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はじめに

　コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの発展は未だ留まるところを知らない。
一貫して

	 より安く	 より速く	 より大容量に

を続けてきた。まだこの傾向は継続すると信じられている。

　一方コンピュータシステムの利用面ではどうだろうか。

・利用者の大衆化
・利用形態の高度化

が平行して進んでいる。ここまではいい事尽くめの感がある。

利用者は本当に満足しているのだろうか。インターネット人口は増大し、ｅメールは郵便を凌駕し、
ホームページは珍しくなくなり、ワープロは家庭にも普及して来ている。

しかし一歩企業に目を向けると、いわゆるＩＴ技術を巧みに利用して業績を伸ばしている企業が喧
伝される中、既存のコンピュータシステムに制約され改善の糸口を探しあぐねている企業が少なくな
い。大半の企業ユーザは満足とは程遠い状況にあると言わざるを得ない。

　なぜ企業ユーザは満足な状況を享受できないのだろうか。情報システム担当者にとって

・膨大なソフトウェア資産を抱えておりそれは勝手に進化してくれない。

・既存のソフトウェアはせっかくの安い・速い・大容量のハードウェアで動いてくれない。

・ＥＲＰなどパッケージに乗り換えるにも時間も金も掛るし、リスクも大きい。

・現場と上層部からはＩＴ時代にマッチしたシステムに早くしろとせっつかれる。

いいことは何にもない。

　ソフトベンダ・ハードベンダからは様々な提案が持ち込まれる

・曰くＥＲＰパッケージが全てを解決します。

・曰くＳＣＭ、ＣＲＭがこれからのソリューションです。

・曰くホスト・サーバ集約がＴＣＯの現実的なソリューションです。

誰が本当のソリューションを提供してくれているのか、どうしたら分かる。

　慌てて手を打ってまた同じ状況に陥ったら目も当てられないではないか。コンピュータ関連の技術
進歩がこんなに速く、一年たつともう古いなんて時代はおかしい。先のことなんか読みようがないで
はないか。しかもビジネスルールもどんどん変わるというし、ますます将来を見越したシステムはど
うあるべきかなんて、答えなんか本当にあるのか。

　我々ソフトウェアエンジニアにとっても本当に難しいテーマである。しかし何らかの解を見つけな
ければならない。我々の提案する解は正攻法であり、決して安易な道ではない。しかし安易な道が無
いとすれば正攻法で攻めるのが最も確実性が高いと言えるだろう。
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１　業務システム腑分け

　一口に業務システムといっても様々なサブシステムから構成されている。製造業を例にとってみれば

・人事経理などの基幹システム
・生産管理、物流管理、販売管理などの基幹システム
・管理会計、原価管理などの基幹システム
・ワークフロー、グループウェア、情報共有などのサブシステム
・データマイニング、ＣＲＭなどのサブシステム

などが主なコンポーネントである。多くの企業では概ね上記の順序でシステムを構築されて来ている
と推定できる。またこれらのサブシステムはサブシステム間インタフェース（バケツリレー）を介し
て関連しあっていることが多い。
　このように時間をかけて時系列的に構築され、それぞれがデータ接続されているサブシステムの総
体としてのシステムを、整合性を保ってリニューアルするのは骨の折れる課題である。どこから手を
付ければいいのかさえ判然としない。
　これらのサブシステムは、扱うデータの性質に注目して三つのレイヤに分けることが出来る。

１）現物データレイヤ
　製造業の生産管理、物流管理、販売管理の現場では、資材や製品の加工や移動や売買に伴うデータ
が発生している。これらのデータの種類、内容は少々の時代の変化があろうとも変わらない。契約書
の中身は封書であろうが、ＦＡＸであろうが、ＥＤＩシステム経由であろうが、変わることは無い。
このような最も原始的データを現物データと名づける。

２）集計データレイヤ
　人事給与、財務会計、管理会計、原価管理のように売り掛け、買い掛け、就業時間、部門別カテゴ
リー別生産性といった集計データを取り扱うレイヤである。

３）報連相データレイヤ
　ワークフロー、グループウェア、情報共有、ＣＲＭのように報告、連絡、相談、提案といった図表
を伴う自然言語データを取り扱うレイヤである。
　これら三つのデータレイヤは、当然以下のような依存関係になっているはずである。

　従ってシステムはそれぞれのレイヤ毎に独立して置き換えることが出来るはずである。そして上図
の下から上の順に置き換えるのが最も自然である。しかし絶対ではない。もし集計データレイヤから
先に置き換えるとした場合、現物データレイヤから集計データレイヤに十分なデータを自動的に引き
渡せないことが有り得、その時は集計データレイヤへのデータの手動投入を暫定的には覚悟しなけれ
ばならないだけである。
やや乱暴な言い切りになるが、昨今大きな話題になっているＥＲＰパッケージ導入は、まさに集計
データレイヤを置き換えようという試みに他ならない。ＥＲＰパッケージによっては現物データレイ
ヤもカバーしていると主張しているものもあるが、現場に愛され支持されないシステムを、現物デー
タレイヤのシステムの資格有りとは認めがたい。

現物データレイヤ

集計データレイヤ

報連相データレイヤ

現物データレイヤのシステム設計



4

ロータス１２３に代表されるワークフローの導入は報連相データレイヤを置き換え／新規導入する
試みといえる。データベースの運用に苦労が絶えないのは現物データレイヤとの情報連携が切れてい
て、独自に手動でデータを整備・保守しなければならないからである。
最も自然な置き換え／導入は現物データレイヤから順次行うアプローチである。また現物データレ
イヤの業務システムの整備に一旦成功すれば、上位レイヤのシステムに関しては、国内外のＥＲＰパ
ッケージを含む数多くのパッケージソフトを選択・利用することができる。
パッケージソフトを選定するとき、是非注意しておきたいことは、自己完結型のパッケージソフト
を避けることである。自己完結されてしまうと、レイヤ間の情報連携が阻害され、業務システム全体
の柔軟性・即応性が損なわれてしまう。

２　現物データレイヤのシステム設計

２．１　設計の三原則

現物データレイヤのシステム構築に当たっては、業務の変更・改善へのシステムの対応性が最も重
要である。現物データレイヤでは資材調達、生産、物流、販売活動の何れもが、企業の宿命として常
に変更・改善され続ける。業務の変化にシステムの変更が先行することはあっても、遅れてはならない。
追随出来なかったら、そのシステムの有効性はほとんど喪失したと言って良い。おそらく集計データ
レイヤや報連相データレイヤのシステムへのデータ投入システムという位置付けに陥ってしまう。
そのような事態に陥らないシステムにする為に、以下に紹介する三つの原則を遵守しなければなら
ない。

★発生点データ原則（生データ主義）
　データはその発生場所で発生時に時刻付で取り込むか投入しなければならない。そうすることで、
データの鮮度が保たれ、ミス・漏れを最小にすることが出来る。また全てのデータが時刻を持つこと
により過去・現在・未来のデータを持つことが出来、過去・現在・未来のデータ検索やシミュレーシ
ョンが可能となる。
　ただしデータの取り込み、投入は可能な限り自動化されなければならない。自動化できない場合も
可能な限り簡易化しなければならない。
　また取込・投入されたデータは直ちに投入者・投入部門に見せなければならない。投入はしたが、
その結果が見えるのは一週間後とか一ヵ月後だったりすると、投入部門では原簿や帳票、最近ではＥ
ｘｃｅｌファイルなどに独自にデータを溜め込み、それを使って業務を遂行してしまう。その挙句は
全社システムへのデータ投入は、自分たちにメリットをもたらさない無駄なお義理の仕事となってし
まう。
　自部門だけのデータで効率の良い業務が完結してできるのであれば、そもそも全社的なシステムな
ど要らないはずなのである。

★データ保持に当たっての正規化原則
　データは徹底的に正規化して持たなければならない。データの二重持ちなどの冗長な持ち方は絶対
にしてはならない。こうすることで、業務の変化に合わせた属性データの追加や変更が最小コストで
実現可能となる。関係情報（リレーション）の畳み込みもしてはならない。そうすることで、組織の
変更や部品の構成変更や配送ルートの変更などに関係情報の変更だけで柔軟に対応できる。
　さらに多言語対応、多通貨対応や多コード対応などグローバル化に伴う発展もプログラムの変更を
伴わずに達成できる。

現物データレイヤのシステム設計



5

★検索・評価に当たってのリアルタイム原則
　データの集計やシミュレーションは要求発生時にリアルタイムに実行する。予め集計しておいたり、
検索速度を稼ぐために転置を用意したりしてはならない。この原則と正規化原則が相まって、変更・
追加に限りなく柔軟で保守性の高いシステムが実現される。この二つの原則を破る行為を「非正規化」
「逆正規化」などと呼んで性能改善や性能チューニングのノウハウとして受け入れてきた長い歴史があ
る。実はこれがシステムの機能追加・機能改善を事実上不可能と言わざるを得ないほど困難にしてき
た元凶である。

