
 

 

 1.C/S システム開発と 
  プロジェクト管理 

 

 

 我が国では，1990 年頃に C/S(クライアント/サーバ)システム開発の時代が始まったと考

えられている。1960 年代後半に，IBM システム 360 アーキテクチャが出現して以来の大き

な変化である。それがどの程度受け入れられてきたかをデータで少し観察してみる。 

 表 1.1 は，郵政省による LAN の普及率調査のデータである。これを見ると，1993 年には

全体で 40％の企業が LAN を導入している。1990 年頃から導入が開始されたとすると，約

3 年で 40％の企業に導入されたということは，相当のスピードである。さらに，1995 年には

全体で約 53％になっている。普及速度は減少したように見えるが，従業員 2.000 人以上の

企業を見ると，約 84％の企業が既に LAN を導入していることになる。もちろん，LAN を導

入したからといってそれがすぐに C/S システム開発に結びついたかどうかは，このデータで

は確認できない。しかしながら，大方の企業が新しいテクノロジーの導入を行っているという

ことは事実として言うことができるだろう。 

 

表 1.1 LAN の従業員数別利用率 

従業員数 1993 年 1995 年 

  % %

全体 39.6 53.2 

300-500 30.9 38.5 

500-1000 34 53.7 

1000-2000 58.7 68 

2000 以上 67.7 83.7 

(注) 「部門 LAN のみ利用している」という回答と「部門 LAN

と基幹 LAN の両方利用している」という回答の合計% 

(資料) 郵政省「企業内通信ネットワークの現状」 

平成 8 年 5 月 

 表 1.2 は，通産省による 1996 年度パソコン設置状況のデータである。これによると，全産
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1. C/S システム開発とプロジェクト管理 

業平均でパソコンの設置台数は 1 社当たり 360 台，1 人当たり 0.3 台である。また，そのう

ち LAN に接続しているパソコンの比率は約 60％である。1 人当たり台数は産業によってか

なりばらついていて，情報サービス・調査・広告や学校・研究などの情報生産職場では，既

に 1 人 1 台以上設置されているというデータになっている。また，放送・通信，電気機械など

現在の先端技術を用いる産業も 2 人に 1 台のパソコンが設置されている状況になっている。

このように，企業におけるパソコンの導入も急速に進められてきていることが分かる。 

 

表 1.2 パソコンの設置状況(1 企業当たり) 

  台数 1 人当たり

台数 

LAN 接続

台数 

LAN 接続

比率 

全産業平均 360 0.29 210 0.58

(注) 1 人当たり台数の多い産業は，情報サービス･調査･広告(1.19)，

学校･研究(1.11)，放送･通信(0.63)，電気機械(0.55)，一般機械

(0.46)，精密機械(0.44)など 

(資料) 通商産業省「我が国情報処理の現状」平成 8 年度調査 

 

 表 1.3 は，通信ネットワーク化投資の目的を郵政省が調査したデータである。このデータも

1993 年と 1995 年の比較である。目的の上位 4 項目は両年度同じであるが，1993 年には

第 2 位に通信費用の節減が挙げられていたものが，1995 年には第 4 位に後退し，代わっ

て事務・業務処理の効率化，データの有効活用，経営戦略決定の迅速化・正確化といった

アプリケーションを求める項目の割合が高まっているのが顕著に分かる。 

 このように，LAN や PC の導入は 1990 年代前半の段階で一般企業において普通のこと

となり，またその投資目的も“置き換えによる単純な費用削減”から“アプリケーション重視”

の姿勢になっている。そうした状況から判断すると，C/S システムの時代が企業に着実に根

を下ろしたといえるだろう。 

 

 

 

 

表 1.3 通信ネットワーク化投資に当たって重視する投資効果 

  1993 年 1995 年

  % %
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1.1 C/S 時代のシステム開発に求められるものは何か 

事務･業務処理の効率化 40 38.4

事務･業務処理の省力化 30.8 34.4

データの有効活用 18.6 20.5

通信費用の節減 32.2 20.2

経営戦略決定の迅速化･性格化 10.5 15.6

事務･業務処理精度の向上 11.5 13.1

社内，関連会社との間でのサービス向上 13.7 11.9

(以下略) 

