
 
 

 
 

要件の構造化に基づく合意形成の精度向上 

Consensus Building by Structured Requirements 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

 システム開発の上流工程の重要性が言われ始めて久しいが，要件定義に起因するシステム

開発プロジェクトの失敗は一向に減る気配がない。これには，時代背景や環境変化による要

件定義そのものの難化が大きく影響しているが，それだけでは説明のつかない，現状の要件

定義の抱えるもっと根源的な問題がかかわっていると考えられる。 
 本稿では，利害関係者間の役割・責任分担の明確化，要求の連続性の確認による妥当性と

充分性の確保，要件定義への経営者の参画と統制という互いに関連する三つの視点（課題）

から，利害関係者の階層構造と要求の連続性に基づく合意形成，トレーサビリティの実現手

法（新要件定義手法）を紹介する。これにより，要件定義の「仕切り力」が増し，合意形成

の精度が向上することで，システム開発における手戻りの発生を抑止する効果が期待される。 

Abstract 

 The importance of upstream processes in system development has been recognized for a 
long time.  However, the failures that occur during the requirement definition process show 
no sign of decreasing.  This is partly because the process of requirement definition itself has 
become more difficult considering the times we are in and the environmental changes taking 
place.  However, there is also a more fundamental problem with the current requirement 
definition process. 
 This paper introduces our approach to achieving both (1) consensus building based on a 
layered structure of interested parties and continuity of demands, and (2) traceability (i.e., a 
structured requirement management technique). 
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ま え が き 