２．２　データと機能の関係

　上記「設計の三原則」に従ったアプローチを採ると、システムにおけるデータと機能の関係は「正
規化されユニーク性が保たれたデータ群を機能が取り巻く」形となる。製造業での概略イメージは以
下のようになる。

２．３　データ設計

　データ設計の具体論に入る前に標語をひとつ紹介する。それは
「企画は出来るだけ大きく、実現は現実的に」
というものである。システム構築ではもちろん、きっと他のプロジェクトでも当初の企画のスコープ
を超えて発展できる幸せなプロジェクトは無い。
　この標語の派生形として、もうひとつ標語を紹介する。
「データ設計は出来るだけ大きく、機能は必要に応じて順に」
というものである。ここでデータ設計を大きくといっているのは、データ構造の広さと深さのことで
ある。データに属性情報を一つ二つ追加する位の変更は左程に影響は大きくない。しかしデータの構

他レイヤシステムへのデータ引渡し機能

生産計画機能
予実管理機能

生産計画
生産実績（日報）

資材発注
資材入庫
資材出庫

販売計画
販売実績
納入・返品

製品入庫
製品出庫
製品棚卸
製品廃棄

トランザクション
（時刻付）

マスタ（時間付）

顧客マスタ	 部品表
業者マスタ	 工程表
社員マスタ	 棚割表
資材マスタ	 配送ルート表
設備マスタ	 製品引当表
製品マスタ

配送計画機能
予実管理機能
棚卸機能

販売計画機能
予実管理機能
納期回答機能

データの取り込み機能
データの投入機能

発注計画機能
予実管理機能

現物データレイヤのシステム設計
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造を変えるとなるとその影響・ダメージは計り知れない。初めから再構築するのに等しいダメージに
なることも珍しくない。
　悪乗りかもしれないが標語をもうひとつ
「持ってないデータは見せられない、ましてや持てないデータをや」
データ設計がいかに重要で、その失敗がいかに致命的かのイメージが伝わったら幸いである。

２．３．１　現物データ腑分け

　現物データレイヤの業務データは、データの性格によってマスタ系データとトランザクション系デ
ータおよび定数系データに大別できる。

１）マスタ系データ
　マスタ系データの代表的なものとして、顧客マスタ、業者マスタ、社員マスタ、設備マスタ、資材
マスタ、製品マスタ、部品表、工程表、棚割表、配送ルート表、製品引当表などがある。
これらマスタ系データに共通する特徴として、ツリー構造やリンク構造や両方の混合タイプとして
のジャングル構造などの、広がりと深さを持った構造を持つことである。例えば部品表は一般に下図
のようなツリー構造であらわされる。

　しかし実際の部品表はこんな簡単な構造ではすまない。一つの親部品を構成する子部品には大抵代
替部品が存在する。そうすると以下のようなバリエーションが生まれる。

　さらに代替可能な子部品は時間と共に新たに開発されたり、生産されなくなったりする。言い換え
れば子部品は全て有効期間を持つ。その結果、親部品自身も同様に有効期間を持つ。
　逆に子部品から見てみると、親部品がたくさん存在する逆ツリーの構造になる。

ここでも子部品、親部品とも有効期間を持つので、この逆ツリー構造も時間の経過と共に変化する。
ここまで例を挙げて見てきた部品表は、現在のものだけ管理できれば良いというものではない。一
定の限度はあろうが、原則的には過去・現在・未来に亘って全て管理され、任意の時点の状況が検索
できなければならない。
　このように広がりと深さという構造を持ち、その内容が有効期間を持つデータをマスタ系データ
と名付ける。

親部品A

子部品 a 子部品 b 子部品 c

親部品 A 親部品 A

子部品 a	．

親部品 A

親部品 A1 親部品 A2

子部品 a	． 子部品 a	．子部品 b	． 子部品 b	．c子部品 c	．1

現物データレイヤのシステム設計
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２）トランザクション系データ
　トランザクション系データ（以下ＴＲ系データと略す）の代表的なものとしては、資材発注、資材
入庫、資材出庫、生産計画、生産実績、製品入庫、製品出庫、製品棚卸、製品廃棄、販売計画、販売
実績、納入実績、返品実績などが挙げられる。
　ＴＲ系データの特徴は、データがタグ部と内訳部以外の構造を持たないことと、データが発生時刻
を持ちマスタ系で扱ったような有効期間を持たないことである。
　ＴＲ系データは
・いつ（時刻）
・誰が（マスタのキー）
・誰に（マスタのキー）
・何を（ＴＲ種別）　　・どうした（命令／依頼／報告、取消、訂正）
という情報からなるタグ部と、例えば生産計画では
・いつから、いつまでの間に（直値）
・どこで（設備マスタのキー）
・何を（製品マスタのキー）
・いくつ（直値）
・どのように（部品表のキー、無くて済む場合もある）
という情報からなる内訳部から成っている。これが販売実績（受注）では
・何を（マスタのキー）
・何個（直値）
・いくらで（直値）
となる。
　ＴＲ系データのもう一つの最も重要な特徴はデータ点数が時間に比例して増え続けることである。
無限に古いデータを持ち続けることは現実には出来ない。いずれは古いデータをガベージコレクショ
ンして、退避させざるを得ない。

３）定数系データ
　上記マスタ系データにもＴＲ系データにも分類できないデータもある。その最も大きな特徴は時刻
や期間の概念を現実的には持たないことである。例としては、言語タイプ、通貨タイプ、郵便番号、
市区町村コードなどが挙げられる。

２．３．２　現物データ設計の留意点

　前項の検討結果をまとめると以下のようになる。

データ分類 時間特性 構造特性 量の特性 備考

マスタ系データ 期間を持つ 表、ツリーリンク
ジャングル

変 化 に 応 じ て
徐々に増加 柔軟性が要

ＴＲ系データ 時刻を持つ 簡単なツリー 時間と共に増加 ガベージコレク
ション必須

定数系データ なし 簡単な表 原則増えない 特になし

　現物データ設計は決して易しくはない。しかし特別な能力がなければ出来ないというほど難しい訳
でもない。データ設計における経験上の留意点をアプリオリに紹介する。

現物データレイヤのシステム設計



8

１）分類は常識と想像力を発揮して
　分類に当たっては、常識と想像力が試される。先に定数系データの例として挙げた市町村コードで
あるが、市町村も長いレンジでみれば変化する。この変化にデータの検索・評価が柔軟に対応する必
要のある、例えば研究機関や行政のシステムであれば、市町村コードはマスタ系データと分類すべき
かもしれない。

２）データ構造の把握と実装
　特にマスタ系データのデータ構造を把握し定式化するに当たっては、初めからワープロに向かって
はならない。二次元の紙面の上に一般に表現できるのは、三次元空間までである。しかるに期間概念
を持つマスタ系データは往々にして四次元データとなる。イメージを展開するのにワープロは時とし
て邪魔になる。フリーハンドで表現してみることをお勧めする。
　データ構造の把握にはデータの使い道、即ちデータの検索バリエーションを洗い出してみるのが有
効である。例えば部品表であれば
・ある部品の子部品や下位部品すべてが見られる
・ある部品の代替部品が見られる
・ある部品の親部品や上位部品がすべて見られる
・一定の条件を与えると下位部品が一意に決まる
・上記機能が過去・現在・未来の任意の時点で見られる
などとなろう。
　データ構造の実装に際しては、大抵の場合Ｅ－Ｒモデル（エンティティ－リレーションモデル）が
有効である。ただデータ構造の実装モデルはＥ－Ｒモデルだけではない。ポインタモデル（最近聞か
なくなったがネットワーク型モデル、ＣＯＤＡＳＹＬ型も一例）もある。ポインタモデルはかつては
難しいとされていたが、構造体やクラスやリスト構造を日常的に取り扱う今日のプログラマにとって、
取り立てて難しいという訳では無くなった。断っておくがＣＯＤＡＳＹＬ型のデータベースシステム
を復活させようという主張をしている訳ではない。
　例えば自動車産業における部品表は、ある瞬間の部品点数が２～３万点、ツリーの深さが約３０と
言われる。これをＥ－Ｒモデルで実装したとして検索性能がニーズを満たせれば何の問題もない。も
し性能ニーズが満たせなかった場合、解決策として
・性能を稼ぐ為に構造を縮退したり冗長化する
・より高速のＤＢＭＳを採用する（例えばＯＭＤＢＭＳ）
・ポインタモデルなどを採用して高速化する
などがあり得る。ここで「構造の縮退や冗長化」は絶対にやるべきではないというのが本書の主張で
ある。