(注) 調査は 3 つまで回答をさせる(順位付け)。最も重視する項目

から 3 点，2 点，1 点と重み付けし，それを(回答企業数×3)で

割った割合。 

(資料) 郵政省「企業内通信ネットワークの現状」平成 8 年 5 月 

 

1.1 C/S 時代のシステム開発に求められるものは何か 

 C/S システムは，メインフレームシステムに対する対抗軸として出現してきた。したがって，

利用者はメインフレームでは満たされなかったことを C/S に期待している。C/S システムが

出現してきた当初は，ダウンサイジングという言葉に代表されるように，メインフレームで構

築してきたシステムのコスト削減として受け取る傾向が強かった。その反動として，メインフ

レームで築いてきたシステムの安全性・信頼性をパソコンで代替できるわけがないという意

見も強かった。ネットワークにしても，SNA(System Network Architecture)の重装備な構

造と比較してイーサネットのような簡単な仕組みはいかにも脆弱に見えた。1990 年頃の大

多数の実務家の意見はそうしたものであったように思う。 

 その後，ライトサイジングということが言われるようになり，メインフレームと C/S システム

は，片方が片方を置き換えるのではなく，適材適所を考慮した選択の問題としてポジショニ

ングするべきだという考え方が提唱され，これは，その穏健性のゆえか大半の実務家に受

け入れられている。C/S システムが単なるメインフレームシステムの置き換えを目的とする

のではないとして，それでは C/S システムに求められるものは何なのであろうか。 

情報システムもマーケットインの時代に入ったと考える必要がある 

 

 メインフレームを代表とする集中型システムは，融通性に欠けていた。定型的なアルゴリ

ズム，定型的なインタフェース，定型的な集中運用の枠内では致し方ないとも言える。すな
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1. C/S システム開発とプロジェクト管理 

わち，技術的な制約をフィルターとして現実の世界の一面を切り出して固定化しているため

に，多様に変化する現実の世界をシステム上に描くことができないというのがジレンマで

あった。エンドユーザから見ると，用意された機能がパッケージとして供給され，それを変え

ることはできないという意味で，これまでのシステムはプロダクトアウトのシステム，言い換

えれば押し付けられたシステムの時代と言えるであろう。 

 C/S の時代ではどうであろうか。まず，表 1.1.1 を見ていただきたい。これは日経情報スト

ラテジー誌が 1997 年度の注目すべき情報化として挙げた 10 テーマの表である。 

 

表 1.1.1 注目すべき情報化の分類 

1 大福帳システム 

2 イントラネット 

3 グループウェア 

4 インターネット/エクストラネット 

5 ERP 

6 データウェアハウス 

7 エリアマーケティング 

8 SFA/CTI 

9 SOHO/テレワーク 

10 ナレッジマネージメント･システム 

(注) ERP ：Enterprise Resource planing 

   SFA ：Sales Force Automation 

   CTI ：Computer Telephony Integration 

   SOHO ：Small Office Home Office 

(資料)「日経ストラテジー」1998.1，p13 

 

 

 情報システム分野では，これまでも MIS(Management Information System)，

AOL(All Online System)，CAD/CAM(Computer Aided Design/Computer Aided 

Machine)，SIS(Strategic Information System)，MML(Micro Mainframe Link)など

コンセプト先行の傾向がある。そしてそのコンセプトが，本当にどこまで企業改革や生産性

向上に結びついたのか，きちんと評価し終えないうちに次のコンセプトが持ち込まれるとい

う歴史を繰り返している。そのような意味では，表 1.1.1 に挙げられているテーマもいずれは

泡沫として消えてしまうものも少なくはないであろう。 
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1.1 C/S 時代のシステム開発に求められるものは何か 

