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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）

開発監理

システム企画 システム開発
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開発業者

管理・監督支援
開発監理支援業者

開発状況報告管理・監督

図２　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係図
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スコープ管理

タイム管理

調達管理

評価対象　　　　　　　　　　　　作業概要

システム企画で定義した要件（業務モデル、システム
機能、非機能要件、システム方式、運用・保守方針、
教育方針など）が設計書や情報システムに具現化さ
れていることを評価する。工程ごとに設定した品質基
準が達成されていることを評価する。

開発実施計画でリスクとその管理手順について評価
する。

開発実施計画の作業範囲、作業構成、作業項目の
網羅性、成果物を評価する。

開発実施計画に対する進捗把握及び評価、進捗阻
害要因の分析を行なう。開発業者の各種対策案を
評価し、対応が十分でない場合は必要に応じて対策
案を作成する。

開発実施計画の調達計画を評価する。運用・保守の
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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）
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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）
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図２　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係図
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スコープ管理

タイム管理

調達管理

評価対象　　　　　　　　　　　　作業概要

システム企画で定義した要件（業務モデル、システム
機能、非機能要件、システム方式、運用・保守方針、
教育方針など）が設計書や情報システムに具現化さ
れていることを評価する。工程ごとに設定した品質基
準が達成されていることを評価する。

開発実施計画でリスクとその管理手順について評価
する。

開発実施計画の作業範囲、作業構成、作業項目の
網羅性、成果物を評価する。

開発実施計画に対する進捗把握及び評価、進捗阻
害要因の分析を行なう。開発業者の各種対策案を
評価し、対応が十分でない場合は必要に応じて対策
案を作成する。

開発実施計画の調達計画を評価する。運用・保守の
調達要件やシステムのハードウェア、ソフトウェアの
調達要件を評価する。
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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）

開発監理

システム企画 システム開発

お客さま

開発業者

管理・監督支援
開発監理支援業者

開発状況報告管理・監督

図２　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係図

品質管理

リスク管理

スコープ管理

タイム管理

調達管理

評価対象　　　　　　　　　　　　作業概要

システム企画で定義した要件（業務モデル、システム
機能、非機能要件、システム方式、運用・保守方針、
教育方針など）が設計書や情報システムに具現化さ
れていることを評価する。工程ごとに設定した品質基
準が達成されていることを評価する。

開発実施計画でリスクとその管理手順について評価
する。

開発実施計画の作業範囲、作業構成、作業項目の
網羅性、成果物を評価する。

開発実施計画に対する進捗把握及び評価、進捗阻
害要因の分析を行なう。開発業者の各種対策案を
評価し、対応が十分でない場合は必要に応じて対策
案を作成する。

開発実施計画の調達計画を評価する。運用・保守の
調達要件やシステムのハードウェア、ソフトウェアの
調達要件を評価する。
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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）
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図２　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係図
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システム開発監理支援業務の役割と
効果についての考察

Role and Effect of Supervising Support to the System Development

村田　澄彦
MURATA　Sumihiko

1. はじめに

 

概要
　システムを構築するためには、システム開発の管理・監督を行なう必要がある。しかし、お客さまは業務の専門家

であってICT (情報通信技術)の専門家であるとは限らない。このため、最近のICTの進歩、発展によるシステムの

実装技術の選択肢の広がりや業務を運用するために最適なICT資産の組み合わせやサービスレベルなどを、お客

さまだけで判断することが難しくなってきている。このように、お客さまだけでは判断できない部分を補完し、システム

開発の管理・監督が有効に機能するように支援することを開発監理支援という。

　本稿では、この開発監理支援の役割や実施内容、効果について検討した。また当社が官公庁で実施した事例

に基づき、特に当社の開発監理支援の強みである品質管理について、その支援内容と具体的な効果を説明する。
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4. おわりに