３）ユニーク情報名の勧め（ドメイン名利用の勧め）
　データ設計において情報の全てにユニークな情報名を付けることはデータ設計の基本である。しか
し実際のデータ設計においてこの基本は実践されているだろうか。人の類推力を働かせなければ区別
のつかない情報名は巷に溢れている。
　最初から設計に携わったメンバにとっては情報名のユニーク性はさして重要とは感じられない。し
かしシステムが良く出来ていて機能追加・改善を経ながら生き残るケースでは、担当メンバは入れ替
わる。数年も経つと初期メンバが誰も居なくなることも珍しくない。
　良く出来たシステムの寿命は長い。情報にユニークな情報名を厳密に付与しよう。この時、ドメイ
ン命名規則は有効な手段である。例えば
・価格．製品
・価格．資材
などと命名することができる。
・製品価格

現物データレイヤのシステム設計
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・資材価格
とすることも出来るが、定義空間を自由に広げることが容易であるだけでも、ドメイン命名規則には
メリットがある。実際の業務システムのデータ設計では、途中で思考対象空間が広がるという事態は
よくある。むしろドメインを積極的に意識した設計姿勢を強化して行くべきであろう。サブシステム
内に閉じた独善性を排除する為にも。

４）コードの意味は無視せよ
　コンピュータシステムを既に導入している企業には様々なコードがある。例えば
・製品コード
・社員コード
・部品コード
などなどである。
これが製品、社員、部品を一意に特定するキーとしてだけ使われるのであれば、何ら問題は無い。
しかしコードに様々な意味を付与しているケースも多い。例えば社員コードで
・先頭二文字は入社年度
・三文字目は男女
などである。
　一見便利でデータ容量が節約出来て良いことずくめと思われるかもしれない。しかしここには大き
な落とし穴があることを認識すべきである。
　便利なあまりコードに含まれる情報を用いて制御や処理が書かれたプログラムが実在する。今も書
かれ続けている。もしコードの意味を変えたくなった、あるいはコードの意味が使えなくなった場合、
このプログラムは完全に使えなくなる。このような悲しいケースは決して少なくない。
　データ設計においては、必ずキーはキーとして属性は属性として分離しておくべきである。属性は
必ずといっていいほど、増えたり、減ったり、意味が変わったりするものである。
　もし意味付与されたコードがあっても、そのコードは捨てられないし、捨てる必要はない。機会を
捉えてなるべく早く属性情報を切り出すべきである。

５）データ量概算のすすめ
　データ構造を選択・決定するのと平行して、データ量を見積もらなければならない。データ量の見
積もりに当たって、十の位や一の位まで几帳面に計算する人が居るが、そんなに細かい数字を出して
もほとんど意味はない。概算で十分である。一部のデータ量が２～３倍くらい間違っていたとしても
大勢に影響はない。
　さらにデータ量は未来を想定して上限値を決めなければならない。これは企業の成長予測でもあり、
成長への決意でもある。利用者が決めきれない時は、えいやっと３倍しよう。データの入れ物が溢れ
てはどうにもならなくなるわけだから少々多めに見積もったほうが、精神衛生にも良い。

現物データレイヤのシステム設計
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２．４　機能設計

２．４．１　機能構成

　コンピュータシステムは本来的に階層をなす機能の構成をもっている。例えば、アプリケーション
はミドルウェアの上に築かれるし、ミドルウェアは基盤ソフト（ＯＳ等）の上に築かれている。
　業務システムの機能においても、機能を階層的に捉えることが出来る。

１）データベース基本更新
　データベースの個々のテーブルを対象にレコードの追加、削除、変更が出来る機能である。ＲＤＢ
ＭＳであればｉｎｓｅｒｔ，ｄｅｌｅｔｅ，ｕｐｄａｔｅに当たる。

２）データベース基本検索
　データベースの個々のテーブルを対象にデータの検索が出来る機能である。ＲＤＢＭＳであれば、
単一テーブルに対するｓｅｌｅｃｔに当たる。

３）データベース高機能更新
　単一テーブルを超えて、データ構造の一部または全部を更新できる機能である。アプリケーション
プログラムの共通関数として捉えることも出来る。この階層を予めうまく整備できると、開発・改造
が大幅に容易になる。ＲＤＢＭＳであればＳＰ（ストアードプロシージャ）やＳＦ（ストアードファ
ンクション）に当たる。
　もしオブジェクトオリエンテェッド手法を用いるとしたら、この機能は主要なクラスそのものに当
たり、整備できれば等と言っている場合ではなくなる。整備なくしてプロジェクトは成り立たない。

４）データベース高機能検索
　単一テーブルを超えて、データ構造の一部または全部を検索できる機能である。これもアプリケー
ションプログラムの共通関数として捉えることも出来る。この階層を予めうまく整備できると、開発・
改造が大幅に容易になる。ＲＤＢＭＳであればＳＰやＳＦに当たる。
　オブジェクトオリエンテェッド手法の場合の事情は更新に同じ。

５）シミュレーション
　最適な生産計画を求めたり、最適な在庫の場所と量を求めたりする場合、複数の可能性を一定の指
標を計算して比較することが有効である。ここまでくれば完全なアプリケーションプログラムである。
色々なシミュレーションのバリエーションが試され、蓄積されていく。データマイニングエンジンも
このバリエーションと位置づけるのが自然である。

６）データ取込
　現物データは既に電子化されネットワークを介してやり取りされている場合が少なくない。これを
自動的に取り込む機能である。また自動計測器などからデータを自動的に取り込む機能も含む。従っ

スケジュール

個別業務シナリオ アラームデータ
取込

データ
引渡し

データベース高機能更新
シミュレーション
データベース高機能検索

データベース基本更新
（投入、取消、訂正） データベース基本検索

現物データレイヤのシステム設計
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て段々機能が充実していく。整備されるまで手動投入しなければならない。

７）個別業務シナリオ
　担当個人や担当部署に固有の機能の組み合わせとその順序からなる。流れをシステムが提案できる
ところまで整備されると、一種のナビゲーションシステムとなる。ここで余りのめり込まないことを
お勧めする。原則としてナビゲーションは初心者や人材派遣・アルバイタのメンバなどを想定した範
囲に止めるのが賢明である。余りに整備しすぎると、いつかは業務改善の疎外要因に転化するかもし
れない。またプロは往々にして自分流儀を持っていて現場の意見が纏らないことも多い。

８）アラーム
　製品や資材の在庫切れ等を予測し、システム側から警告を出すような機能である。必ずしも必須な
機能ではないが、業務品質の向上、省力化の効果は期待できる。ただし閾値が低すぎてアラームが出
続けて止まらなかったという、笑えない結果になることもあり、慎重な検討が必要である。

９）データ引渡し
　集計データレイヤや報連相データレイヤのシステムへデータを引き渡す機能である。やるべきこと
は本来簡単でも、実際には上位レイヤのシステムの作りによって、自動化が不可能だったり、大変な
手間が掛ることがある。

１０）スケジュール
　データ取込や個別業務シナリオやアラームやデータ引渡しの各機能の実行順や実行時間を制御する
機能である。これもやり過ぎに注意が必要である。やり過ぎると事故や天災などのリスクに弱いシス
テムに成り勝ちである。むしろそれぞれの機能の進捗状態が見えるようにしておく方がベターかもし
れない。

２．４．２　機能設計の留意点
　実際に機能設計を行うに当たっての経験的な留意点を紹介する。

１）段階的開発の勧め
　前述したように、業務システムの機能は階層的に捉えることができる。さらに一つの機能に注目し
ても完成度に段階を持たせることが出来る。足りない機能は作ることが出来る。完成度は上げること
が出来る。どうにも出来ない状況だけは作ってはならない。初めから欲張りすぎて開発が間に合わな
い状況は、どうにもならない状況の典型である。
　一度にすべてを完成させようとせず、業務にとっての必要条件を満たすことから始めて、現場の意
見を入れながら２～３サイクルの開発を初めから計画しよう。
　さらにいえば、業務の改善に伴い現物データレイヤのシステムは進化する運命を持っている。従っ
て「決して完成することはない」と考えるべきである。

２）ページ型ＧＵＩの勧め
　ＧＵＩ環境の発達・整備のお陰で上下左右のスクロールを苦も無く実現できるようになった。スク
ロールは見栄えもよく便利でもある。またＷＷＷでもワープロでもスクロールが標準であるかの感が
ある。業務システムでもスクロールを多用したＧＵＩをよく見かけるようになった。
　一方で大量なデータをクライアントに運ぶのに時間がかかったり、クライアント側のメモリが圧迫
されてスワップを引き起こし画面の動きが極端に遅くなったり、はてはクライアントがフリーズした
りする事故もちょくちょく見かける。
　業務システムでは見栄えや「はやり」より、シンプルでスピーディでタフなことが重要なはずだ。
とはいえ余りシンプルだとショーやデモンストレーションの時、注目を集めることが出来ない。悩ま
しいところだ。
　無闇に改ページ型とスクロール型が混じったＧＵＩはみっともないし、きっと使いにくい。次に紹
介するいずれかの立場を明確にしよう。

現物データレイヤのシステム設計
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・改ページメインの立場
改ページで操作性に問題が起きない画面は全て改ページを利用する。改ページでは十分な操作性が
得られない場合にだけスクロールを利用する。ここでデータを１ページ分に荷造りするのはサーバ側
の分担である。サーバの負荷は増大するが、ネットワークとクライアントの負荷は軽減される。

