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プロジェクトを成功に導く

開発目的明確化（前編）

システム企画研修株式会社

代表取締役 上野則男

昨今のプロジェクトは、納期・品質・コス

トの３面で目標または計画の条件をクリアす

るのは至難となっています。その大きな要因

は、開発対象案件の開発要件が初期段階で明

確にならないことです。当社では、開発要件

を明確にする有効な対策として、開発目的の

明確化を十数年にわたって主張してきていま

す。以下の内容でその活動をご紹介します。

１．失敗プロジェクトの状況

２．失敗の要因

３．開発ロスの状況

４．要件確定に対する取り組み

５．要件確定の困難性

６．開発目的明確化とは

７．開発目的明確化の有効性

８．開発目的明確化の進め方

９．開発目的明確化の成果
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実はこの解説記事は、システム作りを道路

造りにたとえて説明したらよいのではないか、

と思いついたことで書こうと思ったものです。

この喩えは成功しているでしょうか。お読み

ください。

なお、７．～９．は次号でご紹介いたします。

１．失敗プロジェクトの状況

ご承知のように、最近のプロジェクトは

「短納期」「技術基盤不安定」「開発要件不

明確」等の理由で、計画したＱＣＤ３要素をす

べてクリアすることは極めて少なくなってい

ます。

経済産業省と日本システムユーザ協会（Ｊ

ＵＡＳ）で実施している「企業ＩＴ動向調査２

００７報告書」によると、以下の結果となって

います。いずれも、１００人月以上のプロジェ

クトが対象です（１００人月未満のプロジェク

トはいずれも倍程度の良成績）。

工期について予定どおり完了する ････１０％

予算について予定どおり完了する ････１５％

品質について満足 ･･･････････････････ ９％

品質を除いて前年よりも若干悪化の傾向で

した。３点ともクリアしてはじめて成功プロ

ジェクトであり、それは多くても１０％以下と

いうことになります。これは発注側の調査で

すから、予算については、受注側はもっと低

いと想定されます。なぜならば、請負契約で

あれば、発注側は予算どおりであっても、受

注側は納期・品質を維持するために投入工数

超過（残業を含む）をしているはずだからで

す。大変な状況であると言わざるを得ません。

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr82/mr8207.pdf
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２．失敗の要因

