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要件確定の基本解説（抜粋版） 
 

 
 

これは、別稿「要件不備に挑む事例研究セ

ミナ」（あるいはその詳細は弊誌の前月号「要

件確定問題の前進を目指すＳ社の画期的取り

組み始まる！」）でご紹介しております住商

情報システム㈱殿で実施されている研修で使

用しているテキストの一部の抜粋版です。 

この研修の第２単元で、「要件確定段階ま

たは要件定義工程では、システム要件（どん

なシステムを作るのか）を確定させるのでは

なく、システム開発に対する的確な意思決定

を行うために、『システム開発目的』を確定

させなさい。それを発注者側（いわゆるユー

ザさん）と一緒になっておやりなさい」と主

張しています。 

その点について解説した資料の抜粋版で

す。研修のテキストですから、必ずしも丁寧

な説明はついていませんが、およその趣旨は

ご理解いただけると思います。疑問点などご

ざいましたらお尋ねください。 
（上野則男 記） 
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０．要件確定の必要性と困難性０．要件確定の必要性と困難性

０．１　プロジェクトの成功率は３割？０．１　プロジェクトの成功率は３割？

日経コンピュータ誌の２００３年度調査によれば、システム
部門から見たプロジェクトの成功率はわずか２６．７％と
なっています。

成功とは、プロジェクトのＱＣＤ（品質・コスト・納期）の
すべてが　計画どおりか上回ったものとしています。
（日経コンピュータ誌２００３．１１．１７号）

受注側から見ると、もっと低い可能性があります。
追加変更要求に対応するために、
投入工数＝投入コスト増になっているからです。

その後の開発条件の困難化をも考慮しますと、現状での
受注側での「成功率」は１０％程度であると想定されます。
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０．２　プロジェクトの失敗要因０．２　プロジェクトの失敗要因

プロジェクトの失敗要因の半分以上は要件問題です。

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。
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０．３　要件確定の困難性０．３　要件確定の困難性

昨今のシステムは「業務の機械化」のような単純な目的の
システムではありません。

システムは対象事業の発展に貢献しなければなりません。

対象事業を遂行している業務を支援・強化しなければなり
ません。

しかしこの変革の時代、「事業の方向性」「業務の方向性」
が不明確なのです。

システムが支援・強化すべき業務の方向性が明確でなけ
れば、システムを開発する目的、それを受けた「システム
案」は定まりません。
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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] 

０．３　要件確定の困難性０．３　要件確定の困難性
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１．要件確定の位置づけと基本プロセス１．要件確定の位置づけと基本プロセス

１．１　要件確定の位置づけ１．１　要件確定の位置づけ

要件確定工程は、システム開発の（意思）決定を行う工程です。

「要件」は、システム開発に対する発注要件です。

場合によっては、外部設計結果を「内部設計以降の開発」の要
件と見て「システム要件」という場合もありますが、ここでは基
本的には上記の位置づけで検討します。

要件確定はシステム開発の入力

内部設計 製造要望

システム開発

開発請負契約

外部設計要件確定
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１．２　要件確定の基本プロセス１．２　要件確定の基本プロセス

以下であるべきですが、ほとんどそのようになっていません。

（１）システム開発ニーズの明確化

業務ニーズ・経営ニーズの確認

システム開発ニーズの明確化

（２）システム構想の検討

システム開発ニーズを実現する方法の検討
（業務プロセス部分を含む）

（３）開発納期・費用の想定

システム構想をベースに検討
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（「早い、うまい、安い」が基本）

健康になる。

（健康を回復する）

•熱が高い（38度）。

•頭痛がする。

•のどが痛い。

•はなが出る。

•平熱になる。

•頭痛がとれる。

•のどの痛みがなくなる。

•はなが出なくなる。

「価値目標」でとらえる。

（風邪）

•ヴィ－ルス

•疲労

対症療法

解熱剤投薬

鎮痛剤〃

対炎症外用薬塗布

治療法

安静

疲労回復剤

栄養剤

解決策

目的
・

ねらい

問題点
改善

目標

原　因

熱を

下げる

病院に行くのは何のため？ 

１．２　要件確定の基本プロセス１．２　要件確定の基本プロセス

システム開発ニーズとシステム構想の関係

システム開発ニーズ

システム構想

対症療法
　解熱剤投薬
　鎮痛剤 〃

　対炎症外用薬塗布
治療法
　安静
　疲労回復剤
　栄養剤
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２．なぜ要件が明確に決まらないのか２．なぜ要件が明確に決まらないのか