・スクロールメインの立場
　スクロールでデータ転送時間もクライアント上のバッファも問題がなければ全てスクロールを利用
する。スクロールで不都合な場合にだけ改ページを利用する。当然サーバの負荷は軽減されるが、ク
ライアントとネットワークの負荷は増大する。
　どちらの立場を採るかは設計者の経験や年齢で傾向が分かれるように思われる。私は改ページ派で
ある。改ページ型は画面の応答速度が均質になりやすい。改ページはプリントアウトがやり易い。

３）データ移行を甘く見るな
　既存のシステムがあって、システムを再構築する場合、既存システムからデータを移行する必要が
ある。既存システムが古い歴史のあるシステムの場合は特に、データ移行は大変な重労働であることを、
覚悟して臨むべきである。新システムの開発より、人手も費用もたくさん掛ったという話は、決して
珍しくない。

２．５　性能設計
　現物データレイヤの業務では、生産性は分秒の単位で改善され続けるし、在庫はぎりぎりまで圧縮
しようと努力を迫られる。顧客には他社が追随できない満足を提供しなければならないし、と日々息
つく間もないほど進歩・進化が求められる。
　それはそのまま現物データレイヤの業務システムへの要求でもある。とにかく現物データレイヤの
利用者は忙しい。その人達が利用するシステムのレスポンスが悪くては話にならない。

２．５．１　五つの決定要素
　Ｃ／Ｓシステムではシステムの性能を決定するのは次の５つの要素である。

１）サーバ上のデータアクセス性能
　サーバ上のデータアクセス性能は使用するデータ構造と量、およびアクセス形態によって決定され
る。
データ自身の構造は｛表、ツリー、リンク、ジャングル（ツリー＋リンク）｝からなっているが、記
憶媒体上に持つ持ち方は一通りではない。持ち方によってアクセス性能は大きく変化する。ただ量に
も大きく依存するので、量と期待されるアクセス性能を正確に見積もったうえで持ち方を決定しなけ
ればならない。
データ量も期間・時刻を持つアプローチでは、持つ期間によって大きく変わる。例えば一週間分と
５年分では桁が変わってくる。

サーバ

１）データアクセス性能

２）計算性能

クライアント

４）データアクセス性能

５）計算性能

３）通信性能

現物データレイヤのシステム設計
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データの持ち方を予め決めてしまって、持てるデータ量や達成できるアクセス性能を変数にするや
り方をしばしば見かけるが、本末転倒な議論と言わざるをえない。ただそれでも性能に関する設計を
まったく行わずに、やってみて破綻したり大騒ぎするアプローチよりはまだましかもしれない。
アクセス形態としては、リアルタイム型のアクセス形態と、バッチ型のアクセス形態がある。２４
時間３６５日のリアルタイムアクセスと大量データを扱うバッチアクセスは同居させようと頑張って
はならない。全てのアクセス形態に対応できるシステムは決して作れない。もし作くろうとしたら全
ての利用者にとって最悪なシステムとなる。

２）サーバ上の計算性能
　現物データレイヤのシステムで、計算性能が性能ネックになったシステムは個人的には見たことが
無い。しかし今後、現場データにより近未来を予測しながら業務をナビゲートしたり、オンラインリ
アルタイムでリスクを計算して業務を支援するような現物データレイヤのシステムが具体化していく
であろうが、それに伴ってサーバの計算性能が重要な性能パラメータになってくる可能性は高い。
　とはいえ「設計の三原則」を満たしたシステムが手に入るようになることが先決である。顧客デー
タを整備できていない企業がＣＲＭの充実を唱え、ＣＲＭのパッケージシステムを導入してしまって
から、十分な顧客データが無いのに気づくのと同じで、ものにはやはり順序があるはずだ。ここでい
う顧客データとは、顧客マスタだけではなく、顧客への詳細な販売履歴や、顧客からのクレーム履歴
などを指す。

３）クライアント／サーバ間の通信性能
　現物データレイヤの業務システムを構築・運用するに当たってＬＡＮの通信性能で不足を感じてい
る利用者はあまり居ないはずだ。それでもセグメント分割に失敗したり、そもそもセグメント化して
いなかったりという苦労はあるかもしれない。
　ＷＡＮにはずいぶん苦労してきた。ＷＡＮの通信速度は大きく変化してきた。
・３００ｂｐｓの音響カップラ
・９６００ｂｐｓのダイアルアップによるＡＴモデムやＤＤＸ
・改良型の１９．２Ｋｂｐｓ
・６４ＫｂｐｓのＩＮＳや専用線、１２８Ｋｂｐｓ、２５６Ｋｂｐｓもだいぶ安くなった
この１～２年、ブロードバンドの普及で１Ｍｂｐｓ，８Ｍｂｐｓなどのスピードの通信が安く提供さ
れるようになって来たが、まだまだ大都市圏でしか使えないのが悲しい。現実的にはもうしばらく
６４Ｋｂｐｓや１２８Ｋｂｐｓで我慢しなければならない状況が続きそうだ。
　通信速度は今しばらく６４Ｋｂｐｓや１２８Ｋｂｐｓで我慢するにしても、常時接続だけは譲れな
い。そもそも常時接続でなければ、「設計の三原則」は保てない。

４）クライアント上のデータアクセス性能
　現物データレイヤの業務システムを考える時に、クライアント上のデータアクセス性能に悩んだの
は、通信速度が６４Ｋｂｐｓ未満だった頃までである。その頃はデータのビジュアル化に要するデー
タをクライアント側に持ったりしていたからだ。今のはやりは「シンクライアント」であるとすれば、
クライアントは低能力で良いはずだ。
　むしろクライアントの能力を要求し続けたのはＯＳ、とくにWindows ＯＳである。
　クライアントのデータアクセス性能が問題になるのは、通信性能として１Ｍｂｐｓや１０Ｍｂｐｓ
がどこでも使えるようになって、クライアントに纏まった量のデータを持ってくるのに苦痛を感じな
くなった時であろう。その場合はクライアントの計算力を有効に使いたいというアプローチがきっと
出てくる。それに伴ってデータアクセス性能も必要になってくる。

５）クライアント上の計算性能
　事情は「クライアント上のデータアクセス性能」と同様である。

現物データレイヤのシステム設計
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Ｎ三乗 Ｎ二乗

ＮｌｏｇＮ

データ数Ｎ
n1 n2 n3

処
理
時
間
Ｔ

２．５．２　性能設計の留意点

　現在のＣ／Ｓシステム、なかでも現物データレイヤの業務システムにおける性能設計の要点は、「設
計の三原則」を保ちながら、大量で深いデータをサーバ上でいかに高速に処理するかと、まだまだ遅
い通信性能を前提に全体の性能バランスを如何に図るかに掛っている。
　性能設計に当たって決して忘れてはならない留意点をいくつか紹介する。

１）計算オーダ理論は常に正しい
　構造を持ったデータを検索するに当たって、データ数Ｎと処理時間Ｔの関係は一様ではない。構造
の実装手法に応じて大幅に変動する。その関係を定式化したのが計算オーダ理論である。そこではＴ
とＮの関係は実装手法により
・Ｔ　∝　ＮｌｏｇＮ
・Ｔ　∝　Ｎ二乗
・Ｔ　∝　Ｎ三乗
などの挙動をする。

　この図から読み取れるのは
・データ数がｎ１未満であればＮ三乗のアルゴリズムが最適
・データ数がｎ１～ｎ３の間はＮ二乗のアルゴリズムが最適
・データ数がｎ３以上であればＮｌｏｇＮのアルゴリズムが最適
・データ数がｎ２を越えるとＮ三乗のアルゴリズムは限りなく無限大に近づき使えない
・データ数がｎ３を越えるとＮ二乗のアルゴリズムも同様に使えない
ということである。
　Ｎが１０万点を越える場合には計算オーダの理論を思い出して検討することをお勧めする。（１０年
前には１万点で思い出すことを勧めていた。）一旦漸近線近くに行ってしまったら、その性能を改善す
るのは容易ではない。

２）検索性能と更新性能は対立する
　検索を速くするためにＢツリーを用いて実装したインデックスを利用したりする。これはＮ三乗の
アルゴリズムを用いることになる。Ｎが限界値を越えなければ確かに検索は速くなる。しかし更新は
極端に遅くなる。なぜならば更新のたびにＢツリーを再構成する処理が必要だからだ。検索性能と更
新性能のバランスは常に意識しなければならない。

現物データレイヤのシステム設計
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３）速いアルゴリズムは資源を食う
　Ｎ三乗のような検索の速いアルゴリズムは、速くするためのデータ構造を別途に持つ。従って管理
したいデータの保持用の記憶エリアを越えて記憶エリアを消費する。高速化のためにインデックスを
多用すると、「ＯＲＡＣＬＥで３倍、ＤＢ／２で４倍のディスクスペースを用意しなければならない」
という話は決して誇張ではない。

