱりできなかった｡

宮崎老師とともにその後を引き受

け,プロジェクトを成功に導いた富

士総合研究所(本社東京,池谷禎一

社長)のコンサルタントである八島

治氏は言う補足する｡ ｢大事なのは

プロジェクトを"仕切る"能力だ｡

システム開発の主導権を握りながら,

重要人物にあらかじめ根回しも怠ら

ない｡さらにコンピュータと別世界

に住んでいるユーザーに,彼らが理

解できる言葉でプレゼンテーション

する工夫も必要になる｣｡

繰持寺に限らず, ｢動かないコン

ピュータ｣の事例は今日でも少なく

ない｡そこで改めて,トラブルを乗

り越えシステム開発を成功させた
｢動かないコンピュータ脱出事例｣を

発掘,脱出の秘けつを探ってみた｡

特に前半の事例では開発体制の整備,

後半はバグ退治に注目する｡

担当者の努力で現場が理解

絶持寺は永平寺(福井県吉田郡永

平寺町)と並ぶ曹洞宗の大本山であ

る｡末寺(地方のお寺)の信徒数は

800万-900万を数える｡直檀(絶

持寺本体の檀家のこと)だけでも

5000という巨大さだ｡

綿持寺が86年から7年にわたり,

開発に悪戦苦闘したシステムは,香

恒や信徒,さらに墓地などを管理す

るためのもの｡従来こうした管理は,

台帳を使った手作業だった｡台帳に

は直檀の住所や氏名から,過去に亡

くなった人の戒名,墓地の住所,請

経費の支払いなどが記録されている｡

だが台帳は一元管理されておらず,

様々な寮(通常の企業の部門に当た

る)や墓地を管理する事務所などに

散らばっていた｡各寮はそれぞれ檀

家の受け付け,案内状送付,経理な

ど,担当作業が決まっており独立性

が高い｡一つの台帳に記載された情

報が,別の寮にある台帳に反映しに

くいという問題を抱えていた｡

そこでコンピュータを使った管理

を進めたいとの声が上がった｡ 85

年に手始めとして檀家カード(直恒

に関する情報を記したもの)の整備

が始まった｡しかし91年に宮崎老

師と富士総研の八島氏が担当になる

まで5年あまり,システム開発は

ひたすら迷走した｡
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5年間,開発が進展せず

システム開発にとりかかったのは

翌86年(表1)｡纏持寺のコンサル

ティングを弓｣き受けていた会社の紹

介で,富士銀コンピューターサービ

ス(FCS,現富士総合研究所)が

開発を担当することになった｡

FCSのホスト機に,整理した檀

家カードのデータを載せる段階まで

は進んだ｡だが,それ以上は進展し

なかった｡費用がかさむことのほか

に,コンサルティング会社とFCS,

さらにFCSと総持寺の監院(事務

部門のトップに当たる)との問で,

意思の疎通が図れていなかったこと

が原因だった｡

FCSへの委託が失敗したため, 87

年からソフト･ハウスのコスモ.エ

イティ(現在はセコム情報システム)

とともに,パソコンを使ってシステ

ムを構築することになった｡

業務の現状調査から始め,ある程

度の帳票を集めたが,作業は進まな

かった｡宮崎老師は｢コスモ･エイ

ティは業務について勉強不足だった｡

各寮の責任者に当たる役寮も,シス

テム開発に対する理解と協力が足ら

なかった上に,要求を具体的に伝え

られなかった｣と話す｡

開発が順調に進まない状況にもか

かわらず,綿持寺は89年9月,オ

フコンのAS/400を導入している○

大量の戒名データを検索するための

サーバーだったという｡

だが同じ89年に,絶対的な権限

を持つ監院から｢システム開発をや

めよ｣との命令が下ってしまった｡

･総持寺のシステム担当者が個人的

に開発を進めていた｡監院に対して

進ちょくの報告などが足りなかった

表1●絶持寺(そうじじ)の情報システム導入の経緯

時期　　　出来事

1985年こ.ろ直檀(檀家)に関する情報(住所,戒名,墓地の所在など)が記載された檀家力
-ドを整億し始める

･･--　∴:I.=言宗∵二言∴'.章-_誉言?:':-+;･･! l'､二言葺.･71: :‥

段階まで進んだ｡しかしコストがかさむことなどを理由にそれ以上進展せず

87年　禁霊孟冨芸呈遠望雷鳥妄('i;7'75)冒,"霊5,50if･"I71=fRJ#h'{慧苧芸

特等の当時のシステム担当者とともに進めたが･現場の理解を得られず難航した

89年　完工=]美豊慧孟妄言三言宕芸雷慧完孟壷芸至iB,"LOfg7iI}rLAi/gOi芸

ため

89年ごろ　事務方のトップてある監院(かんにん)からシステム開発に待ったがかかるDこ

れ以後AS/400を使わないまま放置

91年夏　監院の命によりパソコンに詳しい宮崎老師がシステム担当になる〇富士総合研究

所の八島氏が同社幹部の特命により線持寺の担当になる

91年秋　冬現場の責任者である役寮からなる役寮会(取締役会に相当)を開き･システム

構築に対する理解を求める

92年1月～　宮嶋老師と八島氏は苦労しながら,各寮で使っている帳票を集め業務を分析した

92年7月

92年夏以降楓こ集まってもらいサンプル･プログラムを確認してもらうoこれ以降,本格
的な開発に入る｡放置していたAS/400を更新し利用する

93年6月　　第1次システム稼働
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のが打ち切りの原因だろう｣ (富士