 システム開発における要件定義の重要性について

は，従前より多くの主張，提案がなされてきた。し

かし，IPA/SEC（独立行政法人情報処理推進機構/
ソフトウェア・エンジニアリング・センター）が

行った2005年度SODEC（ソフトウェア開発環境

展）の来場者アンケート結果（母数1241）(1)を見て

も，「プロジェクトの進め方について，問題と感じ

ている点」という項目に対し，「顧客要求が不明確

のまま，進めている」「顧客要求がなかなか確定し

ない」が依然として上位（1，2位）を占めている。 
 このことは，直接的にはプロジェクトとしてのシ

ステム開発の品質や生産性に対しての脅威であるが，

もっと重大なことは，「ビジネス要求の実現」とい

う本来の目的が達成できない脅威にさらされている

現実である。すなわち，要件定義の不備によって，

経営者や利用部門の求める業務の効率化や情報の戦

略的活用に結び付かない「使えない」システムが増

殖している可能性が高い。 
 富士通では，こうした状況に対し，要件の「内容

品質」（妥当性，合目的性，実現可能性など）をい

かに高めるかという視点で研究を重ねてきた。 
 本稿では，要件定義の精度を高め，本来の目的に

沿ったシステム開発を実現するために，現状の要件

定義の問題点を整理し，「利害関係者の階層構造と

要求の連続性に基づく合意形成，トレーサビリティ

の実現手法（以下，新要件定義手法）」を紹介する。 
 なお，本稿中では，「要求」，「要件」，「仕様」と

いう用語を，それぞれ以下の定義で使用する。 
・要求：「こうしたい」「ああなればよい」といった

漠然とした希望，期待。「定義」されていない曖昧
あいまい

な状態。 
・要件：要求を実現するために必要な条件が「定

義」された状態。ただし，実現手段は複数あり得る。 
・仕様：要件を実現するための実現手段が選択され

た状態。 

課 題 整 理 

 要件定義が難しくなっている時代背景として，つ

ぎの三つが挙げられる。 
（1） 開発するシステムのステークホルダ（利害関

係者）の範囲が拡大し，合意形成が難しくなっ

てきた。 
（2） 単純な手作業（業務規定書など）の写像によ

るシステム開発は一巡し，業務そのものの創造

が必要となった。 
（3） ビジネス環境の変化に合わせたシステム開発

のスピードアップが求められるようになり，相

対的に要件定義にかけられる時間が減少した。 
 また，これらに加えて，企業の情報システム部門

は，IT投資の6～7割を占める既存システムの運

用・保守にリソースを取られ，十分な要件定義を行

うための環境が以前より悪化していると言わざるを

得ない。 
 このような背景のもと，情報システム部門におい

て一般によく耳にする，現状の要件定義に関連した

問題点を列挙してみよう。 
（1） 要求の目的がはっきりしないため，膨らんだ

要求への優先順位付けができず，結局は業務部

門に押し切られてしまい，開発規模が膨らむ。 
（2） 誰が要件に責任を持つのかがはっきりしてい

ないため，なかなか決まらない上にすぐに変更

が生じる。 
（3） 業務部門からは「システムが使いづらい」と

言われ，経営者からは「システムの経営貢献度

が低い」と言われる。 
 一言で言えば，これらは要件定義に関する「仕切

り力」不足に起因する問題と言い換えることができ

る。それでは単に仕切るためだけの「声の大きい」

人を，要件取りまとめの責任者に割り当てればよい

か，というとそういうわけにもいかない。なぜなら，

それだけでは，先述した「本来の目的」に沿ってい

ることが担保されないからである。 
 これらの問題点の根本原因は，要件を定義する役

割・責任の所在の不明確さ，何のためにシステム開

発を行うのかなどの目的意識の欠如，業務部門の

「やりたいこと」と情報システム部門の「できるこ

と」の狭間で企業としての「やるべきこと」を決断

する経営者の機能不全と考えられる。これらを解消

するためには，以下の三つの課題の解決が望まれる。 
（1） 利害関係者の役割・責任分担の明確化 
（2） 要求の連続性の確認による妥当性と充分性の

確保 
（3） 要件定義への経営者の参画と統制 
 以下，これらの課題と「新要件定義手法」による
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図-1 要件の階層構造 

Fig.1-Layered structure of requirements. 
 

解決策について説明する。 
経営の目的

施策

業務要求

実現手段

システム機能

※

※

経営者

業務部門

情報システム部門

 
図-2 要件の管理構造モデル 

Fig.2-Structure of requirement management. 

利害関係者の役割・責任分担の明確化 

 「新要件定義手法」では，要件の構造を図-1に示

すような役割（縦軸）と要求の具体化（横軸）のマ

トリックスと考える。すなわち，企業の経営に責任

を持つ「経営」層，業務に責任を持つ「業務」層，

システムに責任を持つ「システム」層ごとに，それ

ぞれの要求を要件，仕様と明確化していく。そして，

経営層の「仕様」は業務層の「要求」に，業務層の

「仕様」はシステム層の「要求」に順次変わってい

くという発想である。  

 この構造を共有することにより，役割ごとに定義

する要件の責任範囲と役割間の連結部分が明確に

なる。 
 図-2は，「新要件定義手法」で提唱する要件の管

理構造モデルである。 
 これは図-1の要件の構造を簡略化したものであり，

経営層の定義すべき要件を「経営の目的」「施策」

に，業務層の定義すべき要件を「施策」「業務要求」

「実現手段」に，システム層の定義すべき要件を

「実現手段」「システム機能」に，それぞれ対応させ

ている。 
 二つの層の重なっている要件（図の※印）は，主

に上位の層が定義する責任を負うが，実現性の観点

から，下位の層との合意によって定義すべき要件と

位置付けられる。それ以外の要件は，各層が責任を

持って定義すべき要件である。 
 この管理構造モデルに沿って要件を割り振ること

により，責任の押しつけ合いや要件定義の先送り防

止が実現できる。 

要件の妥当性と充分性の確保 

 前章で述べたような上位から下位への要求のブ

レークダウン構造を意識することは要件の責任の所

在を明らかにするためには重要だが，常にトップダ

ウンで要件が定義されていくとは限らない。すなわ

ち，現場からの改善要望が要求として挙がってくる

ケースも多い。したがって，要件間の関連を常に

ウォッチし，目的に合致しないものについては，優

先順位を下げるなどの評価が必要となる。このとき，

上位の要件にきちんとリンクされているかどうか

（上位の要件がその要件の必要な理由となっている

か）を見ることを「妥当性」を判断すると言い，下

位の要件にリンクされているかどうか（下位の要件

がその要件を実現可能としているか）を見ることを
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図-3 分析ビューの例 