４）大域ロックを許すな
　更新を伴うデータのアクセスでは更新が完結するまでデータをロックする。ロックする単位と期間
の制御は利用者にまかされる。ロックする単位と期間は厳密に設計され、実装に当たっても厳密に設
計を守らなくてはならない。この設計・実装管理に失敗して、クライアントが３台を越えたら動かな
くなったシステムを本当に見たことがある。
　データロックをせずにデータの潰しあいになったシステムも見たことがあるが、これは問題外だろ
う。

５）遅い通信をいじめるな
　メガｂｐｓレベルの快適な通信速度を当てにしてシステムを構築できるようになるには、もうしば
らく掛りそうだ。遅い通信と仲良く付き合うには次の２点を心がけよう。
・データは溜め込まずに出来るだけリアルタイムに送ってしまおう。
・画面設計では改ページ型を主として一度の転送量を節約しよう。
　「このシステムはＬＡＮ環境でしか使用しません」などといった甘い言葉に騙されてはいけない。今
の時代、ＬＡＮを伸ばしてＷＡＮ化するのはいとも簡単なのだから。「ＬＡＮでしか使わないといった
じゃないですか」と抗議してみても、簡単には許してもらえない。
　最近まで常時接続は高価で勿体なかった。その結果データを溜め込んで決まった時間に一斉に転送
するのが良しとされてきた。日に一回というのも珍しくなかった。そんなシステムに慣れた目から見
ると、リアルタイム転送というのは馴染みにくいかもしれないが、時代は間違いなく、常時接続かつ
高速化へ向かっている。

３　現物データレイヤのシステム構築

３．１　構築に当たっての困難と解

ここまで展開してきた論旨は教科書の域を出ない正論ばかりである。そこで「正論は分かったが現
実の問題としてそんな事が実現できるのか。性能が持たないだろう。」という声が聞こえて来る。
　確かに

・正規化しろ、二重持ち、三重持ちはするな
・関係情報の畳み込みはするな
・集計表も転置表も持つな
・その都度計算しろ
・さらに全てのデータに期間／時刻を持て
という要求はシステム設計者、プログラム製造者の手足を雁字搦めに縛った上で水中から脱出しろと
言っている様なものである。
　しかしだからと言って一つでも二つでも妥協すれば、その分確実にシステムの追加・変更への柔軟
性は大幅に損なわれてしまうのである。
　データアクセスと計算の性能が飛躍的に向上すればこの困難さを突破することができる。

現物データレイヤのシステム構築
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それさえ可能ならば「設計の三原則」を守り抜いた、業務の改善に遅れることなく進化するシステム
を構築することが出来る。
　計算性能はコンピュータのハードウェアの進化のなかで、すでに飛躍的に向上して来ている。もう
十分などということは無いが、業務システムで計算性能がシステム全体の性能のネックになることは
余り多くはない。
　いまのところ業務システムの性能を縛っているのはデータアクセス性能である。さらに言えばハー
ドディスクのアクセス性能である。
ここでこの２０年位の変化を思い出してみよう。２０年前といえば世は汎用機（大型計算機）全盛
の時代であった。記憶メディアはオープンリールのマグネットテープが主流であり、キャッシュとし
て高価なハードディスクを遣り繰りして使っていた。オープンリールのマグネットテープだってその
前の紙テープに比べれば画期的に速かったし大容量だったのだが。
　それから１０年の間に記憶メディアは完全にハードディスクの時代となった。現在もその時代の真
っ只中にある。いまやオープンリールのマグネットテープは博物館か古いＳＦ映画の中でしか見る機
会はまずない。バックアップ媒体としてカートリッジ型のテープは一時頑張ったが、ＣＤ－ＲＯＭや
ＤＶＤに取って代わられようとしている。
　主要な記憶メディアがハードディスクになった時、我々はそれまでとは質の違う速さを手に入れた。
ヘッドが固定していてテープがヘッドを通過することで読み書きが行われるテープの世界と、回転し
続ける円盤上をヘッドが移動することで読み書きが行われるハードディスクでは、シーケンシャルな
読み書きでも全く速さが違ったが、ランダムな読み書きでは速さの質が違うと感じたものだ。
　ハードディスクのコストダウン・大容量化が無かったら、少なくとも現在のコンピュータの有り様
はずいぶん違ったものになっていたのではないだろうか。しかし技術の進歩・利用者の更なる要求は
止まらない。現在色々なところでハードディスクの性能が利用者のやりたい事の制約になる事態が発
生して来ている。ではハードディスクより速い記憶メディアはといえばメモリである。
　メモリもかつては高価だった。今でもハードディスクに比べれば高価である。かつてテープに比べ
ハードディスクが高価であったように。少々高いとは言え、メモリを利用することで正論が実現でき
るとしたら、その費用対効果はどのようになるだろうか。これに定量的に答えることは、今のところ
かなり難しい。なぜなら比較できる実行例が無いからである。
　定性的には議論が可能である。
・性能を満たせなかったので構築をあきらめた、構築したが使えなかったシステム
・性能を追求してチューンし過ぎてメンテナンス出来なくなったシステム
これによって失われたビジネスチャンスを思い浮かべれば十分であろう。
　１０年ほど前になるが、あるクライアントが何度も再構築を試みて、実用に耐えるシステムを構築
できず、相談に預かった。その対象業務では膨大な量のネットワーク設備の情報をリアルタイムに管
理する必要があった。データ構造としては典型的なジャングルモデル（ツリーとリンクの混合モデル）
であり、データ量も巨大であった。これを「はやりのＲＤＢＭＳ」を用いて実現しようとしていたの
である。
　この課題に対し、当時としてはハイエンドのＵｎｉｘサーバにメモリを２ギガバイトフル実装して、
専用のメモリベースのＤＢＭＳを作るところから始める提案を行った。それまでの開発関係者の方た
ちからは「狂ってる」と言われたが、そのクライアントの幹部の英断と現場関係者の強い後押しに支
えられて、実際に構築することになった。
　当時の２ギガバイトメモリフル実装のハイエンドのＵｎｉｘサーバは１台当り１億円以上の価格で
あった。それを２セット使い、開発費や初期データ構築費などで総額７億円近い費用をかけてシステ
ムは出来上がった。それまでにクライアントは既に一桁上の投資をして使えるシステムが手に入らな
かったことを考えると大成果であった。
　その後クライアントの業界の常で、半年から１年サイクルで新たなサービスが付け加えられたり、
サービス内容の変更が起きたりして、システムは常に機能追加・機能改造を受け続けたが、一度もサ
ービス開始時期に遅れなかったことが、関係者の自慢である。その間、追加・改造の費用も増え、総
投資額は２０億円を超えたと思われるが、それでも無駄になった投資額以下で収まっている。

現物データレイヤのシステム構築
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　ちなみに今現在であれば、同程度のサーバは 1台１００万円前後で購入することが出来る。
　この話には後日談がある。上記のシステムのデータを営業部門にも検索専用で使わせようと、再度
「はやりのＲＤＢＭＳ」にデータを移し変える試みがなされた。その結果、オンメモリＤＢＭＳのシス
テムでは一秒以内（設計上は２０ミリ秒以内）で検索出来ていたデータを検索するのに３日掛かって
しまったのである。いくらなんでも遅いというので、メモリを８ギガバイトに増設して（この頃には
６４ビットのサーバが入手出来た）全てのデータがメモリキャッシュに乗るようにした結果、約半日
で検索出来るようになった。
　単にメモリにすれば何でも速くなるとは限らないという貴重な教訓であろう。おそらくこの場合、
性能ネックが別のところにあったに違いない。

