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■ 論文要旨 ■ 
  

 SI プロジェクトにおける品質管理の議論の主なものはレビューとテストに終始して

いる。レビューやテストはもちろん品質活動として重要である。しかしプロジェクト

が生み出す製品の品質を本質的に向上させる活動は、クロスビーが品質は工程で作り

込むと言った通りに、適切に要件定義を作り、適切に設計を行い、適切にプログラム

を作ることである。 

 本論文では基本設計フェーズを対象に、品質管理の面からどんな活動が製品の品質

に寄与するかを検討してみる。その中には伝統的なレビューはもちろん含まれるが、

中心のアイデアは設計思考の流れを捉えて設計工程をより小さなステップに分解して

思考の流れを整えること、それぞれのステップで設計者の思考を支援することが高品

質を達成する中心的品質活動であることを提案する。 
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1. はじめに 

SIプロジェクトにおけるプロジェクトマネジメントと他の産業とのマネジメントはどの

ように違うか、またどのように同じであるか。一般に SI産業はサービス業に分類されてい

るが、筆者はプロジェクトを実施する立場から製造業として見てきた。システムというモ

ノを作る仕事であるからには製造業であり、サービス業よりも製造業の考え方やマネジメ

ントの手法が SIプロジェクトのマネジメントに有効であると考えている。 

ただし SI プロジェクトは製造業のうちの製造工程に比較するものではない。製造業に

おける製品企画から設計、機能試作および量産試作までの工程が、SI プロジェクトの各工

程と比較できる。プログラミングは製造業の量産試作に当たると考えるとしっくりくる。

基本的に一品物の SIプロジェクトには製造工程、すなわち同じものを繰り返し作るという

工程に当たるものはない。（パッケージ製品の場合にはまさに製造工程がある。） 

製造業の製造工程であれば完全な仕様が存在しこれに対して差異の無いモノをいかに作

るかが重要であり、そのための製造方法と品質管理手法が発展してきた。製造工程の品質

管理手法のいくつかは SIプロジェクトにも適用されているが、工程自体が違うためにこの

考え方を全面的に SIプロジェクトに適用するのはムリがある。SIプロジェクトには控えめ

にいっても確定した詳細な仕様があると想定できない。完全に製造方法が確定しているの

ではなく、今まさにその製造方法を確定しつつあるという工程だからだ。一方製品企画か

ら設計工程〜量産試作における考え方、工程そして品質管理の考え方は SIプロジェクトに

採り入れるべきものである。すなわち良い製品企画とは何か、良い設計をするにはどうす

るかという観点である。 

製造業の設計のプロセスは企業によって内容は異なるが、製品特性・デザイン計画、機

能設計、機構設計、量産設計などのように定義され、それらが承認プロセスと対になって

進行する。SI プロジェクトの多くは設計プロセスについてただ「基本設計」などとしてい

ることが多く、その詳細については明らかにされることは少ない。実際にその詳細工程が

存在しないわけではなく、単に設計者個人に任されている。 

本論文では主に基本設計を中心として、良い設計を行なうにはどのようなプロセスを行

なうのか、そのプロセスに沿ってどのような品質活動が有効であるかについて検討する。

その中には伝統的に行なってきたレビューやテストも含まれるが、それだけが品質活動で

はない。実は設計行為そのものが品質活動である。なぜなら設計はその後工程のプログラ

ミングの成功率を高める活動だからである。(*1) したがって品質管理の視点はそれらの活

動の全般におよぶべきである。単にレビューの結果を集計して眺めていること以上の責務

を負っている。 

本来であれば要件定義から検討を開始すべきところであるが、要件定義自体の困難さや、

一般的な推進方法および管理方法についてのコンセンサスがまだない状況であり、その品

質を議論するには時期尚早（ネタ不足）である。従って本論文ではある程度適切に要件仕

様が決まっているということを前提とする。もちろんこの前提を置くこと自体に本質的な

問題があることを認識している。設計の品質は要件仕様の品質に大きく影響を受ける、い

わば支配されているのだから。 

 

 

2. 適切な設計とは 

適切な設計、良い設計とは何か、について検討してみる。設計行為を計画し、コントロ

ールする上で、良い設計がどういうものと考えるか、その考え方によって品質管理行動を

どのように計画するべきかに大きく影響する。 

ユーザーや消費者の観点から見た場合の良い設計には、欲しい機能が網羅され、使いや
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すい、分かりやすい、故障しない、美しい、高級感がある、使っていて楽しい、割安感が

あるなど、個々人の嗜好によってさまざまな特性があるだろう。これらも確かに品質であ

り、主要な顧客が望むのであればシステムの重要な要求特性である。実際それらは要件仕

様に含まれプロジェクトの方針となる。 

ここでは個別の品質特性に深入りせず、できるだけ一般的にシステムにおける良い設計

の特性はどんなものかを考えてみる。重要な特性と考えたものが次のリストである。設計

プロセスはこれらの特性をいつどのように検討するのかが重要になる。 

 

1) 要件定義に合致する（主に機能要件） 

2) 安定したシステム特性を持つ（主に非機能要件） 

3) 明確な構造を持つ 

4) 使いやすい 

 