2. システム開発監理支援の役割と効果

MURATA Sumihiko

村田　澄彦

● コンサルティング事業部
● Webシステムの開発・設計を経て、現在は企業のICT化構想・
　ICT化計画の策定支援業務に従事

　システム開発を専門の開発業者に委託した場合でも、お客

さまの果たすべき役割や作業は数多く存在する。特に品質、

納期、リスクの管理は、開発プロジェクトを成功させるため

には欠かせない管理である。お客さまは、これら品質、納期、

リスクの管理が開発業者によって適切に行われているかを正

確に評価できるような開発監理の体制を築く必要がある。今

回紹介した開発監理支援業務は、開発業者に厳格なプロジェ

クト管理を求めるために、開発監理の支援を行なうサービス

である。

　今後の開発監理支援の課題としては、新しい技術基盤や開

発方式に留意する必要がある。ICTは目覚しい速度で進化、発

展を続けており、クラウドコンピューティングや仮想化など、

次々に新しい技術が登場し、それらを用いたSaaS(3)などの新

しいサービスや仮想化に対応したサーバを用いた新しい情報

基盤の構築方式が出てきている。市場のトレンドを掴み、社

内のシステム開発部門と連携し、常に最新の技術とその具体的

な開発手法の考え方を把握し、評価するうえでのポイントを継

続的に調査する取り組みが必要であると考えている。

2.1  システム開発監理支援の役割と作業概要
　お客さまと開発監理支援業者と開発業者の関係を図２に示す。

本稿では、お客さまがシステムを開発し導入するための一連の

作業を「開発プロジェクト（1）」といい、その開発プロジェクト

を管理監督することを「開発監理」という。

 お客さまは、開発プロジェクトのオーナーとして、開発業者

やその他の業者に依頼したシステム開発や作業が適切に行なわ

れていることを確認する必要がある。開発業者の計画の妥当性

の評価、開発の進捗状況の管理、システムの仕様の決定と成果

物の確認、リスク・課題の管理に対する評価など、システム開

発を進める上で様々な管理を行なう。しかしながら、お客さま

は業務の専門家であるが、ICTの専門家であるとは限らないた

め、これらすべてを適切に管理することは難しい。このため、

専門的な技術や知識を持った第三者の支援が必要となる。お客

さまの体制や知識だけでは適切に管理できない部分を補完し、

お客さまが行うシステム開発の管理・監督が有効に機能する

ように支援することを開発監理支援という。
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　情報システム構築の流れを図１に示す。

情報システムの構築には、大きく２つの段階がある。システ

ムの全体像を明らかにし、実現可能な計画を立案するシステ

ム企画と、システムの設計やソフトウェアコードの作成、テ

スト、システム導入作業を行なうシステム開発である。シス

テム企画は、経営の中で戦略的にシステムを活用するため、

情報化戦略に沿ってシステム化方針や業務のあるべき姿を策

定する。システム開発は、システム企画で策定したシステム

化方針や要求をもとに、システムの設計やソフトウェアコー

ドの作成、テストの実施を経て、情報システムを作成する。

このように、システム企画での成果がシステム開発に引き継

がれるという、情報システムを構築する流れがある。

　しかしながら、このようなシステムを構築するための大枠

の流れがあるにも関わらず、システム開発はなかなかうまく

いかない。日経コンピュータによる実態調査(文献[1]) によれ

ば、２００８年の調査結果ではシステム開発の成功率は３１.1%で

あるとの報告がある。この調査では、費用、納期、品質の３つ

の基準すべてで、当初計画通りの成果を収めたシステム開発の

み成功と位置づけている。やや厳しい見方ではあるが、それで

も成功率は決して高いとはいえない。３つの指標で当初計画の

値を遵守できなかった原因は以下のとおりである。

　●  費用の超過の原因で最も多いのは「追加の開発作業が発生」

　　であるが、これは２００３年の調査結果に比べ減少傾向に

　　あり、「追加の企画作業の発生」「追加の設計作業の発生」

　　が増加傾向にある。

　 ●  納期の遅れの原因で最も多いのは「要件定義が長くなった」

　　であり、２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　 ●  品質の問題の原因は「テストが不十分、移行作業に問題」

