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■ 論文要旨 ■ 

近鉄情報システム㈱は、近畿日本鉄道㈱の情報子会社であり、近鉄のシステム部門と

してシステム開発、インフラ構築、運用などを行っている。近年、業務システムによ

っては、システム開発を外注し、要件定義や受入テストをユーザー部門と共に行うこ

ともある。その場合、システム部門への依存度が高くなり、ユーザー視点によるテス

トが不十分となる。結果、システム運用開始後、業務とシステム機能との乖離が判明

し、「システム品質がよくない」といった問題が発生する場合がある。しかし、本来

はユーザー部門も十分な受入テストを行い、システム品質を確認・検証しなければな

らない。今般、構築を進めている「近鉄グループ共通ポイントシステム」の開発にお

いて、業務の流れとシステムの機能を関連付けた文書とフロー図からなる「業務フロ

ー」を活用し、ユーザー部門でも受入テストを行えることを目指した。本稿では、そ

の具体的な作業内容とその有効性を述べる。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

近鉄情報システム㈱（以下、当社）は、2000 年 10 月に近畿日本鉄道㈱（以下、近鉄）

の情報システム部門が分社独立した情報子会社である。近鉄沿線を中心に鉄道、バス、百

貨店など近鉄グループの様々な分野において、基幹系から業務系にいたるシステム開発、

インフラ構築、運用、保守などを行っている。 

 

 １．２ 受入テストの問題点  

当社では、システム開発を主に図 1 に示す「V 字開発プロセス」に沿って実施している。

一般的に「V 字開発プロセス」は、左上の要件定義工程から始まり、設計、開発を経て、

右側のテスト工程に進む。左側がシステムを作り込む上流工程、右側が作り込んだシステ

ムの品質確認・検証を行う下流工程となる。また、各工程は「ユーザー企業主体」と「シ

ステムベンダー主体」に分かれる。 

当社では、システム開発を内製する場合と外注する場合がある。システム開発を外注す

る場合は「ユーザー企業主体」の作業をユーザー部門と協働して行うが、システム部門で

ある当社への依存度が高くなる。言い換えれば、ユーザー部門が消極的になり、ユーザー

視点によるテストが不十分となる。その結果、システム運用開始後、実際の業務とシステ

ムの機能（仕様）との乖離が判明し、「業務に必要な機能が不足しているため、運用でカ

バーしなければならない」、すなわち「システム品質がよくない」といった問題が発生す

る場合がある。 
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図 1 V字開発プロセス 

 

 １．３ 業務フローを活用した受入テストの意義 

ユーザー部門も十分な受入テストを行って、システム品質を確認・検証しなければなら

ない。これによって、システム品質がよくなる。では、何故ユーザー部門は受入テストに

消極的なのか。その大きな要因は、「ユーザー部門がテスト経験やスキルが不足してい

る」からと考える。 

そこで、今般、構築を進めている「近鉄グループ共通ポイントシステム」の開発におい
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て、業務の流れとシステムの機能を関連付けた文書とフロー図からなる「業務フロー」を活用

し、テスト経験やスキルが不足しているユーザー部門でも受入テストを行えることを目指した。 

本稿では、ユーザー部門である近鉄とシステム部門である当社が協働して実施した「業

務フローを活用した受入テスト」について、具体的な作業内容とその有効性を述べる。 

 

 

２．近鉄グループ共通ポイントシステム構築 

 ２．１ システム構築の背景  

（１） 近鉄の状況 

歴史的な円高の状況が続き、国内経済が低迷する中、近鉄では創業百周年を迎えた 2010

年に「近鉄グループ経営計画（2010 年度～2014 年度）」を策定した。2014 年までを「基

盤強化期」と位置付けて各種プロジェクトを推進し、新たな収益基盤の確立に向けた事業

創出、グループ経営の強化を図っている。その施策の一つとして、「近鉄沿線・近鉄グル

ープでこれ一枚の便利でお得なカード」の発行を目的に、グループ各社のクレジットカー

ド及びポイントカード、並びに各種ポイントサービスを統合する「近鉄グループ共通ポイ

ントシステム（以下、KIPSポイントシステム）」の構築を進めている。 

 

（２） KIPSカードとポイントに関わる経緯 

表 1に近鉄のカードビジネスの経緯を示す。 

1984 年 12 月にクレジットカード会社と提携した「KIPS カード」*1）を発行するととも

に、会員情報及び利用情報を管理する「KIPS顧客情報管理システム」を導入した。 

2006年 3月に「KIPS PiTaPaカード」*2）を発行し、翌 2007年 4月には同カードの近鉄

電車の利用金額に対してポイントを付与する「近鉄ポイントプログラム」を導入した。 

2007 年 6 月以降、航空会社や銀行と提携した KIPS カードを発行するなど、多様化によ

りサービスの拡大を図っている。 

 

年月 施策 システム

1984年12月 ＫＩＰＳクレジットカード発行 ＫＩＰＳ顧客情報管理システム導入

2006年3月 ＫＩＰＳ ＰｉＴａＰａカード発行

2007年4月 ＫＩＰＳ ＰｉＴａＰａ乗車ポイント付与 近鉄ポイントプログラム導入

2007年6月 ＪＭＢ ＫＩＰＳカード発行 ＪＡＬマイルとのポイント相互交換対応

2008年2月 ＩＣクレジットカード ＫＩＰＳ「三菱東京ＵＦＪ-VISA］発行 銀行ポイントの受入対応

2008年3月 １０５ＢＥＳＴＩＯ ＫＩＰＳカード発行　 銀行ポイントの受入対応

2010年4月
スーパーＩＣカード ＫＩＰＳ＋ＰｉＴａＰａ「三菱東京ＵＦＪ-
VISA］発行

銀行カード拡大対応

2011年11月 近鉄グループ利用時の「ＫＩＰＳポイント」付与 近鉄グループ共通ポイントサービス導入

2012年12月
　～2013年1月

ＫＩＰＳポイントカード、ＫＩＰS ＩＣＯＣＡカード発行 対象カード拡大対応

表 1 近鉄のカードビジネスの経緯 
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 ２．２ システムの概要  

