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 情報システム開発における要件定義フェーズは，開発プロジェクトの方向性を定め品質を作り込む重要なフェーズであ

る．このフェーズでの欠陥はいずれも修正が後になればなるほど必要なコストが増加し，システム構築における品質・コ

スト・納期に大きな影響を与える． 
 要件定義フェーズに必要な技術知識や作業知識を参照するものとして，経済産業省からTRMが提供されている．また，

情報システムの品質に関わる知識を参照するものとして，IPAから非機能要求グレードが提供されている．しかし，これら

の知識を要件定義記述に生かすには，関連するリスクや事故事例を整理して各要件項目の重要性を理解することができる

支援環境が必要となる． 
 本研究では実際に起こったトラブル事例を収集して要因ごとに分類し，頻度と復旧にかかった時間を基にトラブルに繋

がりやすい要件項目と重要度を特定した．また，要件項目ごとに参考となる資料をまとめ，要件定義記述のための支援環

境を提案した． 

 
 Requirements definition phase is one of the important phase in information systems development.  
 As for technical knowledge and process knowledge to support requirements definition in Japan，Technical Reference Model(TRM) 
is provided by Ministry of Economy, Trade and non-functional requirements grades is provided by IPA. But to use these knowledge 
are not so easy to be summarized, to be classified as to requirement item, and to be related to risks and accident.  
 In this paper, the articles about accidents are collected, classified, and identified the requirement items that lead to the accidents. And 
a requirement definition support environment is proposed, including the technical knowledge, process knowledge, accident articles, 
and the relations among them.  
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1． はじめに 
 
情報システム開発の上流工程では，まず企画フ

ェーズで解決したい課題を認識し，要件定義フェ

ーズでどのように解決するのかを定義する．この

フェーズではどのように解決するのかという機能

要件だけではなく，どれくらいの性能・品質で解

決するのかという非機能要件，現状の業務の分析，

新業務の流れを検討する業務要件も定義する．要

件定義フェーズでの欠陥はいずれも修正が後にな

ればなるほど必要なコストが増加し，情報システ

ム構築における品質・コスト・納期に大きな影響 
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を与える．  
 この重要なフェーズを技術知識と作業知識の面

から支援するものとして，経済産業省からTRM[1]
が提供されている．また，情報システムの品質に

関わる知識を支援するものとして，IPA から非機

能要求グレード[2]が提供されている．これらの資

料を参照することによって，より効率的に要件定

義書を作成することが可能となった． 
 しかしこれらの知識を要件定義に生かすには，

要件定義の重要性や項目がどのようなトラブルに

繋がりやすいのかをより理解することができるよ

うな支援環境が必要である． 
 本研究では，実際に起こった情報システムに関

連する事故事例を収集して要因ごとに整理し，重

要となる要件項目を特定する．また，各要件項目

に関わる参考資料と参考記述，事故事例をまとめ

た支援環境の提案を行う． 
 



2． 要件定義書作成を支援する従来の方法 
 
2．1 TRM 
要件定義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，経済産業省では要件定義書作

成のために必要となる技術知識や業務知識をまと

めた情報システム調達のための技術参照モデル

(TRM)平成 25 年度版を提供している． 
TRM は物品調達編と役務調達編に分かれてお

り，物品調達編では情報システム構築の際に必要

とされる様々な機能・サービスの説明，調達する

際に必要とされる基本・加点・選択要件の記述と

関連技術が記載されている(図 1)．要件の表記は一

般的な要件を想定して付けられているため，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を検討する必要

がある． 
 

 
図 1．TRM 物品調達編 

 情報システム調達のための技術参照モデル

(TRM)平成 25 年度版[1]より 
 

 役務調達編ではシステム開発を企画，要件定義，

開発，運用・保守の４つのフェーズに定義し，こ

の４つのフェーズで必要とされる作業を 11 に分

類している．(図 2)この 11 の作業はさらに複数の

作業を含んでおり，その1つ1つの作業について，

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

等の情報が記述されている（図 3）． 
 

 
図 2．TRM 役務調達編全体フェーズ 

情報システム調達のための技術参照モデル(TRM)
平成 25 年度版[1]より 

 