最初の特性はあたりまえだが要件定義に合致することである。本論文では要件定義は適

切に定義されていることを前提としているので、その要件と合致している設計が良い設計

である。現実には要件定義が追加・修正（仕様変更）されるために、その都度設計も変え

ていかねばならず、初期の要件定義に合致することがすなわち良い設計とはならない。要

求変更がコントロール可能な程度に収まっているかどうかを見極めることが品質管理上の

重要な機能である。 

２番目はいわゆる非機能要件に関するものである。可用性や性能、セキュリティなどの

品質特性について、システムが安定して利用可能であることを要求する。なお近年ではユ

ーザーから非機能要件についての要求も高くなり、その一部は要求仕様に含まれる。した

がって要件定義に合致するのは機能要件だけでなく非機能要件も含まれる。ここではあえ

て 2つに分けた。 

３番目はシステムが本来的に持つべき特性である。構造化プログラミング・構造化設計

(*2)が示すように、システムはその要素と要素間の関係で構造が決まり、要素の内部は密

結合し要素間は疎結合であることがシステムの構造的強度になる。この構造の強さから派

生して、理解しやすいシステム、運用・保守しやすいシステムなどの特性に繋がる。 

システム構造の強さはシステムの使いやすさにも影響する。機能や操作の統一性などは、

ユーザーの理解を助け、使いやすいと感じさせる。しかしユーザー視点で見た場合の使い

やすさや分かりやすさはシステムの構造からだけでは不足である。ユーザーが業務の中で

そのシステムを使う場合に、業務の考え方やプロセスとシステムとしての構造が完全に一

致しないためと考える。システム構造からは最も素直な機能の配置であっても、それが業

務上の思考やプロセスと一致しなければ使い勝手の面で不都合がでる。従って 4 番目とし

て使いやすさ、ユーザビリティをあげた。ユーザビリティは非機能要件の一部でもあるが、

最近の文献では特にこれを大きな項目として取り上げていることに注意を引かれる。それ

には次の理由があると考える。 

設計の主たるインプットは要件である。要件を実現すべくシステム構造を考えるのが設

計である。一方でシステムにはシステム理論に基づく構造を含む。その構造とはシステム

がシステムとして成り立つための基礎であり、要件とは独立している。つまりシステム構

造はシステム理論から導かれる構造と要件から導かれる構造の有機的な組合せでできてい

る。したがってシステム理論から導かれるシステム構造からは要件に沿わないものも出て

くる可能性がある。機能はあるのだが、業務から見ると使い勝手が良くないと感じる場合

である。卑近な例として筆者が仕事で使うワープロや表計算プログラムをあげることがで

きる。それらのプログラムは十分以上の機能を持っているが、いざその中のある機能を使

おうとすると十分いらいらさせられるだけの時間、メニューとコマンドの間を右往左往す

ることが多々ある。しかも一度ならず使ったことのある機能でさえ習熟しない。 
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設計は要件だけをそのまま発展させたものではなく、システムが固有に持っている特性

と融合することである。したがって設計の結果が正しく要件を満たすものであるかという

ことに加え、使えるシステムであるかということを確認することは大変重要なことである。

ユーザビリティによる設計の確認あるいは調整というプロセスは、再度要件に向かって大

きなフィードバック・ループを作る。設計の結果を要件ともう一度突き合わせるプロセス

であり、これによって設計が完了したと確信できる。 

 

3. 事前－事中－事後 

設計に限らず、何かを行なうには前準備があり、実際の実行（行為）があり、結果の確

認がある。設計にも準備、設計、確認の工程が意識するかどうかに関わらず存在する。こ

れまでは品質活動として確認工程が大きく取り上げられてきた。すなわちドキュメントレ

ビューである。レビューは当初予定したものが設計書としてできたかどうかを確認するた

めには非常に重要な管理活動である。今後もその重要性は強調されるべきである。 

ところで、「当初予定したもの」とは何か？ここでは要求仕様のことではなく、どのよ

うな設計をするべきかについての「当初予定した設計のあるべき姿」のことである。機能

要件や非機能要件に合致するように要求仕様から具体的なシステム構造をどのように組み

立てていくか、そこには設計思考とそのプロセスがありその結果として設計が生まれる。

プロセスは設計思考を方向づけしまた補強する。設計思考のプロセスを明らかにすること

でその成果物の品質を向上することができる。 

この点についてこれまで品質管理の観点からの言及は少ない。それらは設計論として議

論するが、品質管理の活動外と考えるためかと思う。しかし、この点こそ品質に関わる本

質的な部分として目を向けるべきである。本来的に良い製品とは何か、そのための良い設

計とは何か。良い品質を達成することが品質管理であるから当然良い設計に関わる活動は

品質活動の一環として捉えるべきである。「当初予定したもの」をその当初においてどの

ように引き出すのか、その引き出し方に道筋をつけることが品質活動の重要な役割である。 

 