なぜ、そのように失敗プロジェクトが発生

するのかに関する調査はあまりありませんが、

ＪＵＡＳの実施した「ユーザー企業 ソフトウ

ェアメトリックス調査２００７」では、納期遅

延理由に関して以下のようになっています。

要件仕様の決定遅れ ･･･････････････２１％

要件分析作業不十分 ･･･････････････１３％

ＲＦＰ内容不適当 ････････････････････ ６％

開発規模の増大････････････････････１４％

開発規模の増大は種々の要因があります

が、要件定義の不備によるものがかなりある

と思われます。そうすると、納期遅延の約半

分は要件不備によることとなります。

品質やコストに関しては、若干古いデータ

ですが、日経ＢＰ社の調査があります（日経

コンピュータ２００３．１１．１７号「プロジェク

ト成功率は２６．７％」。調査対象はシステム

利用企業）。

品質不備の原因（複数回答）

要件定義が十分でなかった････････３６％

システムの企画が十分でなかった･･１９％

合計･････････････････････････････５５％

予算オーバの原因（複数回答）

追加の開発作業が発生した（注）･･･６５％

追加の企画作業が発生した ････････ ８％

注：追加の開発作業の大半は要件不備原因

であると思われます。

以上によって、失敗プロジェクトが多い、

その要因の半分には要件不備が関係している、

ということが分かります。これらのデータと

現場でプロジェクトにかかわっている方々の

感触とは、ほぼ一致しています。
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３．開発ロスの状況

要件不備が納期遅延、予算超過になるのは、

「手戻り・手直し・手待ち」の開発ロスが発

生するからです。要件不備が手戻り（工程を

またがるやり直し）、手直し（工程内でのや

り直し）につながることは自明です。要件不

備のうち、要件が決まらないという不備が手

待ちにつながります。品質不良が発生するの

は、手戻り等で納期や検討時間が圧縮される

ために発生しているのです。

当社の調査では、業務システムでの開発ロ

スは平均４０％あるということが判明しまし

た（当誌２００７年４月号「開発ロス削減への再

提言」参照）。開発ロスが全くなければ、実

績の６０％で開発が可能だということです。実

際に、ある半年の開発案件の例で、事前に徹

底的に要件を詰めたら手戻り・手直しが全く

なく、見積りの半分で完成した、という報告

がありました。

各社の見積り基準値がどのレベルで設定

されているかは定かでありませんが、実績ベ

ースの見積り基準値であれば、その中には半

分程度の開発ロス分が含まれていることにな

ります。また、正味分に近いレベルの見積り

基準値であれば、要件変更が発生すると、た

だちに業務量がオーバフローし、残業（新３

Ｋの１つ「帰れない」）につながることにな

ります。

納期遅延

予算超過

品質不良

要件不備

手戻り

手待ち

手直し

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr77/mr7706.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr77/mr7706.pdf
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４．要件確定に対する取り組み

このような状況を放置していては、だれも

幸せになれない、日本産業の国際競争力にも

マイナスである、ということで、要件不備を

何とかしようという動きが各界から出てきて

います。

まず経済産業省は、「発注企業はＲＦＰ（要

求仕様書）くらい自分で書けるようになりな

さい」ということで、ＲＦＰの作成方法の啓

蒙・教育に取り組んでいます（「要求仕様定

義ガイドライン」経済産業省情報処理振興課、

ＪＵＡＳ２００７年３月発行）。というのも、前掲

の「企業ＩＴ動向調査２００７報告書」による

と、「要求仕様書はほとんど自社で作成して

いる」という企業はわずか２３％で、「すべて

委託先が担当している」という企業も２５％あ

るからです。

ＪＵＡＳでも、要求定義は発注側の責任であ

るということを訴え続けています（前掲調査

報告書等や「要求工学研究プロジェクト」等）。

旧メインフレーマは、各々システム開発標

準を開発し（日本ＩＢＭ：ＡＤＳＧ、日立製作所：Ｈ

ＩＰＡＣＥ、富士通：ＳＤＥＭ、日本電気：ＳＴＥＰＳ）、

お客様に提供してきていますが、昨年から今

年にかけてほぼ各社一斉に新しいバージョン

を作成しています。新しいバージョンの目玉

の１つは、要件定義工程の強化・充実です。

ＳＩ業界の対応は、若干防衛的・後ろ向きで

す。要件不備案件は「社内の受注審査段階で

はじいて受け入れない」というものです。こ

れによって、不採算案件から身を守ることは

できます。しかし、現状は需給関係がタイト

ですからその防衛策は有効かもしれませんが、
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要件不備問題の根本解決にはなりません（図

表１参照）。受注拒絶は、この図の内部統制

不備を改善しているのですが、大もとの要件

不備解決に取り組まなければ、根本解決には

ならないのです。

図表１ 失敗プロジェクトの発生原因

その中で、いくつか大きな動きが起きつつ

あります。それは、要件確定段階における「開

発目的重視」の動きです。富士通㈱の黒川博

昭社長は、日経コンピュータ誌のインタビュ

記事でこう述べています。

『顧客と富士通の間で、きっちりと目的の

定義さえできれば、そこから先は得意の

システム開発ですから（お任せください

（しかし開発目的だけはお客様に決め

ていただかなければなりません））』

『すさまじい失敗プロジェクトは極端に

減りました。最大の理由はシステム開発

の前にプロジェクトの目的を定義でき

ない場合、そこで作業を打ち切ることが

できるようになったからです』

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ不備
仕組み 人

失敗プロジェクト

要件確定不備
仕組み 人

ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾌﾟﾛｾｽ不備
仕組み 人

内部統制不備
仕組み 人
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同じく、日経コンピュータ誌（２００７．１．