 ただし，ここで注目したいのは，ここで挙げられているテーマは，少なくともこれまでのメイ

ンフレームシステムの置き換えではないということ，組織維持のためではなく人間行動を直

接支援するコンセプトであることである。 

 例えば，表 1.1.1 の出所資料である日経情報ストラテジー誌では，1997 年度のイントラ

ネットシステムの最優秀実装企業に NTT 関東支社を挙げている。このシステムは，支社全

員にホームページを作成するようにし，そこから各人が現状の仕事に関する情報発信を行

うことによって，支社内の意識改革を進めようとするものである。これは，従来の「ホウ・レ

ン・ソウ」と言われるマネージメント方式に一石を投じるものと期待される。 

 タイムリーに情報発信されていれば，例えば，上司は客先に出向く前 15 分で担当の仕事

の状況を把握することができ，部下も上司に仕事のディスターブをされずに済む。また，発

信された情報に対して，上司や関係者からインタラクティブな応答が出され，それが公開さ

れていれば，組織を構成する人の考え方がより分かりやすくなる。このような従来とは異な

ること，ある意味で情報というものの必要性の本質を直接サポートするものが出始めてきて

いる。 

 C/S は，パソコンとサーバ，相互ネットワークの仕掛けにより，従来のメインフレーム環境

に比べてこのようなニーズに対するシステムを構築させやすくする。つまり，C/S 技術という

パソコンとネットワークを中心としたエンドユーザに親和性があり，開発にも柔軟性のある技

術を用いることによって，情報システムもマーケットインの時代(顧客満足を優先させる開発

の時代)に入ったといえる。 

 

 

 

 

1.2 C/S システム開発業務の何が重要か 

 情報システム開発がマーケットインの時代に入ったとして，それは開発業務にどのような

影響を与えてくるだろうか。 

 

非定型業務の情報化ならびにその構築方法を発見していかなければならない 
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1. C/S システム開発とプロジェクト管理 

 もともと企業は，ダイナミックにその日常業務を変えながら活動しているものである。図

1.2.1 を見ていただきたい。 

 
企業

需要環境

供給環境

組織

水平分業

財・サービス販売

情報収集情報収集 加工・分析

不確実性対処情報

工程・工程調整情報

垂
直
分
業

意思決定

現業体制

(注） 企業は将来の需要環境，資源供給環境の情報を収集・加工・分析し，
最適な財・サービスの供給体制を
ことが可能である。組織は水平分業によって
垂直分業によって情報処理の不確実性の除去を行う
(資料) 松石(1998) p157より作成

決定していく情報処理システムと認識する
情報処理範囲のローカライズ化，

。

 

図 1.2.1 情報システムとしての企業組織 

 企業は，自社の販売先に関する需要環境の情報を収集・加工・分析をして，どうしたら販

売量を伸ばせるかを常に考えている。また企業は，自社の製品やサービスを生み出すため

の原材料やその他の資源(人，物，金)環境の情報を収集・加工・分析して，自社の製品や

サービスへの資源投入状況を最適になるよう常に考えている。需要と供給の環境をイン

プットとして，その情報を収集・加工・分析しながら最適な財・サービスの販売を行うのが企

業だと考えることができる。 

 そのような仮定に立つと，情報を収集・加工・分析し意思決定をする企業組織は 1 つの情

報処理システムと見ることができる。さらに，企業は水平・垂直に分業する組織を作ることに
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よって，1 人の人間がやれる以上の情報処理能力を持つ。水平分業を成り立たせるために

