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プロジェクトを成功に導く 

開発目的明確化（後編） 
 

システム企画研修株式会社 代表取締役 上野則男 

 

プロジェクトの失敗は、開発目的を明確化

することによって大幅に改善されることが期

待できます。その開発目的明確化とはどうい

うことなのかを前号でお話しました（右記の

６．までです）。本号はその続きです。開発

目的の明確化が本当に効果があるのか、有効

だとしてどのように進めればよいのかをご紹

介します。 

ぜひ、皆様もチャレンジしてみませんか。 

 
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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７．開発目的明確化の有効性 
 

それでは、開発目的を明確化すると、どの

ような効果があるのでしょうか。 

 

ＥＲＰ研究推進フォーラムの調査結果 

図表１は、ＥＲＰ研究推進フォーラムが実施

し、各業種４３５社が回答した調査結果です（２

００７．５ 「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何割も結果の満足度が

高いとなっています（満点は４ポイント）。

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、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

のでしょう。その結果、目標の達成度も高く

なるのだと思われます。 

なお、この表の「目標の内容」には価値目

標でないものも含まれています。 

 

 

図表１ ＥＲＰパッケージ導入の満足度 
目標値の設定 

目標の内容 
行わない 行った 差 

キャッシュマネジメント 1.4 2.5 1.1 

グローバル化や 

国際基準対応 
1.2 2.2 1.0 

納期順守 1.6 2.5 0.9 

顧客満足度の向上 1.5 2.3 0.8 

調達の改善 1.4 2.2 0.8 

輸送物流の効率化 1.5 2.4 0.6 
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開発可否の判断基準になる 

経営では、どこかの段階でシステム開発の

意思決定を行っています。意思決定は期待効

果とそれに対する投入資源のバランスで決定

するものです。業務の機械化時代のシステム

開発の意思決定は、金額換算した省力化効果

と投入費用のバランスで判断されていて、特

に問題はありませんでした。 

 

ところが業務機械化時代が終了し、事業競

争力強化を目的としたシステム開発の時代に

なると、期待効果は単純な算定が不能となり、

極めていい加減な意思決定が行われるように

なっています。「こういうシステムを作るの

にいくらかかる」という決裁が行われていま

す。経営者層は期待効果が不明であるため、

投入資源にばかり目が行き、「もう少し安く

ならないのか」としか言わなくなってしまっ

ています。 

開発目的の完全定義では、必ずしも単純な

金額換算効果が算定できるのではありません

が、業務の担当部門の管理者は、それがどの

程度の価値を持つものかの判断ができるもの

のはずです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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開発要件の「ふるい」になる 

開発目的が決まりますと、それがシステム

で何をすべきかの判断基準になります。目的

に合致したニーズを取捨選択するのです。開

発目的以外にニーズの取捨選択基準になるも

のは考えられません。この「ふるい」がザル

だと何でも通ってしまい、要件は限りなく広

がっていくことになります。 

このほか、開発目的の価値の大きさは、シ

ステム開発に対して投入する費用等に制約を

与えます。目的の価値以上の費用を使うこと

はあってはならないことです。また、目的が

具体的であれば、実現策を検討する際の選択

基準にもなります。 
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ニーズ

問題点 ニ
ー
ズ

問題

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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８．開発目的明確化の進め方 

 

それでは、開発目的の明確化はどのように

して進めればよいのでしょうか。 

 
基本手順 
開発目的明確化の基本手順は図表２のよう

になります。つまりシステム開発の要望段階

では、システム開発目的は項目レベルで上が

っているだけか、数値目標が設定されていて

も、まだその実現可能性が検証されていない

状態です。 

その要望に対して、システム開発者が参画

して、依頼者とともに開発目的の明確化（完

全定義）を行います。両者が合意した段階で

開発目的が確定し、契約となります。 

 

受注者側が積極的に発注者側に働きかける 

①が基本手順ですが、実態はなかなかその

ようには運びません。５．で挙げたような困

難性があるからです。受注者としては、待っ

ていては駄目ですし、お願いするだけでも不

足でしょう。そこで、受注者側から積極的に

発注者側に働きかけて、図表２の（３）の状態を

実現することが、現状における現実的な対応

として有効です。受注者が「被害」を受けな

い防衛策としても有効です。 

富士通殿でも、そのようなアプローチがで

きる要員を、ビジネスアーキテクトと称して

鋭意育成中です（日経コンピュータ誌（２００７．

１．２２号）記事）。 
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（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 