4. 設計工程の分解 

設計工程の定義は各社各様のプロジェクトマネジメントメソッドにより異なる。その名

称、区分、それに含まれる内容にも差異がある。あまりに多様であるため実際のプロジェ

クトに適用するにはいろいろ不都合が発生する。そのため ISO/IEC12207や共通フレームで

標準化を進めている。しかしここでは前章の考察を踏まえて、設計工程を設計者の思考過

程として再定義してみたい。 

設計工程を設計思考のプロセスとして捉えると下記リストのようになる。思考プロセス

としては粗削りであるし一段階だけ分解したに過ぎないものだが、このリストは本質的に

設計者が考える道筋を示す。基本設計や外部設計などと名称が変わっても、設計者の思考

過程は基本的に同様な思考過程を経て具体的な設計を生みだす。 

 

1) 要件の確認 

2) 設計の範囲の検討（設計を分担する場合） 

3) 設計方針の検討 

4) アーキテクチャの検討 

5) 設計方式の検討 

6) 機能設計 

7) 設計結果の確認 

 

残念なことにこれらの思考過程は設計者の頭の中だけで行われることも多く、ＷＢＳに
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も明記されずまた思考結果として技術検討書などのアウトプットとして記録されないこと

が多い。せっかくの思考活動が形として残らないのは残念なことである。本来であればそ

れこそが設計行為そのものであり、設計の裏付けであり、設計品質を担保する証拠である。

逆にいえばこれらのステップを明示的に実行することだけでも十分な見返りがある。 

上記リストのうち、６）をいわゆる設計とすると１）から５）までが前準備である。

７）が設計レビューである。前章の言葉で整理すると、１）〜５）が事前、６）が事中、

７）が事後となる。 

設計そのものは設計者の力量に依存するが、その準備段階として１）〜５）についての

検討の善し悪しがその後の設計そのものを決定づける大きな要因となることは明らかであ

る。要求仕様の作成者と設計者が異なる場合、設計者が複数人で分担する場合など設計チ

ームとして一貫した整合性のとれた設計を行なう場合には特に重要である。個々人に任せ

るような方法ではなく、チームとして一貫したプロセスに従って活動することにより、そ

の品質向上効果を格段に高めることが期待できる。レビューやテストも重要な品質活動で

あるが、クロスビーが指摘するように始めから正しい方法で行なうことが最も効果があり

かつ安価である(*3)ことはここでも概念的には真実であり、適用可能である。現実の方法

がクロスビーの「正しい方法」にはほど遠いとしても、より適切なプロセスであることに

おいてその考え方に近づくものである。 
 

5. 設計工程での品質活動 

前章で示した設計工程の小工程毎に、その品質活動がどのようなものになるかを検討す

る。 

 

5.1. 要件の確認 

要件定義の確認で行われる活動は、ありきたりであるが次のようなものである。 

 

1) 要件定義書を精読する 

2) 要件定義を行なった担当者から要件定義書の説明を受ける 

3) また要件定義書の背景について説明を受ける 

 

一見、これらの活動について品質管理の視点から担当者を支援することは無いように思

われる。実際に何か品質管理活動が計画されたり実施されたりすることはない。しかしこ

れらの活動がより効果的に実施されるためにはいくつかの要因を見つけることができる。 

第一に設計担当者の能力である。適切な設計担当者がアサインされていることである。

設計工程の体制を作る際に適切な設計担当者の能力レベル、人数、参加期間などの見積が

適切であることを確認することである。 

2 番目に設計チームあるいはプロジェクト全体としてのチーム作りである。要件定義担

当者と設計者、ＰＭと設計者また設計者間のコミュニケーションが活発で、かつそのコミ

ュニケーションを奨励する雰囲気がプロジェクトを包んでいる状態を作ることである。 

3 番目に、これはここだけの問題ではないが、これらの重要なタスクが定義され実施さ

れることを計画上（WBS）で確認し、確実に実施することを支援することである。 

これらの活動は、チーム作りやコミュニケーション管理、あるいはスケジューリングと

呼ばれ品質管理とは考えられていない。しかし良い設計をするために必要な要素である限

り品質管理の視点から見て、関係ないなどとするべきではない。 
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5.2. 設計の範囲の検討 

設計の範囲の決定・確認では次の活動が行なわれる。 

 

1) 設計の区分を決定する 

2) 該当設計の範囲を決定する 

3) 他の設計範囲との整合性を確認する 

システム設計の主な区分を示す。 

 

1) 機能設計 

2) 非機能設計 

3) インフラ設計 

4) 移行設計 

5) 運用設計 

 

