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要件定義のあり方を考える 

 
システム企画研修株式会社 

代表取締役 上野則男 

 

 
 

イントロダクション 
 

（１）最近の当テーマの関心動向 

要件問題は、以下のように各方面で取りあ

げられています。 

1.ＩＴｐｒｏ 

２００６／０９／０１から２００６／１０／３０まで

８回にわたって「要件定義」特集を実施した。

そのテーマの一覧は図表１を参照。 

2.日経システムズ 
２００６．１１号特集「図解で極める要求定義」

（「漏れ」「過剰」「誤り」をなくそう） 
3.日経コンピュータ ２００６．４．１７～５．１ 

「システム企画の勘所―事業の思いとこだわ

りを業務要件に具現化する―」「繰り返す要

件定義事故、その防止策を企画化する」 

4.日経コンピュータ ２００６．５．１５ 
「内部統制を意識して要件定義を進める」 
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5.㈱豆蔵殿主催の「要求開発アライアンス」 
数十社が参加して要求開発（「要求は定義

できるものではなく、開発しなければなら

ない」というコンセプト）の方法を研究し

ている。 
6.当社主催「要件不備に挑む事例研究セミナ」 

定員２０名に対して、３８社６４名のご参

加があった（後述）。 
 

（２）「要件問題」が話題になる理由 

それは、情報サービス業の経営を揺るがせ

ている「失敗プロジェクト」の大きな原因と

して認識されているからなのです。 

• 図表２ 日経コンピュータ２００３．１１．１７号 

• 特集「プロジェクト成功率は２６．７％」参照。 

• 図表３ ＪＵＡＳ調査「要件定義不十分などの

ユーザーの責任は４０％」参照。 

 

図表１ 「要件定義」特集テーマ一覧 

●要件定義の方法論を知る 

【前編】ＤＯＡ型要件定義の実際［2006/09/01］ 

【後編】日本標準的な作業手順とは？［2006/09/11］ 

●非機能要件を見極める 

【前編】ヒアリングでは不十分［2006/09/19］ 

【後編】ひな型を使い漏れ防止［2006/09/25］ 

●上流工程の問題解決 要求定義編 

【前編】要求と機能の関係は？［2006/10/03］ 

【後編】うまく合意するには？［2006/10/16］ 

●上流工程の問題解決 仕様変更編 

【前編】仕様変更が出たときの「禁句」は？［2006/10/23］ 

【後編】後でもめないための対策は？［2006/10/30］ 
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図表２ プロジェクトの失敗要因 

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％」

以上のような問題を解決しなければ、プロジェクトの
安定的成功はあり得ません。

「要件確定が遅延した」
「要件が追加になった」
「要件が（あいまいだっ
たため）変更になった」
等です。

プロジェクトの失敗要因の半分以上は要件問題です。
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1.システム化目的不適当

1%

2.ＲＦＰ内容不適当

4%

4.要件分析作業不十分

16%

6.発注会社選択ミス

4%
7.構築チーム能力不足

10%

8.テスト計画不十分

9%

9.受入検査不十分

1%

10.総合テストの不足

5%

11.プロジェ クトマネー

ジャーの管理不足

5%

12.その他

18%

3.要件仕様の決定遅れ

22%

5.自社内メンバーの選

択不適当

5%

4.要件分析作業 

不十分 

16%

3.開発仕様決定 

の遅れ 

22% 

図表３ 遅延理由分析 
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（３）失敗プロジェクトの要因全体の関連 

• ここで、プロジェクトの失敗原因をマクロ

的に整理しておきましょう。それは図表４

のようになります。逆に言えば、これを改

善することが失敗プロジェクトの削減に

つながるのです。 

• プロジェクトですから、プロジェクトマネ

ジメントの不備は当然失敗につながりま

す。優秀なプロマネが担当したプロジェク

トは失敗がなく、ダメなプロマネが担当し

たプロジェクトは失敗するというデータ

を確認された大手ＳＩベンダもおられま

す。 

• 現在は、適用技術・適用開発手法が多様化

したため、開発プロセス自体が不確実にな

っています。「プロダクトプロセスの標準

化崩壊」現象です。これの不備による失敗

もありますが、過負荷勤務・納期延長等で

切り抜けて大事に至らずに済んでいるケ

ースが多いようです。しかし、実態は大き

な問題含みです。この点に気づき、開発プ

ロセスの整備に乗り出している大手ベン

ダが多くなっています。 

• 要件不備に対する受注側の「緊急」対応は、

受注審査による受注拒絶や条件改善です。

これは「内部統制」としての改善であると

見ることができます。 

• ２００６．１１．１０日経産業新聞「ＴＩ

Ｓ業績回復に薄日」の中で「昨年６月から

受注前の提案段階で案件の採算性を確認

する『提案レビュー制度』を開始した。（中

略）これまで４０件以上を審査した。『受

注を我が社のほうから断った案件も２、３

件ある』（岡本社長）という。」とありま

す。 
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図表４ プロジェクトの発生原因 

要件確定不備

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌﾟﾛｾｽ不備 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ不備

内部統制不備

失敗プロジェクト

仕組み 人

仕組み
（含むＰＭＯ） 人

仕組み 人

仕組み 人
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• 同じく２００６．１１．１０日経産業新聞

に「受注前に見積もり審査」の見出しで「情

報システムを受注する前に見積もりを審

査する専門部署を設置する。（中略）４人

の専任者を配置するほか、自治体や流通な

ど業種ごとの事業部や支社から兼任スタ

ッフを集め、計１５人体制とする」とあり

ます。 

• しかし、要件不備を内部統制でブロックす

るのは消極的な対応です。現在のような需

要超過状態であればその方策も有効です

が、いずれ需要は減退します。そのときに

はどうするのでしょうか。「あいまいな要

件でもいいから仕事をください」というわ

けにはいかないはずです。 

• 「要件不備に挑む事例研究セミナ」のよう

に、発注側と一緒になって要件を固めると

いう前向きなアプローチに取り組まなけ

ればならないのではないでしょうか。これ

については別稿「要件不備に挑む事例研究

セミナ大盛況！！」をご参照ください。 

• 要件不備の改善が、何といっても根本的な

解決になるのです。そこで、以下に、要件

を確定させるプロセスである要件定義の

あり方について研究したいと思います。 
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１．要件定義とは何か 
 