2011 年 11 月に KIPS ポイントシステムを導入。これにより、近鉄グループ 82 社、約

1000 店舗・施設が参加し、鉄道 IC 乗車のほか、百貨店、スーパー、ホテルなど幅広いシ

ーンで「KIPS ポイント」の付与や利用ができる「グループ共通ポイントサービス」がスタ

ートしている。KIPS カードによる購買に対して「KIPS ポイント」を付与し、貯まった

「KIPS ポイント」は近鉄グループで利用できるとともに、近鉄特急 net ポイント*3）など

他のサービスへの交換が可能である。 

2012年 12月から 2013年 1月にかけて、現金支払い専用の「KIPSポイントカード」、及

び同カードに ICOCA *4）機能を搭載した「KIPS ICOCA カード」を発行する予定である。

KIPSカードの追加に伴い、KIPSポイントシステムの機能アップを行っている。 

 

２．３ システムの開発体制  

（１） プロジェクト 

KIPS ポイントシステム運用開始に向けて、ユーザー部門の近鉄グループが１８名、シス

テム部門の当社が４名、及びシステムベンダー（富士通㈱）をメンバーとして、KIPS ポイ

ントシステム構築プロジェクト（以下、当プロジェクト）を 2010年 10月に立ち上げた。 

 

（２） 工程 

KIPS ポイントシステム構築のスケジュールを図 2 に示す。KIPS カードを対象にポイント

システムを導入した 2011 年 11 月までを第一フェーズ、KIPS ICOCA カード及び KIPS ポイン

トカードの新カード導入に対応した 2013 年 1 月までを第二フェーズとして KIPS ポイント

システムを構築している。 

 

▲ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ立上 ▲中間ﾚﾋﾞｭｰ ▲ﾌﾟﾚｽ発表 ▲1次本番判定 第一期
▲ｷｯｸｵﾌ ▲要件ﾚﾋﾞｭｰ ▲ＵＩﾚﾋﾞｭｰ ▲ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ計画ﾚﾋﾞｭｰ ▲本番判定 本番稼働

▲要件確定 ▲ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ計画ﾚﾋﾞｭｰ ▲本番判定
▲ＵＩﾚﾋﾞｭｰ ▲結合ﾃｽﾄ計画ﾚﾋﾞｭｰ 第二期本番稼働
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要件定義
開発～

単体ﾃｽﾄ

受入
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移行

ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ
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業務ﾌﾛｰ
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ﾃｽﾄ
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ﾃｽﾄｹｰｽ作成

要件定義
開発～

単体ﾃｽﾄ
ﾕｰｻﾞｲﾝﾀﾌｪｰｽ

設計
ｼｽﾃﾑﾃｽﾄ
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ﾃｽﾄ

運用
詳細
設計

業務ﾌﾛｰ
見直し

受入
ﾃｽﾄ
移行

情報実態・各種ﾏﾆｭｱﾙ作成 受入
ﾃｽﾄ
教育ﾃｽﾄｼﾅﾘｵ

作成
ﾃｽﾄｹｰｽ作成

 
 

図 2 KIPSポイントシステム構築スケジュール 
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（３） 業務フローの見直し 

本来、業務フローは、業務の見える化及び業務手順統一を目的に、ユーザー部門が要件

定義工程で作成すべき成果物である。しかし、業務フロー作成の経験不足及び時間的制約

によって、当プロジェクトでは、システムベンダーが要件定義工程で作成した業務フロー

を、「ユーザー企業主体」作業のベース（雛形）にすることとした。したがって、要件定

義工程完了後（2011 年 4 月～）に、近鉄と当社で業務フロー検討会（以下、当検討会）を

立ち上げ、第一フェーズでは当社、第二フェーズでは近鉄が幹事会社となり、以下のタス

クを推進している。当検討会では、当プロジェクトメンバーが主なメンバーであるが、業

務に関連する部署やグループ会社、カード会社などが内容に応じて随時参加している。 

① 業務フローの見直し 

サービス開始後のユーザー部門が担うポイント付与・利用、精算、及びお客様対

応などの業務（以下、KIPSポイント業務）を業務フローに反映させる。 

② 各種申請書及びマニュアルの作成 

業務フローに登場する申請書やマニュアル、データなどを整備する。 

③ テストシナリオの作成 

業務フローに基づき、思いつく限りテストシナリオを作成する。 

④ テストケースの作成 

テストシナリオに基づき、MECE *5）に分ける切り口として、デシジョンテーブル

を活用してテストケースを作成する。 

⑤ 受入テストの実施 

テストシナリオ及びテストケースに基づいて、受入テストを実施する。 

⑥ ユーザーへの教育 

整備した申請書やマニュアルを用いて、ユーザー部門担当者に教育する。 

 

 

３．業務フローの見直し 

３．１ 業務フローとは 

一般的に業務フローは、業務の流れや手順を時系列に把握するために、開発の上流工程

で作成される。各業務を実施する部門や担当者、システム構築に関わる全員の考えを整理

するためのツールである。 

当検討会で活用する業務フローは、①フロー図、②業務説明、③課題管理で構成されて

いる。サンプルを図 3に示す。 

① フロー図 

業務の流れを図で記述したもの。 

② 業務説明 

フロー図の各処理に対する具体的な作業内容を記述したもの。 

③ 課題管理 

業務の流れや作業における課題を記述したもの。課題の未決・既決が分かるよう

未決を「□」、既決を「■」で記述している。 
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No.001 業務名 履歴 改定者 更新日 作成者 作成日