 
図 3．TRM 役務調達編 

 情報システム調達のための技術参照モデル

(TRM)平成 25 年度版[1]より 



2．2 非機能要求グレード 
 非機能要求グレードは情報システム開発の非機

能要求について，発注者と受注者との認識の行き

違いなどを防止することを目的として IPA から提

供されている非機能要求の確認を行うツール群で

ある．非機能要求グレードはシステム基盤に関わ

る非機能要求を対象としており，要求を可溶性，

性能・拡張性，運用・保守性，移行性，セキュリ

ティ，システム環境・エコロジーの６つの大項目

に整理している．情報システムは利用目的，規模，

性質や特徴に多様性があるために，すべてに対し

て非機能要求を一意に定めることができない．そ

のため，各非機能要求の項目に 0〜5 のレベル値と

対応する条件が設定されている(図 4)． 
 

 
図 4．非機能要求グレード 
非機能要求グレード[2]より 

 
3．要件項目の重要度の特定  
 
3．1 重要度特定の手順 
 本研究では，まず収集した事故事例を要因ごと

に分類し，頻度と復旧までにかかった時間を基に

それぞれの要因のトラブルへの繋がりやすさと重

要度を特定する．その後要因ごとに関連する要件

項目を検討し，各要件項目のトラブルへの繋がり

やすさと重要度を示す． 
 

3．2 対象となる事故事例 
 本研究では社会的に問題となったシステムを分

析対象とするため，日経 BP 社が発刊している雑

誌「日経コンピュータ」の記事の 1 つである「動

かないコンピュータ」[3]で掲載されている事例を

対象とする.「動かないコンピュータ」では社会的

に大きな問題となった，ベンダーやコンサルティ

ング会社のシステム開発時の責任を問われる問題

が数多く挙げられている．記事の対象年月は情報

システムの構成変化を踏まえて，2001 年 1 月 1 日

から 2014 年 9 月 24 日までとし，事例件数は 381
件となった． 

 
3．3 分類する要因の項目  
 対象事例の事故要因をシステム管理基準[4]と

情報セキュリティ管理基準[5]を参照に分類した

ところ，情報戦略，企画業務，開発業務，運用業

務，保守業務，共通業務，セキュリティの 7 つの

大項目に分けることができた．それをさらに 33
の中項目，76 の小項目で分け，1 から 76 までの要

因番号をつけた．本研究ではこの 76 の小項目を特

に要因分類の項目として用いる．(図 5) 
 

 
図 5．要因の項目(大項目 4．運用業務の一部分を

抜粋) 
 

3．4 分類結果 
 

3．4．1 頻度 
 対象事例 381 件を 76 の小分類で分類し，該当す

る対象事例が15件未満の要因を取り除くと5つの

要因が残った．(図 6) 
 

 
図 6．分類結果[頻度] 