要件定義という言葉は、使う人によってず

いぶん異なる意味を持っています。外部設計

と同様の意味で使う人もいますし、単に開発

要求事項をまとめる作業ととらえている人も

います。このテーマの検討を行うには、まず

言葉の定義が必要です。 

 

（１）一般の定義 

• 公的な機関の定義として、ＩＰＡ（情報処

理推進機構）のＩＴスキル標準センターの

定義は、以下のようになっています。 

• 要求定義： 

ビジネスやシステムの課題を明らかに

し、あるべき姿（要求仕様）を列挙す

ること。 

• 要件定義： 

要求仕様を実際のシステムに実装する

ために、システム仕様を再定義するこ

と。 

• これで言葉の定義にはなっていますが、ど

こまでシステム仕様を定義するかなど、実

質的なことはよく分かりません。 

 

（２）「要件定義」の実質的な規定 

• 本稿では、「要件定義」は「この結果でシ

ステム開発を実施することの意思決定を

行う行為または工程」と定義します（図表

５参照）。 

• そのように定義してはじめて、この工程の

実質的な位置づけやあり方を議論できる

ことになります。 

• 単に連続的な開発作業の一工程と見ると

（概要設計、基本設計、詳細設計の中の概

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr7605.pdf
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要設計を行う工程である、というような定

義）、実質的な内容規定の決め手が見つか

らないことになります。「どうとでも言え

る」ことになってしまいます。 

• ただし、定義ですから別の実質的な定義を

行って、そのあり方を検討することがあっ

てもかまわないことです。 

• 以下は、ここでの定義を前提に議論を進め

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

内部設計 製造要望

システム開発

開発の意思決定

外部設計要件定義

図表５ 要件定義の位置づけ 

10 
2007.1 MIND-REPORT No.76 

 

２．要件定義の必要条件 

 

（１）必要条件の内容 

• 要件定義の目的が「システム開発の意思決

定」であり、その目標が「的確な意思決定

ができること」であるとすると、要件定義

で達成すべき必要条件は以下のようにな

ります（図表６参照）。 

• 「的確な意思決定」の結果は、「後戻りし

ない、試行錯誤しない」「満足のいくシス

テムができる」「見積りが狂わない」こと

です。 

• 「後戻りしない、試行錯誤しない」ために

は、システム利用者側では「意思決定者お

よびシステム利用者の判断が確実である

こと」が必要です。そのためには、開発の

意思決定者が「システム開発の目的・意義

が明確に分かること」と、システム利用者

が「どんなシステムを開発するかが分か

る」ことが必要です。 

• 「後戻りしない、試行錯誤しない」ために、

システム開発者側では「的確なシステム方

式（アーキテクチャ）の方向づけをする」

ことが必要です。この点は、「見積りが狂

わない」にもつながります。 

• 「見積りが狂わない」ためには、「システ

ム開発者の見積りが的確であること」が必

要です。そのためには「見積り条件が明確

になっていること」が必要です。 

• したがって要件定義の最終成果は、「シス

テム開発の目的・意義が明確に分かる」

「どんなシステムを開発するかが分かる」

「見積り条件が明確になっている」ことが

必要である、ということになります。 

• この必要条件が、「要件定義」の実質的な
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規定を行うものです。 

• この関係を図示すると、図表６のようにな

ります。 

 

 

 

図表６ システム開発の的確な意思決定の必要条件 

 システムの開発
目的・意義が明
確に分かる 

どんなシステム
を開発するかが
分かる 

見 積 り 条 件 が
明確になってい
る 

意思決定者およびシ
ステム利用者の判断
が確実である 

後戻りしない 試行錯誤しない

納期・コスト超過の防止 
満足のいくシステムができる

的確な意思決定 

システム開発者の見
積りが的確である 

見積りが狂わない 

コスト超過の防止 

システム方式の
方 向 づ け が 的
確である 
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（２）内容の掘り下げレベル 

• （１）の必要条件からすると、要件定義の

成果物である要件定義書でその内容をど

こまで詰める（詳細化する）べきか、につ

いては、まず、開発する「システムの内容」

の観点から、以下のようになります。 

 

「どんなシステムを開発するかが分かる」と

「的確なシステム方式（アーキテクチャ）の

方向づけをする」の目標が実現できるレベル

でよく、「要件定義以降では、システム利用

者との打ち合わせが不要の精度まで記述す

る」必要はない。 

 

• なぜならば、要件定義段階の検討体制は、

まだ正式に開発の意思決定を行っていな

いので、少数精鋭型のはずです。要件定義

後に意思決定が行われると、場合によって

開発の委託契約も行われ、開発体制が強化

されます。 

• したがって、要件定義段階ではなるべく必

要最低限度の作業を実施すべきなのです。 

• また、「システム利用者との打ち合わせが

不要の精度まで記述する」のは外部設計で

あり、もし要件定義段階でそこまで検討す

るなら、外部設計で行うことは（ユーザ要

件に関しては）ない、ことになってしまい

ます。 

• 次いで、開発に必要な諸資源の「見積りが

的確である」ための条件の保証は、以下の

ようになります。 
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見積り単位 

→システム単位（場合によってサブシステム単位）を明示する。 

機能数（内部ファイル、外部ファイル、 

入力処理、出力処理、検索処理）が分かる。 

→「画面・帳票・エンティティ一覧」「データ項目定義」「インタフェース機能一覧」等を

作成・明示するが、要件確定段階の「（システム利用者にとって）どんなシステムを開発

するかが分かる」というレベルでは、完全洗い出しはできない。そこで洗い出されている

範囲から、残りを想定して見積りに加える方式をとらざるを得ない。 

全体的な難易度 

→総合判断 

見積り工数変動要因 

→「非機能要件品質目標」「内部統制実施方針」「セキュリティ実施方針」等を作成する。 

概略データ量 

→「画面・帳票・エンティティ一覧」「インタフェース機能一覧」等に記述する。 
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３．要件定義「標準」の作成目的 

