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失敗プロジェクト、諸悪の根源 

「要件不備」に迫る!! 
要件確定に対する問題提起と「要件確定研修」のご案内 

 

 

失敗プロジェクトの原因 

 

一時沈静化したかに見えた「失敗プロジェ

クト」が、またまた多くの情報サービス業の

経営を脅かせているようです。 

失敗プロジェクトとは、「納期・品質・コ

スト」の３条件が計画どおりに達成できない

プロジェクトのことを言います。「少し納期

が延びただけだ。失敗ではない」と開き直る

プロマネ（プロジェクトマネジャ）もおられ

るようですが、そのプロマネは、このご時勢

に納期がどれだけ重要か考えておられるので

しょうか。いずれにしても、この３要素のど

れが欠けても失敗なのです。 

しかし経営から見ますと、最も気になるの

は「コスト」で、しかも大規模案件の大幅コ

スト割れです。ですから騒がれている「失敗

プロジェクト」は、大幅赤字プロジェクトの

ことです。ですが、大きくない案件でも数が

増えてボディブローのように効いてきている
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企業も多いようです。いずれにしても、失敗

プロジェクトを何とかしなければならない状

況であることは間違いありません。 

 

なぜ失敗プロジェクトは多いのでしょう

か。 

ご承知のように昨今は、開発ニーズの多様

化・複雑化、技術要件の高度化などの要因が

あるにもかかわらず、短納期要求であり、本

格的な要件検討ができずに開発に入らざるを

得ないことが時代背景としてあります。 

各種調査や識者の見解でも、「失敗」原因

の過半は「上流」すなわち「要件」の不備に

よるとなっております。その代表例を図表１

に示しました。 

当社が主催して「開発ロスの削減」を検討

した研究会でも、開発ロス発生の過半は「要

件不備」であるという結論になりました。こ 

図表１ プロジェクト失敗の原因 

納期遅れの原因（複数回答） 

要件定義が計画より長引いた 37.7％ 

企画作業が長引いた 22.7％ 

 合計 60.4％ 

予算オーバの原因（複数回答） 

追加の開発作業が発生した 65.0％ 

追加の企画作業が発生した 8.0％ 

品質不備の原因（複数回答） 

要件定義が十分でなかった 35.9％ 

システムの企画が十分でなかった 18.7％ 

 合計 54.6％ 

出典：日経コンピュータ 2003 年 11／17 号、 

特集「プロジェクト成功率は 26.7％」 

 
の研究会は、情報サービス業に所属する優秀

プロマネ７人の研究会です。「開発ロス」と

は、「手戻り、手直し、手待ち」などの生産

的でない開発工数投入のことで、この研究会
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では、「全開発工数のうち平均おおむね４割

が開発ロスである」という驚異的な結論が得

られました。「要件不備」とは、要件不確定、

要件確定遅延、要件変更などを指します。こ

れが後工程で発生するほど、「手戻り、手直

し」が多くなります。前工程で発生すると、

「手待ち」が多くなります。 

いずれにしても、「要件不備」の影響は大

きいのです。大きな「手戻り、手直し、手待

ち」が発生すれば、「納期・コスト」に甚大

な影響を与えることは目に見えています。 

結局、「要件不備」は「手戻り、手直し、

手待ち」を通じて「納期・品質・コスト」の

未達を発生させ、それがプロジェクトの失敗

となり、要件決定の当事者である依頼者自身

にも不満足な結果を招来し、開発者側の経営

者はもちろんのこと、開発従事者の欲求不満

にもつながる、という結果になっているので

す。そういう意味で「要件不備」は諸悪の根

源であるということになります。 

これを何としても征伐しなければならな

いのです。 

 

 
「要件不備」 

 
「手戻り、手直し、手待ち」 

 
「納期・品質・コスト」の未達 

 
プロジェクトの失敗 

 
発注企業に打撃 

依頼者の不満足 

開発企業の経営に打撃 

開発従事者の欲求不満 
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「要件不備」征伐へのチャレンジ 

 

