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■ 論文要旨 ■ 
  

要求仕様を顧客から上手に引き出すためにいろいろな工夫が試みられてきた。その基

本的な態度はあくまで要求仕様は顧客から聞き出すものと考えられている。はたしてそ

れだけでよいのか。要求仕様が顧客の頭の中にすでに存在するのであれば、聞き出せば

よい。しかし多くの場合、顧客もあいまいな要望、こうなればいいなという想いであ

り、問われたからといってすぐにすらすら述べられるものではない。我々が顧客の要求

を聞いてすぐさまプログラミングを始められるわけではないように、すなわちどのよう

にシステムを構築するかまずその設計を行うように、要望を形にするためには要求を設

計することが必要である。要求を設計するというのは、実際には業務の設計である。業

務をどのようにしたいかを設計すればその中にコンピュータシステムの要求が含まれて

いる。 

コンピュータシステムだけがシステムではない。業務もシステムである。業務固有

の技術や言葉は業務の専門家である顧客でなければわからないことが多くあるが、同じ

くシステムを設計するという立場に立てば、我々IT 側からもっと積極的に顧客（業務

側）にアプローチする方法があると考える。 
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1. 「要件定義」の問題点 

SI プロジェクトの工程は要件定義、基本設計、詳細設計、プログラミング・単体テス

ト、結合テスト、システムテスト、移行、運用のように表される。ソフトウェア開発プロ

セスがウォーターフォールかまたイテレーションスタイルかにかかわらず、一つのサイク

ルの中では概ねこのような工程が行われる。ウォーターフォールでは一つのプロジェクト

で一つのサイクルを回し、イテレーションでは複数のサイクルを回す。 

アジャイルでは要件定義はそもそも不確定なものとして、厳密さを求めるよりも実際に

ユーザーが目で見て触れるものを部分的であれ早期に実現し、それによってユーザーを刺

激し要件の引き出しと確定を促す。ウォーターフォールは明確な要件定義を確立すべく、

相当の期間と工数を見込み目標に向けて努力する。アプローチは異なれども要件定義は SI

プロジェクトにとって、プロジェクトの定義に直接かかわる大変重要なものであることの

認識は同じである。システムライフサイクルによってそこに至るまでのアプローチが異な

るだけである。要求がなければビジネスそのものが成り立たない。 

要件定義は必要不可欠である。しかし要件定義工程に対する考え方が間違っているので

はないか。その取り組み方を踏み外してはいない。いやはっきりと間違いであると考え

る。何が間違いか。要件定義工程にたいしてコンピュータシステムを構築する側（以下

SIer と呼ぶ）の考え方が間違いである。SIer の要件定義に対する態度とは、顧客に対して

「欲しいものを言ってください。そうすればいわれた通りにつくりますから。」というも

のである。顧客が欲しいものというものがいったいどこから来るのかを全く見当に入れて

いない。業務については顧客はすべてを知っているのだから、業務のためのコンピュータ

システムがどうあるべきかはすべて知っていると、思い込む。そうして問えば自動的に出

てくるものと考えている。顧客が抱えている問題がそんなにも簡単なものであるといえる

人がいるだろうか。 

実際には SIer はその度重なる苦い経験から、顧客が要求仕様をさらさらといってくれ

ないことを百も承知である。また不完全な要求仕様がプロジェクトの失敗の多くのかつ大

きな失敗原因になっていることも知り抜いている。それでもなお要求仕様の全責任を顧客

に負わせて、でき上がったものを両手に乗せてくれるまで待っている。それはプロジェク

トという困難な仕事を互いに協力して達成しようとしてる両者（顧客と SIer）がとるべき

態度と言えるだろうか。 

コンピュータの歴史における初期段階では、要求仕様は確かに明確であった時代もあ

る。何キロの弾を初速何キロメートルで撃ち出せば着弾するのはどこか。その計算ロジッ

クは簡単ではないにしろ（砲弾の物性と温度や湿度による空気抵抗の差異、風の方向と速

度、大砲が据えられた地面の状況など、いろいろな環境変数を考えるとそうそう簡単とは

思えない）、ユーザーの要求仕様は明確である。ビジネス分野においても初期のコンピュ

ータ化は、現在から見ればごく狭い範囲の業務をコンピュータで置き換えることを目標と

して、その業務の専門家は１人かごく少人数で対象業務の全体を理解しておりかつコンピ

ュータ化に必要なだけ十分に深い知識を持っていて、コンピュータ化のための要求仕様を

明確につくることができた。それこそその専門家にとってはすでに頭の中にある知識を順

序よく取り出せばできた1。 

現在では様子はかなり異なる。どの企業においてもコンピュータ化はその企業業務の相

当の範囲に普及しておりかつその利用形態も奥が深くなっている。コンピュータ化された

業務範囲とその奥行きのすべてについて１人またはごく少人数で全体を把握し、かつコン

ピュータ化に必要にして十分に詳細なレベルの知識を持っていることを期待することはま

                                                        
1 過去において業務のプロである顧客がコンピュータ技術についての詳細な情報を持っていたといってい

るのではない。業務をコンピュータ化するのに必要なだけの詳細な業務知識を持っており、SIerの要求に

即答できたと言う意味である。すなわち、それだけ対象の範囲が狭かったからである。 
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ず現実的ではない。プロジェクトにおいて顧客側の体制が時には百人から構成されるよう

に、現在のプロジェクトの対象範囲は多くの担当者にまたがった広い範囲の業務である。

したがって誰か一人かもしくは少人数の人たちの「すでに頭の中にあるはずの要求」を聞

き出せばよいという想定は全く現実的でない。したがって今日特別に大きなシステム化プ

ロジェクトでなくとも、顧客側も適切なのプロジェクト体制を組み、SIer に任せきりなど

ということはない。それはプロジェクトの本質的な難しさに対処するための品質向上とリ

スク回避の取り組みでもあるが、プロジェクトの範囲をカバーするためには会社として取

り組むための一定の体制が必要であることを経験から学んでいるからである。 

顧客から要求事項を聞くことが無駄だといっているのではない。識者の話にはもちろん

のことプロジェクトの方向づけに関する重要な情報が含まれている。むしろすべてはそこ

から始まるということも多い。だが十分ではない。必要だが十分な情報が得られると考え

るのは現実的でない。ではどのような方法が考えられるか、それを考察してみたい。 

 