第1版

フロー図

部門１ 部門２ 部門３ システム１ システム２

業務説明 課題管理

(1)Ａ届出郵送 部門１がＡ届を部門２に郵送する。 □送り先の担当は？

(2)Ａ届出受領/登録 部門２がA届けを受領する。

部門２がシステム１を使用してＢ画面で登録する。 ■処理はA届け受領次第行う。

(1)Ａ届出郵送 Ｂ画面 マスタ

マスタ

Ａ届

B帳票

(2)Ａ届出受領
/登録

Ａ届

画面(3)×× (4)××

①フロー図

②業務説明 ③課題管理

 

図 3 業務フローサンプル 

 

３．２ 業務フロー見直しの必要性 

業務フローは、システムベンダーから要件定義工程の成果物として納品されていた。シ

ステム開発に関わる部分はフィックスしているが、要件定義以降に変更された KIPSポイン

ト業務は反映されていない。したがって、ユーザー部門で業務に用いるには不十分な業務

フローであり、受入テストの土台には適さない。 

そこで、当検討会では、業務フローを受入テストの拠り所とするために、サービス開始

後の業務が網羅されているか、目にするすべての人に理解してもらえる記述になっている

かをポイントに業務フローの見直しを行った。 

 

 ３．３ 業務フローの役割 

業務フローを見直す前に、まず業務フローの役割を整理した。 

「そもそも業務フローはいるのか」という言葉を発端に、「Excel の図形を用いて作成

するのに手間がかかる」「テストは“システム屋さん”がするもの」といった意見がユー

ザー部門から出された。システム部門である当社への依存の高さを感じる。そこで、「業

務フローの役割」を整理することから取り組んだ。 

実際に出された意見は次のとおりである。 
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・業務を処理する部門や役割分担が分りやすい 

・業務の矛盾が見える 

・他部門への業務説明に使用できる 

・業務フローから必要な手順書、マニュアルが分かる 

・共通認識の元ネタ、受入テストの元になる資料 

・業務のルールであり、拠り所になる 

・日常業務の判断基準 

・内部統制対応、監査用資料 

これらを整理することにより、サービス開始前後の様々なシーンにおいて、「共通認識

の元ネタ」であり「受入テストの元になる資料」という業務フローの役割を認識できた。 

 

３．４ 業務フローの見直し作業 

（１） ユーザー視点での見直し 

業務フローには、大きくユーザー視点とシステム視点の二つの要素がある。システムベ

ンダーから納品された業務フローは、KIPS ポイントシステムを利用したシーンがメイン

であり、システム視点での要素が大きい。そのため、KIPS ポイント業務には関連あるが

KIPS ポイントシステムを利用しない部門、申請書、承認の有無など詳細な業務は記述さ

れていない。 

したがって、業務フロー見直し作業は、サービス開始後の KIPSポイント業務をイメージ

するため、ユーザー部門の業務担当者に割り当てた。しかし、システム部門である当社か

ら見れば、業務イメージを理解しやすいと思われていた「①フロー図（図 3）」が、ユー

ザー部門から見えれば、意外にも記述が難しくとっつきにくいものであることが分かった。 

そのため、「②業務説明（図 3）」については、業務担当者による見直し作業、当検討

会でのレビュー、フロー図担当者によって仕上げる分業制にした。また、内容に誤解が生

じないようできる限り専門用語は使わず、誰もが理解できる言葉で記述することとした。 

 

（２） 情報実態の明確化 

業務フローに登場する帳票や申請書、データなどは、「情報実態」として位置づけた。

「情報実態」とは、当検討会で独自に定めた造語である。情報実態の連携方法（セキュリ

ティ便、メール、媒体、郵送、社内便など）は、できる限りフロー図の中に記述するよう

にしている。しかし、スペース的に記述できない場合もあるため、図 4 に示す「情報実態

一覧表」で整理した。 

No. 業務フロー名 処理 処理者 名称 情報 区分 区分２

1 ○○業務 (1)×× 事務局 △△申請書 紙 申請書

2 ○○業務 (2)×× カウンタ △△届け 利用届/連絡表 紙 届出書
 

個人情報
有無

作成
要否

作成者 手段 配信元 配信先１ 配信先２ 配信先３ 課題等

× ○ 近鉄 メール 事務局 カウンタ 保管方法

○ × － セキュリティ便 カウンタ 事務局 カウンタ 保管方法
 

図 4 情報実態一覧サンプル 
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（３） 業務フローのブラッシュアップ 

業務フローは、内容を正確に記述し、かつ目にするすべての人に理解してもらう必要が

ある。しかし、作成者の立場によって視点が異なる。例えば、営業の最前線の部門が使う

業務フローと、後方の事務部門が使う業務フローは、同じ業務であっても記述内容は異な

る。また、見直し作業では気づかなかった認識のずれや漏れもあるだろう。 

それらを排除するためには、レビューが有効である。当検討会では、業務フローの見直

し作業者がメンバーへ説明し、コメントを求める「ウォークスルー」レビュー方法を実施

した。レビュー会では次の点に工夫し、多くの異なる視点でレビューと修正を繰り返すこ

とで、業務フローのブラッシュアップを図った。 

① 随時メンバーを招集 

当検討会メンバーは必須メンバーであるが、業務フローの「①フロー図（図 3）」

に登場する部門や、データを連携する外部のカード会社などは、レビュー対象とな

る業務フローに応じて随時招集した。 

② 週に 1度はレビュー会を開催 

2011 年 11 月のサービス開始を目指して、レビュー会は、1～2 回／週のペースで

行った。そのため、業務フローの「②業務説明（図 3）」の課題が早期に解決できた。 

③ 変更内容の共有 

レビュー会での指摘内容をその場で同意を得ながら修正すると同時に、メンバー

全員が即座に確認できるよう、パソコンを用いて業務フローの修正内容をプロジェ

クタに映す環境で行った。この環境でのレビューは、ユーザー部門にも好評であっ

た。 

 