３．２　オンメモリＤＢＭＳのすすめ
　メモリのアクセス性能を業務システムに生かせないか。生かしたとしたら何がどう変わるだろうか。
　メモリのアクセス性能は大雑把にいってハードディスクのアクセス性能の１万倍である。
１万倍といってもピンとこないかもしれないが、ハードディスクで 3時間かかるデータアクセスがメ
モリでは１秒で出来てしまうと言えばイメージし易いだろう。
　実際にはハードディスクもメモリキャッシュを持つのでこんなに差は出ない。完全にキャッシュヒ
ットすれば、差はないはずである。ならしてしまえば、数百倍といった程度の差であろう。メモリキ
ャッシュの挙動は確率的なので、厳密な比較に意味はない。
　ＲＤＢＭＳとの比較ではどうだろうか。ＳＱＬインタプリタを通してのデータアクセスでキャッシ
ュを考えなければ１０万倍は違う。ただここでもメモリキャッシュが働くので数千倍程度の差になる。
　ＲＤＢＭＳでＳＰ（ストアードプロシージャ）やＳＦ（ストアードファンクション）を用いたデー
タアクセスを考えると数百倍程度の差になる。ただデータが大量でデータアクセスがランダムな場合
は数万倍くらいの性能差がでる。この場合メモリキャッシュが性能劣化の原因になってしまうからで
ある。
　現物データレイヤの業務システムを構築するに当たって、ランダムアクセスになる宿命を持つマス
タ系データが大量である場合に、オンメモリＤＢＭＳを利用する効果は最も大きいといえる。ケース
によっては数万倍の効果を得られる。
　ＴＲ系データは大量になる運命だが、アクセスがシーケンシャルな傾向を持つのでオンメモリＤＢ
ＭＳを利用する効果は余り大きくない。１００倍程度が良いところだろう。
　いずれにしてもオンメモリＤＢＭＳを利用すれば、システム開発者やプログラマの制約はかなり軽
減される。
　一方オンメモリＤＢＭＳでは記憶容量がアーキテクチャによって制限される。安価なコンピュータ
では、まだ３２ビットアーキテクチャが主流だから、データは２ギガバイトまでしか持てない。作業
用のメモリも必要だから、実際的には１．５ギガバイトくらいが上限である。
　このように記憶容量にアーキテクチャ上の制限があるため、データ量設計に関する高いスキルが必
要となる。
　６４ビットアーキテクチャになれば、何の心配も要らないかというと、そうでもない。メモリはハ
ードディスクのように増設が簡単ではない。メモリスロットが一杯になれば、それ以上増設できない。
ただ外付けのメモリ増設ユニットなどの商品も出始めて来ているので、今後は随分楽になるはずだ。
　このオンメモリＤＢＭＳの性能優位性を生かすと、業務システムの可能性はどう変わるだろうか。
　先ず受け入れられる性能で処理できるデータ数Ｎの上限が高くなる。先にデータ数１０万点がアル
ゴリズムに敏感になるべき目安と指摘したが、その上限が１０～１００倍高くなる。即ち１００万点
から１０００万点くらいまで、受容可能な性能で取り扱えるようになる。
　次に処理に掛る時間を短縮できる。極端なケースでは半日かかった処理が１秒以下になる。但しＮ
が十分に小さい時や、アクセスがシーケンシャルな場合には効果は少ない。高々５分掛っているもの
を３０秒から３秒位で処理出来るようになる程度の改善しか望めない。

現物データレイヤのシステム構築
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　最後に最も大切なのは、それまで「不可能」として諦めていたシステム要件を達成できる可能性が
出てくることである。
　もちろんオンメモリＤＢＭＳを利用すれば、どんな困難な問題でも解けるようになる等ということ
はない。可能性が広がるだけである。
　その可能性に挑戦し、「設計の三原則」を堅持した、進化の柔軟性を持った現物データレイヤの業務
システムを手に入れた企業が、二歩あるいは三歩優位に立てるのは間違いない。
　いつまでも「標準という名の平均至上主義」「はやりのＲＤＢＭＳ至上主義」の上に胡坐をかいてい
ると、いつまでも現物データレイヤの発展性のある業務システムを手に入れられない。時代に取り残
される危険とのランデブーである。

３．３　イナーシャの壁
　人はえてして経験に支配される。それ自身が悪いわけではないが、経験による判断が進歩の可能性
を潰してしまうこともある。システムの企画を行うに際し、プロであるＳＥ（システムエンジニア）
が最も保守的な発想をしたり、保守的な言動をすることは少なくない。
　挑戦的なシステムの提案に対し、「そんな過剰スペックのシステムは不要だ。」とか「そんな挑戦的
なシステムは出来るはずがない。」といった、後ろ向きな反応をするのは、大抵プロのＳＥか企業の情
報部門の人達である。
　彼らはそれまでの経験からシステムの限界や他社のシステムの似たような現実を良く知っている。
　これまでの日本の業務システムの在りようは、少数のコンピュータメーカや大手ＳＩベンダが大同
小異のシステムを提案・導入することで、どの業界でも各社横並びのシステムを持つ宿命を負わされ
て来た。その結果、業務システムは同業他社より遅れていなければ良しとする業界常識のようなもの
が培われてきた。
　ハードメーカやＳＩベンダにしても、一社だけに特別な提案を提示する訳にもいかず、かといって
同業他社とまったく同じ提案もしにくく、平均的なパッケージをベースにマイナなカスタマイズを提
案するしか途が無かったし、これからも無いというのが実情である。
　このような傾向の結果、多くの企業が継ぎはぎだらけのシステム、パッケージのパッチワークのよ
うなシステムを抱え込むことになってしまった。先にも言及したが、顧客データ（顧客マスタや受注
状況）の整備の課題を残したままＣＲＭパッケージを無理矢理導入するといった、常識的には理解に
苦しむ挑戦？がまかり通っている。
　一方では、トヨタ、ウォルマート、松井証券、セブンイレブンなど業界ブッチギリのシステム挑戦
を続けている企業もある。
　これらの企業は業務システムの改善に半端でない投資をおこなっている。「金が掛けられるから出来
るんだ。」という言い方がなされるが、それは一面的な視点だろう。業務システムに多大な投資を出来
るまでに業務の改革を貪欲に進めてきた結果、投資余力と投資意欲を持ち続けられるとも言える。
　金を掛ければ必ず報われるとは限らないことは、今更繰り返し指摘するまでもないことだろう。
　常識を前向きに生かして、合理性を無視することなく、無駄な金を使わないように工夫しながら、
一歩一歩改善していくしか手はないのである。

３．４　構築の留意点
　挑戦的な現物データレイヤの業務システムを実際に構築するに当たって、覚えておいて損しない標
語を紹介する。

１）目標とデータ空間は出来るだけ大きく、実現は一歩一歩現実的に
　今日は無理あるいは不要でも、明日には可能または必要になることはきっとある。必要・不必要の
議論と出来る出来ないの議論はごっちゃにしてはならない。ごっちゃにした結果、「出来る＝必要、出
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来ない＝不必要」式の議論に巻き込まれた経験者は、私だけではない。
　現物データレイヤの業務システムの構築は決して一過性のプロジェクトではあり得ない。（他レイヤ
の業務システムが一過性だと言っている積もりは無い。）すべての要件を一度に実現しなければ、業務
が有効に改善されないという決まりは無い。利用現場とゴールとロードマップを共有して、段階的に
システムと業務を改善していって悪いことは決して無い。
　しかしこのようなプロジェクトは実際には皆無とまでは言わないが、滅多にお目に掛かれない。実
際の開発現場では「洗い出されたすべての機能を一気に実現させようという発注本能」と「当面実現
すべき機能の範囲でデータ設計を済ませようとする受注側の防衛本能」が常にせめぎ合い、将来を見
越した建設的な議論・協業の環境を十中八九潰してしまうからである。この受発注双方の本能的対立は、
外部会社を交えない「いわゆる自社開発」でも発生する。
　プロジェクトリーダの力量によって左右されるところである。

２）１＋１は３にはならない
　コンピュータを用いたシステムでは、ファジーな挙動を期待してはならない。合理性を欠いた企画・
要求は事態を悪くする。データ量とデータ構造から、単純な足し算と掛け算で無理と分かりきった性
能を、なんとしてでも達成せよと要求するようなことをしてはならない。
　足し算の結果、３ヶ月は掛る処理を８時間で終わります、終わらせますと言い切っている場面に出
くわしたことがある。その時「あなた方の算数は私には理解できません。」としか言い様が無かった経
験がある。結局そのシステムは１年後に１００％作り直しになった。

３）小学生１００人集めても大学入試問題は解けない
　システム開発のプロジェクトでは、手数が有効な場合もあるが、手数が全く貢献しない場合もある。
単にメンバを増やしても何の解決にもならないどころか、事態を悪化させるだけということもある。
メンバ個々のスキルを正確に判断することは必須である。実際のプロジェクトでは、ミスキャストも
珍しくない。

４）慌てず急げ
　慌てては合理的な思考は阻害される。しかしのんびりしている時間はない。十分考える時間は確保
し、実施に当たっては迅速を旨とするべきた。プロジェクトメンバを激励するときに「慌てず急げ」は、
急いで欲しい、だけど雑にならないで欲しいというリーダの気持ちを伝えるのにかなりの有効性を実
証して来た。

５）トラブルには醒めた目で
実際のシステム構築に当たっては、必ずトラブルが発生する。トラブルの発生現象、原因究明、対
処方法は、それだけで一書になりうる広がりと深さをもっている。トラブルを発生させないように、
事前に努力するのは必要なことではあるが、トラブルの発生を根絶できる等とは考えないほうがいい。
トラブルは必ず発生すると開き直って、トラブルの対処を上手にやることをお勧めする。
トラブルの中には極めて深刻なものがありうる。特に仕様の不具合や、開発担当者の当事者能力不
足が取り返しの利かなくなった時点で顕在化した等、開発期間の中では解決できない程ダメージの大
きいものがありうる。この様な問題にぶつかった時どうするかを予めいくつかの原則として合意して
おくことをお勧めする。三つの原則を紹介する。

★Ｓｉｍｐｌｅ　ｉｓ　ｂｅｓｔ　の原則
　意見が分かれた時には最もシンプルな意見を採用する。深刻なトラブルに見舞われた時、完全に冷
静でいられる人は少ない。このような時、複雑な議論や対処法はしばしば事態を悪化させる。