2. 要求定義工程が顧客と SIerを分断する 

要件定義は顧客から聞き出すものとして、その作業を行う工程を要件定義工程としてプ

ロジェクトの先頭においた。その起源がどこにあるのか定かではないが、コンピュータシ

ステムが今よりはるかにその対象範囲は狭く単純であった時代に、顧客も要求が躊躇なく

言えた時代にさかのぼるものだろう。その時代においては要求仕様は自明といってもよい

ほど明らかにすることができたし、そのことに疑いはなかった。だから単純に顧客に聞く

ことができたし、顧客も困ることはなかった。その習慣が現在までなんの見直しもないま

まに引き継がれてきた2。 

要求仕様が顧客から引き出すものと定義してしまえば、その工程の成果物責任はすべて

顧客にあるかのように見ることができる。SIer はただ顧客から出てくるのを待って拝聴す

るだけである。過去において確かにそれで問題がない時代もあった。現在では明らかに顧

客と SIer を取り巻く環境が変化しており、顧客と SIer の関係も変化すべきである。変化

すべき時は将来ではなく、今現在である。 

要求提示が顧客の責任において行われることに疑義はない。基本的には要求は顧客が出

すべきものである。だがそのこと自体がすでに困難な仕事であることをすでに双方が認識

を持っているにもかかわらず、そのすべての困難さと責任を顧客に押し付けている。その

困難さによって問題が現実となれば、双方とも困難に直面することになるにもかかわらず

である。 

その象徴が「要求定義工程」である。 

標準的なソフトウェア開発プロセスの定義には最初に要求定義工程が明記されている。

そこには要求仕様を顧客から聞き出せと記載されいてる3。そのためにインタビュー技術な

どが SIer あるいはアーキテクト等が持つべき必須の能力であるとしている。一方では、あ

る程度の規模のプロジェクトであれば、要求仕様をつくること自体が相当に困難な仕事で

あることは周知の事実である。それは顧客だけが苦労すれば適切な要求仕様ができる保証

がないことも想像できる。にかかわらず SIer 側からは、要求仕様は顧客から聞き出すも

の、という一線からは一歩も踏み出そうとしていない。要求定義工程が建前であり、いわ

ば隠れ蓑になっている。ソフトウェア開発プロジェクトの憲法にも批准すべき工程定義書

                                                        
2 システム開発メソッドが一般的になったのは 80年代後半からである。もちろん先進的な企業やコンサル

タント会社ではもっと早い時期からビジネスツールとして整備している。システム開発メソッドがいろい

ろな開発会社でつくられたときにも要求定義工程似ついてはさほどの注意が向けられていなかった。シス

テム開発メソッドの中心課題は要件定義はありきとして、その後のシステム設計や構築などであった。そ

れは現在まで引き継がれている。 
3 その基本的態度は BABOKにおいても基本的に変わりがない。 
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に要求定義工程としてその定義が記載されいているのだから、それで正しいと考えるのも

むべなるかなである。しかし、過去においてそれが通用した時代もあったというだけで、

現在においてはいろいろな状況がそれが間違いであることを示唆している。実際に要件定

義の失敗が深刻な問題を引き起こしているのだから。 

要求定義工程は顧客と SIer のインターフェースである。区分点であり、かつ共有部分

でもある。インターフェースであれば双方が十分に理解の上に成り立つべきである。にも

かかわらず現在では共有部分としての役割より、区分点としての役割のみが際立ってい

る。すなわち要求定義工程が顧客と SIer を分断している。SIer はむしろそれを利用してい

る。 

 

 

3. 要求仕様とは何か、どこから生まれるか 

コンピュータシステムに対する要求仕様とは何か。どこから要求仕様は生まれてくる

か。この点を改めて考えてみたい。 

コンピュータシステムの要求仕様は何もないところから生まれるものではない。誰かの

思いつきから生まれるものではない。きっかけは思いつきかもしれないが、それが要求仕

様と呼ばれるにふさわしいものになるには十分な調査や検討を経て業務計画の一部として

明文化されなければならない。 

コンピュータシステムの要求仕様は業務上の必要から生まれる4。コンピュータシステ

ムの目的はその上位目的（すなわち業務システムの目的）から見れば一つの具体的な手段

である。業務は一つまたはいくつかのコンピュータシステムと人による作業をうまくつな

げて一定の成果をあげるものである。 

一方コンピュータシステムの視点から見るとその目的はそれありきであり、すでに存在

してなければならない。またはすでに存在しているものとして認識されている。コンピュ

ータシステムの目的の意味そのものは、コンピュータシステムの視点からは十分に理解す

ることは困難である。人間の存在意義は何か、というような哲学的考察に似ている。それ

を理解するためには上位の視点を持たなければならない。すなわちコンピュータシステム

においては業務視点である。 

業務視点から見れば、コンピュータシステムは業務目的を達成するための一つのツール

であり、仕組みであり、環境である。業務視点にたってみれば、コンピュータシステムが

適用するさまざまな機能が業務のその他の要素とどのようにつながっているか、またどの

ように相互作用をするのかを十分に理解することができる。方やコンピュータシステムの

中に閉じてしまうとその目的は「与えられたもの」であり、理解するものではなく受け入

れざるを得ないものであり、不都合があっても変更できないものである一方、顧客に「ま

た変更された」という不満のもとにもなる。 

業務上の必要はさらにその上位の、例えば事業計画の必要から生まれる。事業目的はさ

らに上位の企業目的の一部になる。事業目的を達成するために事業計画やそれを具体的に

ブレークダウンした業務計画が作られる。計画に沿って現状の調査や新しい仕組みの設計

を行う。すなわちそこには目的(what)とそれを達成するための手段(how)がある。手段を具

体的に形作る行為が設計である。何をしたいのか、どうすればできるのか、この二つは常

にペアである。 

事業レベルでも業務レベルでも何をするべきか、どうすればできるかは周到に検討され

なければならない。手段を具体的に設計することは、別の言葉で言えばシステム設計であ

る。事業というシステムの設計であり、業務というシステムの設計である。 

                                                        
4 業務アプリケーションを想定している。ここでは既存のコンピュータシステムの不具合を改善する時の

ように、コンピュータシステムに範囲が限定されるようなケースは考慮していない。 
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4. 目的と手段の連鎖構造 