　　であり、次いで「要件定義が不十分」であり、いずれも　

　　２００３年の調査結果に比べ増加傾向にある。

　これらのことから、要件定義工程での問題やテスト・移行と

いったソフトウェアコード作成後の工程で問題が増加している

ことがわかる。要件定義工程での問題は、システム企画で作成

したシステム化の方針や目的、範囲などシステムへの要求事

項が、正しくシステム開発に引き継げていないことが原因の１つ

である。

　システム開発は、お客さまの組織内の資源（要員、システム

開発の知識、設備）だけで行なうことは困難であるため、外部

のシステム開発業者（以下、開発業者）に委託するケースが多

い。開発業者に開発を委託した場合、お客さまは自らの要求が

確実に設計仕様やシステム機能として具現化されることを管理・

監督しなければならない。しかし、システム要件の検討には業

務における有効性と合わせて技術的な実現性についても考慮し

なければならない。更に、開発監理技術やプロジェクト管理技

術も専門化が進んでいる。周知のとおり、ICTの進化、発展は

目覚しく、システムの実装技術の選択肢が多くなってきている

と共に、プロジェクト管理技術も高度化し、お客さま自身でシ

ステム開発が計画どおり進んでいるか評価することが難しくなっ

てきている。

図１　情報システム構築の流れ

開発監理支援業者が支援する範囲は、お客さまの開発監理の体

制や状況により変わってくるが、基本的な支援作業について

PMBOK（2）の知識エリアを参考にして表1に示す。

　開発監理支援で中心となる作業は、品質管理、リスク管理、

タイム管理の評価であり、相互に関連し合うこれらの３つの評

価結果から、総合的に開発業者のプロジェクト管理が適切に行

われているかを判断する。上記３つの管理ほどのウエイトはな

いが、開発プロジェクト全体の実施計画や各工程の計画のスコー

プ管理や調達計画や調達要件の評価などの調達管理も行う。

　その他、組織管理、コスト管理、コミュニケーション管理に

ついては、開発監理支援業者の役割はお客さまの開発監理を支

援することであり、開発業者の監督を直接行なうわけではない

ため、限定的な管理となる。

表１　開発監理支援の作業概要

（1）開発プロジェクト：共通フレーム2007（SLCP-JCF2007）(文献[2])の開発プロセスに該当。システムの要件定義、設計、ソフトウェアコード作成、ソフトウェア適合性確認テスト、システム適合性確認テスト、
      などを実施。
（2）PMBOK (Project Management body of Knowledge) (文献[3])：アメリカの非営利団体PMI (Project Management Institute) が策定したプロジェクトマネジメントの標準知識体系