 ３．５ 業務フロー見直しによる成果 

業務フローの見直し作業について、「全体像の把握ができた」「業務の可視化によって

理解が深まった」「情報実態の整理によってマニュアル・申請などが整備ができた」など

肯定的な意見があった。反面、「見直しやマニュアル作成が目的となった」「最終成果物

のレビュー・管理方法が不明確」「課題の一覧性がない」「複雑な業務をフロー図化しに

くい」などの課題も浮き彫りとなった。 

第一フェーズで判明した業務フロー見直し作業の課題を表 2 に示す。これらの課題につ

いては、第二フェーズで継続して改善に努めている。 

第一フェーズにおいて課題が残ったものの、業務フローの見直し作業によって、KIPS ポ

イント業務を反映させた受入テストの土台となる業務フローを、ユーザー部門と共に完成

させることができた。それは、業務フローの役割を整理したこともあったが、システム部

門経験のあるユーザー責任者の「テストはユーザー部門もすべき」という言葉にも助けら

れた。また、当プロジェクトは、ユーザー部門や当社を含めたメンバーが同じプロジェク

トルームで活動しているため、すぐに会話できる環境にある。ユーザー部門から当社に問

合せがあった場合は、業務フローを取り出して、説明や回答をするようにしていた。その

都度、業務フローをベースに会話することで、業務フローが KIPSポイントシステムに意味

のある成果物であることを示した。その結果、ユーザー部門が業務フローを有用であると

認識し、要件定義の成果物に留まらず、KIPS ポイント業務の拠り所として一定の品質に整

備されたことは、大きな成果であったと考える。 
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項目 判明した課題 今後の取り組み

目的 マニュアル作成・業務フロー見直し作業が目的となった。
受入テスト及び運用フェーズで活用できる業務フローの完
成が、見直し作業の目的であることを共有する。

情報共有
最新の成果物のレビュー方法、管理手法が確立されて
いない。（フォルダ・ペーパーの場所がばらばら）

業務フローごとに、起案からレビュー、修正、再レビュー、承
認までの日を設定し、共有する。
成果物の整理及びドキュメント管理ルール（ファイル名に日
付付与・管理一覧表の作成・公開先など）を策定する。

課題を各業務フローごとに書いたため一覧性がない。 課題一覧を作成する。

見直作業
システム視点の業務フローをベースに議論しているため
KIPSポイント業務とは乖離している。
サービス開始後に起こりうる場面を想定が難しかった。

必要に応じ、関係部門担当者をメンバーに投入する。

複雑な業務は、フロー図や業務内容が細かくなりすぎる
ので記述しづらい。（処理間の線が煩雑化）

業務の分割、記述方法（複雑なフローの階層化・定例的
な処理のアイコン化）など工夫する。

 

表 2 第一フェーズで判明した業務フロー見直し作業の課題 

 

 

４．業務フローを活用した受入テスト 

４．１ 受入テストとは 

一般的に受入テストとは、ユーザー部門自身がシステムのサービス開始を最終判定する

重要なテストである。「業務に必要な機能を満たしているのか」「システムを使って実際

の業務ができるのか」を確認するテストである。この受入テストが完了できないとサービ

スを開始することはできない。しかし、限られた期間の中でありとあらゆるテストを実施

することは困難である。また、テストの実施には経験とスキルが必要である。 

当検討会では、受入テストの目的を「業務フローに基づいた KIPS ポイントシステムの

KIPS ポイント業務検証」に定め、テスト経験やスキルに依存せずともユーザー部門で受入

テストが行えることを目指した。また、実施完了日を 2011 年 10 月末として受入テストに

取り組んだ。 

 

 ４．２ 受入テストの準備 

（１） テストシナリオの作成 

 業務フローに基づいた受入テストを行うため、業務フローからテストシナリオを作成し

た。第一フェーズにおいては、効率と精度を考慮して、当社の選任者が行った。サンプル

を図 5 に示す。業務フローのすべての業務（確認項目欄）を、ユーザー部門担当の目（想

定部署欄）で、処理（テストシナリオ欄）できるかを記述した。更に、操作する画面や帳

票の名称などを明確に記述し、テストシナリオに沿って確認することで、誰もが業務フロ

ーに基づいたテストができるよう考慮した。 
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No.001 履歴 改定者 更新日 作成者 作成日

担当者登録 第1版

ｼﾅﾘｵNo.確認項目 想定部署 テストシナリオ 業務フロー 確認日 確認者 確認

01 登録申請 「申請書」作成＆提出→受領 X.担当管理

1-1 ｶｳﾝﾀ 「申請書」を作成し、上司の承認を得る。

1-2 ｶｳﾝﾀ 事務局に「申請書」を送付する。

1-3 事務局 「申請書」を受領し、承認する。

1-4 事務局 ｼｽﾃﾑ管理に「申請書」を手渡す。

1-5 情ｼ部門 「申請書」を受付ける。

02 担当者登録 担当者登録→担当者登録確認→「申請書」返却→動作確認 X.担当管理

2-1 情ｼ部門 「申請書」に基づき、画面「担当者登録」で担当者情報を登録する。

2-2 情ｼ部門 画面「担当者登録」で担当者情報が表示されていることを確認する。

2-3 情ｼ部門 画面「ﾒﾝﾃﾅﾝｽ履歴照会」で修正内容を確認する。

2-4 情ｼ部門 事務局に「申請書」を手渡す。

2-5 事務局 ｶｳﾝﾀに「申請書」をｾｷｭﾘﾃｨ便で送付する。

2-6 ｶｳﾝﾀ 申請者がﾛｸﾞｲﾝ/ﾛｸﾞｱｳﾄできることを確認する。

2-7 ｶｳﾝﾀ 設定したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞでﾛｸﾞｲﾝできることを確認する。

