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卒業研究要旨 

 

 企業や自治体などの組織が基盤システム開発を外部に委託する場合、システムに必要と

される要件を適切に定義し、調達仕様書を作成する必要がある。委託先はこの調達仕様書

に書かれている要件を満たし、かつ過剰なシステム構成にならないように開発を行う。こ

の調達仕様書で要件定義を曖昧に行ってしまうと、必要となる機能を満たさないもしくは

機能が過剰なシステムとなってしまい、修正に莫大な費用と時間がかかってしまう。 

 しかし知識がないものにとって、この調達仕様書を作成するために要件定義を行うこと

は容易ではない。要件定義を適切に行うためにはシステムを構成する技術についての幅広

い知識と調達に関する業務知識が必要とされるためである。また技術知識と業務知識があ

るものにとっても、要件定義を行った経験がないものは要件漏れを起こしやすい。適切な

要件定義を行うためには知識と経験の２つが必要である。 

 調達仕様書作成における技術知識や業務知識の不足を補うために、経済産業省では調達

仕様書作成段階で必要となる技術知識や業務知識をまとめた TRM というものを提供してい

る。知識不足はこの TRM で補うことができる。そこで本研究では、経験不足を補うための

要件定義学習システムを開発することを目的とした。 

 要件定義学習システムは 調達仕様書を 11の項目に分けて作成する。各項目では一部分

を空欄とし、その空欄をヒントや TRM を参照しながら埋めていく。空欄を埋めていきなが

ら調達仕様書ではどのような要件定義を行うのか、また TRM はどのように使用することが

できるのかを学ぶ。本システムは学習者がいつでも気軽に学習できるようにタブレット型

端末で利用可能なアプリケーションとして作成した。 

 本研究で開発したシステムは、静岡大学情報学部 3・4 年生の計 9 名に学習しながら学習

記録を付けてもらい、また学習後に理解度チェックテストとアンケートを行った。学習記

録と理解度チェックテストより、システムでの学習は容易ではあるが学習内容が記憶に残

りにくいということがわかった。要件定義を行った経験の有無や大学の講義などで学んで

きたことの差異によって学習者の反応には差があり、その差を考察した。さらにその考察

から、学習者ごとに必要な機能や学習内容に求められる質の違いを考察した。 
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第１章 序論 

 

1.1 研究の背景 
 企業や自治体などの組織が基盤システム開発を外部に委託し調達する際には、必ず事前

に様々な要件を定義することが必要である。要件定義にはそのシステムを調達するために

必要とされる様々な技術知識や業務知識が必要とされ、業務経験の乏しいものにとって要

件定義を行うことは容易ではない。また技術知識や業務経験があるものにとっても、要件

定義に慣れていないものは要件漏れを起こしやすい。要件漏れしたままシステムの開発を

行ってしまうと、機能過剰になったり逆に機能不足になったりし、どちらも仕様変更や追

加が発生して結局は莫大な時間・費用の浪費となる。 

 過不足なく適切な要件定義を行うためには、開発するシステムに使用される技術の知識

と業務知識、また要件定義を行った経験が必要である。システム調達のために必要な技術

知識と業務知識をまとめたものとして、経済産業省が提供している TRM がある。例えばこ

の TRM を用いれば前者は代替することができるが、後者は実際に業務で体験する、もしく

は何らかの形で模擬的に要件定義を行い経験を積むことが必要である。 

 

1.2 研究の目的 
 本研究では情報系の学生や IT 系企業の新入社員などが、システムを調達する際に行わな

ければならない要件定義の入門的学習をすることを目的とし、要件定義を行い調達仕様書

を作成していく要件定義学習システムを開発する。システム調達のために必要とされる技

術知識や業務知識は TRM を用いて補足する。 

 作成した要件定義学習システムを静岡大学情報学部の学生に利用して学習してもらい、

要件定義を行った経験の有無や大学の講義などで学んできたことの差異による学習者の反

応の違いを考察する。またその考察から、学習者ごとに必要な機能や学習内容に求められ

る質の違いを考察する。 

  

1.3 論文の構成 
 作成方針として、本論文は全 5 章から構成される。 

 第 1 章では、「序論」として、本研究を行うにあたっての研究背景および研究目的を述べ

た。 

 第 2 章では、「要件定義における TRM の利用と課題」として、まずシステム調達におけ
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る要件定義の位置付けを述べ、システム調達のために政府が提供している TRM の概要とそ

の利用方法を述べている。 

 第 3 章では、「「要件定義の学習システム」の開発」として、開発する「要件定義学習シ

ステム」の利用対象者、使用する題材、「要件定義学習システム」で定義する要件と TRM

との関連性を述べる。その後機能概要と学習方法を述べ、開発スケジュールを定義する。 

 第 4 章では、「「要件定義学習システム」の評価」として、システムの評価方法を述べ、

評価を行う。 

 第 5 章では、結論と今後の機能拡大についての展望を述べる。 
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第２章 要件定義における TRM の利用と課題 

 
2.1 システム調達における要件定義の位置付け 
 システム調達における要件定義の位置付けは図 2_1の通りである。 

 システムを調達する際にはまず企画・計画立案を行う。企画・計画立案ではシステム化

の要望調査を行いシステム概要を決定し、それを元に予算化に向けて概算見積もりを行う。

見積もりをベースに予算化をし、その後要件定義ではシステムに必要な機能や品質を定義

する。そしてそれらをまとめて調達仕様書を作成する。要件定義には様々な専門的知識が

必要とされるため、技術知識や業務知識がないものにとっては難しい作業であると言われ

ている。 

 