　要件が決められない場合は、概ね以下のような状況であると
　思われます。

２．１　発注側２．１　発注側

（１）決めようとしていない。

（２）決めようとしているが決められない。

（３）システム構想のみがシステム要件だと思っている。
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２．１　発注側２．１　発注側  

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） 
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２．２　受注側２．２　受注側

非常に大雑把に一般的状況を表現すると以下のようになり
ます。

（１）全般的に「こんなものだ」と諦めている。

（２）経営として「要件問題」に真剣に取り組んでいない。

（３）営業が弱い。
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４．要件確定の決め手「開発目的の完全定義」４．要件確定の決め手「開発目的の完全定義」

ところが、要件確定には決め技・隠し技があるのです。

それは、システム構想を決めることを追求するのではなく、
システム構想の基になる開発目的を完全に決めることな
のです。
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（１）開発目的のとらえ方

開発目的は「経理システムを開発する」「情報の一元化
を実現する」　など、システム視点でのとらえ方では不十
分です。

システムはコストダウンの手段となることも含め事業競
争力強化の手段ですから、「どのような事業競争力強化
につながるのか」という経営からの視点で把握すべきで
す。

そのことを明快に解説している「チェンジ・ザ・ルール」　
（「ザ・ゴール」で有名なゴールドラット博士の著書）のエッ
センスをご紹介します。

４．１　開発目的とは何か４．１　開発目的とは何か
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４．１　開発目的とは何か４．１　開発目的とは何か

　　　（１）開発目的のとらえ方

経営的視点での目的のとらえ方は「ビジネスまたは業務の
何を、どのような方向に変化させるか」です。

「どのようか方向に変化させるか」は「ビジネスまたは業務
のＱＣＤ（早い、うまい、安い）で把握します。

これを経営の「（直接的）価値目標」といいます。

たとえば、

　「日本国内であればどの地域であっても、翌日には
　宅配便を届ける」……Ｄまたは「早い」

　「お客様のクレームを現在の１０分の１にする」
……Ｑまたは「うまい」

　「同じ品物ならどの店よりも安い価格で提供する」
……Ｃまたは「安い」



要件確定 16

システム企画研修株式会社

（２）業務処理系システムの場合

「現状業務をどういう方向に改善するか」である。

「現状業務の「早い、うまい、安い（QCD）」の変化」
を表現する。

 
 

目標とする

業務 

 

現状業務 
目 的 

「業務の
『早い、うまい、安い』

の変化」

４．１　開発目的とは何か４．１　開発目的とは何か
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４．１　開発目的とは何か４．１　開発目的とは何か

（３）情報系システムの場合

「どういう目的に使う情報を提供するか」である。

データ
ベース

利用目的
情報

基本業務に利用する場合は、その業務の
「早い、うまい、安い」をどう改善したいか、
判断業務に利用する場合は、その判断業務の
「早い、うまい、安い」をどう改善したいか、
が利用目的の内容である。

基本業務

判断業務
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４．２　開発目的の完全定義とは４．２　開発目的の完全定義とは

開発目的の完全定義とは、経営的視点または業務の視点
から「何をどれだけ良くしようとするか」を完全に決定するこ
とです。

その内容は、業務処理系のシステムと情報系のシステムと
で異なります。

業務処理系・・・その一部は基幹業務系とも呼ばれますが、業務の実
行プロセスの中に組み込まれて使われるシステムで
す。

情報系・・・・・・・業務処理に必要な情報を提供するシステムです。業
務プロセスに対して「外付け」となります。
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（１）業務処理系の場合

対象業務

「早い、うまい、安い」の内容（項目レベル）

その項目の定量化・具体化

４．２　開発目的の完全定義とは４．２　開発目的の完全定義とは

例：
• 予算編成業務を３０％省力化する。（安い）

• 月次連結決算を５日短縮し、第６営業日に終了する。（早い）

• 受注時欠品の現状６％を３％未満にする。（うまい）

• 月次の計画立案業務を、業務期間を半減し３日以内とし、
計画変更は１日以内でできるようにする。（早い）
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（２）情報系の場合