要求仕様から設計単位をどのように区分するのか。システム特性、要求仕様の重点、技

術上の難易度などを勘案し経験によるシステム構築上の知見を通して決定される。それに

しても誰がどのように考えて決めたか、それぞれのプロジェクトで明確だろうか。その結

果は体系図や関連図などの成果物として表現されるが、その過程は不明なことが多い。こ

の決定はそのプロジェクトの重点がどこにあるかを決定し、それに沿ってチーム編成を作

る最重要な決定である。これがどのような経緯で決定されたかを明確にすることは品質か

らみて重要である。 

設計区分と設計範囲ができるとそれらが妥当であるかどうかのレビューを行なう。レビ

ューの観点は、どのような考えに基づいて設計を区分したかがまず問われる。次に設計を

分割した際に取りこぼしがないか、システムとして稼働する状況を想定して問題がないか

を見極めることである。例えば、システム区分の間の境界が曖昧になっていると、どちら

の担当チームもそれは相手側の責任範囲だと暗に仮定していることがある。またシステム

とシステムの外部との境界には検討不足が起きやすい。例えば実際にシステムを稼働する

ときには組織構造を変える必要があるかもしれない。またユーザーの教育・訓練が別途必

要になることもある。システムだけでなくシステムの外部—例えば業務フロー、ユーザー、

他システムなど—との関連で計画すべきことを網羅する。 

 

5.3. 設計方針の検討 

設計方針はシステムが持つべき特性を検討し、決定する。特性には品質要件、いわゆる

非機能要件が多く含まれる。またユーザーの特別な要求が含まれることがある。次のリス

トは一例である。(*4) 

 

1) 性能・拡張性 

2) 可用性 

3) 使用性 

4) 保守運用性 

5) セキュリティ 

6) 制度変更 

 

方針は要件定義から導き出されるものであるが、それ以外に暗黙の了解事項であるかの

ようなものがある。一貫したシステムとして必要となるある程度の想定が求められる。た

とえ顧客が保守性について言及しなかったとしても保守性が皆無であるようなシステムを
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求めているわけではない。 

設計方針は非機能要件が含まれ、そのため具体的な定義がしづらい。実際に定性的な表

現になっていることが非常に多い。「・・・を向上させる」「使いやすい」「分かりやす

い」など。このままではシステムができたときにこれらの方針が達成できたかどうかの評

価ができない。「・・・を向上させる」とは、具体的に何をすることか、どんなものがで

きたときに「向上した」といえるのかを明確に定義する必要がある。プロジェクトチーム

が要求を実質的にコントロール下に置いているかどうかはプロジェクト全体の品質を測る

重要な指標である。設計方式のレベルでは一つでもおろそかにできない。 

設計方針ができるとこれをレビューする。レビューの観点は、各の特性がユーザーにと

ってどの程度重要か、その理由は何かがそれぞれ明確であること、かつ可能な限り定量的

な目標値があること、もしくは具体的な方策に関連付けてその方策の実現をもって特性の

目標を達成したと定義できているか、である。繰り返すが、定性的な表現のままでは、顧

客がどのようなレベルで期待を抱くか想像もできない。 

 

5.4. アーキテクチャの検討 

アーキテクチャはシステムの技術要素の構成と構造を IT 技術面から検討するものであ

る。次の基本的要素はどのプロジェクトでも何らかの形で決定している。 

 

1) H/Wの選定、構成 

2) OS、MW、DB、Network、アプリケーション・バスの選定 

3) アプリケーションの基本構造（EA構造、SOA、3層構造など） 

4) プログラム作成技術の構成（言語、フレームワーク、オブジェクト指向など） 

5) システム監視（H/W、S/W、ユーザー、リソースなど） 

6) 障害復旧、縮退稼働、災害復旧 

 

アーキテクチャの決定は高度な技術的活動であり、理論と経験、製品知識や技術動向を

元に技術要素の組合せをその安定性と将来性を勘案して決定する。その品質は人に依存す

る。適切な人あるいはグループが担当しているかどうかが重要な品質観点である。 

アーキテクチャができるとこれをレビューする。レビューの観点は、要件定義および設

計方針が達成可能であること、技術的安定性が見込まれること、技術者の確保（プログラ

マーなど）が容易であることなどがある。 

技術的安定性については過去の成功事例などがあれば判断基準になる。新規の方式を採

用する場合は過去の例がないため、実験的プロトタイプで検証する等の方策を検討する。

プロトタイプの実施可否の判断をどのようにするか明確にしておく。どのような場合に必

要とするか、その決定の手順がプロセスに含まれているとよい。判断基準は一様ではない

がリスク管理の手法が適用できる。 

 

5.5. 設計方式の検討 

設計方式はアーキテクチャを引き継ぎ、個々の業務設計をする上で標準的な設計方法に

ついてコンポーネント毎に検討する。次のリストはその一例である。 

 

1) 画面構造、画面遷移 

2) 帳票構造 

3) オブジェクトの標準構造 

4) タスク間通信 

5) ＤＢ設計 
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6) タスク間通信 

7) 外部システムとの通信 

8) システム監視 

9) エラー処理、エラー通知 

10) 共通処理 

 

また、次の項目も個々の設計の前に準備しておく必要がある。 

 

1) コード体系、コード一覧 

2) メッセージ（体系、ID、言葉使い） 

3) 業務用語集（用語の標準化） 

 

さらに形式的な標準パターンもしくはルールを定義する。 

 

1) 設計書の L/O、基本目次の構成 

2) 画面、帳票の L/O 

3) 画面操作方法 

4) 文章表現 

 