目的はそれ自体が構造を持っている。目的はただ一つだけが存在しているものではな

い。ある一つの目的はその目的を達成するための手段に展開される。複数の手段に分解さ

れることもあれば、いくつかの手段の案が考案されて、検討の結果その一つが選択される

こともある。その手段をいったん目的とおくと、さらに手段に展開される。したがって目

的と手段、その手段の手段というようにより具体的な方法へ展開される。 

事業部長の目的は事業利益の増大や事業拡大のための全国展開かもしれない。その手段

として業務の効率化や従業員の生産性の向上が必要なるかもしれない。そのためにコンピ

ュータシステムの導入を検討するかもしれない。ある立場の人（事業部長）にとっての目

的とその手段があり、その手段を目的として活動する人（部長）もいる。またそ事業部長

の目的が一つの手段である立場の人（社長）もいる。 

目的ー手段は縦に連鎖している。最もふさわしい目的はその立場によって異なる。あま

りに上位の目的を自らの目的としても抽象過ぎて日々の仕事の支えにはならないし、下位

の目的では指針を見失う。目的を理解するというのは、すべての立場の人が一様に同じ目

的を持つことではない。日々の仕事の支えとなるべき自分の目的をしっかり理解するとと

もにその目的が上位の目的とどのような関係にあるかを理解することである。 

目的と手段の縦の連鎖はそれ自体がシステムである。目的と手段、その手段を目的とし

てさらに手段が展開される。それらを要素としたシステムである。したがって目的を理解

するとは、目的システムを理解することである。 

事業レベルでは事業目的があり、業務レベルでは業務目的があり、それと密接に関連し

てコンピュータレベルの目的がある。そして事業も業務もコンピュータもそれぞれがシス

テムであり、それらは入れ子の構成になっている。それに加えて、それぞれのシステムの

目的はその目的を要素として構成する目的システムである。目的システムを理解すること

はそれぞれのシステム（業務システムやコンピュータシステムなど）を単体のものとして

理解することに加え、全体の位置づけの中で理解することを助長する。それはシステムの

真の理解に一歩近づくことである。 

 

5. コンピュータシステムの設計の変化 

コンピュータシステムの設計はオブジェクト指向および UML 以降は大きく変わてい

る。コンピュータ史の初期では機能重視あるいはプロセス重視だった5。フローチャートに

代表されるように手順もしくはプロセスを追いかけるスタイルだった。それはコンピュー

タの演算処理方式をなぞったものである。CPU がメモリーから命令を一つ一つ取り出して

は演算する、その方式をそのままなぞって図式化するとフローチャートになる。 

UML にもプロセスはあるが、ほかにもシステムをモデル化するために重要な要素を取

り入れた。システムの構造を表すクラス図やオブジェクト図、タイミング、メッセージの

交換のシーケンス図、状態遷移を表現するステートマシン図などである。ここで UML が

従来の設計手法、フローチャートや DFD 図、HIPO などと比較して大きく進歩したのは、

システムを表現するには一面だけでは不足であることを示したことだ6。UML2.0 では図式

が 13 種類を数えるまでになっている7。ここで注目したいのはシステムを理解する方法と

して、多面的にとらえようとしていることである。 

                                                        
5 今もその傾向は多分に残っている。プロセス重視、フローチャートでの設計が役に立たないということ

ではない。これらの技術は基礎として存在し続ける。 
6 単なる変化ではなく、大きな進歩であると考える。それはコンピュータの世界から現実の世界へ視点を

移したかことによる。 
7 あまりに多すぎるとの批判を生んでいるが、それはまた別の議論としたい。 
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システムが複雑になればその特徴を単純な一つの方法で表現することは難しくなる。単

一の方法で表現しようとすれば他の重要な側面を意図的ではなくとも覆い隠すことにな

る。一度に多くの側面を表現仕様とすれば非常に煩雑になりやはり理解を助けるには不適

当である。そこでそれぞれの側面の特徴を表現しやすい方法を採用しそれらの組み合わせ

によりシステムを表現することが次善の策となる。 

製造業では図面のほかに、3D モデル、BOM、素材の試験結果や特性表など、さまざま

な手法がその製品の特徴に則して用いられる。コンピュータシステムも初期の比較的単純

なものであれば、CPU の動きをなぞったプロセス図のみでも理解できたが、現在のコンピ

ュータシステムはただプロセスを示すだけでは理解が困難なほどに広くかつ深くなった。

そこに現実世界を投影したモデルとしてのオブジェクト指向が考案され、その設計手法と

して UMLが考案されてきた。 

現実世界をモデル化するためには一面だけではなく（すなわちプロセスだけではなく）

多様な側面を同時に観察し、かつそれらの側面をつなぎ合わせて理解することを必要とす

る。UML は設計手法ではなく設計図法であると言われるが、システムを多面的に見る必要

があることを示したことは設計手法に対して大きな変革、考え方の転換をもたらすもので

ある。 

 

