
 

 

 

 

第1 章 

ソフトウェア開発組織の 
組織学習と格付け 



 

これからの先進国のビジネス 

• もの作り主体から問題解決主体へ

－既存の解決策の適用ではなく，新しい解決策の
　 提案が課題となる(サービス化)。

• 個別的な問題解決から総合的な問題解決へ

－単一分野の専門家による問題解決ではなく，
　 様々な分野の専門家による学際的なチーム
　 による問題解決。

• もの作り主体から問題解決主体へ

－既存の解決策の適用ではなく，新しい解決策の
　 提案が課題となる(サービス化)。

• 個別的な問題解決から総合的な問題解決へ

－単一分野の専門家による問題解決ではなく，
　 様々な分野の専門家による学際的なチーム
　 による問題解決。

 
 

 

 

 

1.1 新しい組織社会 

 20 世紀の最後の 10 年間で，世界は政治的にも経済的にも大きく変革した。ほぼ時

を同じくして，インターネットが米国をはじめとした先進諸国の間に，急速に普及し

た。これらの社会的現象と，技術的現象との間には，互いに独立な部分と，相互に密

接に関連した部分がある。最も顕著な関係は，1995 年前後から米国の一部の地域で始

まった，インターネット系ベンチャー企業のブームであった。 

 1980 年代に入って，米国の経済は縮小期を迎え，その傾向は 1985 年頃を境に急激

に強まった。その最大の原因が，国家財政と貿易収支の赤字であった。さらに，その

原因をたどれば，日本，ドイツ，イタリアに代表される，相対的に通貨が弱く，労働

コストの安かった第 2 次世界大戦の敗戦国における工業力の加速度的な発展があった。

それは，本質的には経済グローバル化の進展であった。 

 1990 年頃，米国社会は沈滞ムードのどん底にあった。高失業率，企業の業績悪化，

ドル高による低い労働生産性，生産財への投資意欲減退による工場等の生産設備の老

朽化，そして国民の高齢化など，簡単には解決できない問題を目の当たりにして，国

民は問題解決に立ち向かう意欲をなくしていた。次の世代を担う，若者たちの目は，

ごく自然に「日が昇る国」日本に向いていった。企業の経営者，経営学者・経済学者

の目も自然と同じ方向を向いていた。 
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1.1 新しい組織社会 

 「大国の興亡」を解説した歴史学者の本が，ベストセラーになったことも，このよ

うな時代背景を象徴していた。すなわち，「歴史的視点から考えれば，一度栄えた国

は，必ず絶頂期を過ぎ，滅び去ってゆく」のが経験則である。米国といえども，例外

ではない。「21 世紀に世界を制覇するのは，ほぼ間違いなく米国ではなく，日本であ

ろう」と信じられていた。 

 そのような悲観論が大勢の中で，米国の一部の経済学者や経営学者は，「日本が成

功しているのは，米国が作り上げた従来型の産業構造の枠組みにおいてであり，それ

が 21 世紀の産業の枠組みと同一であるとは限らない」ことを主張し始めた。その典

型がドラッカーの「新しい組織社会」に示された視点であった。それは，専門家集団

による，付加価値の高い「問題解決」こそが，労働コストの高い先進国が経済的に生

き残る道であることを示した。 

 当時の日本の強みは，付加価値は高くはないが，既知の問題解決方法を上手に適用

して，品質の良い製品を，大量に生産できる点にあった。自動車もメモリもコンピュー

タも，似たような方法で，壊れにくい製品を適正な価格で世界中に供給できたのは，

日本以外になかった。唯一の例外と思われていたソフトウェアにおいても，「ソフト

ウェア工場」で高品質なソフトウェアが生産される可能性があった。 

 米国が日本との競争に勝って，生き残るためには，日本の不得意な，「まだ知られ

ていない問題を探して，その問題に適した解決策を考案し，実践する」付加価値の高

い知的なサービスを輸出する以外にない。そのためには，日本が生産現場の工場で成

功させた「知識共有」を，知識集約型サービスの生産現場で実践し，成功させなけれ

ばならなかった。 

 組織社会とは，複数の分野の専門家が集まり，特定の問題を解決することを目的と

して，個々人の能力を最大限に発揮しながら協調的に活動できる，動的な社会を言う。

そこでは，組織は従来の大規模ではあるが静的で簡単なピラミッド構造ではなく，小

規模で複雑，さらにその構造が時間とともに変化する動的ネットワーク構造を持つ。

組織の目標は 1 つでも，個々の専門家に与えられる目標は別々であり，ある専門家を

他の専門家で置き換えることは，不可能な社会である。 

 そのような状況の中で，専門家はどのように仕事をすべきか？ 
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組織学習と組織の知恵 