★Ｇｏｏｄ　Ｅｎｏｕｇｈ　の原則
　完全でなくても業務が改善されその効果が「まあまあ満足」であれば良しとする。完全にこだわる
あまり、運用開始が遅れたり運用開始の見通しが立たなくなったプロジェクトは少なくない。ここで
は利用現場との協調的な「暫定運用ルール」の策定に力を注ぐべきである。金の卵を産む、生む可能
性のあるガチョウを殺してはならない。
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★Ｔｒｉａｇｅ　の原則
　原則２をさらに推し進めた原則で、救済の見込みのない問題は見捨てて放置する。具体的には次回
のフェーズに先送りするか、企画そのものを放棄する。Ｔｒｉａｇｅの意味は英和辞書によれば「（傷
痍兵・被災者などの）負傷程度による治療優先度順位の決定方式；生存者数を最大にすることを目的
に軽症者や生存の見込みのない重傷者の治療を拒否する。」となっている。

３．５　オンメモリＤＢＭＳを用いた構築事例
　オンメモリＤＢＭＳを用いた構築事例は、まだ数少ない。とはいえ絶大な効果を上げている。

３．５．１　通信業界の事例
　メガキャリアの持つ通信設備は巨大なものである。通信インフラは銅線や同軸線や光ケーブルなど
の「線」と、その両端に付くカード（パネルとかパッケージとも呼ぶ）、およびカードを挿す装置から
なる。日本を代表するメガキャリアでは、先に挙げたカードの保持量は数千万枚に達する。
　これらを需要を見ながら建設し、様々な商品（例えば様々な速さの専用線）として販売し、それら
の設備を監視し、故障を迅速に回復することが求められる。
　実際のネットワークではマルチプレクシング（数ギガバイトの能力を数百メガバイトに、数百メガ
バイトの能力を数メガバイトにというように、通信能力を小分けしていくこととその逆）と、ジャン
クショニング（Ａ点からＢ点までの通信路とＢ点からＣ点までの通信路を、Ｂ点で接続してＡ点から
Ｃ点までの通信路をつくるなど）が行われる。しかもそれが新規申し込みや解約や移転（ユーザの引
越し）や設備の保守・新機種への入れ替えなどの必要から始終変化している。
　その結果、実際のネットワークは一定の量を越えると、人間の能力では把握しきれない複雑怪奇な
ものと化してしまう。これに期間の考え方を加えると、更に手に負えなくなる。
　設備管理データベースがどうしても必須になる。このため様々に設備データベースの構築が試みら
れてきた。日本を代表するメガキャリアでは、この試みのデータベースシステムがこの２０年ほどで、
少なくとも１００以上作られた。
　網羅的な設備を管理し、網羅的な設備管理業務を目指したシステムはことごとく失敗した。（失敗と
は公表されてはいないが。）
　通信能力で水平的に分けて管理する試みや、商品・サービスによって垂直的に分けて管理する試みが、
様々に試みられた。果てはユーザによって分けて管理することまで試みられた。
　しかしネットワークは先に挙げたマルチプレクシング・ジャンクショニングがある為に、物理的に
は分けることが出来ない。分割管理の試みも一時的な成果を収めたケースもあったが、長期にわたっ
て業務を支えるシステムは生まれなかった。
　システムの作り方も時代と共に変化していった。ハードウェアは大型汎用機からＵｎｉｘワークス
テーションに、ＤＢＭＳはファイルからＲＤＢＭＳへ、ＨＭＩは文字ベースからＧＵＩへと。
　それでも抜本的に問題を解決することは出来なかった。ネットワークの設備構成問題はジャングル
モデル（ツリー構造とリンク構造の混合モデル）というファイルやＲＤＢＭＳに最も馴染みにくい問
題であり、しかもデータ量が半端な量ではなかったからである。
　先にも触れたが、この問題はオンメモリＤＢＭＳを持ち込むことで一応は解けた。約１０年前のこ
とである。そのシステムはそれ以降ずっと稼動し続けている。ハードウェアは３代目となり、プログ
ラムは進化し続けながら。
　しかし企業としての問題は未だに解決していない。オンメモリＤＢＭＳによるシステムは一部の業
務にしか使われず、手を変え品を変えのシステム開発はいまでも連綿とやり続けられている。
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３．５．２　流通業界の事例
　流通業界でデータマイニングの重要性が認識されて随分時が経つ。ＡＢＣ分析やバスケット分析く
らいは既にどの企業でも日常的に利用し、成果をあげているのだろうと思っていた。
　ところが中堅のスーパーマーケットの業務システムの調査・分析をやる機会を得て、理想と現実の
ギャップの大きさに驚いた。店舗の経営は店長の勘と経験に全面的に依存し、データマイニングなど
夢のまた夢という現実がそこにはあった。
　そのスーパーマーケットにもＭＤ（マーチャンダイジング）システムと称するシステムはあった。
しかしそのシステムに入っているデータはデイリーサマリーデータ（一日の売り上げを商品毎に集計
したデータ）だけであるし、検索条件は検索の度に全て手動投入しなければならず、へたな条件で検
索してしまうとなかなか結果が返ってこないという代物であった。
　それでも意欲に溢れた店長が、唯でも忙しい中、ときには数時間もかけて意味のある情報を探り出
そうと格闘している姿には頭が下がった。こんな真摯な店長達を満足させられる店舗業務システムは
作れないだろうか。この場合は最初からオンメモリＤＢＭＳを前提にシステム企画を行った。
　その結果、過去３年分のレシート明細、季節、天候、店内イベント、店外イベントなどのデータを
駆使して、販売量の時間単位、日単位、週単位、月単位の予測を行い、店内活動の判断を支援すると
ころまでのシステムが構築可能であることが判明した。なぜ３年分かというと、せめて３年分のデー
タは見たいという知り合いになった凄腕店長の希望による。現在では５年分見せろという欲張りな店
長さんも少なくない。
　年商１０～２０億円のスーパーマーケットの一店舗当りのレシート明細は、年間２～３千万件デー
タ、３年分で１億件データくらいになる。このことから、店長達が見たがる情報を抽出したり、予測
することは、オンメモリＤＢＭＳの性能を前提に考えない限り実現が難しいことも合わせて判明した。
　試作した「店舗活動支援システム」は、店舗現場の店長達や、改革の意欲溢れた情報システム部門
の人たちには極めて好評だった。
　しかし同システムの導入実績は余り伸びない。興味はそそられるが、そこまではいらない。といっ
た声のなかで埋没してしまうのである。

３．５．３　その他の業界
　自動車産業の部品表管理、消費者金融の信用リスク管理、製造業一般のライン・ロットの最適化問題、
病院のオーダ管理問題など、オンメモリＤＢＭＳなら解ける可能性は高いが、それ以外の方法では全
く手が出ないか、大幅な柔軟性の犠牲の上でしか解けないテーマは、枚挙に暇がない。
　先に挙げた流通業向けの「店舗活動支援システム」は、ショーに出展するなど世に評価を問うてみた。
そうしたら肝心の流通業界の方より、むしろ製造業や金融業など他業種の方々から、自分の業界で使
えないかという随分突っ込んだ問い合わせが多く、説明員が説明し切れずに立ち往生してしまう事態
が発生してしまった。
　早晩オンメモリＤＢＭＳアプローチは色々な場所で珍しくなくなってくるに違いない。
しかし今や主流であり、データベースのデファクトスタンダードともなったＲＤＢＭＳおよびＲＤ
ＢＭＳベースのパッケージの影響力は大きく、急には流れは変わらないかもしれない。

４　現物データレイヤシステムの維持・メンテ
　現物データレイヤのシステムは、生産、販売、物流といった現場の中の現場で日常的に使われるシ
ステムである。そして現場の業務は日々改革・改善され続ける運命にある。現物データレイヤのシス
テムの維持・メンテに関しては、他のレイヤのシステムとは一線を画した心構えや取り組みが必要で
ある。

現物データレイヤのシステムの維持・メンテ
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４．１　維持・メンテの三原則
　業務の変化を予め予測することは不可能ではないが、実際に予測どおりに変わる保障はない。しか
し変わらないことはあり得ない。現物データレイヤの業務システムの維持・メンテにおいては、次の
三点を常に念頭に置いておく必要がある。

１）変化を是とする共通認識
現物データレイヤの業務システムは「常に変化・進化しつづけるもの」という共通認識を確立すべ
きである。

２）変化の先取り
現物データレイヤの業務システムは実際の業務の変化を先取りしなければならない。業務の変化に
ついていけないのでは、現場に愛されないし、頼りにもされない。

３）当事者能力の確保
現物データレイヤの業務システムでは、常にシステムを改造できる当事者能力をキープし続けなけ
ればならない。即ち業務もシステムも把握している個人またはチームを確保・育成しておかなければ
ならない。