 

要件定義の「標準」（以下この「 」付き

の標準は、標準書や指針、ガイド等を含んだ

総称を言うものとします）の作成レベルは、

大きく分けると以下の２つが存在します。 

 

（１）レベル１ ＭＵＳＴの標準として作成 

• 多くの場合の「標準」は、このレベル１か

ら始まります。「決めないとまずい」とい

う判断からこの「標準」を作成します。 

• この場合は、要件定義工程の最終成果物で

ある「要件定義書」の必要資料・必要項目

のみを規定します。検討プロセスはＭＵＳ

Ｔには馴染みません。 

• ＩＳＯ９０００やＣＭＭＩ対応で「標準」

を設定する場合は、このレベルが主流です。

「方法が決まっていないと困る」のですか

ら、それをクリアするためです。 

• 必要資料・必要項目の規定は、必要な資料

や項目を洩らすことは防止できますが、内

容の質は別問題となります。 

• また、「ＣＭＭＩレベル２では工程標準を

前提としているが、レベル３ではテーラリ

ングを要求している」ように、一律の標準

化には限界があるのも事実です。 

 

（２）レベル２ ＢＥＴＴＥＲな結果を得るための 

ガイドとして作成 

• このためには、２．項で挙げた必要条件が

充足されるように検討プロセスをガイド

し、成果物に関しても要件定義の目的を達

成するようにガイドする必要があります。 

• かなりのノウハウが蓄積されていないと

作成できません。 
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４．要件定義「標準」の作成内容 

 

要件定義「標準」の作成内容は、３．のレ

ベルに応じて、以下のようになります。 

 

（１）レベル１ 

ＭＵＳＴの標準として作成の場合の内容 

• この場合は、要件定義書の成果物を決めれ

ばよいのです。例として図表７をご参照く

ださい。 

• 一般には、作成する成果物の「様式」「作成要

領」「作成例」の３点セットを用意します。 

• この方式の限界は、どうやってそこに至っ

たらよいかが不明であることです。 

• 様式しか決めていない場合は、記述レベル

は作成者の判断・スキルに依存することに

なってしまいます。 

• この記述内容だけでは、第三者がそれでよい

かを検証しにくいものです。したがって、レベル

１の資料に基づく意思決定はいい加減になる

可能性があります。記述されている文言だけで

表面的・形式的に判断しかねないからです。 

• 特に従来方式の要件定義書は、開発するシ

ステムの内容を中心に記述されています

ので（開発目的が明示されていない）、完

全性・網羅性には限界があります。「概ね

よいのではないか」というような判断にな

ってしまいます。「概ねよい」は後で問題

を起こすことになります。 

• それでも、「標準」化の第一歩として、何

も決めないよりはましですが、実態はあま

り改善されないでしょう。よほど強制指導

をしないと、守られない「標準」になって

しまうからです。そうなっている会社がか

なりあります（当社の調査結果）。 
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4.5 運用・保守要件 

（１）運用要件 

（２）保守要件 

5.開発対象システム 

5.1 全体システム概要 

（１）全体システム関連図 

（２）システム・アーキテクチャ構成図 

（３）全体システム概念図 

（４）全体システムＤＢ構造図 

（５）ＣＲＵＤ全体図 

（６）ユーザインタフェース標準 

5.2 個別システム概要（個別システムごとに作成） 

（１）システム概要 

（２）業務プロセスフロー 

（３）機能一覧 

（４）入出力一覧 

（５）ファイル一覧 

（６）コード体系説明書 

（７）データ項目一覧 

（８）保留・未決要件 

6.用語集 

7.添付資料 

・議事録 

・調査・検討資料 

図表７ 要件定義書の項目例 
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（２）レベル２ ＢＥＴＴＥＲな結果を得るための

ガイドとして作成の場合の内容 

• 「結果を出す」という点からすると、「こ

うしなさい」と言わなくても、これに従っ

て作業を実施すると「役に立つ。楽だし、

好ましい結果が得られるから進んで利用

する」ようになっていなければなりません。 

• 検討の役に立つ有効なガイドになるため

には、以下のような内容が必要でしょう。 

①検討プロセスのガイド 

• 要件定義書に至る検討プロセスを設定

し、その検討方法をガイドします。 

• それを、当社では図表８のような「タ

スク定義書」と「タスク作業ガイド」

というような形で作成しています。 

②開発パターン別のガイド 

• 現在の開発案件は、件数的に言えばま

っさらな新規開発はそう多くありませ

ん。パッケージ利用・再構築などが主

流です。これらの案件に対して、「新

規開発の方法をベースに、適宜テーラ

リングしなさい」と言うのでは、役に

立つガイドとは言えないでしょう。 

• パッケージ利用の場合、再構築の場合

に固有の重要な検討内容があるはずで

す。たとえば、パッケージの場合の基

本的な検討方法は「フィットギャップ

分析」です。それをどう行ったらよい

かのガイドが必要です。それらをガイ

ドに盛り込む必要があります。 

• 図表８にパッケージ利用の場合のガイ

ドが付加されています。 

• 図表９は、図表８に対応するパッケー

ジ利用の場合向けのガイドです。 
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図表８ タスク定義書 



図表８ タスク定義書 

要件定義タスク定義書 基本業務系・情報系 
 

タスクの目的 

要件定義を行う対象範囲を規定する。要件定義後のシステム対象範囲の設定でもある。 

開発目的の設定と合わせて、プロジェクト・スコープの決定となる。 

   