6. システム設計への拡張 

オブジェクト指向のシステム設計は UML をツールかつガイドとして、当該システムの

構造を示すクラス図やオブジェクト図、プロセスとしてアクティビティ図、メッセージ交

換の手順を示すシーケンス図、システムやサブシステムの状態遷移を示すステートマシン

図などにより設計図を作る。現実世界のもの、実際に目に見え手に触れることができる人

や機械だけでなく、概念的なもの、注文や勘定科目などをオブジェクトとしてとらえ、そ

れらの構造と振る舞いを模写することでシステムを設計する。 

オブジェクト指向の重要な点は、対象とするシステムを多面的に見て、それらの側面を

統合的に組み立てることによって現実世界をシミュレーションすることである。ただし現

実世界のすべてをシミュレーションするわけではなく、部分的つまり当面必要な部分のみ

である。しかしそれでも現実世界の表層的な手順だけでなくその構造を解明し取り込むこ

とであり、それは現実世界の意味的なレベルをも取り込むことをでもある。それによって

現実世界が変化してもすべてを一からやり直すのではなく、現実世界の変化分だけを取り

込んで修正することで現実世界の変化に対応できるようになる8。 

コンピュータシステムの設計が単純な CPU の動作をなぞることから、現実世界に基づ

く設計手法に変化したことは特筆に値する。それはコンピュータの構造に由来する非常に

狭い範囲の思考パターンから、現実世界の複雑なシステムを見つめ直しそれに近づこうす

る思考パターンへのパラダイムシフトである。現実世界のシステムがどうなっているか、

特にその表層的なつまり目に見える部分としてのプロセス面だけでなく、その構造がどの

ようなものかを観察し分析することで、そのシステムの本質に迫ろうとする。それをシミ

ュレーションするようにコンピュータシステムに取り込むことで、現実世界の変化を結果

としての変化ということだけでなく、どんな構造変化がもたらされた結果としてプロセス

への変化になっているかを明らかにする。すなわち現実世界とコンピュータシステムが一

定の関係を持ち同期することで、現実世界の変化を無理なくコンピュータシステムに取り

込むことができる。これまでのコンピュータシステムが業務の手順だけをトレースしたも

                                                        
8 実際にはまだその過程にある。まだ十分とは言えないにしても、その方向性ははっきり示されている。 
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ので、そのため業務の構造が少し変わるだけでもコンピュータシステムでは大きな変化と

なり、改修が大変だったこととは大きな違いである9。 

オブジェクト指向によってもたらされる変化は、コンピュータシステムの設計にかかわ

ることに限定されない。オブジェクト指向が見つめているのは現実の複雑なシステムであ

る。それは、「いわゆるシステム」というものは何かという問いかけでもある。まだそれ

はコンピュータシステムを通してという色眼鏡をかけたままかもしれないが、それでも大

きな進歩であることに変わりない。その考え方や取り組み方はコンピュータシステムの上

位のシステムにも波及するに違いないからである。 

 

7. 業務の設計 

オブジェクト指向のアプリケーションシステム開発では、対象業務の構造や個々の要素

の状態変化や要素間の連携を調べそれらの動作プロセスを理解する。その中から当該コン

ピュータシステムのために利用できる要素を選別し再構成する。それはシステムを多面的

にとらえ理解する方法を生み出した。現実の世界を理解するのに一面的な理解だけではは

なはだ不十分である。 

一方で業務改善の世界でも業務のとらえ方をそのプロセスだけからとらえようとする傾

向が見られた10。これは多分にコンピュータシステムの構築方法がプロセス面を強調して

きたことの影響があったのではないかと疑っている。もともと業務分析の手法はバラエテ

ィが豊富である。組織の面、機能の面、もちろんプロセスの面、予算と売上げや収益の構

造、権限と責任の構造、オフィスや工場のレイアウト、人の動線、顧客の行動心理と誘

導、販売網や生産拠点、物流拠点などの地理上の優位性など、その業務システムを理解す

るためのいろいろな手法がある。それらの手法を使いながら、目的に沿って業務システム

を分析し改善する。ビジネス環境が変化すれば、これまで効率的な業務システムであって

も将来においても効率的なよいシステムであるとは限らない。そのため業務システムも変

化する。どのように変化するか、あるいはさせるか。そのために分析し、より効果のある

姿に変える。つまり業務を新たに設計することである。 

業務の設計は広範囲にわたる。組織の問題、人と技術の問題、効率の観点だけでなく安

全や衛生の観点などを総合して検討し、簡略化すべきところと強化すべき分野を見極め

る。その具体的な対策の一つに機械化、すなわちコンピュータ化が含まれる。今日、業務

改善において業務の自動化、情報化と共有化、スピードと品質の同時達成などの事業目的

達成にコンピュータシステムは必要不可欠になっていることは言うまでもない11。 

事業の成長戦略、競合他社との競争、ビジネス環境の変化への対応、技術革新やマネジ

メント革新、その他いろいろな変化に対応するために、事業レベルでも業務レベルでも急

速な変化が求められる時代において、事業や業務をシステムとして捉えそのシステムを変

革する力量は今日の企業の生命線である。それはシステム設計力である。業務をシステム

として分析し、修正していくための能力である。 

                                                        
9 実際にオブジェクト指向でシステムを作ると現実世界の「もの」とコンピュータシステムのオブジェク

トは同一にはならない。一部は同じものであり、一部はある種の変換が必要になる。場合によってコンピ

ュータシステムの仕組み上現実世界には関係なく概念的なオブジェクトを作ることもある。また現実世界

を正確にシミュレーションすることが目的ではないので、業務とそのコンピュータシステムの目的に添っ

て取捨選択があって当然である。しかし、その根底にある考え方は現実世界を見つめ、その本質を思案す

ることから始まっている。すなわち、オブジェクト思考によって、コンピュータシステムの設計は本来の

システム設計に格段に近づいた。 
10 BPRなどが強調したように、ビジネスプロセスという言葉だけが広まった。ビジネス構造という概念が

あって当然でないかと考えるがあまり人口に膾炙しない。確かに構造よりもプロセスの方が分かりやす

い。静的なものより動的なものの方が人目を引くには違いない。 
11 コンピュータシステムは単純に業務のツールであるというのはもはやそぐわない。コンピュータシステ

ムが存在することでなしえる業務もどんどん増えている。人とコンピュータシステムは一体となって業務

システムを形成している。 
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同じシステム設計といっても、コンピュータシステムの設計よりも事業や業務の設計は

その要素が多岐に渡るために格段に難易度が高い。事業レベルのシステムの要素のうち、

その時々においてどの要素が重要なのか、過去の事例を見ても刻々と変化している。業務

レベルにおいても、その主体が人間であることを考慮するだけでもいろいろな要素が絡み

合う。その意味ではコンピュータシステムの設計手法そして誕生したオブジェクト指向が

そのまま適用できるかどうかは疑問がある。まだまだ発展途上であるといわざるを得な

い。それでもなお、ほとんど何もない世界に一石を投じたことの意味は大きい。オブジェ

クト指向の手法が従来の業務分析手法と融合することで新たなシステム思考（システムを

どのように捉えるかについての考え方）を生み出すことにつながることへの期待は大き

い。 

 