 

図 2_1.要件定義の位置付け 

 

 システムの調達に失敗した例として、特許庁の基幹系システム全面刷新プロジェクトを

上げることができる[1]。この計画は 5 年間がかりで行われたが、システムは完成せずに 55

億円の損失を出した。当初このプロジェクトでは特許審査や原本管理といった業務を支援

する基幹系システムを全面刷新するために調達仕様書が作成されたが、開発が開始された

後に特許庁は方針転換をして、開発業者に対して現行システムに機能を追加する形でシス



 9 

テム開発を行うように提案した。このように調達仕様書作成後に方針転換を行い開発が行

われたため、開発範囲について開発業者と特許庁との間で認識に大きな差が生じてしまい、

プロジェクトは失敗に終わった。 

 
2.2 TRM 概要 
 2.2.1 TRM 制作の背景 

 調達仕様書作成における技術知識や業務知識の不足を補うために、経済産業省では調達

仕様書作成段階で必要となる技術知識や業務知識をまとめた TRM(Technology Reference 

Model)[2]というものを提供している。TRM は EA(Enterprise Architecture)における参照

モデルの 1 種である。EA とは企業における業務・システムの最適化の方法論であり、米国

の CIO 協議会で初めて提案された[3]。その後、2013年現在では、世界各地の企業、官庁に

普及している。EA には TRM の他に PRM(Performance Reference Model)、BRM(Business 

Reference Model)、SRM(Service Component Reference Model)、DRM(Data Reference Model)

の４つの参照モデルを含んでいる(図 2_2)。 

 

 

図 2_2.EA における 5 つの参照モデル 

 
 我国においては、平成 19 年 3 月、市場における競争環境の実現と調達における透明性・

公平性の確保を図るための指針として、CIO 連絡会議による「情報システムに係る政府調

達の基本指針」が公開された。そして、この指針に沿った調達仕様書の作成支援、確実な



 10 

システム構築、トータルコストの最適化、調達効率の向上を図るため、平成 20 年 12 月、

経済産業省と IPA とにより、「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 20 年

度版」が公表された。「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 20 年度版」

は実証的評価を経て「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 22年度版」、「情

報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版」と版を重ねている。 

 

 2.2.2 TRM 内容概説 

「情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版」は、8 の章と 4 の付

録から構成されている（図 2_3）。「1.序文」では背景、目的、想定する読者、適用範囲、文

書構成、平成 22 年度版からの改訂概要と 24 年度版への改訂予定について書かれており、

「2.概要」では技術参照モデルの位置付けと構成が書かれている。「3.定義（技術の分類）」

では技術参照モデルで取り扱う技術の分類を示している。「4.調達パターンとモデル及び情

報システム設計の指針」では、物品調達を調達対象となる機能の調達単位ごとにパターン

化して、同時に調達することが多いと考えられる技術ドメインに分割し、その技術ドメイ

ンごとに調達すべき役務と物品を示している。 

 「5.技術ドメイン解説」では、各技術ドメインを解説し、調達仕様書に記述すべき要件の

記述例を示している。これについては 2.2.3 で概要を述べる。 

 「6.役務調達」では、役務調達について調達対象の役務を分類し、その調達分類ごとに調

達仕様書に記載すべき役務の概要を示している。これについては 2.2.4 で概要を述べる。 

 「7.クラウド」では、クラウドを利用・構築する場合の概要について概説している。「8.

推奨される技術標準」では、特に政府情報システムの調達の際に優先的に調達すべきオー

プンな標準を示している。「付録 1 調達事例」では、実際行われた政府調達の調達仕様書

の例を掲載している。「付録 2 役務調達仕様書例」では、実際の役務調達仕様書の一覧を

示している。「付録 3 別表 暗号アルゴリズムの移行指針について」では、現在広く使用

されている暗号アルゴリズム SHA-1 及び RSA1024 の安全な暗号方式への移行の必要性

を説明している。「付録 4 参考文献」では、技術参照モデルを理解する上で参考となる文

書を上げている。 

 要件定義段階では主に「5.技術ドメイン解説」と「6.役務調達」の２つの章を参照する。 
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図 2_3.TRM 目次 

 

 2.2.3 TRM「5.技術ドメイン解説」の概要 

TRM「5.技術ドメイン解説」では、様々な機能・サービスを 18 の技術ドメインに分け、

それぞれを解説している。図 2_4 は 18 の技術ドメインの一覧である。 

 

図 2_4.技術ドメイン一覧 
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 「5.技術ドメイン解説」の内容について、「5.1 BI/DWH/ETL」を例に紹介する。 

 「5.1 BI/DWH/ETL」は意思決定をより素早く適切に行うために、ユーザに対して適切

な情報を提供するシステムの総称であり、このドメインには BI、DWH、ETL、データマ

ート、OLAP、ODS、データマイニング、ダッシュボード、レポ―ティングツール、スプ

レッドシートという機能・サービスが含まれている。それぞれの機能・サービスにはその

定義の説明、基本・加点・選択要件の記述と関連技術が記載されている。要件の表記は一

般的な要件を想定して付けられているので、実際の調達仕様書にこの要件の内容を書き写

す際には基本、加点、選択の表記を参考とし、それぞれの要件を必須とするか加点とする

かの検討を行う必要がある。図 2_5 は「5.1 BI/DWH/ETL」の中の「5.1.2 BI」についての

記載である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              図 2_5.TRM「5.1.2 BI」 