以下のようにＡとＢに区分して規定します。

Ａ：提供する情報の内容・条件

• 情報の内容（精度）・タイミング

Ｂ：情報の利用目的

• 対象業務

• 「早い、うまい、安い」の内容（項目レベル）

• その項目の定量化、具体化

４．２　開発目的の完全定義とは４．２　開発目的の完全定義とは
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（２）情報系の場合

例：
　 Ａ．提供する情報の内容・条件

（１）顧客台帳の基本項目について、最新情報（事実）と台帳との
不整合・誤りを常時ほぼ０にする。管理項目については、設定
不足・間違いをほぼ０にする。

（２）顧客に関する以下の最新情報を提供できるようにする。

ランクＡ顧客：すべての当社提供サービスについて名寄せ状
態で、過去３年の取引実績を顧客属性全２０項
目付きで瞬時に検索・提供

ランクＢ顧客：顧客属性は１０項目である以外はランクＡと同じ。

ランクＣ顧客：顧客属性は１０項目であるが、瞬時検索機能は
なく、利用者が条件指定して出力する。

４．２　開発目的の完全定義とは４．２　開発目的の完全定義とは
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　（２）情報系の場合　[例つづき] 

　 Ｂ．情報の利用目的
（１）季節のご挨拶状を、適時に的確に送付できるようにする。

（早い、うまい）

（２）当社のあらゆる商品案内（ＤＭ等）を、適切なお客様にのみ
送付できるようにする。（うまい）

（３）当社の商品に関するお客様のご利用状況を把握して、適切
な商品をお勧めする判断を支援する。（うまい）

４．２　開発目的の完全定義とは４．２　開発目的の完全定義とは



要件確定 23

システム企画研修株式会社

４．３　目的定義の有効性４．３　目的定義の有効性

以下はＥＲＰ研究推進フォーラムが実施し、各業種４７５社
が回答した調査結果です（2006.5「ＥＲＰ市場の最新方向」）

ＥＲＰパッケージ導入（システム開発）の目的を明確に設定
したプロジェクトでは、そうでない場合に比較して２倍以上
も結果の満足度が高いのです。

目的設定の有効性を示しています。
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４．３　目的定義の有効性４．３　目的定義の有効性

目標値を設定しているということは、目標が具体的に検討
されているということです。目標が決まったあと、システム
の具体化を検討する際に、常にこの目標に立ち返って判
断するでしょうから、当然目標の達成度も高くなります。

ＥＲＰパッケージ導入の満足度
目標の内容 目標値の設定

行わない 行った 差

グローバル化や国際基準対応 1.4 3.3 1.9

キャッシュマネジメント 1.5 3.0 1.5

輸送物流の効率化 1.2 2.6 1.4

データの一元管理 1.9 2.9 1.0

顧客満足度の向上 1.4 2.3 0.9

納期順守 1.4 2.3 0.9
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４．４　開発目的は何の役に立つか４．４　開発目的は何の役に立つか

　（１）目標の明確化

価値があるのは、手段ではなく目的です。

目的により案件実現の意義・効果・価値を知ることができます。

手段は一般的に具体的で見えやすく、目的は抽象的・論理的で
分かりにくいものです。したがって、目的を明確化する必要性が
高いのです。

複雑な手段は、手段自体もよく見えません。なおさら、目的を
明確化する必要性は高いのです。

目的と手段の関係を不明確なまま手段の具体化をすることは
極めて危険です。
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４．４　開発目的は何の役に立つか・・・（１）４．４　開発目的は何の役に立つか・・・（１）

 

（「早い、うまい、安い」が基本）

健康になる。

（健康を回復する）

•熱が高い（38度）。

•頭痛がする。

•のどが痛い。

•はなが出る。

•平熱になる。

•頭痛がとれる。

•のどの痛みがなくなる。

•はなが出なくなる。

「価値目標」でとらえる。

（風邪）

•ヴィ－ルス

•疲労

対症療法

解熱剤投薬

鎮痛剤〃

対炎症外用薬塗布

治療法

安静

疲労回復剤

栄養剤

解決策

目的
・

ねらい

問題点
改善

目標

原　因

熱を

下げる

目的と手段（解決策） 

対症療法
　解熱剤投薬
　鎮痛剤 〃

　対炎症外用薬塗布
治療法
　安静
　疲労回復剤
　栄養剤
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４．４　開発目的は何の４．４　開発目的は何の
　　　　　　　　 役に立つか・・・（２）役に立つか・・・（２）