2-8 ｶｳﾝﾀ 権限に応じた操作ができることを確認する。

パターンＢ

パターンＣ

パターンＣ

パターンＢ

パターンA

業務 担当の目 処理

 
図 5 テストシナリオのサンプル 

 

（２） テストシナリオの分類 

前ステップのシステムテストが 2011 年 10 月初旬までを要したため、ユーザー部門によ

る受入テストは 1 ケ月弱での実施を余儀なくされた。そのため、効率的に実施する必要が

あった。 

受入テストの中には、システムテスト完了前に実施できるテスト、システムテスト完了

後つまり受入テスト期間中でないと実施できないテストがある。そこで、テストシナリオ

を①システムテストで実施済みのテスト、②KIPS ポイントシステムを使用せずに実施でき

るテスト、③KIPS ポイントシステムを使用するテストの 3 パターンに分類し、システムテ

スト完了前に実施できるテストを早期に実施することとした。 

各パターンの分類は次のとおりである。 

① パターン A：システムテストで実施済みのテスト 

システムによる自動処理などは、システムベンダーのシステムテストで実施済み

である。パターン A に分類し、受入テスト前に、システムベンダーのテスト結果を

確認する。 

② パターン B：KIPS ポイントシステムを使用せずに実施できるテスト 

例えば、「申請書を承認する」などの確認は、KIPS ポイントシステムを使用しな

い。これらをパターン B とする。受入テスト前に、情報実態の内容及び連携の確認、

承認の要不要などが適切であることを確認する。 

③ パターン C：KIPS ポイントシステムを使用するテスト 

KIPS ポイントシステムを使用するものは、パターン C に分類する。パターン A と

同様にシステムテストでテストを実施しているが、ユーザー部門が KIPS ポイントシ

ステムを使って行う業務は、受入テスト期間中に、KIPS ポイントシステムを操作し

て確認する。 
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（３） テストケースの作成 

図 5の担当者登録業務テストシナリオをフロー図で表したものが、図 6である。 

「（1）申請受付」を行い、KIPS ポイントシステムを操作して「（2）担当者登録」を

実施し、「（3）登録確認」を行う。次に「（4）申請返却」し、申請の担当者が登録され

たことを「（5）動作確認」で確認する。テストシナリオは、業務フローの流れに沿った

時系列テストである。そのため網羅性には欠ける。例えば「（5）動作確認」は、ユーザ

ーの権限によって動作の違いがあるため、条件によって複数テストする必要がある。それ

らをテストシナリオに記述することは難しい。したがって、パターン C に分類したテスト

の中で、条件によるテストが必要な項目について、個別にテストケースを作成することと

した。 

テストケースの作成は、ユーザー部門と当社がペアとなって行い、テストケースの網羅

性を含めた内容の確認は、ユーザー部門と当社の確認者が行った。 

 

パターンＣ パターンＣパターンＢ パターンＢパターンＡ

(1)申請受付 (3)登録確認 (4)申請返却

条件テスト

時系列テスト

(2)担当者登録 (5)動作確認

時系列テスト時系列テスト時系列テスト

条件テスト

 

図 6 テストシナリオフロー図 

 

テストケースのサンプルを図 7 に示す。テストケースには、以下の情報を記述している。 

① シナリオの情報 

業務フローのどの処理を確認しているかを意識できるように、テストシナリオの

情報を記述している。 

② テスト実施環境 

受入テストの実施に必要な条件、テストで使用するシステムや端末、準備物を記

述している。 

③ テストケースパターン 

条件によるテストは、ダブりや漏れがないようにしなければならない。デシジョ

ンテーブルを活用して、テストケースのパターンを整理している。 

④ テストケース 

テストケースパターンを手順化したテスト内容及び予想結果を記述している。テ

ストデータは、詳細設計書に基づいたデータとし、同値分割と限界値分析の考え方

を取り入れた。また、正常動作の確認以外に、異常（エラー）動作の確認をするこ

ととし、いずれのテストか分かるようパターンに記述している。 

⑤ テスト結果 

 テスト実施時の記録として、確認日、確認者、合否を記入する。 
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No.001 業務名 パターン

C

ｼﾅﾘｵNo.確認項目 前提条件

2-6 □ 申請者がﾛｸﾞｲﾝ/ﾛｸﾞｱｳﾄできることを確認する。 ■ ﾕｰｻﾞｰが登録されていること。

2-7 □ 設定したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞでﾛｸﾞｲﾝできることを確認する。

2-8 □ 権限に応じた操作ができることを確認する。

利用ｼｽﾃﾑ 利用機器 準備物

■ ﾎﾟｲﾝﾄｼｽﾃﾑ ■ 業務端末 □ 申請書 ■ 業務フロー

□ Webｼｽﾃﾑ □ ○○端末 ■ ﾕｰｻﾞｰID □ 操作マニュアル

ﾃｽﾄｹｰｽﾊﾟﾀｰﾝ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ﾛｸﾞｲﾝ（権限1）A社 Y - -

ﾛｸﾞｲﾝ（権限1）B社 - Y -

ﾛｸﾞｲﾝ（権限5） - - Y

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ強制変更表示 X X X

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更表示 X X X

再ﾛｸﾞｲﾝ X X X

A社店舗ｺｰﾄﾞ照会 X - -

B社店舗ｺｰﾄﾞ照会 - X -

全店舗ｺｰﾄﾞ照会 - - X

ﾃｽﾄ結果

合格（○） 2

不合格（×） 1

未テスト（未） 0

合計件数 3

No. ﾃｽﾄ内容 ﾃｽﾄﾃﾞｰﾀ ﾊﾟﾀｰﾝ 予想結果 確認日 確認者 合否

1-1 「ﾛｸﾞｲﾝ」画面でﾛｸﾞｲﾝする。 ﾕｰｻﾞｰ：01 異常 ｴﾗｰが表示される。

「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更」画面で8文字未満を A社権限1 新ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞは8桁以上で

