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システム企画研修株式会社 

 

1. 要件定義・変更仕様書セットの特長 

 

（１）要件定義ガイドの特長 

項目 内容 

対象作業  変更依頼受付から要件定義承認まで 

特色ある成果物その１ 

 「目的・ねらい記述書」 

 業務要件とシステム要件を明確に区別し、業務要件の

「確定」を先行させる。 

特色ある成果物その２ 

 「隠れたニーズを引き出すＷ／Ｓ」 

 変更依頼を鵜呑みにするのではなく、その背景（目的）

を探ることによって初期段階でニーズを出しきる。 

特色ある成果物その３ 

 「変更点の把握Ｗ／Ｓ」 

 システム要件を基に、システムとして変更すべき事項

を洩れなく洗い出す 

特色ある成果物その４ 

 「変更事項確認Ｗ／Ｓ」 

 「変更点の把握Ｗ／Ｓ」で把握した変更事項を、所定の

変更事項一覧表に展開する。 

 

（２）変更仕様書作成手法の特長 

項目 内容 

「変更事項確認Ｗ／Ｓ」から 

「変更事項説明書」 

（＝変更仕様記述様式）の自動生成 

 「変更事項確認Ｗ／Ｓ」の３８種の変更事項項目から

該当の「変更事項説明書」様式を自動生成する。 

 変更事項の種類は、一般の場合、３８種しかないことが

判明している。 

「変更事項説明書」による、変更事項に

対応した変更仕様記述項目の指定 

 変更事項説明書には記述すべき変更仕様内容が指定さ

れているので、その指定によって変更仕様を記述すれ

ばよい。 

 

（３）両者の連携の特長 

項目 内容 

要件定義から変更仕様までの連携  要件定義の「変更事項確認Ｗ／Ｓ」から「変更事項説明

書」まで連動する。 
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2. 当セットの利用効果 

効果の種類 効果の内容 

的確な要求の実現 
 要求を表面的に受け止めるのではなく、いわゆる「真意」を

探って具体化する。 

手戻り・停滞の防止 

（＝納期短縮・工数削減） 

 必要事項の検討を要件定義段階で網羅することと 

変更仕様作成までの抜け漏れ削減により実現する。 

案件の成果品質向上  要求から変更仕様までの抜け漏れの削減による。 

担当の能力向上 
 相手の立場（＝ビジネスの立場）で検討を行うことによって、

業務知識・業務理解力・業務分析力・業務企画力が向上する。 

担当の早期習熟  定型化された業務実施方式により早く一人前になれる。 

 

3. 当セットでご提供するＷ／Ｓの適用対象種類 

ワークシート名 適用対象種類 

目的・ねらい記述書  情報システム改善（汎用） 

隠れたニーズを引き出すＷ／Ｓ  汎用 

要件定義書  汎用 

変更点の把握Ｗ／Ｓ  一般版 

 データベース版 

 ＡＰＩ利用版 

 ＡＢＡＰ版 

変更事項確認Ｗ／Ｓ  一般版 

 データベース版 

 オブジェクト指向版 

 ＡＰＩ利用版 

 ＡＢＡＰ版 

変更事項説明書  一般版（オブジェクト指向以外向き） 

 オブジェクト指向版 

 

4. 当セットのご提供料金 

 企業グループでの使用範囲で１５０万円（消費税別） 
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優先度

明細

早い（業務の迅速化、レスポンスの改善） 

Ａ

うまい（業務の品質・精度向上）

Ｂ

Ｃ

安い（業務の省力化・コストダウン）

無い場合は「特になし」と記入する。

人の向上（能力・意欲向上）

成果の量の増大  

その他

③売れ筋情報の提供
　商品群別に発売後１カ月以内の商品の売上推移を提供する。

①重要なお客様に優遇条件で販売する。
　Ａランク値引率＝５％、Ｂランク２％、Ｃランク０％

②販促対象商品群の月度の売上規模によりリベートを出す。
　１億円以上１％、9000万円以上0.9％、～1000万円以上0.1％
　得意先別月度売上実績×リベート率＝リベート金額

【当事例の解説】
当事例では、当初「ユーザ」は①の案で検討依頼した。
この案はかなりのシステム変更を必要とする。
そこで検討の結果、比較的影響の小さい②案が対案として出てきた。
さらに、「早いの切り口ではお客様サービスで何かできることはないか」
を検討した結果、③案が出てきた。
以下では③のケースで成果物を作成する。