設計方式を明確にすることは複数の設計者で設計を行なう場合には特に有効である。設

計方針だけでは具体的な設計において統一した設計にはならない。まず何について方式を

定めるべきかの検討から入る。概ね上記のような対象が考えられるが、システム特性によ

りさらに追加がある。 

それぞれの方式については高度な技術活動であり、設計担当者に依存する部分が多いが、

分野によっては標準的あるいは一般的な手法が存在するものもある。特別な理由がなけれ

ば標準的手法を採り入れることは納得が得られやすい。過去の事例を流用することが可能

であるということは、設計技術の蓄積ができるということでもある。設計方式を中心に自

社の設計ノウハウの蓄積ができれば、具体的でかつ応用範囲の広い技術蓄積となる。この

ような技術蓄積をベースに設計ができれば、品質向上にも寄与することはもちろんである。 

設計方式ができるとこれをレビューする。レビューの観点は、設計方針、アーキテクチ

ャに沿うこと、特に設計方針で定義した各種特性をこの設計方式により達成できることを

確認する。 

例えば性能・拡張性はアーキテクチャと設計方式によって概ねの実現性が見て取れなけ

ればならない。使用性（ユーザビリティ）は、画面の基本構造および画面 L/O の標準型か

ら使い勝手についての要求が少なくとも外れていないことがユーザーによって確認されな

ければならない。 

これらの方式を採用した際にその結果だけでなく、採用した理由や検討の経緯・検討デ

ータも合わせてドキュメント化できると良い。実際には検討経緯を記載した文書は非常に

少ない。本来はこれらの比較検討資料があってこそ、その結論として提案された方式の信

頼性や妥当性が認められるものである。前後するがアーキテクチャの決定においても同様

である。 

 

5.6. 機能設計 

個々の業務機能要件を設計する。機能設計、アプリケーション設計であり、いわゆる基

本設計の中心的な部分である。これまでの過程で、設計方針、アーキテクチャ、設計方式

が決定され、個々の設計における条件の絞り込みが行われたことにより、設計の進め方が
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かなり明確になっているはずである。また設計方式に含まれる標準によって、多人数で設

計を分担する際にも統一感のある設計を進められる。 

機能設計ができるとこれをレビューする。レビューの観点は、アーキテクチャと設計方

針および設計方式に則っていること、要件定義の機能要件をカバーしていることである。

加えて設計ロジックの正しさ、簡潔さ、分かりやすさを見る。それらは保守性、拡張性に

つながる。 

機能要件を確実にカバーしているかどうかを確認するのは自明であるかのように思われ

るが、確実性を求めると簡単ではない。要件定義の機能仕様が多岐にわたる場合や、一つ

の機能要求がシステム上では複数の機能単位に影響したり、分割されたりする場合はかな

り複雑になることがある。その場合は単に個々の機能毎にレビューするだけでは確認が難

しい。対応表を作成し、機能要件と設計の関係を整理することが必要になる（7.トレーサ

ビリティを参照）。 

 

5.7. 設計結果の確認 

設計後に、いかに設計が当初の想定通りにできているかを確認する。通常行われている

レビュー工程である。これまでの各項でそれぞれレビューについて説明してきているが、

この段階でほぼ一通りの設計書ができるため、通しでレビューできる状況になる。これま

でレビューを一つのもののように記してきたが、実際にはいくつかの段階で行なう。次章

にまとめる。 

なお、機能的な面での設計書の大枠は以上であるが、実際には他にも設計書がある。イ

ンフラ設計書、移行計画書、保守計画書、運用設計書などである。これらについても要件

定義、設計方針、アーキテクチャに則り設計し、かつ包括的にレビューする。 

 

 

6. レビュー工程 

 

6.1. レビューの種類 
レビューにはいくつか段階がありそれぞれの役割がある。表 6-1 にレビュー機能の区分

で記す。 

セルフチェックや形式チェックは予めチェックリストを準備しておく。チェックリスト

は実際に設計する前にその内容を確認し、これから行なう設計についてはチェックリスト

のどの項目に最も留意する必要があるかを設計担当者自らが確認しておくと良い。知らず

に作って後から確認するのでは二度手間になりやすい。 

セルフチェックには形式チェックが含まれている場合も多い。しかし形式チェックは作

成者本人では気がつかないことが多いため、第３者による形式チェックに分離することも

有効である。それほど技術的素養が必要ではないため社内外で適任者を探すのは比較的容

易である。加えて若手設計者の教育・育成にもなる。また形式チェックを省くことによっ

て設計者の時間がより有効に使えるようになるなど、投資する価値はある。 

プロジェクト・レビューは場合によっては数段階に別れていることがある。チームレビ

ューとＰＭレビューの２段階や３段階になるケースもある。段階を踏む場合にも機能的に

はほぼ同じ（ここでは設計そのものの善し悪しが主題）であるが、ＰＭレビューでは同じ

人が全部についてレビューするため、横串での品質レベルを見ることができる。また、レ

ビューワーによる設計者の教育・指導効果の面でも大きな意義がある。 

顧客レビューは顧客がレビューワーとなって設計の善し悪しをチェックする。顧客には
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数種類のステークホルダーが含まれる。エンドユーザー、運用チーム、保守チーム、それ