（３）システム開発の 

決定 

（開発目的提示） （開発目的の 
定量化・具体化検討）

（開発目的の 
完全定義）

開発計画書 
開発契約書 

発注者・受注者

が共同して検討

 開発目的提示 
・項目名のみ表示 
 

 

開発対象（ｽｺｰﾌﾟ） 
・明示 

開発目的 
・項目名 
・定量化・具体化した 

目標 

 

開発対象（ｽｺｰﾌﾟ） 
・確定 

図表２ 開発目的明確化の基本手順 
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Ｓ社におけるアプローチ法 

大手ＳＩ業の一角を占めるＳ社では、２００６

年６月から②のアプローチを実現できる要員

育成を開始しています。この研修はＳ社と当

社が共同開発し、運営責任を当社が負ってい

ます。この研修は、以下の内容から構成され

ていて、各単元は１日のコースです（当誌２０

０６年１０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！」参照）。 

第１単元：発生している要件不備の実態確認 

（各人発表） 

第２単元：機能要件確定方法の研修 

第３単元：非機能要件確定方法の研修 

第４単元：見積り・契約・仕様変更対応方法の 

研究 

第５単元：（開発目的を引き出すための） 

ヒアリング手法 

第６単元：交渉術 

第７単元：実践報告 
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この中の機能要件確定方法の講座では、開発

目的の明確化（完全定義）を中心課題に据えて

います。この講座では、単に機能要件確定法を

教育するのではなく、以下のように発注者に働

きかける際の道具立てを提供し、その利用法を

演習しています。 

ａ．開発目的の明確化（完全定義）の必要性・

有効性を説得する資料 

ｂ．開発目的が不明確になる原因分析の問題点

連関図 

ｃ．その原因に対する解決策実施上の留意点 

テンプレート 

 

開発目的が明確にならない場合、どこに原

因があるのかをｂ．で当たりをつける、どう

いう対策をとるべきかをｃ．を参考にして検

討する、必要であれば、ａ．を利用してお客

様を「啓蒙」説得する、という段取りです。 

ａ．の部は、本稿の「６．開発目的明確化

とは」の内容を詳細化したものです。 

 

 

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr7504.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr7504.pdf
http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr75/mr7504.pdf
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９．開発目的明確化の成果 
 

９．１ Ｓ社における概況 
Ｓ社における研修では、第６単元までは隔

週の金曜・土曜に開催し、第６単元終了後第

７単元まで３か月弱の期間に習得事項を実践

で利用して報告するようになっています。 

実践期間が短いので、それほど大規模・本

格的な案件での実践例はありませんが、「開

発目的を明確化するとシステム要件全体が目

覚しく明確になる」という体験が続々と発表

されています。 

第７単元では、実践報告者の中から優秀者

を表彰していますが、２００６年度５クラス開

催した中での入賞者は４０人です。その中で機

能要件（開発目的明確化）を実践した入賞者

は１２人で最多となっています。ちなみに、次

に実践が多かった単元は第４単元（見積り・

契約・仕様変更対応方法）で、１１人でした。 
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９．２ 実践事例 
いくつかの実践例をご紹介します。いずれも

大きなことではありませんが、お客様から「こ

れをしてほしい」と言われたことに対して、そ

のまま受けるのではなく、「その目的は何

か？」と問うところから好ましい方向が見つか

った例となっています。 

 

介護サービス業の勤怠管理システム 

１年先行移行したシステムを強化したうえ

で全社に展開するに際し、先行部分のデータ

移行を行ってほしいという要望があった。デ

ータは移行すべきであるという固定観念から

の要望のようであった。 

しかし、検討してみると、先行システムと

本番システムの仕様がかなり異なり、データ

変換を行うにはかなり複雑な作業が必要なこ

とが判明した。そこで、データ移行の目的は

何か？ と考えた。それは、新システムへの

円滑な乗り換えである。であれば、複雑でか

えって手間がかかり、場合によって不備なデ

ータとなるマスタデータ移行を行わずに、新

規にマスタデータの入力を行って対応するこ

とにした。 

 「移行システムを開発してほしい」 

移行システムを開発せずに別途対応した。 

1
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製造業の会計システム統合 

新経理システムの開発に際し、従来は別シ

ステムであった固定資産管理と財務管理シス

テムも統合することになった。経理の利用者

から、固定資産システムと財務管理固定資産

勘定の突き合わせを行うリストを作成してほ

しいという要望が出された。 

従来は別システムであったため突き合わせ

作業が必要であり、そのリストが利用されて

いたのである。開発担当者が、今度は経理担

当が発行する振替データ以外は差が発生しな

い（それは経理担当が把握できる）ことを説

明・説得して、付き合わせリストの作成をや

めることができた。 

 「照合用リストを作成してほしい」 

作成しないで済んだ。 

 