入力 出力 

プロジェクト要望等  業務機能関連図  

既存の業務体系  対象部門一覧表  

既存組織図  対象範囲記述書  

  

本タスク 

 

  

   

作業内容・作業手順 参照手法 

1.検討単位の設定  

• どの範囲をどういう単位で検討するかを決定する。  

• 通常は「システム単位」（仮設定でもよい）であるが、場合によってそれを細分して検討

単位とする。 
 

• 検討メンバの違いで検討単位を判断する。  

2.プロジェクト要望の確認  

• 担当部門から提示されているシステム検討要望またはシステム開発要望を確認する。 １．１（２） 

１）プロジェクト要望の

確認 

3.対象システムの確認  

• 既存システムがある場合、そのシステム資料を入手し、整理する。  

• システム関連図があれば、それを用いて検討対象範囲を明確にする。  

4. 対象業務の確認  

• プロジェクトが検討対象とすべき対象業務を確認する。 １．１（３．４）２）ｃ． 

• 情報系の場合、情報を提供する対象業務を確認する。  

• 何らかの業務マップを利用することが対象範囲を明確化する上で好ましい（「見える化」

の観点から）。 
 

  

4. 対象業務の確認（パッケージ利用の場合）  

• 対象業務について、その業務が対象事業にとってのコア・プロセスであるか否かを判定

する。 

MIND-ERP2-2-2. 
2.コア・プロセスの 

確認 

• この判定は、今後のカスタマイズ対応方針を決定する際等に利用する。 
 

  

5.対象部門・対象者の確認  

• 対象業務を実施している部門と担当（職種等）を対象業務ごとに明確化する（「対象部門

一覧表」の作成）。 
 

• 業務マップを用いて記述することが好ましい。  

6.その他の対象範囲の確認  

• 当プロジェクトの守備範囲を明確化する上で必要と思われる範囲規定を行う。  

• 可能性のある範囲規定項目は１．１（３．４）２）対象範囲の項目ａ．参照のこと。 １．１（３．４）２） 
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図表９ コア・プロセスの確認 

 
ｉ．コア・プロセスの確認目的 
• パッケージのカスタマイズを認めるか否かの判

定に用いる。  
• 新システム検討の際の、力点の置き方の判断

材料とする。  
 

ｉｉ．コア・プロセスの判定内容 
• 業務機能関連図のミクロ・レベル単位（場合に

よってはその下の業務プロセス・レベル単位）で

判定する。  
• Ａ、Ｂ、Ｃの３ランクとする。  

• Ａ…事業競争力の源泉となっている業務  
• Ｂ…それに準ずる業務、 

 もしくはＡを支援している業務  
• Ｃ…事業競争力を産み出しているとは 

 考えにくい業務  
 

ｉｉｉ．コア・プロセスの判定方法 
• プロジェクトの代表メンバ（プロジェクトの人数が

少ない場合は全員）が集まって検討する。  
• マクロ・レベルから検討を行う。「当社の強みは

どこか」→営業と製品開発である。  

 
 

• 次いで、そのミドル・レベルを選定する。「では営

業の強みはどこか」→営業事務、顧客の営業

支援、販売管理である。  
• 次いで、そのミクロ・レベルを特定する。「営業事

務の強みはどこか」→受注処理である。  
• ミクロ・レベルで特定されたものはＡとなるが、マ

クロ・レベルまたはミドル・レベルで選定されてい

る機能の中からＢが選ばれることとなろう。例外

的に、選ばれていないマクロ・レベルやミドル・レ

ベルからＢが選ばれてもよい。  
• このような方法で検討すれば、堂々巡りや議論

の硬着を避けることができる。結論に異論が出

たら、どこから食い違ったかを確認して、そこか

ら戻ればよい。  
• 導入パターンＡ「目標システム実現型」とＢ「ＥＲ

Ｐパッケージ準拠型」の場合はこの判定の実施

は必須であるが、Ｃ「現状システム改善型」の場

合にも実施したほうがよい。  
 

ｉｖ．コア・プロセス一覧表の作成 
• 検討結果を「コア・プロセス一覧表」として取りま

とめる。 
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③具体的手法からの独立（含むｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ指向） 

• データモデリング（データ分析）の手

法、ビジネスモデリング（業務フロー・

業務プロセスの分析・記述方法）の手

法は、数多くのものが存在します。そ

れ以外にも各種定義ドキュメントが必

要ですが、その組織が明確に定めてい

るもの以外は、どのような手法・ツー

ルを用いても差し支えないようにする

必要があります。 

• 受注者の立場ですと、発注者が要求す

る手法・ツール、部門や対象案件特性

に応じた手法・ツールの選択が可能と

なっていなければ、現実の業務が遂行

できません。 

• 図表８のタスク定義書の出力欄に、使

用するツールをリンクさせて利用でき

るようにすると便利です。 

• オブジェクト指向への対応は行いませ

ん。その理由は以下のとおりです。 

 

要件定義は「どんなシステムを作り

たいか」をシステム利用者の視点で

まとめるものです。オブジェクト指

向は、基本的には「どのように作る

か」を開発者の視点で検討するもの

です。オブジェクト指向の要件検討

段階で使用する表記法は、いわゆる

ユーザにとって分かりやすいもので

はありません。オブジェクト指向対

応は、外部設計以降でよいのです。 
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５．要件定義の進め方 

 

これまで要件定義ガイドのあり方を研究

してまいりましたが、そもそも要件定義はど

のように進めればよいのでしょうか。私は以

下のように考えています。 

 