重要なお客様に優遇条件を与えることによって、お客様の囲い込
み、売上増大を目指す。

　開発費

　運用費

納期条件

新商品売上実績データ
　作成処理　新規作成

新商品売上実績マスタの内容を毎日、データで提供できるようにする。
この時点でも登録から30日以内の商品のデータを対象とする。

コスト条件

非機能要件

制約条件

項目 要求条件 備考（必要性の根拠等）

売上計上処理
　変更

出荷先マスタから「出荷先郵便番号」を取得する。
受注マスタの「商品登録日」と「出荷先郵便番号」を使い新商品売上デー
タを追加生成する。

新商品売上データ
　新規作成

商品群・出荷先地域・商品・出荷日・売上金額の1件別データ。
新商品＝「商品登録日」が30日以内の商品が対象。

新商品売上実績マスタ
　更新処理　新規作成

新商品売上データを基に、商品群別・出荷先地域別・商品別・日別の合計
売上金額データを毎日更新する。

機能要件

受注マスタ
　項目追加

商品マスタの登録日を「商品登録日」として追加する。

受注処理（プログラム３本）
　変更

受注マスタに商品マスタの登録日を「商品登録日」として追加する。

変更・修正部分 要求内容

「情報システム改善」 目的・ねらい記述書
テーマ

目　的（システムとして実現すべき条件）

チーム

ね　ら　い（業務で実現したい価値目標）

作成日付 作成者名

売れ筋情報早期提供
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システムとして
「どうするのか」
＝処理機能