ぞれの監督者（マネージャ）、顧客側のプロジェクトメンバー、その責任者、ビジネスの

責任者（プロジェクトオーナー）などである。しかしすべてのステークホルダーにレビュ

ーをしてもらうのは現実的でない。どのステークホルダーにどの観点でどの範囲をレビュ

ーしてもらうかを予め計画しておく。 

 

表 6-1 レビューの種類 

レビュー レビュー機能 参加者 承認者 

セルフチェック 文章の構成、章と章の関連、文章

の図の関連、論理性を確認する。 

要件定義、設計方針、アーキテク

チャ、設計方式、業務設計の関

連、継承関係を確認する。 

設計者自身 設計者自身 

形式チェック 誤字脱字、技術文書の書き方 

画面や帳票の L/O、メッセージ形式

など標準の遵守。 

第３者 第３者レビュ

ーワー 

プロジェクト・

レビュー 

設計の論理性、妥当性 

より良い設計の指導 

ヌケモレ 

設計者 

設計リーダー 

アーキテクト 

PM 

他 

PM 

アーキテクト 

設計リーダー 

顧客レビュー 設計の論理性、妥当性 

ユーザー視点でのチェック 

（ユーザーには業務、運用・保守

の他にその上司、プロジェクトオ

ーナーなどが含まれる） 

設計者の PM 

スポンサー 

ユーザー代表 

他 

顧客の PM 

 
 

 

 

6.2. レビューの実施レベル 

レビューが実施されていることを確認するのは比較的簡単である。レビューの中で出さ

れた指摘を記録・管理する「レビュー指摘管理表」などのものがどのレビューにも存在し、

これをもとにレビューの定量的な品質管理が行われている。しかし問題はその中身である。

本当に有効なレビューが行なわれているのかどうか。これは単純ではないがいくつか改善

の方法がある。セルフチェックを例にあげてみる。 

レビューの順番により、セルフチェックと形式チェックはプロジェクト・レビューの前

に実施される。したがって、プロジェク・トレビューで、セルフチェックや形式チェック

で発見されるべき指摘内容が多くでたら要注意である。もしその傾向が見られたら、担当

者に直接インタビューを行い、実際はどのようなやり方で行われているかを確認すること

で実体をつかむことができる。実際にインタビューをしてみると、セルフチェックをして

いなかったとか、明らかに不十分だったなどのケースが見つかる。多くの場合、ドキュメ

ントを作るのに精一杯でレビュー時間がなくなったためということが多い。管理が不十分

なプロジェクトでは、たいてい品質はスケジュールに負ける。 

一人ひとりについてこのようなインタビュー調査を行なうことは時間的にも労力的にも

大変に思われるかもしれない。しかしこのような品質活動はインタビューをした当人に対
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する効果だけではない。それ以上の波及効果を見込める。設計者は横の連携をたくさん持

っているものである。 

またインタビュー結果から単に注意を促すだけでなく、当人に対する適切な指導内容の

必要性に至ることもある。要件定義書の確認レベル、設計・構築技術レベル、文書の体裁

や書き方などである。それらの多くはプロジェクト・レビューの中でリーダーによる指導

によって行われるが、場合によって別途時間をとって指導する方が効果的なこともある。 

 