（縦軸は該当事例件数，横軸は要因番号） 
 
 左から順に，7「目的，対象業務，費用，スケジ

ュール，開発体制，投資効果などを明確にしなか

った（29 件）」，21「性能が要求定義を満たして

いなかった（17 件）」，31「要求事項を網羅した

テストケースを設定していなかった（23 件）」，

38「運用管理ルールを適切に定めていなかった（17
件）」，39「運用管理ルールを遵守していなかっ

た（15 件）」となった． 
 該当事例件数は 7「目的，対象業務，費用，ス



ケジュール，開発体制，投資効果などを明確にし

なかった」が 29 件と圧倒的に多かった．ユーザ側，

ベンダー側ともに計画段階までに対象業務を明確

にしておらず，システム開発体制の認識が甘かっ

た事例が多かった． 
 
3．4．2 復旧までにかかった時間 
 システムトラブルの復旧時間を，6 時間以内，

12 時間以内，24 時間以内，1 週間以内，1 ヶ月以

内，1 ヶ月以上の６段階に分けて分類する．それ

ぞれ 6 時間以内には 1，12 時間以内には 2，24 時

間以内には 3，1 週間以内には 4，1 ヶ月以内には

5，1 ヶ月以上には 6 の点数をつけ，要因ごとに点

数を加算し事例件数で除算する．このようにして

事例の重要度の平均値を出し，要因ごとに 0 から

6 までの値を出す．6 に近いほど復旧に時間がかか

った要因である．76 の要因のうち事例の件数が３

件未満の要因を除き，平均値が 4 以上の要因をヒ

ストグラムで表した．(図 7) 
 平均値が特に高かったのは要因番号 75(5．45点) 
システムに脆弱性を残していた，と要因番号 45(5．
33 点) 入力の誤謬，不正を防ぐ対策が講じられて

いなかった，であり 5 点を超えていた． 

 
図 7．分類結果[復旧にかかった時間] 

（縦軸は復旧にかかった時間の平均点，横軸は要

因番号） 
 
 要因番号 72 に該当する事例では，システムの脆

弱性を突かれて外部から不正に侵入され，web サ

イトを改ざんまたは会員情報が漏洩する事例が多

かった．そのため，システムの全面改修やセキュ

リティ体制を万全にするためにすぐに復旧させる

ことができず，時間がかかっている． 
 要因番号 45 に該当する事例では，膨大な量のデ

ータを扱うシステムで誤入力のチェックを行う機

能が欠けていた事例や，新旧漢字が入り混じって

しまいデータの整合性が保てず，システムが動か

なくなる事例があった．膨大な量のデータの整合

性を確保し，システムを適切に運用できるように

なるまでに時間がかかっている． 
 
3．5 要因分類と関連する要件項目 
 各要因の関連する要件項目を特定し，要件項目 
各要因の関連する要件項目を特定し，要件項目ご

とに事故件数と重要度を整理した(表 1) 
 

表 1．要件項目と各該当事例件数 

 
 
 重要度が他の項目よりも高い場合は項目と件数

にグレーの色が付いている． 
 特にトラブルが多かったのは中項目の中では情

報セキュリティ要件とテスト要件，運用要件であ

る．その中でもさらに情報セキュリティ要件と運

用要件は重要度が高かった． 
 
4． 要件定義支援環境の提案 
 
4．1 開発ツールの選択 
 要件定義支援環境は，要件定義書を記述する人

が参照することを想定し，PC 上で閲覧する web
システムとして構築する． 



 

 
図 8．システム構成図 

 
 ユーザは PC から要件定義支援環境にアクセス

し，閲覧したい要件項目を選択，各要件項目には

該当する要因，その要件項目を記述する際に参考

になる資料へのリンク，実際に行われた政府の調

達仕様書の該当箇所へのリンク，その要件項目が

おろそかにされたために発生した事故事例の一覧

を見ることができる(図 8)． 
 
4．2 要件定義支援環境要件項目の作成 
 要件定義支援環境のメニューは，本研究の 3．4 
要因分類と関連する要件項目を基に作成した． 
 要件定義支援環境のメニューは 1 番上に調達仕

様書のひな形[6]をダウンロードできるページを

用意し，その下が業務要件，機能要件，非機能要

件の 3 つの大項目，さらに 20 の中項目で構成され

ている．該当する事故事例を四捨五入し，10 件ご

とに星を１つ付けている．さらに復旧までに時間

がかかった要件項目は星の色を黄色に，復旧まで

にかなり時間がかかった要件項目は星の色を赤色

にしている．(図 9) 