２００３年から当社主催で開始いたしました

「ＰＭＯ研究会」の３年目である２００５年度

研究会は「オーダマネジメント研究会」と銘

打って、開発案件の発注・受注部分の具体的

な改善方法を研究しております。その部分が

プロジェクトの成否に及ぼす影響が極めて大

きいので、その対策を検討し、ＰＭＯとして

「現場」を助けようという趣旨です。 

その検討対象は、要件確定、見積り、契約

です。要件を明確にして（いただき）、その

前提で的確な見積りを行い、それら前提条件

や実施上の条件を契約に明示しようというこ

とです。これができれば、後は内部的な問題

だけを処理すればプロジェクトは成功するは

ずです。 

この研究会での「要件確定」に関する結論

はおよそ以下のとおりです。 

• 要件確定に対して、大きなエネルギをか

けて取り組むべきである。 

• 要件は確定できないと安易にあきらめて

はいけない。 

• 開発するシステムの概要仕様を決めよう

とするのではなく、開発システムの目的

を「完全定義」することに傾注すべきで

ある。 

• その「完全定義」はこうやって実現すれ

ばよい（発注者への働きかけ・協力が基

本で、そのための工夫は「こうすればよ

い」） 

 

この結論は、弊社が２０年以上にわたって

「システム企画」の方法論の普及を手がけて

きたノウハウのゴールでもあるのです。 

2 
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要件確定研修のご紹介 

 

そこで、弊社では前述の研究会でも検証さ

れた要件確定のノウハウを織り込んだ研修を

開発いたしました。 

その研修のご案内は弊社ＨＰ「新研修「要

件確定研修」登場★ 失敗プロジェクトを削

減します！！ 要件問題を解決します！！」

をご参照いただければ幸甚ですが、以下にそ

のエッセンスをご紹介いたします。 

まず要件確定にどう取り組めばよいのか

をガイドする「要件確定の基本解説」部分の

構成は、右のようになっています。 

そのポイントを図で解説している部分を

後掲（文末）でご紹介します。 

この基本解説の後、具体的な要件明確化の

手法を、「問題点連関図」と「５Ｗ２Ｈ」を

ベースにして学習していただきます。 

「要件確定研修」は企業内研修ですから、

各種カスタマイズが可能です。ご関心をお持

ちいただけましたら、お問い合わせください。

お待ちしております。 

 

 

 

 

１．要件確定の位置づけと基本プロセス 

２．要件確定の必要項目 

３．なぜ要件が明確に決まらないのか 

４．要件確定の決め手「開発目的の完全主義」 

５．どうやって要件確定に持ち込むか 

６．要件確定に有効な手法 

3 3 
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ビジネス分析研修など 

当社の他の研修との関連 

 

（１）要件確定に関連する研修 

• ２で示しました諸悪の根源の図を、もう少

し範囲を広げて、当社の研修等との関連を

示したものが図表２「「要件不備」から「プ

ロジェクト失敗」への関連図」です。 

• システム開発要件不備は、一つには、そも

そも要件をまともに追求しようとしてい

ないことから発生しています。これへの対

応が今回ご紹介している「要件確定研修」

です。 

• 要件を的確に引き出すには、手法も必要で

す。この手法を研修していただくのが、各

種システム企画力強化研修です。 

■ビジネスプロセス強化企画研修 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f0.pdf 

■企画提案力強化研修（手法習得型） 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f2.pdf 

■企画提案力強化研修（演習型） 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f3.pdf 

■ＳＡ育成研修 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f4.pdf 

■要件確定研修 

http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f5.pdf 

• 要件を確定させることは、受注側企業の問

題としてみると、営業の参画・責任が重大

です。営業が「御用聞き」を脱して、お客

様としっかり折衝して的確な要件を引き

出す必要があるのです。そのような観点か

らの「営業提案力強化研修」はじめ各種営

業系の研修もご提供しています。 

http://www.newspt.co.jp/data/sales/o_teian/o_teian.html 
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• しかし、要件をまともに追求しようとして

も、そのシステムで対象とする事業や業務

のニーズがよく分からないということも

起きています。的確な要件確定には以下の

４プロセスが必要なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• この図の上の２プロセスが不明確では、