（１）何かを核に 

• 要件定義を繰り返し実施してそれなりの

結果を出している人は、何か自分が得意な

検討手法を持っていて、それを使って要件

定義作業を進めているのです。広い意味の

方法論です。 

 

①ＤＦＤ 

• たとえば、ＤＦＤ（データフローダイ

アグラム）方式です（図表１０参照）。

日本ＩＢＭ社では標準的な手法になっ

ているようです。 

• たしかにこの方法は、情報処理の内容

を記述するのにいろいろな利点がある

ようです。現状を記述する場合や、新

しいシステムが考案されてそれを記述

する（デザイン表記ツール）にはよい

のかもしれません。しかし現状（いわ

ゆるＡｓＩｓ）をこの方法で記述した

後、では新しいシステムではどのよう

にしたらよいか（ＴｏＢｅ）は、現状

のＤＦＤをいくら眺めても出てこない

でしょう。それでは、新システムの方

向づけをしようという要件定義の道具

だてとしては力不足です。 

• 業務の機械化時代には、現状を記述す

るとそれの多少の簡素化・改良で新シ

ステムは考案できました。現状のＤＦ
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Ｄは、かなり有効な新システムのデザ

インツールだったでしょう。しかし、

まともなＤＦＤを書けるようになるに

はかなりの「年季」が必要だと言いま

すから、わざわざこれから習得して使

わなくてもよさそうです。極論すると、

「ＤＦＤは（デザインツールとしては）

業務機械化時代の遺物」とでも言えそ

うです。 

 
図表１０ ＤＦＤ４点セット 

ＤＦＤに加えて、データストアの内容を

示した「データストア記述」、データフロー

の内容を示した「データフロー記述」、プ

ロセスの内容を示した「処理機能記述」

の４つを、要件定義フェーズで作成する 

出典：日経ＩＴプロフェッショナル２００５．１２特集「基本設計の定石」 

北嵐 直樹「構造化手法をベースに標準的な手順で仕様を作成」 

受注数確 在庫確認 集荷指示

引当 受注 
集荷済み情報 

①DFD 

②データストア記述 
項目名 属性 桁数 備考 

受注番号 N 6  

営業所コード N 3  

営業所名 N 200 漢字 

： ： ： ： 

受注＝受注番号＋営業所コード… 

③データフロー記述 
項目名 属性 桁数 備考

受注番号 N 6  

納品番号 N 3  

納品数 N 200 漢字

： ： ： ： 

集荷済み情報＝受注番号＋納品番号＋… 

④処理機能記述（IPO 形式） 
入力 処理 出力 

集荷情

報 

集荷情報を得る。 

IF 納品番号＝エラー 

エラーメッセージ 

： 

発注警

告 

備考・在庫数が納品数を下回った場合は… 

データストアに含 まれるデータ項

目をリストアップする 

データフローに含 まれるデータ項

目をリストアップする 

プロセス内 容 を「入 力-処 理-出

力」の形でリストアップする 

出典：日本ＩＢＭ適用業務標準化ガイド（ＡＤＳＧ） 

ＤＦＤ：Data Flow Diagram 

ＩＰＯ：Input Process Output
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②ＥＲ図 

• では、ＥＲ図（エンティティ・リレー

ションシップ・ダイアグラム）はどう

でしょうか。情報システムの核はデー

タ（データベース）ですから、データ

の基をＥＲ図の形にして整理すること

は、すっきりした構造のシステムを検

討するのに極めて有効です。ＤＦＤよ

りは、新システムのデザインに貢献で

きそうです。 

• しかし、「そもそもこのエンティティ

は必要なの？」とか、「その項目は必

要なの？」「そのエンティティにどん

な項目が含まれていればよいのか？」

に関しては、積極的な役割を果たして

はくれません。 

• 日経コンピュータ２００６．１０．３０号「脱

“ＩＴメタボリック”大作戦」に富士

フイルム殿の事例として以下の記事が

載っていました。 

「コールセンターのＣＲＭシステムを

検討した際に『１年近く議論した末、

既存のグループウエアのシステムを使

い続けることを決めた』」 

• どんな情報システム（データベース）

が必要か？はＥＲ図を作成すると判明

するのではなく、何が必要かを真剣に

検討するところから生まれてくるので

す。真剣に検討した結果、開発しない

という結論も一つの見識です。いい加

減な検討で、役に立たないＣＲＭシス

テムを作ってしまった事例が多いので

すから。 

24 
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【参考】 

• 大和総研殿では、ユーザの要求事項（要

件）はなかなか決まらないので、システ

ム開発の初めの工程ではＥＲ図やデータ

項目の定義をして、そろそろという後半

になってはじめてユーザの処理要件を聞

くのだと言われています。 

• 「要件定義は下流工程で」（日経ＩＴプ

ロフェッショナル誌２００５．６号池田

大造氏「拡張性向上のカギは企業活動全

体の把握とＤＢ設計」） 

• なかなか刺激的な内容で多くの示唆が得

られる発表です。しかし、この方法にも

限界がありそうです。基本になるエンテ

ィティ自体はビジネスに従属するもので

すから、新システムとは無関係に作れる

し存在するものです。ですからそのレベ

ルの準備をするのは容易なことですが、

データ項目が決まらなければ、それほど

の開発負荷の前倒しにはならないのでは

ないでしょうか。 

• 新しい料金算定方式を導入し、その対応

システムを開発しようという場合を考え

てみましょう。その料金算定方式に応じ

て、「通話実績ＬＯＧ」から「料金算定

データ」に持ってくるデータ項目が変わ

ります。料金算定データというエンティ

ティ（ファイル）を用意しても、その中

身が決まらなければシステム検討は何も

前進しません。新方式によっては、「料

金算定データ」に関連するエンティティ

は、当月のメールの使用実績や過去の通

話実績やメール使用実績に関係するかも

しれません。やはり、新料金算定方式（＝

ユーザ要求事項）が決まらなければ多く

のことはできないでしょう。 
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③ビジネスモデリング・ツール 