倉庫業の子会社グループへの共通システム導入 

これは、親会社が連結決算業務を迅速に実施

するために子会社に同一システムを導入しよう

というプロジェクトである。子会社にとっては何

らのメリットがない案件である。目的をあいまい

にして進めると、現場からの非協力が発生する

可能性がある。そこで、本社の担当と相談して、

新システムの目的を明確化し協力をお願いする

説明用のシナリオ・資料を作成し、開発者も分担

して多数ある子会社への説得キャンペーンを実

施した。円滑にプロジェクトが進行している。 

実はこれと反対に、親会社が目的をあいま

いにしたまま、子会社のシステム導入を開発

会社に依頼したが、子会社からコストを負担

して新システムに移行する意味がないと反対

され、プロジェクトが座礁した例があった。 

 「子会社への連結決算対応システムの導入」 

目的を明確化して対応した。 

2 3
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放送局の番組審査用ライブラリシステムの改善 

番組内容の審査のために従来はアナログで

保存されていた放送用のライブラリをデジタ

ル化しようという案件である。初めは単なる

デジタル化と、いくつかのキーで検索ができ

るシステムを作ればよいということだった。

しかし、目的を追求していくと、新たなニー

ズと問題点が出てきて、開発は中止となった。

そのまま開発していたらどうなっていたので

あろうか。開発途中でそのようなニーズや問

題点が明らかになったら、それまでの開発費

はムダになるところであった。 

 「ライブラリのデジタル化」 

目的を明確化する過程で問題点が判明し、 

中止した。 

 

ＥＤＩシステムの早期移行要請 

流通業のシステム統合案件である。大阪地

区の事業所が東京のシステムに統合されるこ

とになったが、その時期が３か月後で、その

間ある理由で大阪の事業所群は現在のＥＤＩ

システムが使えなくなる。そこで大阪側から

移行を早めてほしいという要望が出された。 

検討してみたが、元のスケジュールで開発

することが精一杯で、早めることは不可能で

あった。要望を確認してみると、移行を早め

ることが目的ではなく、手作業で受発注対応

するのは大変なので、その業務を回避するこ

とが目的であることが分かった。そこで、不

十分な機能ではあるが、仮の応急システムを

開発して対応することにした。 

 「移行を早めてほしい」 

移行を早めずにつなぎの仮システム作成で

対応した。 

4 5
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商社のシステム統合 

システム統合は、システムコンソリデーシ

ョンとも言われる。そういうネーミングがつ

くと、なおさら目的があいまいになる危険性

が高まる。 

一般にシステム統合は以下の範囲に対して

行われる。 

 

• ＩＴ基盤 

• アプリケーション開発基盤 

• アプリケーションそのもの 

このそれぞれに対して、何をどこまでやるの

かによって、体制も違うし費用も、かかる年月

も違う。目的を明確にして取り組むべく、計画

中である。 

 「システム統合する」 

目的を明確化して取り組む。 

 

保守におけるシステム機能追加 

過去データをオンラインで蓄積しているシ

ステムであるが、大量の過去データが処理の

パフォーマンスを著しく低下させていた。こ

れに対して自動で過去データを退避させる機

能を要求された。 

若干検討してみたが、それほど簡単にはで

きない。そこで「自動化しようという目的は

何か」と考えた。それは処理のパフォーマン

スを上げることである。「であれば、自動で

なくマニュアル（手動）で削除をしてもよい。

その方法はどうか」と検討した。その結果、

手動で簡単にデータ削除できる方法をまとめ

ることができ、それを実現した。 

 「データの自動削除機能を追加してほしい」 

手動の方式で対応した。 

 

6 7

14 
2008.7 MIND-REPORT No.82 

 

 

ま と め 
 

目的を明確にすることは、どんな場合でも

重要であることを否定する人はいません。し

かしシステムの世界での実態では、目的追求

が軽視されている傾向があります。９．の事

例は、原点・基本原則に立ち返ると大きな果

実が得られる、という好例であろうと思われ

ます。ぜひ開発目的明確化にチャレンジして

ください。¶ 
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