は，部門間の工程情報や工程を調整する情報が必要である。この中には，部門の入力・処

理・出力を明確にする伝票など定型的情報と，何らかの問題意識から部門内だけで閉じた

意思決定ができない課題などの非定型的情報があるだろう。 

 水平分業で最も必要な情報システムの仕掛けは，このように部門の入力・処理・出力を明

確にする情報と，部門間における情報の伝達経路である。これまでのメインフレームシステ

ムでは，部門内の情報処理に木目細かく対応していない面がある。また部門間の情報伝達

については，水平的データ通信路が確立されていなかったせいで，完全に定型的な情報以

外はほとんど対応しきれていない。完全に定型的情報であっても，情報システムが部門間

相互で整合性がなく，情報をつなごうにも手間が掛かりすぎるという話はよく聞こえてくる問

題点である。 

 垂直分業は，いわゆる管理の階層である。管理の階層が必要な理由として，労務管理な

ど人間に関するマネージメントの比重が大きいが，企業を情報処理システムとして見る仮

定から考えると，それは，不確実性に対する対処のためだと考えることができる。すなわち，

もし各部門における現業が何の不確実性も持たないならば，それは，決められたとおりの仕

事をしていくだけで当初の目的を達成することができる。 

 不確実性が存在しないのならば，管理階層はなくても企業は仕事を進めることができる。

例えば，昔の電話交換のような職場では，何十人という交換手に対して管理者は 1 人程度

で済む。電話交換は入力線と出力線をつなぐ仕事で，それ以上のことはやってはいけない

のだとすると，日常業務では不確実性はほとんど存在しない。 

 

 垂直分業に必要な情報処理は，管理者が不確実性に対処できるための情報を出力する

ための処理である。例えば，販売計画に対して販売実績は不確実である。だから販売実績

は，日報，月報などのタイムリーさはそれぞれの事情によるとして，管理者が不確実性対処

のために必ず必要な情報である。 

 販売実績を予算と対比した結果，例えば販売実績が下降してきたとして，さらにその原因

を追求する場合，そのための情報も必要になる。もしコンピュータによる情報処理システム

が，実績は当然しっかり押さえることができるとして，実績を分析するための情報処理シス

テムがなかったとしたら，それはすべて何らかの方法による手作業になる。 

 従来のメインフレームベースのシステム開発では，しばしばそのようなシステムを構築し

てきたのではないか。技術的に難しいとかメリットがはっきりしない，などの理由はいろいろ
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あったが，そのような非定型処理を取り残してきたところに問題があったことは確かである。

C/S システム開発で重要なポイントは，まずそのことである。 

 

構築技術に対する総合的な視野を持ち，バランスをとる知恵が必要である 

 

 マーケットインとは，顧客ニーズに応えることである。前項では，非定型業務の情報化につ

いて触れた。それは，図 1.2.1 で説明したような企業組織の考え方から，企業が持つ情報処

理システムとしての特性とコンピュータシステムを一致させ，エンドユーザにとって使い良

い・効果のある情報システムとして今後は当然備えていなければならない特性だからであ

る。 

 そのようなことは他にもあるはずである。すなわち，今後は情報システムも，商品メニュー

から選んで売るのではなく，顧客のニーズにいかに応えるかということが重要だとすると，応

えるためには技術と知恵，工夫とルールが必要なのである。一定の技術の範囲に入って来

なければやれませんというのでは，相手に応えることにはならないのは当然である。技術を

どのように応用したらよいかという知恵を常に働かせて，少しでも相手の意向を汲み取る姿

勢がなければいけない。これが，もしシステム・インテグレータ同士の受注合戦であれば，

知恵を働かせていない提案は簡単に負けてしまうであろう。表 1.1.1 に挙げられているアプ

リケーションを実装しようとすれば，選択肢となる技術はさまざまである。それだけの視野が

求められわけである。 

 もう 1 つはバランスである。どのように工夫するかということと，工夫するルールである。よ

く言われるように，ソフトウェアであるから，ある意味では何でもできる。だからといって，何

でもできますとは通常言わないであろう。完全にできないということが分かっている場合は

当然のこととして，できる場合でも，そのやり方によってできる確率が異なる場合も多い。 

 その場合に，できるとはどういうことであろうか。システム開発においてできるとは，こうす

ればこうなるという因果関係が明確でそれが証明されている(プロセス)，そのプロセスを担

当することができる(スキル)，さらにそのプロセス・スキルをコントロールすることができる，

ということである。 

 できるということを総合的に立証する計画を立て，それを進めていくことは，まさしくプロ

ジェクト管理そのものである。つまり，C/S システム開発について重要な業務は，エンドユー

ザニーズに応えるという姿勢から，いろいろ存在する C/S 技術を視野に入れて知恵を出し，
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1.8 プロジェクト管理の基盤を作る(3) オーバーランの防止 

一定の工夫とルールで完成にこぎつけることなのである。途中過程における不確実性や選

択肢が非常に多いので，筋の通ったプロジェクト管理が要請される。ただパソコンや LAN

技術に非常に詳しいだけでは，到底だめなのである。 
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