8. 業務システムとコンピュータシステムの設計連続性 

業務はシステムである。コンピュータシステムは業務システムの一要素である。その比

率は年々広く深くなり重要性が増す一方ではあるが、それでもコンピュータシステムは業

務システムの一部であることに変わりない。コンピュータシステムはそれ単体で存在しう

るものではない。業務の目的に沿い業務にうまく組み込まれてこそ、コンピュータシステ

ムの目的が達成できる。そして業務システムとコンピュータシステムはどちらもシステム

であり、その改善の鍵はその目的と手段、すなわちどのようになりたいかをどのようにシ

ステム設計するかにある。 

業務システムの設計対象はその業務とそれに直接かかわる事業目的の達成であり、その

一部の機能を担うコンピュータシステムの対象範囲とはいろいろな面で異なる。同じくシ

ステムと呼んだからといって、同じように考え取り扱えると思うのはもちろん危険であ

る。しかしそれでもなお、それらは全く次元が異なるものであるかのように一方的に無視

するのではなく、システムとしての類似性や相違性の観点から、システム分析方法や設計

方法を見直していくことの方がはるかに建設的であり、その結果の有効性は少なからず認

められる。 

どちらのシステムもシステムとしての特質を少なくとも持っているはずだから、業務シ

ステムを分析し設計する方法に、コンピュータシステムを分析し設計するその考え方や手

法が利用できるはずである。従来のプロセス重視の設計手法であればその隔たりは大変大

きい。それは対象をシステムとして見ているのではなく、逐次処理機械のプロセスを模し

たものであった。それに対してオブジェクト指向の設計方法は現実世界の観察を通して得

たものをその基礎としている。対象をシステムとして捉え、観察することが基礎になって

いるのである。 

一つ一つの手法がそのまま単純に適用できるとは言えないこともあるだろう。現実世界

の分析にはそれに適した方法が求められる。その場合でもその経験はコンピュータシステ

ムの設計方法の改善にフィードバックできる。現実世界の観察から得られたオブジェクト

指向や UML による設計手法をコンピュータシステムだけでなく業務システムという現実

世界の設計手法として戻してみることによってさらにシステム指向的考察が進み、システ

ム設計技術の習熟、高度化を促す。その結果、業務システムの設計とコンピュータシステ

ムの設計がよりシームレスに、連続したプロセスとして捉えられる。このことの意味は大

変に大きい。 

業務をシステムとして設計するという立場に立てば、業務の設計からコンピュータシス

テムの設計が一連の連続した設計行為の流れとして見て取れる。コンピュータシステムを

その流れから分離して、特別のものであるかのように取り扱わなければならない理由はま

ったくない。コンピュータシステムの設計は業務設計の一部である。基本設計と詳細設計

の関係に相当する。業務システム設計の成果物とコンピュータシステム設計の成果物は一

連の連続した流れの中に明確に位置づけされる。すなわちコンピュータシステムに必要な

「要件」の出自はおのずと明らかになる。コンピュータシステムとして求められる全体像

がより明確になる。 
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そして何よりもコンピュータシステムを見る立場を顧客と共有できることはさらに重要

である。顧客と同じ目的意識を持ち、コンピュータシステムに何を要求したいかをお互い

に理解することができる。そこでは顧客と SIer の関係として、「要件をいってください。

そうすればつくりますから」という一方的な関係ではなく、もっと有機的で有効な関係に

変換できる。顧客と SIer はともに目的を共有してともにより良い業務システムやコンピュ

ータシステムのあり方について積極的な意見交換ができる。 

業務システム設計とコンピュータシステム設計は連続している。その成果物は連続性の

ある関係を維持している。無理やり関連付けているのではなく、それが本質である。それ

だけではない。最も基礎になるのは、立場やその対象は違えども顧客と SIer がシステム設

計者として知識や経験を共有できることである。ここにそこ大きな連続性がある。 

 

9. オブジェクト指向設計手法から 

オブジェクト指向の設計図は主として UML によって記述される12。UML は表記方法に

ついての規定であり具体的な設計手法を示しているわけではないとの指摘もあるが、その

基底にある考え方はくみ取れる。最も重要なことは対象をその要素と要素間の関係をオブ

ジェクトとして観察することである。それはすなわち対象をシステムとして観察すること

ある。またシステムを一面的な見方ですべてを集約するのではなく、いくつかの側面を同

時に分析しそれらの要素の関係を通してシステム全体を理解しようとすることも、業務シ

ステムのような複雑なシステムの理解に有効である。 

一方であまり感心しない面も UML にはある。ユースケースである13。ユースケース

は、コンピュータシステムに対する外部から（ユーザーや他システムから）要求事項を、

機能やいくつかの機能の順序（機能の実行順番）として記述している。これではこれまで

のこれまでの要求仕様工程の考え方と変わらない。業務システムとコンピュータシステム

の連続性が見られない。 

業務システムはシステムとして観察するべきである。その一方法がオブジェクト指向で

ある。しかし、ユースケースではすべてを機能的表現にいったん書き換えてしまう。しか

もコンピュータシステムから一方的な見方による表現方法であり14、業務的に見ると脈略

のないばらばらの機能のリストのように見える。業務システムがシステムとして見えてこ

ず、業務システムの設計そのものが存在しないかのように見える。たとえ設計そのものが

あったとしても、それを機能の羅列に変えてしまっては多くの要素が見えなくなる。また

それをコンピュータシステムの設計段階で改めてオブジェクト指向に変換するのでは大変

な非効率である。これでは業務システムとコンピュータシステムがつながらない。 

業務もシステムであるからは、オブジェクト指向的考え方が適用できるはずである。む

しろオブジェクト指向は現実の「もの」をコンピュータで表現するために考案されたわけ

で、現実の業務をオブジェクト指向でとらえることは自然なことであり、少なくとも親和

性がある。業務を始めからつくるにせよ、既存の業務を改善するにせよ（実際には改善の

方が圧倒的に多い）、業務をとらえる方法としてオブジェクト指向的考え方を援用するこ

とは、業務を通り一遍の平坦なものではなくシステムとして見ることである。もともとオ

ブジェクト指向のとらえ方とは業務的とらえ方を意味している。 

                                                        
12 その他の方法論もある。著名なところでは CRC(Class Responsibility Collaborator)カードがある。UMLに

は含まれていないがその有効性は認められており、利用者も多い。 
13 批判によって早い段階からその要素を全体から排除することは長い目で見て得策でないことは理解す

る。ただ本論文の趣旨からして、ユースケースは UMLが示している方向性から逆行しているように思わ

れる。あえて批判の対象にした。 
14 ユーザーに優しい、理解しやすり方法であると解説されているが、それこそ理解しがたい。ばらばらの

機能の羅列のどこがユーザーに分かりやすい表現といえるのであろうか。 
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業務システムを分析する時点からオブジェクト指向的手法で始めることは、業務システ

