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最初に言葉の意味を確認しておきます。こ

こでは、「要件定義」とは情報システムを構

築する際に必要となる「業務仕様の定義」を

意味します。コンピュータシステムに対する

機能要求に限らず、情報を扱う業務全般の分

析・設計を指すものとします。 

 

背 景 

 

要件定義工程における問題・課題が、さま

ざまなプロジェクトで顕在化しています。失

敗プロジェクトの多くは、業務要件が曖昧な

まま次工程に突入し、収拾がつかない状態に

なっています。情報システムの構築は未熟な

状態にあり、正面からこの問題に取り組む必
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要があるでしょう。 

ご存知のとおり、この問題は最近新たに顕

在化したわけではなく、２０年以上前から存

在します。その時代時代でプロジェクトの置

かれる状況は異なりますが、近年は次のよう

な特徴があります。 

 

• システム化のスピードが極端に重視され、

相対的に品質が軽視される傾向にある。 

• 業務効率化やリストラのために、利用部

門・情報システム部門ともに、人数が減ら

されている。通常の仕事を実施するだけで

も厳しい状況で、新しい業務要件を考える

工数を捻出できない。 

• 利用部門とシステム開発者の共通言語が

なく、業務要件の確認が画面イラスト・帳

票イラスト等で行われている。コミュニケ

ーション上のすれ違いが、後工程での仕様

変更を増加させている。 

• 新規業務設計の要件定義とシステムへの

要求定義を区別せず、ソフトウエア構造を

表現するモデル図を使って業務を可視化

しようとしている。 

• 「表の目的・ねらい」と「裏の目的・ねら

い」が存在し、プロジェクトが失敗しやす

い状況に置かれている。たとえば、大規模

な業務改革が表の目的として認知されて

いるが、裏の目的は単なるコンピュータシ

ステムの老朽化対策であるなど。 

• 業務パッケージを導入するケースも増え、

従来と異なる要件定義の方法に対応でき

ていない。 

 

いくつかの問題・課題がある中で業務の可

視化に焦点をあて、業務モデル図を使って業

務要件を定義する方法をご紹介します。上記
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の問題・課題でも触れたように、業務設計に

かかわる利用部門の工数が十分でない中で、

業務モデル図を武器として、システム開発担

当者が業務に切り込む場面が増えているため

です。 

 

 

２種類のモデル図 

 

典型的な要件定義の進め方は、「現状業務

の理解」「業務課題の整理」「業務改善案の

検討＝新規業務設計」となります。この作業

に参加する人たちは、業務を共通認識し、す

れ違いのない議論をしなければなりません。

また別な進め方として、業務パッケージを導

入し、その業務パッケージが想定する新規業

務を採用する方法もあります。この場合も、

現状の業務と業務パッケージが想定する業務

を比較しなければなりません。 

いずれにしても、新しい業務を設計し、正

しく業務要件を定義するためには、何らかの

可視化手法が不可欠です。一般に、情報シス

テムの構築で業務を可視化する場合、自然言

語だけに頼ることなく、何らかのモデル図が
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使われています。 

通常、モデル図の位置づけには次の２種類

があります（図表１２参照）。 

業務モデル図は、業務を可視化するための

モデル図です。一方でソフトウエアモデル図

は、業務アプリケーションを可視化するため

のモデル図です。２つのモデル図は、表現す

べき要素が異なりますが、同じ表記法を使う

こともあります。たとえばデータモデル図や

クラス図は、両方の目的で使われることがあ

ります。 

分かりやすい例を１つご紹介します。業務

モデル図に位置するデータモデル図には、一

般のデータ項目に加えて、加工データ項目も

表現します。利用部門の人が使っているデー

タ項目をすべて表現し、データ項目たちの意

味の異同を明らかにするためです。一方で、

ソフトウエアモデル図に位置するデータモデ

ル図には、加工データ項目を表現しないこと

があります。加工データ項目は、他のデータ

項目から計算で求められるため、データベー

スに持つ必要がないからです。データ項目に

限らず機能の場合も同様で、業務モデル図と

ソフトウエアモデル図では表現する対象や粒

度が異なります。 

要件定義工程では当然業務モデル図を作

成すべきです。業務モデル図とソフトウエア

モデル図を混同して使うことがないよう、注

意する必要があります。 
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 図表１２ ２種類のモデル図 

出典：DRI VC コース

ビジネス世界 コンピュータ世界

モデラー

業務モデル図 ソフトウェア
モデル図

可視化可視化
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業務を可視化する 

 