 
図 9．要件定義支援環境 TOP 

4．3 各要件項目の詳細 
 各要件項目のページでは，①事故要因の一覧，

②参考資料，③参考記述，④事故事例の一覧を記

述する(図 10)． 
 ①事故要因の一覧では，各要件項目に該当する

事故要因の一覧を載せ，各事故要因に該当する事

故事例を簡潔にまとめたものを記載する．    
②考資料では，その要件項目を記述する際に参

考となる資料へのリンクを載せている．参考とな

る資料として，2．1 で述べた TRM と 2．2 で述べ

た 非機能要求グレードの該当箇所の記述を掲載

している． 
 ③参考記述では，府省・自治体が実際に行った

情報システム調達の仕様書のうち，参考となるも

のを抜粋して記載している．ここでは，厚生労働

省の医療保険者など向け中間サーバー等ソフトウ

ェア設計・開発等業務 調達仕様書（案）[7]と食

品保健総合情報処理システム システム更改・運

用保守業務一式仕様書[8]の該当箇所を掲載して

いる． 
④事故事例一覧では，要件項目に該当した事故

要因に分類された事故事例を掲載している．なお，

ここに掲載されている事故事例は日経コンピュー

タ本文から抜粋したものではなく，著者の一人が

記事を読んで概要をまとめたものである． 
 
 

 
図 10．要件定義支援環境各項目ページ 

 
 



5． 評価 
 
 本研究を行った著者の一人は学生であり，要件

定義を学ぶ人の視点から要件定義支援環境のレビ

ューを行った． 
 学ぶ人にとって重要なことは，(a)この支援環境

を利用してそれぞれの要件項目の特徴が理解でき

ること，(b)各要件項目にどのようなことを書いた

ら良いのかがわかることである．(a)に関しては，

要件項目ごとに事故につながった要因一覧が記載

されており，また要因に該当する事故事例をまと

めた記述が有効であると考えられた．(b)に関して

は，実際の調達仕様書における要件定義の記述例

が有効であると考えられる． 
 しかし実際にこの支援環境を利用して要件定義

書を作成しようとした際に，参考記述と学習者が

要件を定義しようとしているシステムに大きな差

異がある場合，学習者は自力で参考記述を応用し

なくてはならない．そのため，参考記述には性質

の異なる多様な例を，タイプ分けをして記載する

必要があることが指摘された． 
 また，本研究を行った著者の一人は要件定義の

研究者である．TRM や非機能要求グレードを推進

している専門家であり，TRM や非機能要求グレー

ドを活用するという視点から，(c)実際に要件定義

を行う際に支援環境を利用することができるのか

どうかを検討した． 
 (c)に関しては，要件定義のひな形の要件項目に

合わせて，要件定義支援環境の要件項目を参照す

るできることが有効であると考えられる． 
 しかし非機能要件のテスト，運用，保守に関わ

る要因の一部には実際には要件定義のフェーズで

防ぐことが難しいものもあり，より厳密に要件定

義のフェーズに関わるものと関わらないものを分

類する必要があることが指摘された． 
 
6． おわりに 
 
 今後の課題として，事故事例を拡充させること

が必要である．本研究では情報システムに関連す

る事故事例として日経コンピュータの動かないコ

ンピュータを参照したが，編集者によって記事の

書き方に違いがあり，記事によっては研究に利用 
したい情報を得ることができないということも

多々あった．そのため，拡充の方法としては直接

企業にインタビューを行うことが考えられる． 
 また，事故事例を分類した要因項目に要件項目

を対応付けする作業にも課題が残っている．この

作業には要件定義に関する知識が必要とされるた 
 

め，実際に要件定義を行ったことがある複数の人

によってレビューを行う必要がある． 
 提案した要件定義支援環境を実際に要件定義の

記述をしようとしている人に利用してもらい，評

価をしてもらう必要もある．著者が所属する静岡

大学大学院情報学研究科では，学生自身が考えた

情報システムの提案を行い，その要件定義書を作

成する情報システム設計論という講義を毎年開講

している．本研究で提案した要件定義支援環境を

この講義で使用し，学生から評価を取ることが考

えられる． 
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