ムとコンピュータシステムの関係を連続したものとして捉え、業務システムの設計とコン

ピュータシステムの設計の成果物の関連性を維持し、オブジェクトの概念や具体的な表現

方法の再利用を推進する。そして業務システムとコンピュータシステムのシステム設計と

しての類似性と連続性によって顧客と SIer を有機的15に連携する。それが業務改善とシス

テム改善の漸進的向上のスムーズな移行を促す原動力となるはずである。オブジェクト指

向は現時点で考えられる最も優れたシステム設計手法であり、顧客と SIer のリエゾンとし

て最も有効な方法論である。 

 

10. システム設計者としての支援 

業務に携わるユーザーの主たる業務は当然ながらその業務を遂行することである

が、実はそれだけではない。今日のようにビジネスのスピードが速い時代において、

一つの業務が延々と変化もなく継続するとは言えない16。業務のプロは業務遂行に加

えて、現状業務の改善を行う責務がある。マネジメントの観点でいえば、Plan-Do-

Check-Action のマネジメントサイクルを回し、日々改善を行いながらかつ業務品質を

高めることを求められる。しかし現実的は繁忙な業務をこなすことに追われ、業務改

善まで手が回らないことも多い。また問題が起きたとき、その対処として業務改善の

必要に直面するが、対処療法的な対策に終始することもあろう。問題が起きた後の対

応としては重要性よりも緊急度が高くなるので、とりあえずの対処として回避策を施

すことが求められる。とりあえずの回避策にせよ、いったんその方法が一定の効果を

出せばその後に根本的な対策をする動機が薄れることも多分にある。すなわち繁忙な

日常業務と次の緊急対策を必要とする問題が待っているからである。ユーザーは業務

の専門家として、業務の遂行能力だけでなく業務改善のエキスパートでもあるべきと

いうのはまったく正しいが実現にはままならない17。結果として業務のプロとは業務

遂行はできるが、業務改善あるいは業務の設計についての知識や経験はあまり持って

いない。ある日、業務とシステムの刷新プロジェクトが始まり、そのメンバーに選出

されたその時になって苦労する。 

一方で SIer は多くのプロジェクトをこなし、その中でシステム設計の経験を積む。も

ちろんそのシステムとはコンピュータシステムであり業務システムではない。従来型のフ

ローチャートでの設計を主体とする手法であれば、コンピュータシステムの設計手法は業

務設計にはあまり適切とは言えない。業務プロセスには適用できるが業務プロセスだけで

は業務の全体像をシステムとして把握し理解するには不足である。また業務改善の観点、

すなわち業務システム設計の観点から見ても、業務プロセスの方法論にはそれなりの利点

もあるが、それだけでは不足である。 

業務プロセスの分析結果は業務の詳細な分析や最適化設計にもある程度使えるしまた実

際に利用されているが、プロセスを詳細化すればするほど詳細に入り込み全体感を見失う

傾向がある。システムとして全体をとらえそのうちでどこが重点であるか、つまり事業目

的と直結する機能か、個々の業務プロセスのうちどこは詳細化しバリエーションを持たせ

                                                        
15 黙っていても自動的にそうなるというわけではない。そうなるためには双方の努力が必要である。 
16 実際には十年一日のごとく変化しない業務もある。しかし実はそれこそが企業の活性化や発展を阻害し

ている要因かもしれない。気がついたときには遅きに失しており、不利な企業売却や倒産という形で現れ

る。 
17 もちろん例外はある。その最も有名なのは某自動車メーカーである。ここでは一定の職位について、単

に業務遂行だけでなく業務改善を提案・実行することが義務として規定されている。それが企業全体にお

よぼす効果がいかに大きいかは世界に認められている。改善がいかに効果的であるかを世界中の企業は知

っているが、実際に実行できる企業は少ない。 
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るべきか、一方でどこは簡略化しあるいは廃止すべきかを検討することが求められる。す

なわち、システム全体の最適化を行うにはそれぞれの要素に対して、ある要素は増強しあ

る要素は簡略化するなどのようにまったく違った方針を与えつつ、全体としての整合性を

とる。このような観点を検討し整理していくには業務プロセスの観点だけでは不足であ

る。むしろ業務プロセスを重要視するほどに逆の思考に入り込む危険がある。すなわちす

べてをプロセス観点において詳細化、緻密化する方向にのみまい進してしまい全体感を見

失い、結果的に本来要求されたシステムとは大きくずれたものになる。さらにプロセス重

視を徹底すると、プロジェクトチームがそれこそが求められていることであると思い込む
18。それによって問題の気付きが遅れる。 

オブジェクト指向および UML によってソフトウェアの設計手法は大きく変化した。そ

れは対象をシステムとして観察することである。その具体的な方法としてオブジェクト指

向と UML ツールを利用する。主としてコンピュータシステムの設計において利用が進ん

でいるが、もともとそれらは現実世界の観察から得た発想であり、そもそもシステムとは

どのような見方をするべきかという発想が根底にある。そして業務システムもシステムで

あり、かつ業務システムはコンピュータシステムは入れ子の関係にあるのだから、その相

違性よりも多くの類似性を認めることができる。そしてその先にあるステップは、SIer が

蓄積してきたしシステム分析やシステム設計の知識・技術・ノウハウを、業務システムの

それらに適用できる可能性に気がつくことである。 

SIer のシステム設計のノウハウこそ現在の顧客にとって必要としているものである。業

務システム刷新プロジェクトにおいて顧客が最も不足している知識・経験・技術である。

業務システムとコンピュータシステムは別物と考える限り、どちらも手を出そうとしな

い。その発想に至らない。確かに対象が違うので一方の技術を適用するといっても単純で

はない。具体的な応用技術についてはさらに経験が必要である。しかしかけた努力を上回

る見返りがある。 

しかもこれは顧客のためだけでなく、SIer にも得るところが大きい。業務システムの設

計にかかわることができればその経験はコンピュータシステム設計にも多くの示唆と具体

的なフィードバックを与える。間接的にも直接的にも業務システム設計の成果物はコンピ

ュータシステム設計に再利用できるものが多くある。多くの SIer が業務システムの設計を

通して「システム設計」の経験を積めばさらに大きな発展を期待できる。 

 