Fig.3-Example of analysis view. 
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部門

新たな取組み
（経営とＩＴの融合）

図-4 経営者の参画の意義 
Fig.4-Significance of management executive  

participation. 

「充分性」を判断すると言う。この「妥当性」と

「充分性」が確保されて初めて，その要件の存在価

値が確認されることになる。 
 このような，要求の上位・下位の依存関係を合目

的性観点からとらえる考え方は「ゴール指向要求分

析」(2)-(4)などと呼ばれる分析手法であり，関連する

技法を述べた既存の文献も多い。(5)

 「新要件定義手法」では，これに独自の改良を加

え，図-2で示した管理構造モデルの五つの各階層の

要件間の関連を，図-3で示すような「分析ビュー」

として表現し，各要件間の「妥当性」と「充分性」

を一目で検証可能とした。 
 これにより，上位方向のリンク切れについては要

件の優先順位の見直しを，また下位方向のリンク切

れについては実現手段の具体的な定義を行うなどの

対策を取りやすくするとともに，本来あるべき「要

件の全体像」の俯瞰
ふ か ん

性を高めることができるように

なる。 

要件定義への経営者の参画と統制 

 こうした役割・責任の明確化や個々の要件間の関

連性の明示を行っても，要件定義においては，様々

な事情により利害関係者間で紛糾することがあり得

る。それは，「立場による違い」とも言うべきもの

で，一概にどちらが正しいとは言い切れないことが

多い。具体的には，例えば，図-2の「実現手段」の

定義において，業務部門と情報システム部門の間で

「業務上どうしても必要」「実現するための予算が

ない」などのせめぎ合いがある場合などである。 
 このような場合，通常の合議制をもって結論を得

ようとすると，お互いの組織のミッションがぶつか

り合うのみで，結局は「声の大きい」方が勝つとい

う不毛な結論に陥りやすい。 
 そこで，こうした際に経営者の「鶴の一声」が威

力を発揮する。もちろん，経営者個人の恣
し

意的な判

断ではなく，図-4で示すように，業務部門の「やり

たいこと」と情報システム部門の「できること」を

天秤にかけ，企業経営にとっての「やるべきこと」

は何なのかを判断するのである。(6)

 「新要件定義手法」では，このような経営者の判

断に貢献するために，「要件の妥当性と充分性の確

保」の章で述べた妥当性判断のための分析ビューの

提供に加え，要件の上位要件に対する「貢献度」

「実現のための負荷（費用，期間）」を定義可能とし

ている。経営者はこの指標を参考に経営としての
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終判断を行うことができる。 