４．２　プログラミングレスの落とし穴
　数年に一個くらいのペースでプログラム言語は新種が登場する。商売にしているプロでも新種のプ
ログラム言語をマスタし続けるのは難儀である。息の長いＣ言語は、本来的に素人向きではない。Ｃ
言語を本格的にマスタしていれば他のプログラム言語をマスタするのは比較的には容易なのだが。
　こんな事情もあり、プログラミングレスなパッケージソフトが存在する。プログラム言語を知らな
くても業務の変化・進化に追随出来るように工夫が凝らされているから、プログラム言語を苦労して
覚えなくても大丈夫と言う訳である。プログラミングレスなパッケージソフトは現物データレイヤで
も救世主になれるのだろうか。私の答えは否である。
　プログラミングレスなパッケージは、当然ながら、利用者のやろうとするであろう変化・変更を予
め予測して作られている。予測精度の高いパッケージは良く出来たパッケージだと言えるだろう。
　しかし製造業で今話題になっている、ジャストインタイムからミルクランへ、ベルトコンベアから
セル方式へ、といったパラダイムが変わるような変化を予め予測し、機能をパッケージングするなど
人に良くなせる業ではない。
　一方プログラミングレスのパッケージも使いこなせるようになるには、かなりの学習と訓練を必要
とする。よく出来たパッケージ程、抽象度が高く学習が難しい。パッケージを使いこなすノウハウは
そのパッケージに固有のノウハウであり、もしそのパッケージを捨てたら流用の利かない無用なノウ
ハウになってしまう。もちろんそのパッケージの業務のモデリングのノウハウなどは、将来に亘って
有効なノウハウとして残る可能性はある。
　水面下で囁かれている話題に、「ＳＡＰ／Ｒ３のエンジニアは、もしＳＡＰのブームが去ってしまっ
たらどうなってしまうのだろう。」というのがある。そのエンジニアが汎用のプログラム言語の訓練を
受けていなかったりしたら、ゼロからの再スタートを覚悟しなければならなくなってしまう。
　戦略的な現物データレイヤの業務システムを考える時、プログラミングレスなパッケージソフトは
最悪使い捨てくらいのスタンスで付き合うのが安全である。

４．３　アウトソーシングは使いよう
　今まさにアウトソーシング流行りである。これは分野によっては全く合理的な現象である。総務・
経理のアウトソーシングやサーバ・ネットワーク管理のアウトソーシングなどはその典型例といえる
だろう。
　企業のコンピュータシステム全て（ハードもネットワークもソフトも）をアウトソーシングする事
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例も起きてきている。しかし形を変えたアウトソーシングは今に始まったことではない。
　ちょっと大きな会社には、かなりの確率で完全子会社の情報システム会社が昔からあった。最近の
傾向は完全子会社でなく、ハードメーカや大手ＳＩベンダが資本参加していることであろう。
　アウトソーシングのメリットとして昔から認められていたのは、メンバの育成とモラルの維持が容
易になるとされる点であった。
　しかし完全子会社では親会社の丸抱えで、世間の荒波にもまれることもなく、新技術を積極的に取
り込んだり、同業他社を圧倒するような挑戦的なトライアルを喚起するような緊張感を維持するのは
難しかっただろう。
　違った業種の親会社を持ちメンバを混ぜ合わせ、業務の専門知識とコンピュータの専門知識が同居
することで、シナジー効果が出てくるという期待は少なくとも根拠はある。
　だが新技術への挑戦、業務改革への挑戦を喚起するのは、他者との競争である。アウトソーシング
のメリットは、アウトソーシングの受託会社が競争に晒され、自己を鍛え続けている場合に最大化する。
ハードメーカや大手ＳＩベンダと共同子会社を持つことは、発注／受注の関係に本来的に存在する緊
張感を内部化させ、相互の啓発性を損なうかもしれない。
　いずれにしても、長期に亘って同一業務システムだけの維持・メンテに特定個人を縛りつけ続ける
のは、個人の成長や啓発を阻害する。適度なローテーションや他のシステムを経験させることは、見
返りの大きい努力である。
　そうした意味でアウトソーシングはうまく生かせば、貴重な武器に成り得る。

４．４　プログラミング力を武器に
　コンピュータシステムはプログラムがあって初めて動く。これは避けられない事実である。
　かつてプログラミングの未経験者の人たちに、Ｃ言語を教えたことがある。ただこの人たちは業務
経験は十分に積んだ人たちだった。教えてみた結果、応用的なプログラミングの学習速度はソフトの
プロを目指しているソフト業界の新人より、むしろ速いと感じた経験がある。応用的なプログラムでは、
プログラムの各行が実際にどのような業務に対応しているのかをイメージできるか否かが、簡潔で間
違いの少ないプログラミングを書く決め手になることが多い。
　個人的な意見としては、コンピュータ言語を覚えることは、業務をおぼえるより易しいと思っている。
ただし一通りプログラムを書き、動かすところまでではあるが。隅から隅までものにするとか、例外
まで含めて精通するには、どんな業界でも時間と体力と然るべき環境を要する。
　現物データレイヤの業務システムの日々の変化は、常に大規模なプログラムの改造を要する訳では
ない。簡単な微修正で現場の業務の流れが大きく改善されることが少なくない。
　そのような微修正をタイムリーにやれる程度のプログラム改造力を自社内に持つことは決して無駄
ではない。時間も金も節約できる。むしろ簡単なことがすぐに改善されないことによる、現場のフラ
ストレーションを解消できることが重要である。不具合の解消は当然のこととして、現場の改善トラ
イアルに並走できることが、最も重要である。このようなシステムであってこそ、現場はそのシステ
ムを愛し、育てようとするのである。
ただその当事者能力の持ち主にプログラムの改造だけをやらせ続けてはならない。業務も持たせる
か、業務改善の業務を持たせるなど、業務との一体感を持ち続けられるように処遇すべきである。ソ
フト業界以外でプログラムばかり書いている人を積極的に評価するのは本来的に無理がある。また所
詮プロではないので、業務から長く離れてしまったら、いずれは潰しの利かない人材になりかねない。
大規模な改造を要するような事態にたいしては、やはりプロのソフト屋を招集すべきであろう。

現物データレイヤのシステムの維持・メンテ



24

５　ソフト業界のカテゴリー戦略について
　挑戦的業務システムを持ち発展させようと試みる企業は、自らの業界内で他社との差別化を図るべ
く、日夜努力を重ねている。
　一方ハードメーカや大手ＳＩベンダは自社のプロダクツ、自社のシステムノウハウを遍く普及・販
売しようとする。その結果、同一業界の企業に似たような、ほとんど差の無いシステムばかりが普及
してしまった。「同業の○○社様にも導入頂きました。」という台詞が有効な営業トークであるのもま
た現実である。
　開発請負会社を通じて自社のノウハウを他社に移転されてしまったのではないかと、疑ったり、怨
んでいる企業も実在する。
　先にも挙げたトヨタやウォルマートなどは、ノウハウを完全に持ち出し禁止にして、自社ノウハウ
を守っている。セブンイレブンのシステム開発に携わった会社が、他社からセブンイレブンのような
システムが欲しいといわれて困っているという話は、実話である。とはいえ個人の転職まで禁止する
ことは出来ないので、完全なノウハウの流出防止は不可能ではある。
　そろそろソフト業界も、企業としてのカテゴリー戦略を持つべき時代に入ってきたと思う。即ち同
一カテゴリーで競争関係にある企業の業務システム、特に現物データレイヤの業務システムは、社会
的良識として手掛けないと言う位の矜持を持つべきだ。
　現物データレイヤの業務システムを受託して、手掛けると、発注会社の恥部をほとんど見聞きして
しまう。その恥部を改善するために、システムを構築したり、再構築したりするのだから、当たり前
のことである。逆に改善のエッセンスも見聞きしてしまう。このエッセンスを理解しないでは、利用
者に満足してもらえるシステムはきっと作れない。
　現物データレイヤの業務システムでは、ＳＥ（システムエンジニア）はあたかも医士か弁護士のよ
うな守秘義務を含む、社会的モラルが求められるべきだろう。
　また顧客企業でもハードメーカ、大手ＳＩベンダ一辺倒の姿勢を見直し、掛かりつけの医者や顧問
弁護士事務所を持つように、安心して事情を話せ、事情をゼロから説明しなくても事態をすぐ理解し、
提案を含めた対策を打ってくれるソフトウェアパートナを持つべき時期にきていると考える。
　そのような安心して付き合える、相手の力量を良く知った上での信頼関係の構築こそが、「業務のプ
ロ」と「システムのプロ」の幸せな協業に立脚した「挑戦的な業務システムの構築」の第一歩である。
その関係は単に会社と会社の信頼関係を超えて、プロとプロの技術的・人格的な信頼関係まで踏み込
んだ関係でなければならない。信頼関係というリングの中で、プロとプロが死力を尽くして殴り合う
中から、業界を二歩三歩先んじる業務戦略と業務システムが生み出されるはずだ。と私は思う。

ソフト業界のカテゴリー戦略について
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