• センジの『第５の組織原理』
－技術者や管理者はプロジェ
　 クトの経験から学び成長して
　 いく
－企業は『組織として経験から
　 学ぶ』ことを怠ってきた
－似たような失敗をいくつもの
　 グループで経験する

記述されていない経験

記述された経験

形式的な知識

• センジの『第５の組織原理』
－技術者や管理者はプロジェ
　 クトの経験から学び成長して
　 いく
－企業は『組織として経験から
　 学ぶ』ことを怠ってきた
－似たような失敗をいくつもの
　 グループで経験する

記述されていない経験

記述された経験

形式的な知識

 
 

 

 

 

1.2 組織学習と知識共有 

 1980 年代の米国が，経済発展の著しかった日本から学んだ最も重要な問題のひとつ

が，「組織における知識の共有」である。組織における知識の共有とは，組織に属し

ている個々の専門家や作業者が分散して蓄積している知識を相互に交換し，組織全体

としての知識水準を高めることを言う。そのような米国における思想的潮流の先駆け

となった理論に，マサチューセッツ工科大学ビジネススクール教授のピーター・セン

ジ(P. Senge)が提唱した「組織学習」(Organizational Learning)と，一橋大学教授の

野中郁夫が提唱した「知識創出企業」(Knowledge Creating Company)があった。 

 1980 年代の日本の製造業における国際競争力の強みを詳細に分析したセンジは，国

際的に競争力のある日本企業に共通した特徴として，以下のことを指摘した。すなわ

ち，「組織内における知識がその構成員である専門家や作業者個人だけでなく，組織

の構成員全体で共有されている度合いが，米国企業のそれに比較して高いこと」であ

る。この知識共有によって，組織内で一度獲得された知識は，短期間のうちに組織の

構成員全体に伝わり，あたかも「組織そのものが学習し続ける」かのように見える。 

 組織に属する個々人の仕事の目標と責任を明確に定義する傾向の強い米国の企業で

は，新しい知識は作業を担当した管理者，技術者，現場作業者によって獲得され，獲

得した個人に従属した形式で組織内に蓄積される。したがって，その個人がその組織
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1.2 組織学習と知識共有 

を去れば，その個人がそれまでにその組織内で獲得してきた知識も，その組織から消

失する。 

 このことは，ある管理者や技術者が経験から学んだことは，その特定個人の知的資

産にはなっても，その経験の機会を与えた組織の知的資産にはなり得ないことを意味

している。1980 年代に入って明確になった日本企業の優位性がこの点にあることを主

張し，当時の米国企業に対して警鐘を鳴らした経営学者がセンジであった。 

 ほぼ同時期に，ハーバードビジネスレビューに論文を発表した野中は，同じ問題に

対して，次のような分析をした。社会や組織には，文書として客観的に記述されて残

される「明示知」と，漠然とした個々人の記憶としてしか残されていない「暗黙知」

の 2 種類の知識がある。野中は，この教育学における知識の理論を応用し，一部の日

本企業の強みが，暗黙知の明示知化にあることを指摘した。 

 明示知は，客観的に記述するため，一般化(抽象化)され，理論化されなければなら

ない。したがって，その伝授は容易であり，伝播の効率も良い。逆に暗黙知は，一般

化しにくい個別の経験則が多く，個別的な状況の説明も重要なため記述が容易でない

ことが多い。客観的に記述されなければ，そのような知識の伝授は，実践を通した徒

弟修業が必要となり，伝播の効率は悪い。 

 組織内で経験されたことを記録に残し，それらを組織的に蓄積・整理して，組織内

の全員が閲覧できるようにすれば，他人の経験から学ぶことができる。すなわち，こ

れまでは不可能とされてきた暗黙知の組織内伝播の効率化が実現できる。さらに，そ

れらを系統的に分析し，共通点を洗い出せば，それまでは組織内の一部のエキスパー

トだけが経験則として知っていたことを一般化した理論を，構築することが可能とな

る。この水準に到達すれば，組織全体の知識水準を，効率良く高めることができるよ

うになる。 

 センジの組織学習も野中の知識創出も，組織の構成員が経験から個人的に獲得した

知識を，同一組織内の他の構成員も共有しなければならないことを指摘し，そのため

に経験的な知識(暗黙知)を外部化(記述)して共有できるようにすることの重要性を述

べている。従来，日本企業においては雇用の流動性が低く，このような問題が表面化

することはなかった。この状況は，急速に変わりつつある。 
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プロセスとプロダクトの関係 