• 業務プロセスを記述できるビジネスモ

デリング・ツールが、内部統制対応も

あり、多数発表されています。これら

も、基本的にはＤＦＤと同じ性格です。

新しいプロセスを発想・デザインする

こと自体には直結しない、という限界

があります。 

• 詳細の議論は省略しますが、ＣＲＵＤ

図ファンのベテラン技術者がおられま

す。ＣＲＵＤ図はシステムの不整合を

点検したり、適切なサブシステム分割

をしたりするには有効ですが、やはり

積極的にシステムの方向づけを検討す

ることには貢献してくれそうにありま

せん。 

• しかし、何かは必要なのです。 

 

（２）目的指向のアプローチ 

• では何が、どんな指導原理が、システムの

方向性を導いてくれるのでしょうか。シス

テムの検討の入り口からずっとシステム

検討に筋道をつけてくれるものがあるの

です。それは「システム開発目的」です。

システム開発目的は、無の状態から検討を

始めることができます。「何のためにこの

システムを開発しようとするのか？」 こ

の質問はシステム検討の冒頭で、システム

の開発をしようとしている人に投げかけ

ることができます。突飛なことではありま

せん。何らかの目的や意図があって、シス

テムを考えるのですから。 

• まともな思考順序では、システムの構想

（手段）が先にあって「このシステムを作

ったらどんな効果（目的）があるか」と考

えるのではありません。少なくともマネジ
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メント層の人間はそう考えないでしょう。

マネジメント層の考える目的は、自分のビ

ジネスや業務に貢献するということを目

的にするはずです。業務に貢献するとは、

業務成果が向上することです。 

• ゴールドラット博士の「チェンジ・ザ・ル

ール」にも、その点が明快に述べられてい

ます。ご参照ください。 

• そのような目的を我々は「（経営的）価値

目標」と言って、業務の「早い、うまい，

安い」など１０個の切り口で考えることを

お勧めしています。 

• 開発目的の検討から始める要件定義のア

プローチは、大まかに言うと、以下のよう

な順番で検討を進めることになります。 

 

 

 

 

• このシステムの開発目的は何か（それを完

全定義する）。 

• その目的を達成するための実現手段（解決

策）は何か。 

• その解決策は、どの業務プロセスに影響を

及ぼすか。 

• 該当する業務プロセスはどういう変化（ア

ウトプットの変化）を求められるか。 

• その業務プロセスはどのような処理方式

にならなければならないか（新システムの

デザイン。） 

• かたや、どのようなデータが必要とされる

か（エンティティやデータ項目の整理）。 

• 業務プロセスを支えるためのインフラ条

件はどうなるか。 
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• この方法は「目的指向のアプローチ」です

が、目的は、オブジェクトではなく、英語

で言えばＰｕｒｐｏｓｅです（さしずめＰＯＡで

しょう）。目的にかかわらないことには手

を出さない、極めて効率的な検討手順です。 

• このアプローチ法では、現状調査から始め

ることはしません（現状調査から開始する

方法も業務機械化時代の名残です）。現状

調査・確認は、目的検討段階あるいは実現

手段（解決策）検討段階で必要に応じて行

うことになります。その場合は調査・確認

の目的が明確ですから、余計な手間ひまは

かかりません。 

• このプロセスを実行するキーになるのは、

目的を探求する方法です。弊社では「問題

点連関図手法」を利用しています。通常の

問題分析手法では、問題の因果関係分析や

問題の層別整理を行うだけで、目的設定を

行うことはできません。 

• 当社では、２０数年前にＱＣの連関図法か

らスタートして、目的設定までできる手法

に育てあげました。この手法は衆知を集め

るにも適しています。衆知の結果で合意形

成が得られます（以下のＵＲＬ参照）。 

http://www-cont.newspt.co.jp/manual/yes/

oc/mkoc.html 

• 問題分析だけを行う手法は、これも業務機

械化や現状改善型の案件の場合には有効

ですが、改革型で新しいシステムを開発す

る場合の目的は見つけ出してくれません。 

• 現在要求されているのは、（新規開発案件

では）ほとんどが改革型なのです。「新春

特集３」で野村総研の荒生氏が主張されて

いる仮設検証型のシステム開発は、やはり

改革型です。 

• 大手ＩＴベンダの提供しているセッショ
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ン型のサービスの多くは、問題整理型のア

プローチです。改革型の目的探求には力不

足です。 

• 有名なナドラ氏の考案された「ワークデザ

イン法」は、目的を探求しますが、その場

合の「何のために？」は、以下のような機

能の目的階層を追求するものです。「～す

る」は機能であって、価値目標としての目

的のとらえ方ではありません。価値目標は

好ましい「状態」の表現（早い、うまい、

安い）であって、「～する」ではないので

す。 

会議の運営原則にのっとり会議を運営する。 
↑ 

会議の運営原則を出席者が認識する。 
↑ 

会議の運営原則を会議室に掲示する。 
↑ 

会議の運営原則を決める。 

【システム開発目的の完全定義】 

• 「システム開発目的」は、意思決定者

の重要な判断項目です。開発の意思決

定は以下の図のように、開発目的（＝

効果）と投入資源のバランスで行われ

ます。開発目的が定量化・具体化され

ていなければ、的確な判断はできませ

ん。どの程度の効果があるのかが「適

当」「概ね」では駄目でしょう。 

 

 

 

 

 

 
投入資源 

（時間･費用･体制）

意思決定 

目的 
（価値の大きさ） 

http://www-cont.newspt.co.jp/manual/yes/
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr76034.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr76034.pdf
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• したがって開発目的は、お題目ではな