 

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 
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　１）解決策（システム案）に対する前提条件・制約条件に
　 なります。

目的の価値を超える 資源を解決策に投入できません。

〃 現状変更を解決策に期待できません。

〃 解決策は無駄です。

４．４　開発目的は何の役に立つか４．４　開発目的は何の役に立つか

（３）解決策（システム案）検討に対する条件提示

これにより、ピントの外れ
た解決策を避け効率的
な検討が可能となります。

 

手間・コスト目的の価値 手段の難易度 ＜

？
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４．４　開発目的は何の役に立つか・・・（３）４．４　開発目的は何の役に立つか・・・（３）

　２）解決策の内容・強度の具体化の基準に用います。

解決策の内容・強度を決める基準は、価値目標が第一でなくて
はなりません。

費用や作りやすさ、単純さのみで解決策を選択してはなりませ
ん。

これにより、的確な解決策の
実現が可能となります。
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４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（１）４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（１）

要件確定は外部設計の入力

内部設計 製造要望 外部設計要件確定
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４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（２）４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（２）

だれが責任者か？

内部設計 製造要望

該当部門の
意思決定者

システム
利用者

システム
開発者

だれでもよい

外部設計要件確定
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 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） 

？ 

４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（３）４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（３）

したがって、システムの利用「目的」は、要件確定段階で
確定されなければならないのです。
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４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（４）４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（４）

（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」
　　または、「業務で必要とする情報を規定するもの」

であるから、検討すれば確実に導き出せる。

データ
ベース

利用目的
情報

 
 

目標とする

業務 

 

現状業務 
目 的 



要件確定 34

システム企画研修株式会社

４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（４）４．５　開発目的完全定義の必要性と可能性・・・（４）

システムの利用「目的」は、前掲４．２項の例のように業
務への変化を把握するものです。実現可能性の完全保
証は無理としても、一応の可能性検討を経て、実現目標
として設定することは可能なはずです。
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４．６　開発目的不備による失敗例４．６　開発目的不備による失敗例

（１）ＥＲＰパッケージ導入目的不明確の場合

次ページ、次々ページは、前掲拙著の続き部分です。

結論は以下のようになっています。

「以上の教訓は、ＥＲＰパッケージの導入を成功させるため

には、

•導入目的を明確化する（目標の明確化）。

•導入目的を経営の改善に直結させる。

ことが必要だということを示しています。」
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４．６　開発目的不備による失敗例・・・（１）４．６　開発目的不備による失敗例・・・（１）

【ＥＲＰパッケージ導入の失敗原因】

ＥＲＰパッケージの導入は、具体化の段階でごたごたしていて、導入の
進め方がまずいように見える典型ですが、実は、当初の導入目的があ
いまいであることが、ごたごたの主因なのです。

多くの企業の導入目的にはこういうことが書かれています。

｢（当社のビジネスシステムは遅れをとっているので）
　ベストプラクティスを導入し世界レベルに追いつく｣

「（カスタマイズを行わずに）短期に最新技術のシステムを導入する」
｢全社情報を一元管理する｣

｢ビジネスの活動をすべてリアルタイムで把握する｣
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４．６　開発目的不備による失敗例・・・（１）４．６　開発目的不備による失敗例・・・（１）

【ＥＲＰパッケージ導入の失敗原因】（つづき）

ここには、経営の改善に直結する表現は一つもありませんし、その
意味するところも明確ではありません。これでは導入を進めるにあたっ
ての具体的な指針にはなりません。実際の検討の場面になると無政
府状態です。声の大きい人の「業務効率が下がる」「これでは仕事が
できない」「お客様に迷惑がかかる」などの主張が通ることになり、
ＥＲＰのうたい文句の整合性や早期導入は「どこへやら」となってしま
います。