文献目録[2] 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版より 
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 2.2.4 TRM「6.役務調達」の概要 

TRM「6.役務調達」では、情報システム調達において調達すべき「役務」、すなわち 

やるべき作業の仕様書への記載方法を解説している。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

図 2_6.役務一覧 

文献目録[2] 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版より 

 

 図 2_6 は役務を情報システムの４つのフェーズ、「企画フェーズ」「要件定義フェーズ」「開

発フェーズ」「運用・保守フェーズ」で分類した図である。 

 「6.役務調達」は 10 の役務で構成されており、企画フェーズには「6.1 全体計画策定支 

援」、要件定義フェーズには「6.2.2 調達支援（要件定義 等）」、開発フェーズには「6.2.3 調 

達支援（プロジェクト管理 等）」、「6.3 システム構築（設計・開発）」、「6.7 機器調達付帯 

作業」が含まれている。保守・運用フェーズには「6.4 運用」、「6.5 ヘルプデスク」、「6.6 保 

守（ハードウェア保守、ソフトウェア保守、アプリケーション保守、システム基盤保守）」 

が含まれており、「6.8 iDC 設備調達付帯作業」、「6.9 ネットワーク調達」は開発フェーズ 

と運用・保守フェーズの双方に含まれている。「6.10 セキュリティ」は企画フェーズ、要件

定義フェーズ、開発フェーズ、運用・保守フェーズの４つ全てのフェーズに含まれている。 

 図 2_7.は、役務名とその役務で対象とする役務作業の一覧表である。 
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図 2_7.役務に関する説明 

文献目録[2] 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版より 

 

 「6.1 全体計画策定支援」ではシステム化構想の立案、システム化計画の立案を行う。「6.2 

調達支援」は「6.2.2 調達支援(要件定義 等)」と「6.2.3 調達支援(プロジェクト管理 等)」

の２つに分けられている。「6.2.2 調達支援(要件定義 等)」では要件定義段階における調達

支援として要件定義の実施、調達方針・調達方式決定、調達仕様書の作成、意見招請、受

注者の評価などを行う。「6.2.3 調達支援(プロジェクト管理 等)」ではプロジェクト管理な

ど設計・開発以降における調達支援として、調達方針・調達方式決定、調達仕様書の作成、

意見招請、受注者の評価、プロジェクト管理などの調達業務を支援する役務作業を行う。「6.3 

システム構築（設計・開発）」では情報システムの設計、開発、移行、運用・保守設計など

の情報システムの構築に関わる役務作業を行う。「6.4 運用」では情報システムの運用業務

にかかわる役務作業、「6.5 ヘルプデスク」ではシステム運用業務における利用者からの問
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い合わせに対応するヘルプデスク業務に関わる役務作業、「6.6 保守」では、情報システム

の障害の訂正、納入後のシステム・ソフトウェア製品の修正、変更された環境への適合な

ど、情報システムの保守を行う役務作業、「6.7 機器調達付帯作業」では情報システムに必

要な機器（ハードウェアと不可分な OS 等の既成ソフトウェアを含む）の設置・設定等、機

器調達に付帯して発生する役務作業、「6.8 iDC 設備調達付帯作業」では、受注者が用意す

る施設（データセンタ）への各種機器の設置、設定、対象システムの運用監視（及びそれ

に付帯する業務）などの役務作業、「6.9 ネットワーク調達」では、LAN 等の構内ネットワ

ークの構築に係る役務、WAN 等の広域ネットワークサービスやインターネットサービス等

のサービスの調達に付随する役務作業を行う。「6.10 セキュリティ」では、各役務の調達に

おけるセキュリティの留意点、情報システムの構築時におけるセキュリティの検討方法を

記載している。 

 さらに詳細な役務調達の解説例として、「6.9.1 設計・開発計画」の記述内容を紹介する。

図 2_8 は、「6.9 ネットワーク調達」に含まれる 7 つの役務のうちの１つである「6.9.1 設

計・開発計画」の役務について、TRM の該当ページを示したものである。役務の概要、発

注者側で用意しておくべきもの、この役務で作成される成果物、仕様書に記載すべきポイ

ントや記載の例、案件・情報システムの特性等による留意点、セキュリティに関する留意

点等の情報が書かれている。 
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図 2_8.「6.9.1 設計・開発計画」 

文献目録[2] 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23 年度版より 

 
2.3 TRM を活用した調達手順 
 この TRMを用いた調達の手順を図 2_9に示す。 

 調達に先行する予算化に向けた取り組みを「計画段階」と呼ぶ。この計画段階で構成図

を描き、この構成図を元に全体アーキテクチャを定める。構成図や全体アーキテクチャな

どの情報システムの全体構成を作成する際には TRM の「4.調達パターンとモデル及び情報
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システム設計の指針」を参考とする。「4.調達パターンとモデル及び情報システム設計の指

針」では、ネットワークや共通基盤など物品の調達パターンごとに典型的な物理構成モデ

ルを示している。役務については「6.役務調達」を参照する。 

 調達仕様書は業務要件と技術要件で構成されるが、技術要件については「5.技術ドメイ

ン解説」を、業務要件については「6.役務調達」を参考にする。 

 