設定する。 入力してください。

1-2 「ﾛｸﾞｲﾝ」画面でﾛｸﾞｲﾝする。 ﾕｰｻﾞｰ：01 正常 ﾛｸﾞｲﾝできる。

「ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ変更」画面で8文字を設定する。 A社権限1 設定したﾊﾟｽﾜｰﾄﾞで再ﾛｸﾞｲﾝ

ﾛｸﾞｱｳﾄし、再ﾛｸﾞｲﾝする。 できる。

1-3 「印刷指示」画面を表示する。 ﾕｰｻﾞｰ： 正常 A社の店舗照会ができる。

店舗ｺｰﾄﾞ照会を押下する。 A社権限1 Ｂ社の店舗参照ができない。 ×

100.0%

作成日

○

○

66.7%

33.3%

0.0%

第1版

履歴 改訂者 最新更新日 作成者
①シナリオ情報

③テストケースパターン

⑤テスト結果

④テストケース

②テスト実施環境

 
図 7 テストケースサンプル 

 

 ４．３ 受入テストの実施 

受入テストの実施について、（１）～（４）のルールを定めた。また、ユーザー部門と

当社でテスト範囲を区分せず、すべてのテストシナリオを協働で実施することとした。 

（１） 受入テストの体制 

受入テストは、当プロジェクトの責任者、プロジェクトマネージャー、確認者、テスト

実施者、及びシステムベンダーも含めた体制で実施する。受入テストの体制を表 3 に示す。 

プロジェクトマネージャーは、テストの進捗や課題の管理を行う。テスト実施者は、ユ

ーザー部門と当社がペアとなり、第一フェーズではテストケース作成からテスト実施まで

を行った。第二フェーズではテストシナリオ作成からテスト実施までを行う。第一フェー

ズでは延べ 16名で行った。プロジェクトマネージャー以外にテスト内容の確認と承認を行

う確認者として延べ 4名をユーザー部門に配した。 
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作業内容

責任者 ユーザー部門1名
テスト承認(範囲、コスト、要員、進捗、品質、など)
テスト状況・課題の把握、対策の検討及び指示

プロジェクト
マネージャー

ユーザー部門、当社
各1名

テスト内容の確認、　承認、　責任者への報告
テストの作業進捗管理、　課題管理
対策の検討、　システムベンダーへの連絡及び指示、　夕会の出席

確認者
シナリオごとに
ユーザー部門2名

テスト内容の確認、承認
業務フロー、申請書、マニュアルとの整合性確認

テスト実施者
シナリオごとに
ユーザー部門、当社　各1名

テストシナリオ作成、　テストケース作成、　テストの実施
テスト進捗状況のプロジェクトマネージャーへの報告、　夕会の出席

テスト支援者 システムベンダー
テストの作業進捗把握
テストの不具合・課題の対応・検討、　テスト環境整備

役割

 

表 3 受入テスト体制 

 

（２） 夕会の開催 

毎日夕方に「夕会」を開催し、進捗、不具合及び課題の共有を行う。プロジェクトマネ

ージャー及びテスト実施者のほか、必要に応じてシステムベンダーも参加し、不具合及び

課題の対策について検討した。夕会は、受入テスト工程に影響が出ないよう 1 時間程度と

したが、当社とペアを組むことが逆効果となって、いずれかが参加すれば良いとの判断に

繋がり、ユーザー部門の出席率が低くなってしまった。結果、特に運用での対応が必要な

課題について、個別に当社からユーザー部門に説明することとなり、大変非効率であった。 

 

（３） 進捗・不具合管理 

受入テストの進捗を「テスト実施予定表」と「テスト進捗表」で管理し、夕会で全員が

進捗を共有する。「テスト実施予定表」は、予めプロジェクトマネージャーが、テストケ

ース作成及びテスト実施の難易度による予定作業時間を定め、スケジューリングしたもの

である。「テスト進捗表」は、「テスト実施予定表」に基づいた実施日に対して、テスト

ケース総数と完了数から進捗率を明示している。テスト実施者は、随時「テスト進捗表」

を更新することとした。 

受入テスト中に発見された不具合及び課題は、「テスト不具合・課題表」で管理する。

また、不具合及び課題の発見者は、必ずエラーメッセージの記録及び画面のハードコピー

を取るとともに、「テスト不具合・課題表」に記録した。 

 

（４） 完了基準の設定及び完了宣言の実施 

受入テストの完了について、以下の基準を定め、当プロジェクトに対し完了を宣言する

こととした。 

・ すべてのテストが完了していること。 

・ 万が一、すべてのテストが消化できない場合は、正当な理由を責任者に説明し、承

認を得ること。また、次工程に持ち越す課題が明確になっていること。 

・ 発見された不具合及び障害の修正が終了し、再テストまで完了していること。ある

いは、課題として本番運用に持ち越すことを責任者が承認していること。 

・ テスト結果のレビューが行なわれており、テストの妥当性を確認されていること。

また、責任者において完了承認が得られていること。 
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・ 操作マニュアル、業務マニュアルがテストによって検証され、不適切な箇所は修正

されていること。 

 

 ４．４ 業務フローを活用した受入テストの効果 

「業務フローを活用した受入テスト」の取り組みは、KIPS ポイントシステム構築の第

一フェーズに実施した。現在は、第二フェーズの作業に取り組んでいるが、第一フェーズ

と比較して、ユーザー部門担当者の関与が大きくなった。要件定義工程や当検討会への参

加意識を高める効果があったものと考えている。 

以下に、具体的な効果を述べる。 

（１） 成果物の品質向上 

当検討会では最初に業務フローの見直し作業に取り組んだ。この作業によって、システ

ム視点の業務フローにユーザー視点の要素が加わり、KIPS ポイント業務に見合った業務

フローが完成し、一定の品質に整備されたと考える。 

 