11. 業務のオブジェクト 

業務分析の過程でオブジェクトとしてとらえられるものはどんなものがあるか。対象業

務によりその詳細は異なるにしても一般的な指標となるべきものがある。次の一覧は業務

オブジェクトを発見する上でのごく簡単な一般的なガイドである。 

 

• 目的と目的の展開 

• 会計；貸借対照表、損益計算書、取引、資金、勘定科目 

• 顧客；見込客、非顧客、優良顧客、一般 

• 商品；商品区分 

• サービス；目的別サービス 

• 商流；契約 

• 物流；倉庫、在庫、トラッキング 

                                                        
18 だれしも一生懸命やっていることを否定されたくない。 
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• リソース；組織、設備、機器 

• 地理；生産拠点、販売拠点 

• 情報；フロー情報とストック情報、技術情報 

 

どの業務分析でもこれらのすべてについて詳細に検討しなければならない訳ではな

い。業務改善の目的に沿って重点化され、取捨選択される。 

 

12. ドメイン固有のオブジェクト 

業務別のドメインに固有のオブジェクトがある。 

 

• 経営企画；市場、PPM、投資 

• 人事；人材構成、組織構成 

• 総務；資産、コスト構造 

• 経理；貸借対照表、損益計算書等 

• 研究開発；研究対象、開発目標、資金、人材、製品化の種 

• 製造；生産計画、工程、装置 

• 販売；販売計画、在庫、商品・製品、顧客セグメント 

 

一般的な手法として業務を説明したドキュメントやインタビュー記録から「名詞」を拾

うという方法が紹介されている。確かにそれらはオブジェクトの候補になりえる。一方機

能は「動詞」として表現されるが、体言止めのように名詞的な表現も使われるので注意す

る。 

 

13. 事例１ 

通信業界のバックヤード業務の刷新を目標とした業務分析とコンピュータシステム刷新

のプロジェクトである。競合他社の追い上げに対して、顧客獲得の強化が急務であり、そ

のためには魅力のあるサービスと料金体系が必要であった。調査対象のオブジェクトとし

て以下のものを調査分析した。 

 

• 目標の展開；ビジネス予測として、顧客数が５年後に当時の 1.5 倍に増加する。

これに対応できるだけの業務基盤を整備する。 

• 顧客；見込客は主に高校生から社会人５年をターゲットとする。とくに大学生は

数年後の優良顧客の可能性がある。 

• 商品；ネットワーク製品と付帯サービスが主力。 

• サポート；インターネットで情報提供、サポートセンター、督促業務 

• 顧客商流；複数年の契約。初期費用の分割払いと月額使用料。 

• 販売店商流；販売店契約。地域別の販売網。 

• サポート組織；サポートセンターの人材配置とローテーション。 

 

これらのオブジェクトの体系と総合関係を明らかにすることによって業務構造を把握し

た。業務構造の把握を基礎として、個々の業務機能展開と個別機能の業務プロセスの分析
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を行った。業務プロセスはテレホンセンターを中心とした顧客サービスおよび督促業務と

その業務を支えるバックヤード部門が中心である。分析にかかる時間は機能体系と詳細機

能別のプロセス分析が圧倒的に多かったが、それを体系的に理解するにはそれに先立って

調査してきたビジネスオブジェクトおよびそれらの相互関係の理解、すなわちビジネスシ

ステムの理解が有効であった。ビジネスシステムの理解なしには業務改善とそのシステム

化の提案を説得力のある形で提案するのは困難であったと考える。 

 

14. 事例２ 

化学系製造業の研究開発部門のノウハウ支援システムの構築プロジェクトである。化学

系の先端技術開発は、技術者の育成とノウハウの蓄積を基礎力として、仮説設定と実験検

証を繰り返しながら可能性の拡大と現実化の絞り込みを繰り返し、現実解を得る作業であ

る。これらの知的作業を支援するために業務改善とその支援システムが求められた。 

対象業務が知的作業そのものでありかつ部署ごとに特色が異なるため、広範囲な調査を

もとにさまざまな対策案が提案された。最終的には実施はその中から最も基本的な、思考

方法の根幹にかかわる対策案に重点化し３つの対策に絞って実施した。おのおのの部署が

新しい思考方法とその支援システムに習熟し、その方式をそれぞれの業務部署が業務にカ

スタマイズしながら取り込むにはある程度の時間がかかると想定したためである。 

調査対象として、次の業務オブジェクトを取り上げた。 

 

• 目的；研究開発部門の成功率（新製品化率）向上 

• 顧客；高機能製品の需要家、中級品の需要家、一般家庭用品 

• 技術区分；高機能・高性能、環境保全、色彩・触覚 

• 思考法；仮説型思考、実験計画、実験データ、結論までの道筋 

 

部署ごとに異なる顧客と異なる製品群の研究開発業務を行っている研究者は、それぞれ

の経験と知識によって数人程度のグループ単位で技術開発を行っている。そこには自然と

リーダーの考え方や方針が色濃く反映されるため、グループ内では共有できる知識・技術

がすぐ隣のグループには伝わらない。会社は業界売上げトップでありながら、いわば非常

に小さな零細企業が集まっている状態にも等しい状況だった。企業としての総合力を生か

すには、人の交流と技術の交流がキーポイントであることが業務調査の中からも裏付けら

れた。しかし、いかにして技術交流を行うことができるか。そこがこのプロジェクトの最

も重要で困難な課題であった。 

それぞれの部署にはそれぞれのノウハウが、それぞれの形式で蓄積されている。それら

の知識の和をとって総合すると、結局他の部署からは使えないばかりか、自分たちには関

係のないものと思われる恐れがあった19。この課題を解くキーポイントは、思考法オブジ

ェクトの調査にあった。それは各部署の技術体系のもとになっている思考の展開方法であ

る。思考方法も詳細に細分化すれば多岐に渡るし、それを知識として体系化するとさまざ

まな分類方法が現れる。それでは課題は解決しない。しかし最も基本になっている、した

がってどの部署の研究者も共通化できる思考パターンが見いだせた。それは仮説型思考で

あった。この考え方をもとに、部署によって変わらない基本部分と部署ごとに変化する部

分を分離し、基本部分は思考方法に沿って知識形式を集約化しかつ単純化しすることで部

署間の共通言語を作った。この仕組みによる知識データベースを構築し共有することで、

他の部署が何をやっているかについて少しづつ情報が流通し始め、その中から自分の研究

に関係する考え方や具体的に使える技術20を見つけることができるようになった。単純化

                                                        
19 現実にそう思っていたからこそ、それまで横の交流が少なかった。 
20 仮説の作り方や実験方法など。 
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された知識データベースだけでは実際に使えるかどうかは判断できない場合もあるし、興