 

図 2_9.TRM を活用した調達手順 

文献目録[5] 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)の活用手引き 

平成 23 年度版より 

 
2.4 要件定義段階の課題 
 要件定義を適切に行うことには２つの大きな課題がある。１つは、適切な要件定義を行

うためには情報システムに関する技術知識や業務知識が必要であること。これは TRM を利

用することで補うことができる。もう１つは、TRM は辞書のように知識を提供するという

役割は期待できるが、それだけでは適切な要件定義を行うことはできず、TRM を使いこな
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し要件定義を行う訓練が必要であるということである(図 2_10)。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

図 2_10.要件定義段階の課題 
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第３章 「要件定義の学習システム」の開発 

 

3.1 「要件定義学習システム」の利用対象者 
 本研究では TRM を用いて、要件定義を行った経験の不足を補うための「要件定義学習シ

ステム」を開発する。 
 「要件定義学習システム」は要件定義を行ったことがあまりない情報系の学生や企業の

新入社員を対象とする。システムを調達する際にはどのような要件を定義しなければなら

ないのか、また足りない知識を TRM でどのように補うのかを学習する。 

 本システムは Apple 社が提供している開発環境「Xcode」を用いて iPad 用アプリとして

開発する。iPad 用アプリとした理由は、PC に比べて iPad は起動が速く学習したいときに

すぐに学習ができること、十分な画面の広さがあること、タッチパネル操作で直感的な操

作ができることである。 

 本研究で作成したシステムは図 3_1 のような構成となっている。 

 学習者は iPad、Mac などを用いて要件定義学習システムを使用して学習することができ

る。要件定義学習システムは調達仕様書の一部分を TRM を参照しながら作成することで、

要件定義について学習する。ユーザ認証機能があるため、学習者は学習記録を残すことが

できる。 

 

 

図 3_1.システム構成図 

 

3.2 使用する題材 
 この「要件定義学習システム」では、架空の書店である「O 書店」の 6 つの店舗をつな 

ぐネットワークの調達を題材とする。O 書店は本店と同じ建物に本部が設置されており、 

本部の中の調達担当課にはホストコンピュータが 1 台、管理者用端末 1 台、専用プリンタ 1 
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台がネットワークで接続されている。また、同じく本部の中の経理課では、調達担当課の 

ホストコンピュータとネットワークで結ばれた端末が 2 台とそれぞれの端末専用プリンタ 

2 台が配備されている。O 書店の本部・店舗間はネットワークで結ばれておらず、各支店の

事務所にはノート PC がスタンドアロンで使用されている。（図 3_1） 

 

 

図 3_2.O 書店現行システム 

 

 

図 3_3.想定する O 書店システム図 
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 この「要件定義学習システム」では「O 書店」の 6 つの店舗をネットワークでつなぐた

めに、回線サービス（拠点間）、ルータ、ファイアウォール、不正通信検知・防止機能、証

跡管理機能を調達する。 

 なお、この O 書店の例題は、静岡大学情報学部における産学連携授業である「Web シス

テム設計演習」において NEC グループから提供された例題である。 

 

3.3 「要件定義学習システム」と TRM の関連性 
 3.3.1 「要件定義学習システム」で作成する調達仕様書の内容 

 「要件定義学習システム」で作成する調達仕様書の項目は、政府調達に通用するために

提案された「情報システムに係る政府調達の基本方針」[4]を参考にする。表 3_1.調達仕様

書項目一覧に示す 11 の項目を作成する。 

 

                表 3_1.調達仕様書項目一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１項目は調達件名とし、一目でその調達内容がわかる調達件名をつける。第２項目で

は作業の概要として調達の目的、業務概要、システム化の範囲、作業内容、納入成果物、

スケジュール定義を行う。第３項目では情報システムの要件として、機能要件、画面要件、

帳票要件、情報・データ要件、外部インタフェース要件を定義する。第４項目では規模・

性能要件として、規模要件と性能要件を記載する。第５項目では信頼性要件として、信頼

性要件、拡張性要件、上位互換性要件、システム中立性要件、事業継続性要件、サービス

レベルに関する要件を定義する。第６項目では情報セキュリティ要件とし、ユーザ権限、

情報セキュリティ対策、情報セキュリティに関わる機能の要件を記載する。第７項目では

情報システム稼働環境として、ハードウェア構成、ソフトウェア構成、ネットワーク環境、
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アクセシビリティ要件、保守環境について記載する。第８項目ではテスト要件定義とし、

テストと移行判定支援の役務で行うべき作業について記載する。第９項目では移行要件定

義とし、移行計画と移行の役務で行うべき作業について記載する。第１０項目では運用・

保守要件定義とし、運用・保守計画と運用・保守業務の役務で行うべき作業について記載

する。第１１項目では作業方法とし、設計・開発計画と設計・開発の役務で行うべき作業

について記載する。 

 

 3.3.2 調達仕様書の各項目と TRM との関連性 

 本システムで作成する調達仕様書の 2.業務の概要の中の作業内容、納入成果物について

の記述は TRM「6. 役務調達」を参照する。6.情報セキュリティ要件、7.システム稼働環境

は TRM「5.技術ドメイン解説」を引用する。8.テスト要件、9.移行要件、10.運用・保守要

件、11.作業方法は TRM「6. 役務調達」を参照して作成する。それ以外の項目では TRM

を参照していない。 

 

 