6.3. レビューの指標と評価 

レビューの指標値としては、レビュー時間と指摘数を利用するのが一般的である。ドキ

ュメントのページ当りのレビュー時間および指摘数である。この 2 つの指標値に上下限を

設定し、その範囲に入っていることを目標とし、評価判定に使う。範囲から外れている場

合には状況を詳細に確認し、どんな対策が有効かあるいは不要かを検討する。 

指標値についてもう少し詳細に述べるといくつかのオプションがある。レビュー時間に

ついては、実時間（n 分）か実時間×人数（n 人分）にするかがある。どちらにも正当な理

由がありえる。実際にどのようにレビューを行なっているかに依存する。 

指摘数では、原因区分の「その他」項目を含めるか否かがある。ここで「その他」は瑕

疵の指摘ではなく、例えば単なる質問であるとか指摘自体が間違っているなどを示す。瑕

疵でないものは指摘ではないと考えて含めないという考えは理解できる。さらに実際の現

場では区分モレ（すなわち原因区分がブランクのまま）というものあり得る。このような

場合には品質管理側で適切な処置（原因区分を適当に決めるなど）をする必要がある。 

これらの指標はドキュメントの１ページ当りで指標化するので、ドキュメントのページ

数をどう計測するかについても決めておく。通常は A4 で印刷したときのページ数を元に

する。またドキュメントには通常、表紙、目次、変更履歴がついている。これを含めるの

か否かについても決めておく。ドキュメントを小さい単位で分けている場合には相当なズ

レが発生する。 

指標値は数少ない定量評価ができるのでたいへん重要だが、上記のようなオプション次

第でかなり異なる数値になる可能性がある。重要なことはその指標値が可能な限り実体を

表しているかどうかである。そのためには現実の活動を観察し、指標値が実体とずれてい

ないことを品質管理者自身が体感しておく必要がある。 

レビューの指標取りとその評価はできるだけ早く現場にフィードバックすることが望ま

しい。ドキュメントが一通り完成した後でレビュー結果を評価しても対策が打ち難い。途

中結果であることは承知の上で、状況が良い方向に向かっているのか悪化の兆しがあるの

かを現場にフィードバックすることによって、小さな調整を繰り返すことが重要である。

品質管理は後になって大きな変更を示唆するのではなく、途中段階において微調整の範囲

ですむようにすることが本来のあるべき姿である。 

大きな問題であれば細かな数字は必要がないかもしれない。微調整程度の対策を考える

からこそ細かな数字が必要になる。レビュー時間と指摘数や原因区分などの定量化は実体

をすりガラスから覗くような歯痒さがつきまとうが、そこから得られる感触（疑問や不安

など）を現場観察や現場にフィードバックすることによって行動を調整することはプロダ

クトの品質向上に寄与し、かつプロジェクトを制御下に置いているという感触をチームメ

ンバーにもたらす。 
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7.トレーサビリティ チェック 

 

7.1. 設計間の関連 

5 章で要件定義から設計方針、アーキテクチャ、設計方式、機能設計をその関連も含め

て示したが、この関連を確認し、モレヌケや逆に冗長な部分が無いことを確認する。下図

に各設計間の概略の関連を示す。図中の矢印は元のデータが先のデータに反映することを

示す。 

 

図 7-1 設計間の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. トレーサビリティ・マトリックス 

図 7-1 に示すそれぞれの矢印の関係を詳細に確認するにはマトリックスでチェックする。

図 7-2 に例としてアーキテクチャと設計方式の関連の確認方法を示す。縦軸にアーキテク

チャの項目並べ、横軸に設計方針の項目を並べる。表の丸印は、アーキテクチャの項目が

設計方式どの項目に対応するかを示す。図 7-2 は概念的に単純化しているが、実際にはそ

れぞれの細目を並べるので項目数はかなり多くなる。数十から数百におよぶ（最新の

Excel は行数とカラム数とも格段に増えたので問題無いが、古いバージョンでは横軸が不

足することがある）。 

図 7-2 ではアーキテクチャの各項目について少なくとも一つの丸印があるはずである、

というように追いかける。実際にやってみるとときにヌケ（丸印がつかない）が発見され

ることがある。ヌケに対して正当な理由があるか、もしくは検討モレである。 

逆の見方、つまり冗長な記述がないかという観点では、ヌケを見つけるほど確実な方法

がない。設計方式の各項目から見た場合に丸印がない場合があることは予想されるからで

ある。丸印がなかったら一応「それは冗長な項目ではないか」と疑ってみることで確認し

てみる。 

 

要件定義 設計方針 

アーキテ
クチャ 

設計方式 

設計標準 

機能設計 
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図 7-2 アーキテクチャと設計方式の関係 

 設計方式 

画面 帳票 タス

ク間

通信 

外部

通信 

DB Net … 共通

化 

コー

ド 

標準 

ア

｜

キ

テ

ク

チ

ャ 

HW           

OS     ○ ○  ○   

…           

３層構造 ○ ○      ○   

Web   ○     ○   

FrameWork ○ ○ ○     ○   

           

           

 

 

7.3. 目次の作成 

トレーサビリティを確認するには関連する 2 つの設計書がそれぞれ存在していなければ

ならないと考えるならトレーサビリティのチェックはずいぶん後になって行なわれなけれ

ばならなくなる。それでも確認の意味はあるが、後になって大きな設計モレが発見されれ

ば修正コストも大きくなる。 

実際にはトレーサビリティは設計前にすることができる。また、するべきである。今設

計方式を作成しようとしている段階だと仮定すると、要件定義はすでに完成し、アーキテ

クチャもほぼできている状況にあるだろう。したがってトレーサビリティの表の縦の軸は

小項目で埋めることができる。設計方式はまだ無いとすると横軸の項目が埋まらない。そ

こで、この項目を設計書作成の前に作るのである。すなわち設計方式の目次のみを先に作

る。 

目次をまず作って概ね設計書の構成を確認して、次にその内容を埋めていくという手法

は広く行われている。このときにトレーサビリティチェックのマトリックスを使って、設

計するべき項目にモレがないかを確認する。こうしてより正確な目次構成ができる。 

より正確な目次ができるということはトレーサビリティがチェックできるというだけの

効果にとどまらない。設計する前に設計内容について一定レベル以上に深く検討すること

になり、またそのことを設計担当者と設計リーダーが話し合うことにより、設計担当者の

訓練、リーダーと担当者の意識合わせ、記述レベルの深さなど、一方的な指示では得られ

ない効果がある。担当者が設計の意図ややるべき内容とその深さを明確に把握して設計に

臨むため、設計の品質を向上しかつ手戻りが少ない。よって工数削減にも寄与する。（た

だし、スケジュールの効果を具体的に得るには、単に待っているだけでは不足である。効

果を得ようとするならスケジュールにも効果的な管理をしなければならない。） 
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8. W-model：テスト仕様の前倒し作成 