味があればもっと詳細なデータが必要になるので、知識データベースには個別の詳細デー

タもリンクしている。また知識データベースをもとに研究者同士で問合せしたり、さらに

詳細な実験データを入手したり直接相談を持ちかけたりしている。技術の流通だけでな

く、研究者の人的交流を促進している。 

なお、コンピュータシステム自体は込み入ったものではない。むしろできるだけ単純化

し、忙しい研究開発業務の中に無理なく溶け込めるように身近なシステムになるよう工夫

した。知識構造はできるだけ単純化したので、一見非常に単純に見える。一方でユーザー

インターフェイスはできるだけ分かりやすくかつ豊富な機能を盛り込んだ。 

 

15. 業務システムからコンピュータシステムへのオブジェクトの継承 

業務システム設計で見いだされたオブジェクトはコンピュータシステム設計のオブジェ

クトの第一の候補である。多くのオブジェクトはそのままあるいは多少の修正で採用され

得る。ただしそれだけで完結するとは限らない。コンピュータシステムの固有の特性とし

て、あるいは実行環境の特有の性質として新たなオブジェクトの導入が必要になる。 

また業務分析で導き出したオブジェクトがすべてコンピュータシステムのオブジェクト

になるわけではない。技術的興味としてはそのまま取り込むこともできるだろうが、業務

システムとして効率のよい方法とは言えない。そもそもコンピュータシステムが取り扱う

範囲は業務システムの一部であるから、取り込むオブジェクトもその範囲に限定される。

それでもなお限定したオブジェクトで構成されるからこそ、その限定がどこから来ている

かを理解することはシステム全体を把握する上で重要である。限定されたオブジェクトの

外側に今回は取り入れられなかった部分として何が存在しているか、取り入れられなかっ

た理由は何か、それらの理解は今設計しているコンピュータシステムの枠組みを明確で強

固なものにする。また、その後の変化に対してどのように対応するかについて有用なアイ

デアを提供する21。 

 

16. 業務システム設計からコンピュータシステム設計へ 

システムは入れ子になっている。私たちになじみのあるいろいろなものはいくつか

の物質が混ざってそれぞれの特性が混ざり合うことで生まれる特性をもつ。ものを分

解すればそれぞれの物質を形作る分子に行きつき、それらもまた原子から構成され

る。その一つ一つがシステムであり、システムの構成要素である。一方で物質が組み

合わされ、大地や海になり、地球、太陽系、銀河とそれらもシステムであり、それら

が構成要素となってさらに大きなシステムを形作る。企業、事業、業務、そしてその

要素であるコンピュータシステムもシステムの入れ子になっている。システムを理解

するとは、その要素と要素間の関係を理解することである。システムにはどんな要素

があり、それら要素間にはどんな関係があるかを理解することである。事業や業務と

いうシステムではあまり単純とは言えない。重力と遠心力だけが主たる関係と限定す

ることはできない。また思いつく限りの関係要素をちりばめても役立つかどうかはな

はだ心許ないし、きりがない。割り切ることも必要である。あまり重要でないと思わ

れる要素を割り切って削除しながらも多面的な見方で何が重要な側面であるかを探る

ことは重要であるし、システム分析の本質である。 

業務システムとコンピュータシステムの境目が日に日にあいまいに、あるいはオー

バラップしてきていることも今日の特色としてあげられる。それほどまでにコンピュ

ータシステムが発展し、強固に業務システムに組み込まれてきている証左である。コ

                                                        
21 変化に対応するには過去に取り入れなかったオブジェクトを改めて取り入れることが有効になるかもし

れない。 



 

 

- 16 - 

ンピュータシステムは業務システムの一要素、ツールであるという言い方は決して間

違いではないが、現実にはコンピュータシステムがなければ業務その物が成り立たな

いものもたくさんある。それはコンピュータシステムを理解するためにはコンピュー

タシステムに閉じていては十分ではないということを示している。その上位システム

（業務システムや場合によってはさらに上位の事業システム）の理解が不可欠になっ

ている。 

業務システムを理解する方法は同じくシステムであるコンピュータシステムを理解

する方法と本質的なところで類似性がある。どちらも複雑なシステムであるから、シ

ステムとしての特性は同じものを持っているはずである。システム分析の手法として

のオブジェクト指向はシステム分析の本質を外れていない。オブジェクト指向は現実

世界の成り立ちを分析することからシステムを理解する手法を構築してきた。その結

果、システムをシステムとしてみる手法、すなわちオブジェクトの発見とその関係を

明らかにする方法やシステムを多面的に観察する手法を生み出した。システム分析の

大きな転換であり進歩である。 

そして現実世界の観察から学んだ SIerは現時点では業務の世界よりもシステム分析

の手法では一歩進んでいる。システム分析やシステム設計の経験が豊富だからだ。も

ちろん事業分析などの研究は長年行われておりいろいろな考え方や方法論はあるがそ

れらを自由にまた有効に使える人たちは一部に限られている。UML ほど体系的に整理

されかつこれほど多くの人々に受け入れられている手法はない。したがってこの考え

方や手法を業務システムの設計に利用してみる価値は十分にある。SIer が自分たちの

経験や知識をもっと広い分野でコンピュータシステム以外の他のシステムにも援用で

きることを理解すれば非常に大きな力になる。 

しかもそれは顧客のためだけでない。この思考方法を業務システムというコンピュ

ータシステムの上位システムに適用することはコンピュータシステムの設計にも大き

なフィードバックをもたらす。なぜなら業務システムとコンピュータシステムを超え

て、いわゆるシステムというものの理解をさらに深めることになるからである。 
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