「業務を可視化する」とは、何をヒアリン

グし、何を業務モデル図に表現するのでしょ

うか。少ない紙面ですべてをお伝えするのは

難しいのですが、主要な３つの視点をご紹介

したいと思います。 

業務とは、大胆に一言でいえば、英語の「Ｄ

Ｏ」に相当します。受注する、出荷する、請

求する、入金するなど、「何々する」と言え

るものです。業務を可視化することは、この

「ＤＯ」を表現することです。ただし、ビジ

ネスの世界では、この「ＤＯ」が複雑な構造

を持っているので、表現には工夫が必要です。

人間は、複雑な構造体を複雑なまま理解する

ことはできません。理解しやすい視点で整理

する必要があります。 

図表１３のように、多方向で複雑にからみ

あう業務を、一定の視点から見た一方向の関

係でとらえます。筆者は、これを「ある視点

で見た直線的理解（直線的表現）」と呼んで

います。 

１つ目の視点は、ＷＢＳ（ワークブレイク

ダウンストラクチャ）に見られる、分解の方

向です。この視点は、大きなものを小さなも

のの構成としてとらえます。図表１４を例に

すれば、「受注する（業務レベル２）」 

を分解すると「顧客からの注文を受け付け

る」「受注内容を入力する」となり、「出荷

する（業務レベル２）」を分解すると「出荷

指図する」「納品する」「顧客からの受領書

を受け付ける」「受領内容を入力する」とな

ります。 
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WBS

IPF
複雑な業務

図表１３ ２つの視点による直線的理解 

出典：DRI VC コース
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図表１４ WBS のサンプル

 

業務レベル１ 業務レベル２ 業務レベル３ 

1 受注出荷 1 受注 1 注文受付 

    2 受注入力 

  2 出荷 1 出荷指図 

    2 納品 

    3 受領書受付 

    4 受領入力 

  3 請求 1 請求書作成 

    3 売掛金請求 

2 在庫管理 4 日末在庫確認 1 在庫表作成 

    2 在庫確認 

  5 入庫 1 入庫 
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２つ目の視点は、ＩＰＦ（インフォメーシ

ョンプロセスフロー）に見られる、時系列の

方向です。たとえば、「受注する→出荷指図

する→出荷する→請求する→入金確認する」

といった関係です。図表１５では、在庫確認

から入庫までの流れを記述しています。 

また、ＩＰＦでは担当組織も明示されてい

ます。単に業務（ＤＯ）を時系列に並べるだ

けでなく、担当組織と業務の関係も可視化す

べきでしょう。 

そして、３つ目の視点は多重度の関係です。

図による紹介は省略しますが、たとえば受注

と出荷の関係が「１：１」、｢１：Ｎ｣などを

多重度と言います。１件の受注に対して１件

の出荷しか許されないビジネスルールはシン

プルですが、いろいろなことに対応できませ

ん。一方で、１件の受注に対してＮ件の出荷

を許すビジネスルールは、出荷場所を２箇所

にしたり、出荷タイミングを２度に分けたり、

さまざまなバリエーションに対応できます。

多重度の関係を明らかにする図は、データモ

デル図です。データモデル図は、このほかこ

のように、業務を可視化し理解するためには、

「分解の視点」「時系列の視点」「多重度の

視点」の３つの視点で、より単純な構造に置

き換えにも、「ＤＯ」に関係する「だれ」「何」

「どこ」「いつ」などを表現するため、ＷＢ

ＳやＩＰＦで表現されない業務の内容を知る

ことができます。ることが重要です。そして、

業務モデル図としては、ＷＢＳ、ＩＰＦ、デ

ータモデル図の３種類を作成することになり

ます。もちろん、可視化すべき要素が表現で

きれば、デコンポジションダイアグラム、Ｂ

ＰＭＮ（ビジネスプロセスモデリングノーテ

ーション）、クラス図などでもかまいません。 

10 
2007.1 MIND-REPORT No.76 

 

 

 

本支店

配送センタ

在庫管理システム

工場

在庫表

R/D 入庫表

入庫入力
画面

【日末在庫確認】 【入庫】

18:00
1/D

在庫表
出力画面

AND

生産
指図書

図表１５ ＩＰＦのサンプル 
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「場」の重要性 

 