2.2  品質管理に必要なこと　
　システム企画とシステム開発は、システムを構築するため

の連続したプロセスであり不可分である。システム企画はお

客さま側で実施し、システム開発は開発業者に委託する、と

いうようなシステム企画とシステム開発の実行の主体が異な

る場合は、マネジメント面で企画と開発の整合性を補完する

必要がある。品質管理では、この企画と開発のマネジメント

が非常に重要である。

　当社は、品質管理は開発監理支援が行う支援の中で最も価

値のある支援作業であると考えている。なぜなら品質管理は、

お客さまの要求するシステムの構築を実現する上で、最も重

要な管理だからである。品質管理を適切に行なうためには、

お客さまの求めている業務要件を正しく理解しておく必要が

ある。しかし、システム企画において整理した業務要件を正

確に引き継ぐことは大変難しい。システム企画では、効果的

に業務が実施できるようにいくつもの判断を経て、ICTを活用

した新しい業務のあるべき姿を作り上げている。しかし、シ

ステム企画の成果として示されるのは検討結果だけであり、

どのような意図の元にそのような仕様が決定されたのかはドキュ

メントには表現されない。システム企画の支援を通して、シ

ステムによって何を実現したいのかというお客さまの意図を

深く理解した業者が開発監理支援業務を行うことで、システ

ム企画での要求が確実にシステムとして具現化されているか

評価できる。このため当社は、開発監理支援で、真にお客さ

まが期待する品質管理を行なうためには、システム企画の支

援から引き続いて開発監理支援を行なうことが、最も効果的

であると考えている。

　また、適切な品質管理を行なうためには、業務要件の理解

に加えて、ICTやシステム開発に関する開発手法や品質保証な

どの専門的な知識ももちろん必要である。

2.3  システム開発監理支援の効果
　開発監理支援によってお客さまが得られる効果を以下に３つ

挙げる。

（1） 開発業者への牽制

　　　システム開発の専門家が、お客さま側の開発監理支援

　　業者としてシステム開発に参加することで、開発業者へ

　　の牽制が働く。技術的な根拠が薄い、開発業者に都合の

　　よい提案などに対しては、開発監理支援業者が指摘する

　　ため、開発業者からの提案や報告の質の向上が図れる。

（２）第三者としての調整

　　　お客さまが開発業者に開発を委託した際に提示したシス

　　テムへの要求と、システム開発においてシステムに取り込ん

　　だ要求が大幅に乖離した場合に、お客さまと開発業者の間

　　に入り、第三者として橋渡しを行なう。ここでいう橋渡し

　　とは、発注側のお客さまと、コストを最小限に抑えようと

　　する開発業者では要求と実現の折り合いがつきにくいため、

　　両方の事情をよくわかっている第三者として、両者が納得

　　するような解決方法を調整することである。

（３）過剰なシステム構成の抑止

　　　目標とするサービスレベルや性能要件を考慮し、最適な

　　システム基盤の構成実現を支援する。費用対効果を考慮し、

　　無駄にオーバースペックで高価な機器やソフトウェアの調

　　達を抑止する。

3. 事例紹介　－具体的な支援内容と効果－
　この章では、官公庁において実施した開発監理支援を事例と

して紹介する。事例では、当社が開発監理支援を行なう上で最

も重点を置いている品質管理に的を絞って説明する。

3.1  お客さまの特徴とプロジェクト状況
　お客さまは、新しい業務を立ち上げるために組織された官公庁

の一部門であった。業務を担当する部門であり、情報システム

を担当する部門ではなかったが、業務を効率的に運用するため

にシステムの企画や開発も行なわなければならなかった。この

ため、システム企画や開発監理を行なうための体制が十分では

なく、専門的な事業者による支援を必要としていた。当社は、

業務のシステム企画を支援し、引き続きシステム開発の開発監

理支援を担当した。

　当社は支援の実行にあたり、お客さまが ICTやシステム開発

に関して詳しくないことを考慮し、それらの情報をわかりやす

く整理して伝えることを意識した。例えば、開発業者が提案す

る技術や仕組みについては、性能面だけで判断すると実装して

から業務と合致しない場合があるため、業務においてどのよう

な影響が発生する可能性があるかということを説明した。この

ように開発業者が見落としがちな業務の視点から助言や開発業

者の説明の補足を行なった。また逆になぜ業務としてこの要件

を求めているかも開発業者に説明し、仕組みの問題点を指摘

した。

　業務要件に対する深い理解とICTの両方の知識を活かし、

お客さまと開発業者のお互いの足りない視点を補完することで、

誤解や勘違いがなく、お互いの共通認識が形成されるよう心が

けた。

3.2  品質管理
　本プロジェクトで、我々開発監理支援業者が行った主要な品

質管理作業の概要を図３に示す。

　品質管理を行なうにあたっては、開発プロジェクトの開始か

ら終了までの間で、総合的に品質を高めることを考え、工程ご

とにその効果や効率性を考慮し、限りあるリソースを最も有効

に活用できるよう工夫している。

　本事例では、システムへの要件を固める要件定義と基本設計

の評価と、構築したシステムの品質を確認するソフトウェア結

合テストとシステム結合テストのテスト資料の評価と第三者テ

ストに力を入れて品質管理を行なった。

図３　開発監理支援業者の品質評価概要図

　本稿では、以下の３つの工程の品質評価について紹介する。

（１）要件定義、基本設計の評価

（２）構成検証の評価

（３）第三者テストの実施

3.2.1  要件定義、基本設計の評価
　要件定義、基本設計の評価の目的は、お客さまの要求事項が

開発業者に漏れなく検討され、誤解なく仕様として設計書に反

映されているのを確認することである。本事例ではウォーター

フォールモデルで開発が行なわれたが、ウォーターフォールモ

デルは進捗が管理しやすい反面、工程を戻すことを前提として

いないため、開発途中での大幅な変更要求が発生した場合、膨

大な手戻り作業が発生することが多い。仕様の漏れや誤解によ

る手戻りのないシステム開発を実現するためには、要件定義、

基本設計における品質管理を徹底する必要があった。

　当社はシステム企画で整理した要求が、要件定義、基本設計