く、内容が具体化され定量化された完

全定義であるべきなのです。 

• 「このような完全定義を行うと開発結

果の満足度が飛躍的に高まる」という

ことがＥＲＰ研究推進フォーラムの調

査結果で発表されています。 

• 開発目的の完全定義についての詳細な

説明は本号別稿「要件確定の基本解説

（抜粋版）」を参照してください。例

えば以下のような内容です。 

 

【受注・出荷システム開発の目的】 

（１）受注業務の工数を削減する。 

• 受注業務の工数を現状の１０分の２

程度に削減する。（１０分の２＝平均

受注業務時間１件当たり２分以内） 

（２）受注業務の精度を向上させる。 

• 受注業務の誤りをほぼゼロに近いレ

ベルに高める。 

（３）出荷手配と製造予約の工数を削減する。 

• 出荷手配・製造予約の工数を半減する。 

（４）納期回答を迅速化する。 

• 納期回答を通常品は即時回答、それ以

外も当日回答とする。 

 

• 以上は、「開発目的」は意思決定の重

要な評価要素であるから完全定義をす

べきだ、という主張です。 

• 一般には、可能なかぎり「開発内容」

を決めようとしていました。前に述べ

ましたように、開発内容の完全定義は、

要件定義段階では無理ですし、すべき

でもないでしょう。要件定義工程では、

開発内容は８０％程度固まっていれば

よいと思われます。 
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• 開発内容の完全定義は、外部設計工程

でするものです。開発内容を実際の実

現方式・実現手段（ＩＴ環境、プログ

ラム、業務マニュアル）に落とすのが、

内部設計・製造工程です。 

• しかし、実現方式の検討は要件定義工

程から始め、基本方針は固めなければ

なりません。そうしないと、要件定義

段階の見積りに狂いが生じたり、後工

程での手戻りが発生したりしてしまい

ます。 

• 開発工程と決定項目の関係を図表１１

に示しました。 

 

 
図表１１ 開発工程と決定項目の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 テスト 製造 内部設計外部設計要件定義 

100% 

50% 

0% 

実現手段実現方式

開発内容

開発目的 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr7608.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr7608.pdf
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• 「目的指向のアプローチ」は、後工程

でも効果を発揮します。要件定義段階

で開発目的を完全に決定しておきます

と、外部設計工程でシステムの内容を

具体化する際に、システム利用者が持

ち出す要望に対して、「開発目的」が

フルイの役割を果たしてくれます。目

的に合致しない要望は取り上げないの

です。開発目的があいまいですとフル

イがザルになってしまい、声の大きい

人の要望が通り、混乱が始まるのです。 

• 皆様も、要求事項が次第に膨らんで、

難儀をされたご経験がおありだと思い

ます。それは有効なフルイがないから

なのです。 

• もしどうしても目的に合致しない要求

を取り上げたいのなら、要件定義に戻

って目的を変更することになります。 

 

 

 

 

 

 

 
ニーズ

問題点
ニ
ー
ズ 

問題

課題 
・ 目的達成のために解決す

べき問題 

・ 解決の見通しのある問題 

立場による意見 

経験による意見 

考え方による意見 

目的対応性 

解決可能性 

問題解決表現 
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（３）テンプレートの利用 

• 何も無いところから、新しいシステムを考

案することは、たとえ開発目的を明確化し

ても大変困難な作業です。斬新なシステム

ほど非常に高い能力が必要となります。高

い能力ではない人が作るとダメなシステ

ムになってしまうのです。一般にはこのケ

ースが多いのではないでしょうか。 

• 低い能力や短い時間を救ってくれるのが、

先人の経験・ノウハウの活用です。自分が

過去に経験したシステムを参考にするこ

とはどなたもなさっているでしょう。他人

の経験はなかなか活用しにくいものです

が、その気になれば役立てることができま

す。 

• 様式や作成例も小さなレベルでのテンプ

レートだと言えます。そういうものがある

と、少なくともその成果物を作成するとき

には役立ちます。 

• テンプレートの最大のものは、パッケージ

ソフトです。パッケージの持っている機能

から当方の開発目的に照らし合わせて選

択し、どうしても合わない部分は追加（ア

ドオン）していけばよいのですから、それ

なりのものができあがります。 

• 日経コンピュータ誌２００６．１０．２号

「企業のＩＴ力ランキング」「システム企

画」の部で４位に選ばれた富士フイルム殿

では、グループ企業を挙げてＳＡＰ社のＲ

／３を導入されています。 

• パッケージの機能選択をされる際に使わ

れているツール（ドイツ製）は、Ｒ／３の

モジュールごとに２００～３００の質問

があり、それに対してＹｅｓ、Ｎｏで答え

ていくようになっています。たとえば「購

買の定期支払いは１か所で行っているか」
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とか、です。それに全部答えると、それに

対応したパラメータセットのガイドが示

されるので、それに従うとただちにプロト

タイプ版のシステムができあがり、その段

階のシステムを確認することができるの

だそうです。 

• このツールを使って、部門長、部門長スタ

ッフ、システム部門のＲ／３担当等が参加

するワークショップを行って基本的な要

件固めをされています。一つひとつの質問

に対してどうしようかと検討するので、１

モジュール当たり１週間程度の日数がか

かるのだそうです。たとえば「定期支払い

を１か所で行うとはどういうことだろう

か、それはどんなメリットがあるのだろう

か、やれるのだろうか」などを議論します。

ＥＲＰパッケージの初期のころよく言わ

れた「ベストプラクティスの採用」です。 

• １週間で基本的な要件確定ができたら、か

なり楽です。パッケージ利用は適切なパッ

ケージがあれば、要件定義のかなりの圧縮

が可能となります。 

• 他社のシステムをモデルにして検討する

のもこの類です。気をつけるべきは、常に

「それでよいのか」と検討することです。

その際に判断基準になるのが「システム開

発目的」なのです。 
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６．要件定義成功の条件 

 