図 3_4.調達仕様書の各項目と TRM との関連性 

 
3.4 「要件定義学習システム」の機能概要 
●ログイン画面 

複数人が「要件定義学習システム」を使用して学習することを想定し、ID とパスワード 



 23 

の組み合わせで個人を識別し学習状況を保存する。初めて利用する場合は使用したい ID と 

パスワードを入力することで新規登録を行うことができる。画面レイアウトを図 3_5 に示

す。 

 

図 3_5.ログイン画面 

 

●調達仕様書の作成画面 

調達仕様書は 1〜11 の各項目別に書かれており、途中穴埋め問題がいくつかある。各項

目を作成している間、以下の機能を使用することができる。 

 

  ①要求書 

   システムを調達するにあたっての O 書店側の要求、現状を確認することができる。   

  調達仕様書と TRM の説明も含んでいる。 

 

  ②一覧 

   1〜11 までの作成するべき項目のリストを見ることができる。また、既に作成したか 

  どうかを確認することができる。 
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  ③項目説明 

   1〜11 の各項目の説明を読むことができる。 

 

  ④休憩 

   各項目で作成したものを保存することができる。 

 

  ⑤ヒント 

   TRM のどの部分を参照することができるのかがわかる。 

 

  ⑥TRM 

   該当 TRM ページを見ることができる。 

 

 

図 3_6.調達仕様書作成画面 

 



 25 

3.5 「要件定義学習システム」での学習方法と画面遷移図 
 「要件定義学習システム」で学習者は「O 書店のネットワーク調達」のための調達仕様

書を作成する。まず各項目を作成する前に項目全体の説明を読み、そこで各項目で定義す

べき内容と TRM の参照箇所を理解する。その後全体を読み進め、所々にある空欄を埋めて

いく。全体はほぼ完成しており、学習者は一部分を穴埋めするだけにすることで難易度を

下げている。また空欄部分の傍には TRM のどこを参照したら良いのかというヒントと、該

当する TRM ページを見ることができるボタンを置くことでさらに敷居を下げる。 

 

 

図 3_7.要件定義学習システムでの学習フロー図 

 
実際の問題例は付録として添付する。 
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図 3_8.新規登録・ログイン時画面遷移図 

 
 新規登録・ログイン時の画面遷移図を図 3_8 に示す。③新規登録画面において使用した

い ID とパスワードを登録後、④事前説明画面に遷移し O 書店という例題と TRM、調達仕

様書について説明し、その後⑤調達仕様書作成画面に遷移する。②ログイン画面において

登録した IDとパスワードを入力しログインした場合は④事前説明画面を飛ばして⑤調達仕

様書作成画面に直接遷移する。⑤調達仕様書作成画面においてヘッダ部分の要求書ボタン

を押した場合は④事前説明画面に遷移する。 
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図 3_9.調達仕様書作成画面遷移図 

 
 ⑤調達仕様書作成画面に遷移した後の画面遷移図を図 3_9 に示す。各⑤調達仕様書作成

画面にあるヒント、TRM ボタンを押すとそれぞれの該当する⑦ヒント画面、⑧TRM 画面

に遷移する。各⑤調達仕様書作成画面のヘッダ部分にある一覧ボタンを押すと⑨一覧画面

に遷移し、そこから各⑤調達仕様書画面に遷移することもできる。同じく各⑤調達仕様書

作成画面のヘッダ部分にある項目説明ボタンを押すと⑩項目説明画面に遷移する。各項目

の⑤調達仕様書作成画面の空欄に解答を記述後ページ下部にある作成ボタンを押すと⑥指

示画面に飛び、次項目で作成すべき項目名が表示される。OK ボタンを押すと次の項目の⑤

調達仕様書作成画面に遷移するという流れを繰り返し、⑪最終画面にたどり着くと学習終

了である。 
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3.6 システム開発スケジュール 
 本研究のスケジュールは表 3_2の通りである。 

 5 月から 7 月までは静岡大学情報研究科の講義に参加して TRM について学び、その後 10

月まで TRMの関連文献の調査を行った。7月から 9月までは静岡大学で開催された学び直し

講座に参加し、iPhoneアプリの作成練習を行った。10月からは静岡大学情報学部２年生の

必須科目である「Web システム設計演習」の講義に参加し、要件定義について学んだ。11

月から「O 書店のネットワーク調達」のための調達仕様書を作成し、作成後の 11 月後半か

ら要件定義学習システムのレイアウトや画面遷移図を作成し、12 月から 1 月初旬まで開発

を行った。1月の中旬から開発したシステムを使用して学習をする実験を行い、被験者には

同時にアンケートと理解度チェックに回答してもらった。教育・TRM 関係者からの評価は、

１月中旬以降に行った。 

 

表 3_2.スケジュール 
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第４章 「要件定義学習システム」の評価 

 

4.1 システムの評価方法 
 本研究で開発した「要件定義学習システム」は静岡大学情報学部の 3・4 年生に利用して 

もらい、評価を行った。 

 実験参加者は題材に馴染みがあるかどうか、また要件定義を行ったことがあるかどうか

の組み合わせで表 4_1 に示すように A、B、C、D の 4 パターンに分類することができる。

また、A、B は全員 3 年生であり、C、Ｄは全員 4 年生である。 

 

表 4_1.実験参加者のパターン分類表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A は題材に馴染みがありかつ要件定義を行ったことがある実験参加者 B は題材に馴染み