（２） ユーザー部門による受入テストの実施 

当初は、「テストケースに何を記述してよいか分からない」「テストデータは何を準備

すればよいか分からない」「テストは“システム屋さん”がするもの」など、ユーザー部

門が実施する受入テストに対して消極的であった。また、短期間に受入テストを実施する

ための要員補充によって、要件定義工程や業務フロー見直し作業に参加していない者がテ

ストを実施することになった。そのため、ユーザー部門が受入テストに参加すること自体

が困難になると思われた。 

しかし、ユーザー部門が品質確認・検証、つまりシステムのサービス開始を最終判定す

る受入テストを行えるように、受入テストにユーザー部門担当者が参加する体制と、受入

テストに必要なテストシナリオやテストケースのフォーマット作成などの支援を、システ

ム部門である当社がリーダーシップを発揮して行ってきた。 

その結果、最終的には全てのテストを当社とユーザー部門が協働して実施することがで

きた。以下に具体的な要因を三つ述べる。 

① 業務フローの見直し作業や受入テスト準備作業にもユーザー部門が参加する体制を

作る 

今もなおユーザー部門の受入テスト参加への抵抗はあるが、当プロジェクトの責

任者やユーザー部門のプロジェクトマネージャーの協力を得ながら、ユーザー部門

担当者を参加させることによって、徐々に受入テストに向けたユーザー部門の体制

が整備された。ユーザー部門が行った作業は、KIPS ポイント業務への理解が深まる

とともに、受入テストにおいて何を検証すべきかの認識が事前に備わると考える。

また、ユーザー部門と当社がペアでテスト実施者になることで、ユーザー部門の受

入テストへの取り組みを支援することができた。 

② 業務フローに沿ったテストシナリオを作成する 

テストシナリオは、操作する画面や帳票の名称など詳細に記述し、テスト実施者

の経験やスキルに依存しないよう考慮した。そのため、要件定義工程や当検討会作

業に参加していない者でも、テストシナリオを使って業務フローに基づいた受入テ

ストの実施を支援することができたと考える。 



 

- 16 - 

③ テストシナリオ及びテストケースのテスト仕様書を共通のフォーマットにする 

必要な項目を埋めることで、一定の品質を保ったテスト仕様書が作成できるよう

になり、他人が作成したテスト仕様書も見やすくなる。それを、参考にしながら自

身が担当するテスト仕様書の作成が行えたと考える。 

サービス開始後に、ユーザー部門担当者から「受入テストに参加したことで、システム

の知識が深まり、各種問合わせに速やかに対応できている」と聞いた。ユーザー部門によ

る受入テストは、受入テスト本来の目的を達成するだけでなく、サービス開始後の業務に

も有効であると実感できた。更に、今後 KIPSポイントシステムへのメンテナンスが発生し

ても、同テスト仕様書を再利用することで、保守コストも削減できると考える。 

 

（３） 受入テスト完了期日目標の達成 

受入テストの実施期間は 1 ケ月弱と短い。そのうえ、ユーザー部門のテスト実施者は、

日常の業務を遂行しながら受入テストを実施するため、リソース不足が懸念された。その

ような状況の中、受入テストを期日までに完了することができた要因は三つあると考える。 

① テストシナリオをパターン分類化した 

パターン分類化によって、システムテスト完了前に実施できるテスト（パターン

A・B）が早期に消化でき、受入テスト期間中は、KIPS ポイントシステムを使用する

テスト（パターン C）に集中できた。しかし、反省点もある。KIPS ポイントシステ

ムのサービス開始後、57 件の不具合が発生した。不具合を分析すると、22 件が設計

ミスや漏れによるものであった。これは、システムテストで実施済みのテスト（パ

ターン A）について、テスト結果の確認だけに終わらせたことが原因であると考える。

テスト仕様書まで確認することで、システムベンダーとの仕様の誤解による不具合

などは未然に防げたと反省する。 

② 業務フローの見直し作業や受入テスト準備作業にユーザー部門が参加した 

KIPS ポイントシステム業務の知識を深めることによって、受入テスト実施内容の

認識が事前に備わり、スムーズに受入テストに取り組めたと考える。 

③ 夕会を開催した 

全員がテストの進捗を「テスト進捗表」で共有し、遅れているテストへの支援が

迅速かつ適切に行えた。また、「テスト進捗表」では進捗率が一目で分かるため、

テスト実施者の意欲を高める効果もあったと考える。 

 

５．今後に向けて 

当プロジェクトは 2013年 1月まで続く。第一フェーズで取り組んだ「業務フローを活用

した受入テスト」を継続してゆくとともに、そこで判明した業務フロー見直し作業の課題

は、今後も改善に努めたい。また、目的や役割の共有、成果物の品質維持にも努め、近鉄

のシステム部門としてユーザー部門の目的達成に向けた支援を継続的に行いたい。 

（１） 目的・役割の設定と共有 

一般的にプロジェクト成功条件の一つとして「目的を共有している」ことが挙げられる。

しかし、KIPS ポイントシステム構築のように長いスパンのプロジェクトでは、メンバー

の変更や時間の経過に伴って、目的が薄れがちになる。当検討会では、業務フローの見直
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し時に「業務フローの役割」を整理した。メンバーが腑に落ちないことは放置せず、時間

を裂いて整理したことは、メンバーが同じベクトルを向いて作業を完遂するために有効で

あったと考える。今後も、プロジェクトの目的達成に向けて、プロジェクト内の各会議体

や各タスクにおいても、目的や役割を設定し共有を図りたい。 

 