適用効果と今後の課題 

 まず，現場での要件管理の実態を把握するため，

11プロジェクトの要件管理ドキュメントについて

事例分析を行った。その結果，どの事例においても

上位の要件（例えばプロジェクトの「経営の目

的」）と下位の要件（例えば「システム化要件」）と

の関連はあまり管理されておらず，要件全体として

の妥当性と充分性が分かる構造になっていないこ

とが分かった。 
 つぎに，「新要件定義手法」を実際に適用した事

例により，どのような効果があるかを示す。図-5は，

あるユーザ企業が作成したシステム開発に向けた要

件定義ドキュメントを，「新要件定義手法」を用い

て分析した事例である。 
 左半分は，要件定義ドキュメントのイメージ図で

ある。一見きちんと構成されたドキュメントになっ

ている。その中でもシステム機能の記述は，処理の

数が分かり，複雑度が類推できる程度の詳細度で書

かれていて，概算見積りを行うには，何の問題もな

いように見える。 
 右半分は，「新要件定義手法」を用いて，左半分

のドキュメントを分析した結果の一部分を図示した

もの（概念図）である。 
 要件定義ドキュメントに散在して記述されている

要件を図-2の管理構造モデルに割り振って階層ごと

に整理すると，このようになる。｛図-5の上部には

図-2の要件の管理構造モデルで示した役割（責任）

分担を示す。｝ 
 これで要件の妥当性と充分性を見ると，要件定義

ドキュメントから読み取れる要件の関連性は，図に

示す要件間の実線の部分のみであり，あとは関連が

分からない状態であった。つまり，一見まとまって

見える各階層の要件の多くは，何のために必要なの

か，あるいはどうやって実現するのかが明確でない。

例えば，「システム機能」は11機能中10機能の必要

な理由が不明であり，その利害関係者間での合意の

程度や効果なども分からない状態であることが分

かる。 
 これは，上位の「経営の目的」や「施策」と下位

の「システム機能」を，それぞれの利害関係者が自

分たちの思いだけで作成してしまったことによると

推測される。この時点で早くも利害関係者間でイ

メージの異なるシステムが描かれているわけであり，

見積りの精度も（仕様変更の多発が予想されるた

 

分析

経営層 業務部門
情報システム部門（もしくは

支援者としてのベンダ）

手段（どうやって）

目的（なんのために）

経営の目的 施策 業務要求 実現手段 システム機能

図-5 ドキュメント例と分析結果（一部） 
Fig.5-Example of documents and part of analytical results. 
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（2） 要件品質の評価観点を網羅していない。本技

術は，ゴール指向で要件間の関連から妥当性と

充分性を見る手法である。要件品質を評価する

観点として，妥当性と充分性以外にも実現性，

技術整合性，合意進捗度などが考えられる。こ

れらについては，「要件の成熟度」という視点で，

今後要件の属性として取り入れていく予定である。 

め）開発完了時とはかけ離れたものになっている可

能性が高い。もし，「新要件定義手法」で提唱する

要件の構造を意識して要件定義を行っていれば，未

然に防げるケースと考えられる。 
 このように，「新要件定義手法」を活用すること

により，要件の妥当性と充分性の不備，および役

割・階層ごとの責任が可視化できる。これにより，

要件取りまとめの責任者が「仕切り力」の強力な拠
よ

り所を得，以下の行動を取ることが期待できる。 
む  す  び 

（1） 妥当性が確認できず，何のためのものか分か

らない実現手段やシステム機能は，要件から削

除するよう提言することができる。 

 これまで述べてきた「新要件定義手法」という考

え方は，要件定義の精度を上げ，利害関係者間での

合意を確固たるものにすると同時に，要件合意後の

変更に対するトレーサビリティにも効果を発揮する。

ただ，これは，あくまでも要件定義の精度を上げる

ための補助的な方法論に過ぎず，ましてや「銀の弾

丸」(7)ではない。この技術を生かすためには，経営

者を含む利害関係者がお互いの役割を自覚し，シス

テム開発の成功に向かって一丸となって取り組むこ

とが前提であり，こうした意識づけができたプロ

ジェクトこそが「真の要件定義」のスタートライン

に立てる，ということを付け加えておきたい。 

（2） 要件の管理構造により，要件に責任を持つ役

割（経営層，業務部門，情報システム部門）が

整理され明確になる。妥当性が分からない要件

は各役割で責任を持って整理するよう，働きか

けることができる。 
（3） システム機能，実現手段と業務要求，経営の

目的との関連を明確にすることで，代替案提示

の可能性が広がる。何のための機能か分からな

ければ，代替案を出すことはできない。 
（4） どうしても整理がつかないなら，経営視点で

の決断を経営者に求めることができる。その際，

要件定義への経営者の参画と統制の章で述べた

「貢献度」「実現のための負荷（費用，期間）」な

どの指標が参考になる。 
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