がありかつ要件定義を行ったことがない実験参加者、C は題材に馴染みがなくかつ要件定

義を行ったことがある実験参加者、D は題材に馴染みがなくかつ要件定義を行ったことが

ない実験参加者である。それぞれ、A は 4 人、B は 1 人、C は 1 人、D は３人である。 

学習にかかった時間と穴埋めの正答率から学習の容易性を、学習終了後の理解度チェッ

クで学習内容の定着率を測る。 
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4.2 システムの評価 
 4.2.1 学習の容易性 

 実験参加者それぞれの学習に要した時間は表 4_2 の通りである。なお、今回の実験では

調達仕様書の全 11 項目のうち、「4.規模・性能要件」と「5.信頼性要件」は TRM 対象外で

あり、作成が初学者にとっては困難であると思われるため、学習対象外としている。 

 Ａの実験参加者ではかかった時間に個人差が出た。４人中３人は 40 分以内と比較的短時

間で学習を終えたが、1 人は 60 分かかっており、他の 3 人とは 20 分以上の差がある。B、

C は 40 分程度と比較的短時間で終えている。D は１時間前後と他タイプと比較して時間が

かかっているが、70 分を超える被験者はおらず、また穴埋め問題は A、B、C、D の被験者

全員が全問正解していたため、学習は容易であったと言える。 

 

●A の学習時間の差異 

 A は題材に馴染みがあり、また要件定義も行ったことがあるため、調達仕様書全 

体をどこまで読み込むかの差で時間に差異が生じたのではないかと考えられる。 

 

●題材に馴染みがあるかどうか 

 D は比較的時間がかかっているが、B は短時間で終えていることから、要件定義を行っ

たことがなくとも題材に馴染みがあれば学習がより容易になるのではないかと推測される。 

 

●学習者ごとによる難易度の差 

 要件定義を行ったことがある A、C や行ったことはないが題材に馴染みがある B では、

40 分前後という短時間で学習を終えたことから、この３つのタイプの学習者には調達仕様

書の穴埋めという学習形式では容易過ぎるため、もっと難易度を上げても良いのではない

かと思われる。 

    

表 4_2.実験参加者別学習時間一覧表（単位：分） 
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 4.2.2 学習内容の定着度 

 実験参加者それぞれの理解度チェックテストの正答数は表 4_3 の通りである。 

 題材に馴染みがありかつ要件定義を行ったことがあるAが最も正答数が低く、次いでB、 

D、C という結果となった。 

 

●学年による定着率の差 

 A の正答数が最も低かった理由として、他の実験参加者よりも調達仕様書の作成が短時

間で済んだ実験参加者が多かったこと、また学年が C、D に比べて１つ下であることなど

が上げられる。全体的な傾向としても A、B に比べて C、D は正答数が多く、これは学年が

上がるごとに大学の講義などで情報システムに関する知識が増えるためではないかと予測

される。 

 

●要件定義を行った経験の有無による比較 

 また、要件定義を行った経験の有無によって、A と B にはあまり差がなかったが、C と

D の間には差が生じている。C は A の実験参加者に比べて要件定義を行った経験が豊富な

ため、理解度が高かったのではないかと考えられる。これより、要件定義の学習を繰り返

し行うことによってより高い理解が得られるのではないかと推測される。 

 

 以上のことから、調達仕様書の内容を学習者の情報システムに関する知識量によってよ

りわかりやすく簡単にする必要があり、また繰り返し学習することが重要ではないかと思

われる。 

    

 

表 4_3.実験参加者別正答数一覧表（全 11 問中） 

 
 

本実験で使用した理解度チェックテスト用紙は付録として添付する。 

 

 4.2.3 アンケートでの評価 

 本システムでの学習後、実験参加者にはそれぞれアンケートを行った。以下はそのアン

ケートで多く見られた意見である。 
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●学習内容の定着率の低さ 

 要件定義学習システムを使用して学習した後に実験参加者に行ったアンケートで最も多

かった意見は、学習内容が頭に残らないという意見である。これは学習後に行った理解度

チェックテストの正答数の低さにも現れている。仕様書を一度読み込むだけであり、かつ

途中にある穴埋めがヒントや TRM を参照することによって簡単に答えられることが原因で

はないかと推測される。 

 

●文章理解の難しさ 

 次いで多かった意見は、絵や図がほとんどなく文が難しい、またどこが重要なのかがよ

くわからないという意見である。 

 本研究で開発したシステムでは技術用語やシステム調達時に作成する資料についての説

明がほとんどなかったため、わからない単語の羅列が学習者にとって難しく感じた要因で

はないかと思われる。技術用語や資料名について学ぶことが本システムの目的ではないが、

学習者のストレスを軽減させるためには用語の解説を入れていくべきであると思われる。 

 重要な箇所がわかりにくいという問題は、それぞれの項目で最初にその項目で学ぶべき

ことの説明が端的ではなく、わかりにくかったことが原因ではないかと思われる。また項

目一覧では調達仕様書で作成すべき 11の項目が順に並んでいるだけであり、各項目の全体

の中での位置付けがわかりにくかったことも原因ではないかと思われる。 

 

 本実験で使用したアンケート用紙は付録として添付する。 

 