事業や業務のニーズに合うシステムを

作ることは至難です。この領域に対して、

事業や業務の方向性を的確にしかも関

便に見極める方法を研究していただく

のが「ビジネス分析研修」です。 

• ビジネス分析研修のご案内は、当社（シ

ステム企画研修㈱）のホームページのト

ップページにある 

ＩＴコーディネータ協会認定「ビジネス

分析講座」受付中☆をご覧ください。 

 
業務の方向性 

事業の方向性 

システム案（解決策） 

システムの方向性 

部門の業務方針

が不明 

事業戦略が不明

システム案が 
不確定 

システムの 
「目的・ねらい」 
が不明 

システム要件 

[問題点] 
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（２）開発ロス削減の支援プログラム 

• そのような要件確定への改善努力を行

っても、早急に理想的な状態になること

は期待薄でしょう。そこで現実的に「手

戻り、手直し、手待ち」が極力発生しな

いようにする努力が必要です。 

• 本誌前号で上野が問題提起いたしまし

たように、「手戻り、手直し、手待ち」

等による開発ロスは平均３～４割発生

しているのです。この問題に対して、

「『開発ロス削減プロジェクト』を部門

ごとに起こして改善する」のを支援させ

ていただくプログラムもご提供してい

ます。以下をご参照ください。 

■開発ロス削減へのアプローチ 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr72/mr7207.pdf 

 

（３）プロジェクトマネジメント力強化の研修 

• 毎日のプロジェクトで要件問題に直面

し対応しているのは、プロジェクトマネ

ジャです。そのようなプロマネを半年間

みっちり研修させていただいて、難問解

決のできるスーパ・プロマネに育ってい

ただこうという研修が。７年間の実施実

績のある“超”プロマネ養成研修です。

以下をご覧ください。¶ 

http://www.newspt.co.jp/data/epm/epm.html  

 

 

 

 

お問合せ・お申込み 
システム企画研修株式会社 
東京都港区高輪 3-11-3 東信高輪ビル 

TEL：03-3440-1800 FAX：03-3440-1799 
E-Mail：mind-pc@newspt.co.jp HP：

http://www.newspt.co.jp/ 

目次に戻る 

要件確定研修案内

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr72/mr7207.pdf
http://www.newspt.co.jp/data/epm/epm.html
http://www.newspt.co.jp/
http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/bpi/bpi_bb.html
http://www.newspt.co.jp/data/kensyu/kigyo/pdf/f5.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr73/mr73.html


図表２ 「要件不備」から「プロジェクト失敗」への関連図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ビジネス分析 

不備 
要件追求 

不備 

 
技術力 
不備 

システム開発 
要件不備 

プロジェクト 
マネジメント 

不備 

「手戻り・手直し
手待ち」発生 

 
開発ロス 

発生 
納期遅延 
品質不良 

発生 

 
不採算・赤字 

発生 
対象事業への

影響 

 
ビジネス分析 

研修 
各種システム
企画力強化

研修

 
‘超’プロマネ

養成研修

情報サービス業 
ダメージ 

発注企業
ダメージ 

 ＝当社のご提供商品

各種営業力
強化研修 

開発ロス削減
プログラム
（IS-VIP）

 
要件確定研修

受注側 発注側

プロジェクトの失敗！！ 
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サンプルＡ 

 

 

図３ 自宅の新築 

 
 

７．新築の工数・費用（Ｈow Much） 

 

自宅の新築計画企画書 

 

（１）新築の体制 
ａ．発注責任者：夫（副責任者＝妻）  ［責任の明確化］ 
ｂ．設計：山田設計事務所 
ｃ．施工：大下ハウス 
 

（２）新居の維持・運用体制 
ａ．運用責任者：妻 

（１）土地の確保、新築方針の決定 

 ［システム要件確定］ 2005 年 8 月末

（２）設計の確定 ［システム設計］ 10 月

（３）施工・完成 ［開発・テスト・検収］ 2006 年 2 月

（４）引っ越し・入居 ［移行・本番］ 3 月

（１）共通 

ａ．一家団欒のできるゆとり
あるリビング（ＬＤＫ）の実
現 

ｂ．大画面テレビの設置 
ｃ．全室クローゼット式（箪

笥・サイドボード類は一
切使用しない）の採用 

ｄ．可能な限り「大掃除」が不
要な作りの実現 

ｅ．バリアフリー方式の採用
ｆ．安全なセキュリティの実現

（１）家の利用対象者 

 