V-model の発展型として W-model という名前を最近聞くようになった。V-model との違

いは、設計工程で作成した設計書をテストするためのテスト仕様を、テストを実施する工

程ではなく設計工程の中で作るということにある。これは V-model でも実際に行われてい

たことであるから改めて W-model と呼ぶ必要があるのか疑問もあるが、それを強調してい

るということでは意味がある。つまり設計工程でテスト仕様を作成することは強調するだ

けの重要性があると考える。 

第一に、設計書をテスト可能性の観点からレビューができることである。テスト可能性

は実装可能性でもある。どんなテストをするべきかを考えることから設計の曖昧さを排除

することができる。設計者とテスト仕様作成者が同一人物であっても別の人であっても、

その効果は高い。 

第二に、もし設計者とテスト仕様作成者が別人であった場合であるが、テスト仕様書を

作成する過程において設計の内容をより深く知るメンバーがもう一人できることになる。

したがってテスト仕様作成者は最も強力なレビューワーになる。また設計者のバックアッ

プにもなりえて、プロジェクト期間中に状況が悪化した際にもプロジェクトを軌道に戻す

ための対策を考えるときに選択肢が増える。 

したがって品質の観点からいえば、テスト仕様書を前倒しで作成し、設計書と合わせて

レビューをするよう計画するべきである。ただしその計画はプロジェクト開始時点で行な

われなければならない。途中でテスト仕様作成およびそのレビューを追加することはスケ

ジュールを大幅に見直すことになり、非常に困難を伴う。 

 

9. 要件仕様の工程 

本論文の前提として要件仕様は適切に開発され存在することとしたが、３章「設計工程

の分解」で検討した工程の細分化と同様な考え方が要求仕様にも可能か、もしできないと

すると他にどんな手があるのかを一度検討しておきたい。 

要件定義の前工程は通常において存在しないため、要件定義を方向づけるドキュメント

は存在しない。従って設計工程における準備に相当することができない。従っていきなり

要件定義を実行することになる。実際の場面において「どのようなシステムが必要です

か？」という質問からスタートする。しかしこの方法は顧客と IT 技術者の両者を困惑させ

るもとになっている。顧客はどう説明すればいいのか分からず困惑し、IT 技術者は顧客が

何を必要としているのか十分聞き出せていないかもしれないと困惑する。 

設計工程での要求仕様に当たるものが、要求工程には何もないのかというとそうではな

い。次の情報が要求仕様を作成する上での指針を与えてくれる。 

 

1) 現状の事業構造 

2) 現状の業務プロセス 

3) ビジョンおよびビジネス目標 

4) 事業課題、業務課題 

5) 変化を起こさせたい事業分野、業務分野とその方針 

6) 業務設計（TO-BE モデル） 

 

業務改善のコンサルティングなどでは概ねこの様な進め方になる。この後、要件を引き

出し整理する。 

 

7) システム要求仕様の作成 

8) 移行方針 
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9) 運用方針 

 

従って設計工程における要件定義に当たるものについても要件定義工程では自ら工程の

前半で作成する必要がある。それはビジネスへの深い考察と将来の目標造り、すなわち

AsIsから ToBeへの過程において形作られるものである。 

 

10. まとめ 

品質は工程で作られる。したがって設計品質をあげるにはその工程を知らなければなら

ない。設計工程を分解するといくつかのステップに分けられる。そのステップ毎に適切な

手だてを講ずることにより、より良い設計ができる。これが本論文の品質向上の基本的ア

イデアである。それは設計者に任せてすむことではなく、品質管理として貢献すべき管理

対象であると言うことを述べた。 

物事を行なうには必ず準備し、実行し、そして確認するという一般的な構造から考察し、

準備工程でできるだけのことは先にしておく、それにより工程のできるだけ前段階で品質

を作り込む、また結果的にはそれが工数削減にもなるはずと考えた。それをできるだけ丁

寧にやってみるとしたらプロジェクトはどんな行動を取ることができるかを検討してみた。

クロスビーのいう「初めから正しいやり方をする」という方針に沿う。 

実際のプロジェクトにおいても、それぞれ部分的ではあるがいくつかのプロジェクトで

実践することができた。それらのプロジェクトでは設計書を作った後のレビューやテスト

によって不具合を発見するよりはるか前段階でいくつかの設計ミスやモレを発見し、また

そもそも正しい設計をしてくれた。段階的レビュー記録による間接的観察であるが、相応

の効果があったと考える。 

 

11. 今後の課題 

今回は設計のステップをいくつかに分解してみた。しかしこれらのステップが標準にな

っているわけではない。また広く共有化もできていない。またどのプロジェクトでもこの

考え方が受入れられるという状況ではない。特に比較的小さなプロジェクトでは杓子定規

な適用は難しいこともある。また今回のステップが絶対というものでもない。経験の蓄積

が継続して必要である。 

さらに、各ステップにおける品質管理としての介入方法はまだ未熟であり、間接的であ

る。プロジェクトにより大きな貢献をする方法はもっとたくさんありその多くは未知のま

まである。さらに試行錯誤が必要である。 
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