4.3 教育・TRM 関係者の評価 
 本研究で開発したシステムは実際にTRM・教育関係者に見てもらい、評価してもらった。 

 
●実務面での有用性 

 現実において官庁、公共団体、民間企業などにおける情報システム担当者は調達仕様書

を自力で適切な項目と内容で記述することに苦労しており、今回の演習システムはこうし

た実務者にとってわかりやすく、かつ実業務にすぐに生かすことのできる教材になりうる。 

 
●ネットワークだけではなく、他の調達も必要 

 ネットワークの調達だけを行うということは現実の調達においてあまりない。また、ネ

ットワークの調達だけでは定義しない項目も多いため、同時に業務システムを調達する形

にすると教育効果も高まる。また、自治体や中小の民間企業では情報システムをパッケー
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ジベースで調達することも多いため、発展としてパッケージベースの調達仕様書を作成す

るとより実用的な教育システムになるのではないかと思われる。 

 

●端末用アプリだけではなく、web アプリの需要 

 多くの受講者を想定するとなると、web アプリの需要が高まる。特に業務で仕様書を作

成するような人は PC を使う機会が多いため、web アプリの方が便利である。 

 

●学習者の理解を深めるための工夫 

 学習者の理解をより深めるためには情報システム調達の一連の流れや、TRM 全容の説明

を増やす必要がある。また採点機能や初級、中級、上級などとレベル分けし、習熟度別に

学習することができると教育システムとしての有用性が高まる。 
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第 5 章 結論 

 5.1 結論 
 本研究では情報系学部の学生や IT 系企業の新入社員が要件定義を学ぶことを目的とし、

「要件定義学習システム」を開発した。 

 本システムでは経済産業省で提供されている TRM を用いて「O 書店のネットワーク調達」

のための調達仕様書を、一部を穴埋めする形で学習者に作成してもらう。このようにして

実際に TRM を用いて調達仕様書の一部を穴埋めで作成することによって TRM の使い方に

慣れてもらいつつ、どのような要件定義を行いまた調達仕様書にはどのように書くのかと

いうことを学ぶ。 

 システム開発後、静岡大学情報学部の３・４年生９名に利用してもらいシステムの評価 

を行った。システムの評価は主に学習の容易性と学習内容の定着度の２つを評価する。学 

習の容易性の評価は調達仕様書の作成にかかった時間と穴埋め個所に適切な回答が書けて

いるかどうかで行った。学習内容の定着度は調達仕様書の作成後、理解度チェックテスト

を行いその正答数で評価を行った。 

 調達仕様書にかかった時間は学習者全員が 70 分かからず、また穴埋めは全員が全問 正

解しており、学習方法としては容易であることがわかった。しかし学習内容の定着度は全

体的に低く、今後どのような方法で学習者に学習内容を定着させていくかということが課

題である。 

 

 5.2 今後の機能拡大についての展望 
 本システムの実験において学習者の学習記録や理解度チェックテストの正答数、学習後

のアンケートや教育・TRM 関係者による評価などから今後の機能拡大についての展望を述

べる。 

 

●学習者ごとによるレベル分け 

 今回の実験において、学習者が短時間で学習を終えたことや理解度チェックテストの正

答数が学習者タイプごとに異なったことから、学習者の要件定義を行った経験の有無や情

報システムに関する知識量の差によって難易度を分ける必要があると考えられる。初級、

中級、上級のように習熟度別に分け、順を追って無理なく学習を進められるようにする。

また、要件定義を初めて行うものにとっては情報システムを調達するという行為自体に馴

染みがないため、調達の一連の流れや調達仕様書の中身をよりわかりやすく説明をする必

要がある。要件定義を行ったことがあるものにとっては穴埋めや一部抜粋だけでは学習が
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容易すぎるため、個人によって作成した調達仕様書が異なるような自由性が高く、複雑に

作成できる機能があるとより深みのある学習ができるのではないかと考えられる。 

 

●繰り返し学習を行える工夫 

 要件定義を行った経験の有無によって理解度チェックテストの正答数が異なることや学

習後のアンケートでの意見により、１度読み込み簡単な穴埋め問題に回答しただけでは学

習内容が身に付きにくいことがわかった。そのため、繰り返し何度も学習できるシステム

が必要である。今回はネットワークの調達だけであったが、業務システムの調達を行った

り、パッケージベースの調達を行ったりと複数の調達仕様書を作成することが今後の機能

拡張として考えられる。学習者のレベルや本システムで調達仕様書を作成した回数などに

よって作成すべき箇所や作成方法を穴埋めから自由記述に変えていくという方法も考えら

れる。また、学習者の学習記録より、１度の調達仕様書の作成にかかる時間が短いほど学

習内容の理解度が悪いのではないかと推測されるので、繰り返し何度も調達仕様書を見る

ように各項目ごとに項目末問題を設置し、復習できるようにするということも考えられる。 

 

●web アプリにする有用性 

 今回本システムを評価してもらった教育・TRM 関係者全員から端末用アプリではなく

web アプリにしてはどうかという意見があった。本研究で作成したシステムは一部の環境

でしか動作しないため広範囲に配布することが難しく、また今後の展望として自由記述に

よる作成が増えた場合、長文の入力がキーボードの小さい端末では煩わしくなるなどの問

題が予想される。セキュリティの問題や直感的な操作ができなくなるなどの課題を踏まえ

て、web アプリ化を検討していきたい。 

 