ａ．母親：７５歳
健康。 
毎日のように地
域のクラブ活動
に出かける。 
家事も手伝う。

ｂ．夫：５０歳 
教師 

ｃ．妻：４４歳 
ケアマネージャー 

ほぼ毎日勤務 

ｄ．息子：１５歳
高校生 

ｅ．娘：１２歳 
中学生 

２．新築の対象範囲（Where） 

（２）個人ごと 

ａ．母親：仏壇設置、独立性の高い
部屋 

ｂ．夫：家で仕事ができる環境（イン
ターネット利用）、幅２間以上の
書棚、 

ｃ．妻：家事の省力化希望、自分専
用のテレビが見られる環境 

ｄ．息子：受験勉強のできる環境、
気分転換に音楽を高音で聞け
る環境 

ｅ．娘：ピアノの練習のできる環境、
プライバシの維持できる環境 

３．新築で実現すべき課題（What）（＝目的・ねらいの具体化） 

ａ．２階戸建て住宅、鉄骨木造 

ｂ．間取り等 
（ラフな見取り図、正面図、側面図をつける） 

ｃ．「プレハブ工法」採用 

４．課題の実現方法（How） 

５．新築の実現スケジュール（When） 

６．新築の実現体制（Ｗho） 

ａ．土地取得費 3,000 万円 

ｂ．建築費 2,500 万円 

ｃ．設備・家具購入費 200 万円 合計 5,700 万円 

ｄ．設計確定工数 100 人時間 （発注者側） 

ｅ．建築状況確認工数 50 人時間 （同上） 

［注：これらを無視してはいけない］ 

 

（１）自宅新築の目的 

以下の利用目的を実現できる自宅の

新築を１年以内に実現する。 

ａ．家族５人の日常生活 

ｂ．夫の仕事 

ｃ．子供二人の勉強 

ｄ．家族等の集会（１０人程度） 

 

（２）自宅新築のねらい 

ａ．現在の家族５人が今後１０年間一

体感を持って生活できる。 

ｂ．家族員それぞれの主張も可能な限

り実現する。 

ｃ．１０年後以降は安全で手間がかか

らない生活ができる。 

ｄ．新築する家は、３０年間よい状態で

保てばよい。 

1.新築の目的・ねらい（Why） 

３．なぜ要件が明確に決まらないか 

その１．依頼者側は提示している条件で開発できると思っている。 

「４人で住む家を作って欲しい」としか言っていない。 

ところが実際に家を作るには、図３程度の条件は必要である。 

要件確定研修テキストの一部ご紹介 
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サンプルＢ 

 

４．要件確定の決め手 

「開発目的の完全定義」 

 

４．２ 開発目的は何に使うか 

 

１）取り上げるべき問題・要求の取捨選択

の基準になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要求

問題 要
求 

問題 

課題 
・ 案件で取り上げる

「問題」「要求」 

立場による意見 

経験による意見 

考え方による意見 

目的 

目的でふるいにかける 



インフォメーション--要件確定研修ご案内 

11 
 

 

２）解決策（手段）に対する前提条件・ 

制約条件になります。 

 

 

 

 

 

 

 

３）解決策の内容・強度の具体化の方向

づけに用います 

 

 

 

 

 

 

手間・コスト 

目的の価値 手段の難易度 ＜ 
？ 
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サンプルＣ 

 

４．３ 目的完全定義の必要性 

 

（１）決める必要性その１ 

「外部設計の入力条件になる」 

 

 

 

 

 

 

（２）決める必要性その２ 

「システムの利用責任者が 

決定すべき事項である」 

 

 

 

 要件は外部設計の入力 

 

外部設計 

 

内部設計 

 

製造 
 

要件 

 

 

外部設計 

誰が責任者か？ 

 

内部設計 
 

要件 

該当部門の 

意思決定者 
システム利用者 システム開発者 
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 目的の把握は業務の変化の把握 

 

目標とする

業務 

 

現状業務 目 的 

 

（３）決めるべき必要性その３ 

「システムの利用目的が明確でなけ

れば、的確な意思決定はできない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）決められる実現可能性 

「「目的」は業務に対する期待変化を

把握するものであるから、検討すれ

ば確実に導き出せる」 

 

 

 目的の大きさが分からずに的確な意思決定はできない 

投入資源 
（時間･費用･体制） 

意思決定

目的 
（価値の大きさ） 

？ 
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サンプルＤ 

 

５．どうやって要件確定に持ち込むか 

 

５．１ 発注側の問題に対する対策 

（１）「決めようとしていない」に対する対策 

（２）「決めようとしているが決められない」に対する対策 

（３）「システム構想のみがシステム要件だと思っている」に対する対策 

 

５．２ 受注側の問題に対する対策 

（１）「全般的に「こんなものだ」とあきらめている」に対する対策 

（２）「経営として「要件問題」に真剣に取り組んでいない」に対する対策 

（３）「営業が弱い」に対する対策 

 