総研の八島氏)｡これ以後,総持寺

はリース料だけを支払い続けたまま

AS/400を使わずに放置した｡

新担当者が腕力を発揮する

1億円を捨てたままにするわけに

はいかない｡監院の命により宮崎老

師が91年夏,本格的にシステム担

当になった｡ ｢パソコンに明るいと

いう点と,いくつかの寮で仕事をし

てきた点を評価されたのだろう｣と

宮崎老師は理由を分析する｡前後し

て,過去のいきさつから富士総研が,

難プロジェクトに強い八島氏を総持

寺の開発に送り込んだ｡

総持寺の過去の失敗は,現場や監

院と開発担当者とのコミュニケ~シ

ョン不足によるものだ｡

そこで91年秋に,役寮会(取締

役会に相当)においてシステム開発

の問題を2度議題に上げた｡役寮

にシステムへの要望を聞く一方で,

現状分析などの開発業務への協力を

要請した｡この結果,システム開発

を担当者個人の活動でなく,全山の

取り組みとすることができた○これ

が今回の成功のポイントだった｡

教訓① :

ェンドユーザーの理解を得よ

宮崎老師はこう打ち明ける｡ ｢実

は役寮会に先がけて,業務を調査し

ょうとした｡しかし突然だったため

現場の理解を得られず失敗した｣〇

八島民と宮崎老師は絶対的な権力

を持つ監院の信頼を得た｡ ｢システ

ムの言葉を使わずに,監院の世界の

言葉で開発作業を説明したからだ｣
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±八島氏は語る｡

例えば八島氏が監院から受けた使

命は｢ありがたみのあるシステムを

守れ｣だった｡八島氏はこれを｢檀

家に優しいシステムを作れ｣と受け

とめた｡そしてシステムの初期画面

ここ, ｢心｣の文字を大きく表示させ

た(写真1)｡ ｢プロトタイプができ

た時, 『心で始まり,心に戻ります』

と監院に説明したら,一発で了解を

頂けた｣ (八島氏)｡

粘った未に,業務分析を完了

役寮会を開催したのと同じ91年

秋に電算室を発足させ, 92年に両

氏は業務分析を始める｡まず業務分

析に必要な帳票をそろえなくてはい

けない｡複数の寮の仕事を経験して

いる宮崎老師は,各寮にどのような

書類があるのか検討をつけ,帳票類

を洗いざらい提出してもらった｡そ

の数は600に及んだ｡収集作業と

現場の要望のヒアリングには,根気

が必要だった｡自らの雑用が増える

のを恐れ,協力してくれない現場も

あったからである｡

92年秋から設計作業に,その後

開発作業に入った｡サンプル･プロ

グラム(プロトタイプ)を作って,

監院,役寮,各寮の担当者それぞれ

に確認してもらった｡八島氏は｢開

発途中でユーザーに意見を聞いてお

けば,ユーザーも安心できる｡いた

ずらに開発を急ぐのは良くない｣と

説明する｡

93年6月,放置していたAS/400

B35を後継機のE35に更新して,

第1次システムの稼働にこぎ着け

た｡コンピュータ用語を使ったメッ

セージが画面に出ないようにし,デ

ィスプレイも17インチを採用して

見やすくした｡使い手や檀家に優し

いシステムを目指したわけである｡

綿持寺は現在,第2次システムの

構築を進めている｡

ユーザーの窓口一本化で解決

ジェイエスエス

スイミング･スクール大手のジェ

イエスエス(JSS,本社大阪市,奥

村征照社長)も,全国100カ所に

展開しているスクール(事業所)に,

管理システムを導入するまでの道の

りは長かった(86ページの表2)o

個別の要求に応じてしまった

JSSが最初にシステムに取り組

んだのは80-81年にかけてのこと｡

富士通のディ-ラである旧エルム

(ELM,現ウッドランド,本社大阪

市,柴田隆介社長)に委託し,富士

通のオフコンを利用して各スクール

(事業所)におけるシステムの構築

を始めた｡スクールの会員管理,会

費の管理,それと会員の実力につい

ての進級管理が主なアプリケーショ

ンである｡

JSSは当時,スクールごとに管

理方法が少しずつ違っていた｡ELM

は各スクールの要望に応じてシステ

ムのカスタマイズを続け, 85年に

は30-40スクールまで展開した｡

個々のスクール内の業務に利用す

る上では問題はなかった｡しかし

JSS本社はスクールのデータを使

えなかった｡ ｢売り上げ一つとって

ち,スクールによって管理項目に微

妙な違いがあったので,本社で全体

二ヨ妙''

写真1●絶持寺の檀家管理システムの初期画

面には｢心｣の文字が表示される｡開発者の
こうした工夫がユーザーの心をつかんだ

の売り上げをきめ細かく分析できな

かった｣ (JSS企画部の服烏陽助次

長)0

服鳥次長はソース･プログラムに

当たればスクールごとの違いを確認

できるだろうと考えたが,スクール

によってはソース･コードが見あた

らないことも多かった｡

そこでJSSは88年になってシス

テムのリプレースを決断した｡当時,

資本関係のあったソフト･ハウスの

プシケコーポレーション(現在は休

眠会社)が, ELMの救援に入るこ

とになった｡利用するハードは口本

IBMのシステム/36である｡

だがプシケコーポレーションの開

発も,わずか7スクールのシステ

ムを富士通のオフコンからIBM機

にリプレースしたところで止まって

しまう｡ ｢全国に広がるスクールの

システムを開発するには,パワーが

不足していた｣ (服烏次長)のだ｡

富士通デイーラ-再度リプレース

JSSは88年暮れに再び,別のソ

フト･ハウスに切り替えることを決

める｡そこで4ベンダーから話を
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