さて、ここまでにご紹介した視点で業務を

可視化するわけですが、利用部門の方とコミ

ュニケーションをとる場合、ヒアリングや業

務要件を決める際の「場」をきちんと設定す

る必要があります。逆に、「場」の設定がう

まくいかなかったとき、次のようなケースで

混乱が起きています。 

１つは、現状業務の確認と新規業務の設計

をきちんと区別していないケースです。たと

えば、現状の業務を確認しているうちに、「新

しい情報システムではこの業務はこんなイメ

ージで……」という検討会が始まってしまう

ことがあります。その場で話された内容を業

務モデル図に記述した場合、現状と新規が混

じってしまい、後工程で使いにくいドキュメ

ントができあがります。現状業務を可視化し

た業務モデル図は、現状業務の良い部分も悪

い部分も正しく表現されていなければなりま

せん。基本的にだれが実施しても同じ答えと

なる業務モデル図ができるはずです。現状の

業務を正しく可視化したモデル図をもとにす

るから、 

新規の業務イメージがコミュニケーショ

ンロスなく議論できるのです。 

２つ目は、実装独立に考えるべき部分と実

装従属に考えるべき部分を一緒に議論してし

まうことです。たとえば、「受注」を管理す

るために必要なデータ項目を決めるために画

面イメージを作成して確認する際、「この項

目はプルダウンにしよう」「ここにボタンを

つけて別な画面にジャンプしよう」など操作

性の話まで含めてしまうことです。「この業

務を遂行するためにこのデータ項目が必要」
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と頭を働かせるべきときに、ずっと後の作業

で話すべきことを混ぜてしまうと、効率と品

質が落ちることになります。（なぜか、操作

性の話が好きな利用部門の方がいることも確

かではありますが……。）いずれにしても利

用部門の方と正確に会話するためには、「場」

の設定が大切です。そして、その「場」を決

めているのは、システム開発方法論なのです。

要件定義工程を含めて、こういった手順・成

果物が規定されていることは重要です。 

 

 

要件定義工程を標準化する意義 

 

繰り返しの無いところに進歩はありませ

ん。標準化とは、繰り返し作業を意図的につ

くり、手順と成果物を規定することによって、

生産性を向上させ、品質のばらつきを防止す

ることです。要件定義工程を標準化すること

により、次のような利点があるでしょう。 

• 要件定義に失敗原因があるプロジェクト

を救うことができる。 

• 新規業務設計のプロを育成することがで

きる。 

• 個人レベルのノウハウを形式知化し、共有

することができる。 

• 現場の利用部門の方々とコミュニケーシ

ョンできるようになり、信頼関係が生まれ

る。 

 

単にコンピュータ化するのではなく、真に

経営を支援する情報システムを構築できるよ

うになる。おそらく現時点ですぐにできるよ

うにはなりませんが、徐々に可能になるはず

です。 
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今後、取り組むべきこと 

 

新規の画面イラストと帳票イラストを固

めることが、業務要件を定義することだと思

っている技術者が多い中で、本来はそうある

べきではないとの認識が広がってほしいと思

います。要件定義工程で本来実施されるべき

ことは、新しく設計された業務が、生産性の

向上・リードタイム短縮・品質の向上・利益

の拡大・新たな差別化要素の創造などに貢献

することです。業務モデル図で業務を可視化

し、利用部門の方々と業務改善に関して議論

できるようになることが、要件定義工程をま

かされる技術者のあるべき姿でしょう。我々

は、あるべき姿に一歩でも近づくために、次

のような事柄に取り組む必要があります。 

• 「要件定義は利用部門の仕事で自分はコ

ンピュータシステムを作るのが仕事だ」と

考えている技術者に、新しい役割すなわち

要件定義までが守備範囲であること認識

していただく。 

• 要件定義工程を標準化する。 

• 要件定義を実施できる人材を増やす。 

• 要件定義のノウハウやパターンを蓄積す

る。 

• 業務モデル図を使って業務改善ポイント

を指摘する。 

 

 

最後に 

 

ここでご紹介した「業務モデル図を使った

要件定義」は、ＤＯＡ（データ中心アプロー

チ）の考えに基づく要件定義法（注：ＰＬＡ

Ｎシリーズ）のほんの一部です。読者の方々
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がＤＯＡを使わない場合も想定して、特別な

表記法に縛られない表現としました。 

今後ますますビジネス環境・システム環境

の変化スピードが速くなり、それに対応する

ためには、標準化とアーキテクチャが重要な

位置を占めるでしょう。 

標準化された要件定義法でプロ化した技

術者が、経営者や利用部門の方々から評価さ

れるようになり、誇りと生きがいを感じるよ

うになってほしいと願っています。¶ 

 

注：ＰＬＡＮシリーズ 

http://www.drinet.co.jp/service/index.html 
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