２２号）では「不満０の要求定義 『何のため

に』を業務部門と常に共有せよ」の中で、開

発目的の重要性を強調しています。

さらに、日経ＳＹＳＴＥＭＳ（２００７．５月号）

では「ユーザーの心に響くシステム提案」で、

もう一歩踏み込んでどのように開発目的を明

確化するかについても触れています。

５．要件確定の困難性

それでは、なぜ要件確定が困難なのでしょ

うか。

最大の原因は、現在のシステムが広い意味

で事業競争力強化のためのシステムだからな

のです。事業競争力強化のために新しいシス

テムを作るのだとしたら、何をすれば事業競

争力強化になるかを判断しなければなりませ

ん。

そのためには、事業の方向性が明確で、そ

の事業の方向性の中で、システムを検討して

いる部門がそれに貢献する方向性が明確でな

ければなりません。その部門の方向性に対し

てシステムが何を目指せばよいかが分からな

ければならないのです。これはかなり厳しい

条件です。
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十数年前までのシステム開発は、既存業務

の機械化でした。既存業務の機械化は、喩え

で言えば既存道路の舗装工事です。どこから

どこまでを、どの程度の舗装をするかを決め

れば工事の見積りができ、工事も予定どおり

できました。

多少、既存道路の曲がりくねった部分をま

っすぐにしたりすることはあったりします。

それは見積り範囲の中のことでした。

これに対して、事業競争力強化のために作

る新しいシステムは、新しい道路を建設する

ことに相当します。どうすれば「事業競争力

強化になるか分からない」ということは、「道

路のゴール（行き先）が明確に分からない」

ということです。現状は「およそこちらの方

向だ」くらいの状況で道路建設を始めている

ようなものです。方向があいまいなだけでな

く、どの程度の交通量（何がどの程度この道

路を利用するか）も定かでありません。それ

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]