（２） PDCAによる品質維持 

「業務フローを活用した受入テスト」への取り組みによって、「業務フロー」の品質向

上が図れた。しかし、業務フローは不変の成果物ではない。制度改正や組織変更、機能追

加などによって陳腐化する。業務フローの品質を継続し、整備された業務フローを活用し

ていくことは、業務品質や業務効率を一定水準に保つことに繋がる。ひいては、業務改善、

顧客満足度向上などを実現することも期待できるため、以下の PDCA のサイクルを回し、

業務フローの品質を維持することをユーザー部門に提案する。現在のところ、P・D につ

いては、日常の KIPS ポイント業務で実施できているが、C・Aの実施には至っていない。 

今後、PDCA のサイクルを回すためには、第二フェーズ終了後も業務フロー検討会を継

続し、業務フローチェック週間などを設け、ピックアップした業務フローの棚卸しや業務

改善に向けた意見交換などを実施したいと考える。 

P ：ターゲットとする業務フローの決定 

D ：業務フローを用いた業務の実施 

C ：KIPSポイント業務と不整合な部分を洗い出し 

A ：業務フローの修正及び PDCAサイクルの見直し 

 

（３） 近鉄のシステム部門として 

本来、ユーザー部門は、自身の要求するシステム構築のために、図 1 に示した「V 字開

発プロセス」の「ユーザー企業主体」の作業を自らが行うべきである。そうすることによ

って、無駄のないシステム構築が可能になり、開発コストの削減に繋がる。また、システ

ム及びその背景にある業務そのものの知識が深まることで、ユーザー部門にノウハウが知

的資産として蓄積でき、サービス開始後の業務を円滑に行える効果もある。したがって、

当社はシステム開発を外注するしないに関わらず、ユーザー部門に対し「ユーザー企業主

体」作業への積極的な関与を促し、支援する必要がある。 

しかしながら、当社は、近鉄に向けては「システム屋さん」、外部からは「ユーザー部

門」という立場にある。ゆえに、近鉄のユーザー部門からの依存度が高くなる傾向にある。

これは当プロジェクトに限ったことではない。そんな状況を改善するためにも、体制や役

割を明確にすると共に、各タスクについても、Why（何のために）Who（誰が）When（いつ

までに）Where（どこで）What（何を）How（どんな方法で行うか）を明確にする必要があ

る。更に、システム部門である当社は、Whom（当社と、あるいは誰を対象に）How（より効

率的な方法で）How many（期日までに）How much（予算内での実現）を支援すべきと考え

る。 

時として曖昧になりがりな「システム屋さん」「ユーザー部門」の立場を、システム部

門としての「システム視点」と、近鉄グループ会社としての「ユーザー視点」を持ち合わ

せた強みと捉え、ユーザー部門の目的達成に向けた支援と、システム投資の最適化に貢献

することが近鉄のシステム部門としての当社の役割であると考えている。 
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６．おわりに 

当社には「システム開発工程標準」がある。そこでは、受入テストの計画、準備、実施

及びシステムへの最終承認は、ユーザー部門が実施することとなっている。このような開

発標準や取り決めのある会社も多いと思われるが、ユーザー部門が実施する受入テスト内

容をどこまで把握されているだろうか。 

本稿では、「業務フローを活用した受入テスト」の作業内容と、その有効性を述べた。

「業務フローを活用した受入テスト」は、ユーザー部門が行う受入テストの一つの姿を定

義できたと考える。もちろん、今回の方法が必ずしもベストではなく、第二フェーズ、そ

して他のシステム構築時には、状況に応じて最適な方法を見出し、実現していきたい。 

また、今回、ユーザー部門を巻き込むにあたっていろいろな困難に直面したが、すべて

は「コミュニケーション」の上に実現できるということを、改めて経験できた。今後、受

入テストに限らず各工程の作業が本来の目的を達成できるように、コミュニケーションス

キルの研鑽にも努めたい。 

ユーザー部門が受入テストつまり検収を終えたシステムのサービス開始は、一つの目的

ではあるがゴールではない。新たなスタート地点である。こういったシステムでは長い運

用フェーズをユーザー部門とともに走ることになる。われわれシステム部門は、ユーザー

部門をシステムのスタート地点に導くとともに、その先の長い運用フェーズを常に意識し、

様々な変化や進化に対応できる柔軟性・拡張性をもったシステムを提供し、相互に連携し

ながら取り組んでいかなければならない。 

更に、ユーザー部門、システム部門、システムベンダーといったシステムに関わるすべ

てのステークホルダーが、良好なコミュニケーションの基、それぞれが為すべきを為し、

互いに協働し、ミッションを果たすことによって、プロジェクトは成功に導かれる。 

 

脚注 

*1) KIPSカードとは、1984年12月に、近鉄がクレジットカード会社と提携して発行を開始

したクレジットカードの名称であったが、2011年11月に「近鉄グループ共通ポイント

（KIPSポイント）サービス」の開始に伴い、同サービスを受けるための会員カードの総称

となった。これにより従来からのKIPSカードはクレジット機能搭載のKIPSカードとして

「KIPSクレジットカード」という名称になった。2012年5月現在の会員数は53万人である。

なお、「KIPS」という名称は、Kintetsu International Passport Systemの頭文字をと

った造語で「世界に通用する近鉄グループのカード」を意味している。 

 

*2) KIPS PiTaPaカードとは、2006年3月から、株式会社スルッとKANSAIが提供する交通IC

サービス「PiTaPa」機能を搭載したICカードでKIPSクレジットカードに紐付ける形で発行

される。 

 

*3) 特急netポイントとは、携帯電話・スマートフォン・パソコンからクレジットカード、

積立金で特急券（特別車両券等を含む）を購入した金額に応じて付与されるポイントで、

貯まったポイントは特急券に交換できる。 
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*4) ICOCAとは、西日本旅客鉄道が発行する公共交通機関乗車カード・電子マネーとして

利用できるICカードの名称である。 

 

*5) MECE（Mutually Exclusive and Collectively Exhaustiveの略）とは、モレやダブリ

がないという意味である。 

 