経営の改善に直結する目的を設定すべきだという、当然至極のことを
説いているのが、ゴールドラット博士の著作｢チェンジ・ザ・ルール｣で
す。
ゴールドラット博士は、ＴＯＣ（Theory Of Constraints　制約理論、ボト
ルネックに着目してその改善を考える手法）を提唱したコンサルタント
で、その理論を紹介するための小説仕立ての著述｢ザ・ゴール｣が
ベストセラーになって一般にも有名になりました。
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４．６　開発目的不備による失敗例・・・（２）４．６　開発目的不備による失敗例・・・（２） （３）（３）

（２）その他の目的が不明確な事例

目的があいまいなクレーム情報・顧客情報ＤＢの例

矛盾する目的の例（使い勝手の向上⇔保守性の向上）

「標準化上の重要課題の解決」

目的が粗い例

目的不明確な帳票の例

（３）目的が形骸化した例

見積り管理システムの例

会計パッケージ導入の例
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４．７　スコープの完全設定４．７　スコープの完全設定

目的の完全定義とセットになるのが、スコープ（対象範囲）
の完全設定です。

目的を完全に定義して開発範囲を明確にするには、目的が
対象とする範囲を完全に決めないとしり抜けになってしまい
ます。

スコープ（対象範囲）として設定すべき項目は、一般的に
以下のとおりです。
すべて具体的・限定的に記述することが必要です。
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５．どうやって要件確定に持ち込むか５．どうやって要件確定に持ち込むか

５．１　目的完全定義の実施手順５．１　目的完全定義の実施手順

目的完全定義の現実的な一般的手順は、以下のようになる
と考えられます。

（１）システム開発の
要望提出

（２）システム開発の
実現可能性検討

（開発目的の完全定義）

開発目的提示
　・項目名のみ表示

開発対象（スコープ）
　・明示

開発目的
　・項目名
　・定量化・具体化した目標

開発対象（スコープ）
　・確定

発注者・受注者が
共同して検討

（開発目的提示） （開発目的の定量化・具体化検討）

（３）システム開発の
決定

ＲＦＰ
システム提案書

開発計画書
開発契約書
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５．２　要件確定にかかわる当事者とその立場５．２　要件確定にかかわる当事者とその立場

要件確定にかかわる当事者とその立場は以下のとおりです。

関係部門 要件確定に対する基本的立場

ａ．発注企業の現場部門 要件を決めるべき部門

ｂ．発注企業の
　　　　　システム部門

要件確定を支援する部門
システム構想の具体化と必要資源想定
の支援

ｃ．受注企業の営業部門 要件を受けとめ理解する部門
要件確定を支援する部門

ｄ．受注企業の開発部門 要件を受けとめ理解する部門
（主として実現方法の検討面から）
要件確定を支援する部門
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５．２　要件確定にかかわる当事者とその立場５．２　要件確定にかかわる当事者とその立場

「ａ．発注企業の現場部門」が「２．１　発注側」の状況なので
す。

だとすると、これを放置していては「要件」は決まりません。

「要件確定を支援する部門」は、防衛策を講じなければなら
ないのです。
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５．３　発注側の問題に対する対策５．３　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

要件として決めるべきことを明確にして、これを決めるべ
き人に理解していただく（「啓蒙」）。

（２）「決めようとしているが決められない」に対する対策

まずは、「こうすれば決められる」ことを「支援者」が理解・
習得し、要件決定者を支援して要件確定に持ち込む。

待っていては「百年河清を待つ」となる。

（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

上記（１）と同様。
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５．４　受注側の問題に対する対策５．４　受注側の問題に対する対策

（１）「全般的に「こんなものだ」と諦めている」に対する対策

諦めないで、「こうすれば決められる」と信じて働きかける。

（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

この研修方式のアプローチを手がかりに、経営マターとし
て取り組む。

（３）「営業が弱い」に対する対策

営業を強化する。

そのようなアプローチができる人を営業にする（元が取れ
るはずである）。
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５．５　要件確定に有効な手法５．５　要件確定に有効な手法

（１）問題点連関図手法

開発要望または開発テーマから検討をスタートして、開
発目的の定量化・具体化を行い、その目的を達成する
ための解決策を導出する手法です。

（２）５Ｗ２Ｈ手法

その分析結果を開発企画書にとりまとめる手法です。

５．１の（２）の工程で、目的の定量化・具体化を行うには、
発注・開発両者がその検討を行うための何らかの手法が必
要です。

有効な手法の一例が問題点連関図手法と５Ｗ２Ｈ手法です。