それでは最後に、どうすれば要件定義は成

功するのかを整理してみます。要件定義の実

施責任は、そのシステムを使う各部門にあり

ます。自分たちの業務成果向上、事業競争力

強化をどうしたら実現できるかを具体化する

のが要件定義ですから、他の部門が責任部門

になるということは考えられません。 

 

成功の条件の第１は、その責任部門の参画

です。それは２つに分かれます。 

 

（１）意思決定者の参画 

• システム開発目的の決定は、経営・業務の

改善目標の決定です。これは該当部門の意

思決定者（いわゆるプロジェクト・オーナ）

の専決事項です。意思決定者が積極的に参

画し、意思決定者の意向を反映したシステ

ム開発目的でなければならないのは当然

のことです。意思決定者の意思が要件定義

段階で反映されていないと、いずれ後工程

でその意志が表れてくるか（手戻り・修正

となる）、経営の役に立たないシステムが

できあがってしまうことになります。 

• 従来のシステム開発の意思決定は、「シス

テムの内容を決めるのだから」という間違

った考えで「任せるよ」と部下に決定を委

譲していることが多かったようです。これ

では経営やマネジメントに有効なシステ

ムが生まれることは困難です。 
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（２）当事者の参画 

• 当事者とはシステムを利用することにな

る人たちのことです。現在のシステムはそ

のほとんどが「事業競争力強化」のための

システムですから、他人任せ・システム部

門任せでは、よいシステムができるわけが

ないのです。 

• システム部門任せ・他人任せがあるとする

と、それも「業務機械化時代の名残り」で

す。 

• 該当部門の優れた方々の（部門の№．１が

担当すべきだという意見も聞かれます）積

極的な参画が望まれます。 

• 重要なシステムであれば、部門内に検討体

制を作って臨むべきです。 

• この点は当然のことですが、実態はなかな

かそうなっていないために、要件不備が頻

発しているのです。 

• ところが、今回ヒアリングさせていただい

た中で住友電気工業殿が、以下のような形

で目覚しく前進されていました。真剣に継

続的に取り組んでいけば、「当事者の参

画」は実現できるのです。 

 

• システム予算はシステム部門で一括管

理し、償却は部門が行う。 

• システム開発の成果・効果を部門が厳し

く追求される。 

• したがって、いい加減なシステムを作れ

ない。 

• その結果、システム部門の協力は受ける

が、要件定義書を各部門が主体的に（完

成まで）作成している。 
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（３）システム部門のリーダシップ 

• 次いで、要件定義にかかわるのはシステム

部門です。 

• システム部門は、子会社化やアウトソーシ

ングで体制が弱体化しているところが多

くなっています。 

• 職務分掌上は、システム企画や要件定義ま

では担当することになっていても、実態は

単なる「発注窓口」に堕してしまっている

場合も多いようです。 

• 要件定義の実施責任は各部門にあります

が、業務の専門家であっても、ＩＴの専門

家ではありません。あるいはシステム開発

の検討プロセスの経験が豊富なわけでも

ありません。 

• そこで、システム部門は、ＩＴの専門家と

して、検討プロセスの専門家として、各部

門を支援する必要があります。あるいは、

複数部門が関連する場合は、コーディネー

ション役も引き受ける必要があります。 

 

• この点に関して、今回ヒアリングさせてい

ただいた中では、「空洞化」しつつある実

態を自覚された協和発酵工業殿が素晴ら

しい前進をされていました。 

 

• 開発方法論（ＵＰ手法）・開発ツールを 

整備され、 

• 部員教育を進め、 

• 開発期間の短縮、 

• 手戻り減少 を実現されている。 
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（４）情報サービス業の参画 

• 要件定義は、まずは各部門の責任、それを

支援するのはシステム部門の役割、です。 

• しかし現状では住友電気工業殿、協和発酵

工業殿のようなケースは例外に近く、多く

の企業で全く不十分な要件書（あるいはＲ

ＦＰ）がまかり通っています。ある調査で

は、ＲＦＰを発行している企業は２割弱で

した。 

• 現状の情報サービス業（受注者）は、その

不備な要件書を受けて、要件変更等に悩ま

されているのです。要件がもう少し確定す

ることをあきらめてリスクを見て受注す

るか、受注を拒否する対応をしています。 

• これでは問題の基本解決になりません。要

件定義は本来どちらの責任だと言ってい

ても埒があきませんので、「できないのな

らお手伝いしましょう」というスタンスが

必要です。また、その力を養成することも

必要です。 

• このアプローチが成功すると、発注者から

喜ばれ、信頼度向上になりますし、受注者

のビジネス強化、ビジネス領域拡大になり

ます。 

• 大手ＩＴベンダ殿は一斉にその方向に動

き出しています。 

• このアプローチにつきましては、別稿「要

件不備に挑む事例研究セミナ大盛況！！」

をご参照ください。 
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（５）適切なアプローチ法の採用 

• 今は世の中の動きが早く、「時は金なり」

の時代です。多忙の中で効率的な検討を実

施しなければなりません。 

• ５．要件定義の進め方で述べたような、な

るべく試行錯誤をしないですむ、本質を突

いた検討方法が必要です。 

 

むすび 

 

以上、要件定義および要件定義ガイドのあ

るべき論として私見を述べさせていただきま

した。異論がおありの方も多いのではないか

と思います。 

要件定義が現在のような状況では、このレ

ポートを契機に反論・異論取り混ぜ、真剣に

議論・検討を行うことが大事である気がいた

します。ご意見をいただければ幸甚でござい

ます。¶ 

 

 

目次に戻る

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr76/mr76.html