舗装区間
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ですから、工事を始めてから、工事の変更（要

件変更）が発生するのです。

どのような道路が必要かを検討するには、

次の条件が必要です。

 どこからどこまで（具体的なゴール地

点）の道路なのか。

 何がどの程度利用するのか。

これは道路の果たす役割です。役割は機能

と言ってもよいのですが、機能はいろいろな

意味に使われますので、あえてその言葉を使

いません。

道路の果たす役割が決まるには、この道路

の利用目的（何のためにこの道路を利用する

のか、道路の先で何をするのか）が決まって

いないといけません。道路の役割が決まると、

どんな道路を造るか（道路の内容（仕様））

が検討されます。何車線で、どういう幅で、

歩道はどうするか、どの程度の強度の道路に

するか、途中の橋やトンネルはどうするか、

などです。道路や橋に使われる材料なども検

討されます。

つまり、道路の内容（仕様）を検討する手

順はこうなります。

道路の内容

（仕様）
道路の

利用目的
道路の役割

（目的地に行く）（早く、うまく、
安く行く）

（道路の形状）

道路の建設目的
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このことをシステムに引き直すと、以下の

ようになります。

「対象業務の向上目的」は、どのように事

業競争力強化につながるか、ということです。

上２つがシステムの開発目的です。

システムの内容（仕様）が明確に決まらな

いのは、システムの利用目的（道路の利用目

的）を明確に決めることが難しく、システム

に期待される役割がはっきりしない結果だと

いうことです。その結果、要件変更が頻発し

ているということなのです。

道路舗装の場合は、道路の利用目的ははっ

きりしていて、道路の役割の改善（歩きやす

く、自転車や車が走りやすく、雨でもぬから

ないようにする）もほぼ自明であったため、

道路の内容（仕様）も簡単に決めることがで

きたのです。

道路の内容

（仕様）

道路の

利用目的

道路の役割

システムの

利用目的

対象業務の

向上目的
＝

システムの役割

（システムで何がどの程度できるか）

システムの内容

（仕様）
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６．開発目的明確化とは

それでは、開発目的明確化とはどういうこ

となのか、開発目的明確化はどう有効なのか、

開発目的明確化はどうやって進めればよいの

かについて、説明します。

【開発目的明確化とは何か】

開発目的明確化とは、システムの内容（仕

様）を決めるに先立ってシステムの開発目的

を明確にしましょう、ということです。これ

までの説明では自明のこととなります。以下

にその内容を再確認してみましょう。

開発目的としては、前述のように「システ

ムの利用目的」（道路の利用目的）と「シス

テムの役割」（システムで何がどの程度でき

るか）との両方が必要です。

開発目的を決めるにあたっての留意事項

は以下の点です。

業務視点が重要

業務視点というのは、「システムの利用目

的」を考えるということです。「システムの

利用目的」は、業務で利用してその業務を「ま

しにする」ことだからです（ここであえて「ま

しにする」という言葉を使っているのは、本

来は改善とか改革といった言葉を使うところ

ですが、これらの言葉にはその言葉が持って

道路の利用目的 道路の役割

システムの利用目的 システムの役割

業務視点

の目的

システム視点

の目的

1
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いるニュアンスがあって、読む方がその先入

観を持ってしまうからです）。

これは当然のことではないでしょうか。

「道路の利用目的」がなくては、「どんな道

路を造るか」は決まらないのです。システム

を作る人は、システムの内容（仕様）を明確

にしようとします。そうしないとシステムを

設計できませんから。そのシステムの内容（仕

様）は、システムの役割から導かれなければ

ならないのですが、現状では、システムの利

用目的が後ろに隠れていて、システムの役割

も明確ではありません。そこでシステムの役

割を（システムの利用目的を適当に想定して）

あいまいながら設定して、システムの内容（仕

様）を決定しています。信じられないことで

すが、システムの利用目的はおろか、システ

ムの役割も気にしないでシステムの内容（仕

様）を検討していることもままあるのです。

システムの役割は、システム開発目的のう

ちのシステムの役割部分です。システムの役

割（＝システム視点の目的）は、「経理シス

テムを改善する」「情報の一元化」「経営情

報のリアルタイムでの把握」などです。これ

だけでは、経営もしくは業務がどうなるかが

分かりません。システム視点の目的では、経

営者はその意義を判断することができません。

ゴールドラット博士の「チェンジ・ザ・ル

ール」は、概ね以下のようなストーリ展開で、

システム視点と業務視点の違いについて述べ

ています。

『外国の大手ＥＲＰパッケージベンダ（提供

者）が、大企業市場が飽和してきたので、中

堅・中小企業市場に進出を図る。ところがお

客様の大きな違いに気がつく。大企業の場合

は、お客様の窓口はシステム部門であった。
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システム部門にはＥＲＰパッケージの効用を