のどの設計書に反映・展開されているか一覧表を作成し関連

を整理することで、要求が漏れなく網羅的に検討されたこと

を徹底して確認した。また、表現が曖昧な仕様や処理条件が

多い複雑な仕様については、具体的な例を挙げて開発業者に

内容を確認し、ケースごとの処理が想定・整理されていること、

イレギュラーなケースに関しても検討されていることを確認し、

場合によっては図式化したり、チャート図を描かせることで、

開発業者がお客さまの要求を正しく確実に理解できているこ

とを客観的に確認できるように働きかけを行った。

　当社での確認に加え、要件定義、基本設計の業務フローやユー

スケース記述などは、システム開発の専門知識がなくても内

容をチェックできることから、最も業務に詳しいお客さま自

身にも仕様を確認して頂いた。このように、当社はシステム

設計の専門的な視点で、お客さまには業務の専門家としての

視点で、業務要件とシステム要件をチェックすることで、開

発業者とお客さまの仕様の認識に漏れや誤りがなく一致して

いることが確認できた。

3.2.2  構成検証の評価
　構成検証の目的は、システムを構成する機器やソフトウェア

を調達する前に性能要件や機能性、効率性などの要求が確実

に実現できるかを確認することである。そのため、構成検証

として、どのような環境で何をどのように構成し、どのよう

に確認するのか、その結果が要求に合致しているかを評価した。

　本事例では、サーバやOSなどのハードウェアやソフトウェ

ア、ネットワークに関する構成検証も行なったが、ポイント

となったのはパッケージソフトの検証であった。システムの

一部の機能で特殊な計算処理が必要であったため、既存のパッ

ケージソフトの導入を検討する必要があった。そこで、開発

業者の提案するパッケージソフトが、お客さまの要求を満た

すかどうかを検証させた。絶対に譲れない要求を満たしてい

るか、パッケージソフトだけでは満たせないがシステム機能

を組み合わせることで実現できるか、要求とは異なるが許容

できる代替案はあるか、などパッケージソフトの適合性を評

価した。基本設計という開発の早い工程で検証を行なうことで、

後ろの詳細設計工程で実現すべきシステム機能の仕様も明確

にすることができた。

3.2.3  第三者テストの実施
　第三者テストの目的は、開発監理支援業者である当社が開

発業者のテストとは別に独自にテストを実施して、開発業者が

実施したソフトウェア結合テストやシステム結合テストなどが、

実際に正しく行なわれたことを確認することである。当社は、

開発業者の実施したテストの評価と第三者テストを組み合わせ

ることで、システムの品質を正確に把握し適切な品質管理が可

能になると考えた。まず当社は、開発業者のテスト結果を試験

密度やバグ検出率をもとに定量的手法で分析し、ステップ数に

比べて試験項目数が少ないなどといった品質基準から外れる機

能を中心にいくつかの機能をサンプリングし、テスト項目の妥

当性やテストの実施証跡を確認した。これにより開発業者のテ

ストが実施されていることは確認できたが、更に第三者テスト

で開発業者とは異なる新しい観点でテストを行なうことにより、

開発業者の仕様の実現漏れや誤解によるバグが発見できるかも

しれないと考えた。

　第三者テストは、ソフトウェア結合テストの後とシステム結

合テストの後に１回ずつ行なった。ソフトウェア結合テストの

後に第三者テストを実施したのは、この時点で正確に品質を把

握するためであり、著しく仕様が違っていたり、品質が低かっ

たりした場合に、後の開発工程で対応できる時間的余裕を持つ

ためであった。第三者テストの準備（テストシナリオ、データ

の作成、開発業者との調整等）は当社で行ったが、テストには

お客さま自身にも参加して頂いた。１回のテストが３日間から

４日間と限られた期間であったため、お客さまと当社で役割分

担してテストを行なった。当社は主に機能性に関する確認を担

当し、基本的な機能要件の確認と開発業者が見落としそうな仕

様やイレギュラーな仕様に対する確認を行い、仕様どおり機能

が構築されているか評価した。お客さまには主に使用性などユー

ザーの視点で評価が必要な部分の確認を担当して頂いた。業務

の流れに沿ってシステムを使用して貰い、システム全体の繋が

りや画面遷移、システムの操作などに違和感がないか評価して

頂いた。

　第三者テストを実施した結果、当社は、開発業者のテスト資

料の評価では確認しきれなかったバグを発見し、期待どおりの

成果をあげることができた。お客さまは、システムのテスト段

階で、開発業者の報告だけでは把握しにくいシステムの品質を

実感することができた。機能面でいくつかのバグは発見された

が、イメージ通りの操作性が確保できていることが確認できた

ため安心感がもてたようである。また、お客さまの細かい要望

について、開発業者が後の開発工程で対応できたため、お客さ

まの満足度は高かった。

（3）SaaS（Software as a Service）：ユーザーが開発者などからソフトウェア提供を受けるに当たり、必要な機能のみを選択してネットワーク経由でサービスプロバイダから直接入手し、
　  利用できるようにしたソフトウェア。あるいは、それを実現するためのメカニズム、そのようなソフトウェア提供形態（デリバリモデル）
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評価対象　　　　　　　　　　　　作業概要

システム企画で定義した要件（業務モデル、システム
機能、非機能要件、システム方式、運用・保守方針、
教育方針など）が設計書や情報システムに具現化さ
れていることを評価する。工程ごとに設定した品質基
準が達成されていることを評価する。

開発実施計画でリスクとその管理手順について評価
する。

開発実施計画の作業範囲、作業構成、作業項目の
網羅性、成果物を評価する。

開発実施計画に対する進捗把握及び評価、進捗阻
害要因の分析を行なう。開発業者の各種対策案を
評価し、対応が十分でない場合は必要に応じて対策
案を作成する。

開発実施計画の調達計画を評価する。運用・保守の
調達要件やシステムのハードウェア、ソフトウェアの
調達要件を評価する。
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