● TRM 対象外部分をどのように学習していくか 

 今回の実験では TRM 対象外である「規模・性能要件」と「信頼性要件」は初学者には作

成することが難しいと思われたため、学習対象外とした。しかし「規模・性能要件」と「信

頼性要件」は調達仕様書の中で最も重要な部分であるため、TRM に頼らない学習方法が必

要である。今後学習者に「規模・性能要件」と「信頼性要件」をどのように学んでもらい

作成させていくかは重要な課題である。 

 
 



 36 

         謝辞 

 
 本研究は静岡大学情報学部社会学科湯浦克彦教授のご指導のもとで行うことができました。

湯浦教授には本論文を執筆するにあたり、論文の構成や文法など懇切丁寧なご指導とご助言

を賜りました。ここに深く感謝の意を表します。 

 また研究内容についてご助言を賜りました静岡大学情報学部情報社会学科杉山岳弘准教授

に深く感謝の意を表します。 

 本研究についてご助言を賜りましたTRM開発の代表者の一人である平林元明氏（日立製作

所・元内閣府CIO補佐官・静岡大学情報学部客員教授）、本学習システムと同じO書店システ

ムを例題とした産学連携授業の非常勤講師を勤めておられる中村厚之氏（鈴与システムテク

ノロジー顧問・元NECソフト）、静岡大学情報学研究科においてシステムアーキテクチャに

関する講義の非常勤講師を勤めておられる細川努氏（アーキテクタス代表取締役・総務省CIO

補佐官）にも深く感謝しております。お忙しい中、本研究で開発したシステムを実際に見て

いただき、それぞれの立場から貴重なアドバイスをいただきました。これからの発展に生か

していきたいと思います。 

 本研究にて作成した「要件定義学習システム」を利用し学習して頂いた湯浦研究室の３年

生、情報学部４年生の皆さん、論文を執筆するに当たって共に励まし合ってきた湯浦研究室

の皆様、本当にありがとうございました。 

 最後に多くの援助をしていただき、支えていただいた両親をはじめとする家族に心から感

謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

文献目録 

[1]浅川直輝. (2012, 12 10). 政府システム調達、失敗の本質 —55 億円無駄に、特許庁の失敗. 

Retrieved 1 25, 2013,  

from ITpro: http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20121204/441882/ 

[2]経済産業省、IPA. (2012, 7). 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)平成 23

年度版. Retrieved 1 25,2013 

from http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/TRM23.pdf 

[3]湯浦克彦. (2005,2 25). 実践!!エンタープライズ・アーキテクチャ. ソフト・リサーチ・

センター. 

[4]各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定. (2007, 3 1). 情報システムに係る政府調達

の基本指針. Retrieved 1 25.2013 

from http://www.soumu.go.jp/main_content/000070266.pdf 

[5]経済産業省、IPA. (2012, 7). 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)活用の手

引き平成 23年度版. 

Retrieved from 1 25,2013 

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/TRM23guide1.pdf 

[6]経済産業省、IPA. (2012, 7). 情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)活用の手

引き 調達テンプレートおよび説明書について 平成 23 年度版. Retrieved 1 25,2013 

from http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/tyoutatu/TRM23guide1-1.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000070266.pdf


 38 

付録 1 調達仕様書作成問題例 
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付録 2 理解度チェックテスト用紙 

 
【１.調達仕様書の理解度】 
   

Q1. 「O 書店ネットワークの調達仕様書」には、調達するネットワークで「なにをし

たいのか」という機能要件だけを書けばよい。○か×か。 
 
                         Ａ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Q2. 「6.情報セキュリティ」では、 

[ 回線サービス（拠点間） / ルータ / ファイアウォール/ 不正通信検知防止機

能 / 証跡管理機能 ] の                  を書く。 

     ５つの技術の中で当てはまるものを○で囲み、空欄にはあてはまるもの（自

分の言葉で良い。直前直後の助詞を変えても大丈夫）を書いてください。 
 

 
Q3.  調達仕様書では、ネットワークの設計・開発のときにやるべきこと以外にも、 

    [  企画・計画作業  /  テスト作業  /  移行作業  /  運用・保守作業  ] 

    のときにやるべきことも書く。 
 
 

Q4. 調達仕様書は何のために書くのでしょうか？ 
  
      

 
 
 

【2.TRM 理解度チェック】 
 

Q1.TRM には主に                          と                        が書か

れている。 
空欄に当てはまる言葉はなんでしょうか？（自分の言葉で良い）    
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付録 3 アンケート用紙 

 
【1.学習内容について】 
  Q1.調達仕様書を作っていて、内容がわかりにくいなと思った部分を教えて下さい。 
   （例：空欄横にある TRM の画像がみづらかった、TRM のページが部分的過ぎて 

     TRM の全容がわからない、項目説明の説明はもっと丁寧にしてほしい、など） 
 
    

 
 
 

 
 

 

 
 

Q2.こんな機能が欲しい、こういう学習方法にしたら面白そう、というものがあっ   

   たらぜひ教えて下さい。 
  （例：友達の解答をみることができる、学習を進めていくと成長するキャラクター 
     を作る、考えなければ解けない問題を作る、など） 

   
   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 42 

Q3.１～３、６～１１の項目の中で難しそうだと感じた項目に○をつけて下さい。 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 【2.アプリの操作性について】  

  Q1.アプリの操作で使いにくかった部分、こうして欲しいと思った部分を教えて下 
       さい。 
   （例：○の動作が遅い、スクロールが長すぎるのでページを分割してほしい、など） 
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