｢情報の一元的な把握｣｢リアルタイムでの経

営情報の把握｣など、情報の視点での改善効果

をアピールすればよかった。ところが中堅・

中小企業だと、意思決定者は経営者である。

｢それでわが社はいくら儲かるのか｣という視

点で問いただされる。従来は｢それはお客様が

このシステムをどう活かされるかの問題で

す｣と言えば済んだ。しかし経営者にそのよう

な回答をすれば、商談はそれで終わりになっ

てしまう。そこで、ＥＲＰパッケージベンダの

経営者と営業責任者は、相手企業の中に踏み

込んで分析を行い、どのように活用すれば｢い

くら儲かるか｣（経営的視点での目的）を提示

できるように努力した』

価値目標でとらえる

業務視点（経営的視点）の目的といっても、

その目的は経営にとって価値のあるもので

なければなりません。「業務でこういう処理

を行う」というとらえ方ではその価値が分か

りません。

価値のある目標を「価値目標」と称してい

ます。経営から見て価値のある目標は、経営

的価値目標と言います。経営から見て価値の

ある最終目標は、経営理念・経営目標の実現

です。経営理念・経営目標は、経営のステー

クホルダにどのような貢献をするかです。そ

れを実現するための経営的価値目標の連鎖

は以下のようになっています。

2
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「早い、うまい、安い」はＱＣＤと同じ内容

ですが、順序が異なります。今は変革の時代

です。早くなければ競争の土俵に上がれない

時代です。次に、お客様が望むものを提供で

きるという「うまい」がきます。いくら早く

ても「うまく」なければ買っていただくこと

はできません。要求を満たしているうえで「安

い」がよいなとなるのです。「うまく」ない

ものはいくら安くても買ってもらえることは

ありません。「安い」で競争する世界には夢

がありません。

お客様が望む「早い、うまい、安い」を実

現すれば、そのあとは順次上に上がっていき

ます。お客様に買っていただけますから、競

争に勝てます。そうすれば企業が成長します

し、収益も上がり、経営理念の実現が可能と

なります。

まずはお客様が望む「早い、うまい、安い」

の実現を目指せばよいのです。お客様が望む

「早い、うまい、安い」の実現を直接的価値

目標と言う場合もあります。

お客様に直接接しないスタッフ部門等の

場合は、お客様はライン部門です。スタッフ

部門は、ライン部門の望む「早い、うまい、

安い」を実現しなければなりません。「後工

程はお客様」と言っている企業があります。

同じことです。後工程が望むように、こちら

の仕事を「早い、うまい、安い」ようにせよ、

ということです。

企業の成長・発展・収益の増大

事業競争力強化

経営理念・経営目標の実現

お客様が望む「早い、うまい、安い」の実現
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道路の「早い、うまい、安い」は何でしょ

うか。

このために道路を造るのです。

システム視点の開発目的（システムの役

割）、業務視点の開発目的（システムの利用

目的）を考えるときにはこう考えればよいの

です。

 システム視点の開発目的：

システムはどのように「早い、うまい、

安い」が実現すればよいのか。

 業務視点の開発目的：

業務はどのように「早い、うまい、安い」

が実現すればよいのか。

３点セットで完全定義する

②で言う「早い、うまい、安い」は、具体

的にはどのように何を決めればよいのでしょ

うか。

システム開発の場合に目指すべき価値目

標は、業務処理系のシステムと情報系のシス

テムとに分け、以下のように規定すべきであ

るとしています。この二つは道路の種類が違

うのです。業務処理系のシステムは幹線道路

です。情報系のシステムは、幹線道路に対す

る支線です。

早い 早く目的地に着く

うまい

安い

車が傷まない

安心して歩ける・運転できる

燃費が安い

労力を要しない（歩きやすい）

渋滞しない

景色が楽しめる

3
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a.業務処理系システムの場合

業務処理系のシステムは、業務の中に組

み込まれて業務と一体化してしまいますの

で、

システム視点の目的

＝新しいシステムの役割

（システムで何がどの程度できるか）

＝新しい業務の役割の変化

（業務の「早い、うまい、安い」の変化）

となります。

業務処理系のシステムの開発目的は、以

下の３点セットで規定します。

1.対象業務

2.「早い、うまい、安い」項目

3.その項目の定量化、具体化

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

減して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＞

業務処理系システム

情報系システム
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b.情報系システムの場合

情報系のシステムは支線道路ですから、

支線（＝システム）の役割とその後の幹線

道路（業務）の役割について触れる必要が

あります。支線は支線止まりでは通行する

意味がないのですから。

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

システム視点の目的

情報の内容（精度）・タイミング

例：前日時点でプロジェクトメンバが入

力したプロジェクトの進捗情報を

基に、進捗遅れの発生しているＷＢ

Ｓを、担当プロマネに対して担当別

に出力する。

B：情報の利用目的

（この部分は業務処理系と同じ３点セット）

業務視点の目的

1.対象業務

2.「早い、うまい、安い」項目

3.その項目の定量化、具体化

例：

 プロマネの進捗管理が早期化される

（従来は１週間単位）。＜早い＞

 遅れの発生しているＷＢＳが随時把

握できるので、週間単位で集中する

ことなく担当にその状況を確認して、

必要なら直ちに対策を講じることが

できる。これによって問題となる納

期遅れを半減できる。＜うまい＞

 いちいちヒアリングせずに問題箇所

を把握することができ、プロマネの

手間が削減できる（１プロマネにつ

き１週間で半日程度）。＜安い＞.

>>>次号に続く

目次に戻る

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr81/mr81.html
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr82/mr8207.pdf