隠れたニーズを引き出す ワークシート

テーマ 得意先マスタの変更　【作成例】
作成年月日 作成者

ねらい
業務として
「どうなるのか」

業務として
「早い、
　うまい、
　安い、
　人の向上、
　成果の増大」
が実現する。

目的
システムとして
「何ができるのか」

システムとして
「何かが
　できるようになる、
　早くなる、
　良くなる、
　楽になる」
＝システム機能

解決策
IFC

GD

E H

売価で優良

顧客を優遇

し、囲い込

む。

有効な売れ

筋情報を提

供する。

得意先区分

別に値引き

を行う。

得意先区分

を設定する

ための資料

を提供する。

地域別・単

品別の売上

実績ランキ

ング表を提

供できるよう

得意先マス

タに得意先

区分を新設

する。

単価設定方

法を変更す

る。

過去２年間

の３カ月ごと

の売上・利

益実績表を

作成する。

地域別に単

品売上上位

１００品の半

年の売上推

移表を作成

B

A

そのねらいからすると、

だとすると、

システムとして他にできれば

よいことはないですか？

それは何のためですか？

業務として何がよくなる

のですか？

そのためにシステムとし

て何ができればよいの

ですか？

それなら、

システムとして他に必要

なことはないでしょうか？

そのためにシステムは

どうすればよいので

しょうか？

そのためにシステムはど

うすればよいのでしょう

か？

システムとして

何ができるように

なるのですか？

お客様の要望

得意先マスタ

に得意先区分

を新設してほ

しい。
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新規追加 新規追加 新規追加

変更 変更 変更

入力に伴う処理 入力に伴う処理 入力に伴う処理
新規追加 新規追加 新規追加

変更 変更 変更

内部ファイル

新規追加 新規追加

変更 変更

新規追加 新規追加 新規追加

変更 変更 変更

新賞品売上データ
新商品売上実績マスタ

受注マスタに商品登録日追加

新商品売上実績データ

受注データに商品登録日追加 受注データに商品登録日追加

受注入力：商品マスタの
登録日を参照

入力
データ

様式（作成要領つき） 件名 作成年月日 作成者

変更点の把握ワークシート 一般版

入力画面

出力画面
（照会）

出力帳票

外部

インタフェース

ファイル

（受け側）

外部

インタフェース

ファイル

（出し側）

マスタ
ファイル

トラン
ザクション
ファイル
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システム名

案件ＩＤ 作成年月日

案件名 作成者

＃ 区分 １ 区分 ２ 変更事項 該当 ﾘﾝｸ
影響調
査区分 Ｒ 確認

1 外部入力 入力画面 入力画面　追加 →

2 外部入力 入力画面 入力画面　項目追加変更削除
受注入力：商品マスタの
商品登録日を保持 →

3 外部入力 入力画面 入力画面　レイアウト変更 →

4 外部入力 入力画面 入力画面　入力チェックの追加 →

5 外部入力 入力画面 入力画面　削除 →

6 外部入力 入力データ 入力データ　追加 →

7 外部入力 入力データ 入力データ　項目追加変更削除 →

8 外部入力 入力データ 入力データ　レイアウト変更 →

9 外部入力 入力データ 入力データ　入力チェックの追加 →

10 外部入力 入力データ 入力データ　削除 →

11 外部入力 Ｉ／Ｆ入力 Ｉ／Ｆ入力　追加 →

12 外部入力 Ｉ／Ｆ入力 Ｉ／Ｆ入力　項目追加変更削除 →

13 外部入力 Ｉ／Ｆ入力 Ｉ／Ｆ入力　レイアウト変更 →

14 外部入力 Ｉ／Ｆ入力 Ｉ／Ｆ入力　入力チェックの追加 →

15 外部入力 Ｉ／Ｆ入力 Ｉ／Ｆ入力　削除 →

16 外部入力 入力に伴う処理 入力に伴う処理・生成ファイル追加 → ＦＣ

17 外部入力 入力に伴う処理 入力に伴う処理・生成ファイルに項目追加変更削除

受注データに商品登録
日追加（画面データ分）
//
受注データに商品登録
日追加（入力データ分）

→ ＣUD

18 外部入力 入力に伴う処理 入力に伴う処理の処理条件変更　 →

19 外部入力 入力に伴う処理 入力に伴う処理・生成ファイル中止 → ＦＤ

20 外部入力 入力に伴う処理 入力に伴う処理・メール送信機能の追加 →

21 外部出力 画面出力 画面出力・照会・画面追加 →

22 外部出力 画面出力 画面出力・照会・項目追加変更削除 →

23 外部出力 画面出力 画面出力・照会・レイアウト変更 →

24 外部出力 画面出力 画面出力・照会・出力条件変更 →

25 外部出力 画面出力 画面出力・照会・画面削除 →

26 外部出力 帳票出力 帳票出力・帳表追加 →

27 外部出力 帳票出力 帳票出力・項目追加変更削除 →

28 外部出力 帳票出力 帳票出力・レイアウト変更 →

29 外部出力 帳票出力 帳票出力・出力条件変更 →

30 外部出力 帳票出力 帳票出力・画面・帳票削除 →

31 外部出力 外部ファイル出力 外部出力・生成ファイル追加 新商品売上実績データ →

32 外部出力 外部ファイル出力 外部出力・生成ファイルに項目追加変更削除 →

33 外部出力 外部ファイル出力 外部出力・生成ファイルの生成条件変更 →

34 外部出力 外部ファイル出力 外部出力・ファイル生成処理中止　 →

35 内部ファイル ファイル生成処理 ファイル追加・変更　
新商品売上データ//
新商品売上実績マス
タ

→ ＦＣ

36 内部ファイル ファイル生成処理 ファイルの項目追加変更削除
受注マスタに商品登録日
追加 → ＣUD

37 内部ファイル ファイル生成処理 ファイル生成条件変更　 →

38 内部ファイル ファイル生成処理 ファイル生成中止 → ＦＤ

変更事項確認ワークシート
一般版（V2.01）
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№ 区分 １ 区分 ２

40 内部ファイル ファイル生成処理

【変更事項内容】
新商品売上データ

【変更事項内容説明】
出荷実績データに基づき新商品売上実績ファイルを生
成する。

№ 記述項目 記述項目記入欄 Ｐ概要図 ＰＩ／Ｏ一覧 画面定義 ファイル定義 帳票定義 レイアウト

1 対象プログラム名 売上計上処理 ○ ○

2 入力ファイル名 出荷実績データ

3 生成追加・変更ファイル名 新商品売上データ ○

4 生成ファイル編成方式

5 参照ファイル名 受注マスタ

6 ファイル追加・変更生成方法

7 ファイル利用目的

8 添付（作成済みに○）

変更事項

ファイル追加　・変更　

○＝作成を必要とする。
△＝場合により作成を必要とする。
×＝画面・データ・ファイルおよびその項目の
　　　画面・データ・ファイル定義からの削除を示す。
＊＝記述・作成するかどうかはそのドキュメント記述の社内ルールに従う。

重要なお客様に新商品の売れ筋情報として提供する。

変更事項説明書
一般版

案件名 作成年月日 作成者

売れ筋情報早期提供

１．出荷実績データに基づき、以下の項目構成の新商品売上データを生成する。
　商品群・出荷先地域・商品・商品登録日・出荷日別の売上金額
２．商品登録日は受注マスタから参照する。
　商品登録日が以下の場合は、新商品売上データを生成しない。
　1）商品登録日がない。2）商品登録日が8桁でない。　3）商品登録日が31日以上前
３．出荷先地域は、受注マスタの出荷先を参照し出荷先の郵便番号データを入手し、以下の対応を行う。
　１）郵便番号がない場合は、「出荷先郵便番号なし」のメッセージを出し出荷先地域はブランクとする。
　２）郵便番号があり６桁または６桁未満の場合、その上２桁を郵便番号テーブルと照合し、該当あればそ
れを出荷先地域とする。
　３）上２桁でテーブルに該当がないときは出荷先地域はブランクとする。「出荷先郵便番号不正」のメッセー
ジを出す。

この処理は毎日行う。