プロセス
出力

プロダクトx

f(x)
y

• 同じプロセスでも，入力が変化すれば，出力も変化する。

y = f (x) であることから， y’ = f (x’) 
• 入力を変化させることにより，出力がどのように変化する

　かを観測し，プロセスの特性を把握することができる。

プロセス
出力

プロダクトx

f(x)
y

• 同じプロセスでも，入力が変化すれば，出力も変化する。

y = f (x) であることから， y’ = f (x’) 
• 入力を変化させることにより，出力がどのように変化する

　かを観測し，プロセスの特性を把握することができる。

プロセス
出力

プロダクト

出力

プロダクトx

f(x)
y

• 同じプロセスでも，入力が変化すれば，出力も変化する。

y = f (x) であることから， y’ = f (x’) 
• 入力を変化させることにより，出力がどのように変化する

　かを観測し，プロセスの特性を把握することができる。

 
 

 

 

 

1.3 プロセスとプロダクト 

 プロダクト(生産物，Product)とは，あるプロセス(生産過程，Process)から生成され

る成果物を言う。プロセスには，入力があり，その入力を基にして出力が生成される。

また，プロセスには，その入力から出力を生成する変換過程を特徴付けるパラメータ

がある。したがって，同一の入力が与えられたとしても，変換過程としてのプロセス

の特徴が変化すれば，出力である成果物も変化する。 

 ソフトウェアに限らず，すべての生産活動は，プロダクトの視点からそのプロダク

トを生み出したプロセスを帰納的に分析することができる。同様にして，プロセス視

点からプロダクトを生産しているプロセスを観察することによって，成果物であるプ

ロダクトの性質(例えば品質や量)を予測することも可能である。高度に発達した産業

においては，そのようなプロダクトとプロセスの相関関係が詳細に分析されており，

その因果関係を利用した最適な生産が計画・実施される。 

 このプロセスとプロダクトの関係は，高度に知識集約型のサービス生産においても

変わることはない。ソフトウェアの開発サービスや，証券取引などを利用した投資信

託のような金融サービス，医療サービス，教育サービスなど，いかなる知識集約型サー

ビスも，労働集約型産業や資本集約型製造産業と同様に，プロダクトであるサービス

の性質を決定するのは，入力とプロセスパラメータである。 
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1.3 プロセスとプロダクト 

 個々のプロセスパラメータの変化が，成果物としてのプロダクトの性質にどのよう

な影響を与えるかの因果関係が明確に把握できれば，どのようなプロダクトを生産し

ているかにかかわらず，我々はプロセスの状態から，将来成果物として出力されるプ

ロダクトの品質や量についての正確な情報を得ることができる。また，その情報を効

果的に利用して，プロセスへの入力や，プロセスパラメータの一部を変化させること

により，より望ましい性質を持ったプロダクトを最適な量生産することもできる。 

 第 2 次世界大戦後の日本の工業力を大きく発展させた品質管理の技術は，そのよう

なプロセスのパラメータとプロダクトの品質との関係を，数学的に表現することに

よって操作を容易にし，プロセスパラメータを制御することで生産されるプロダクト

の品質を最適化することを可能にした。また，トヨタのカンバン方式として有名なジャ

ストインタイム生産方式も，組み立て生産ラインにおける物流を最適化することに

よって，生産効率を最適化した例とみることができる。 

 高度に知識集約型のサービス提供業務においては，一般的にはプロセスが明確に定

義されていないだけでなく，プロセスパラメータのうちどれが重要であり，どれが重

要でないか，プロダクトの性質をどう測定し，どう評価すべきかが明確になっていな

い。このことから，現段階で労働集約型工業生産や資本集約型工業生産のように，生

産プロセスを最適化することに成功してはいない。逆説的に言えば，そのようなプロ

セスパラメータと生産されるプロダクトとの関係を部分的に理解していることそれ自

体が，個々の企業や個人の資産になっている。 

 知識集約型サービス提供業務プロセスに最も大きな影響を与えるパラメータとして

現在知られているものに，作業方法と作業者の能力がある。作業方法には，作業手順

だけでなく，その基礎となっている技術や理論を含む。また，作業者の能力には，個々

の作業者が持っている業務に関する知識と，仕事に対する情熱や倫理観も含まれる。

すなわち，仕事に対する情熱や倫理観を除けば，作業手順と技術・理論は主として明

示知であり，業務に関する知識の大部分は暗黙知である。 

 以上のことから，知識集約型サービスにおいては，知識が組織の構成員としての個

人だけでなく，組織そのものにとっても競争力の源泉となる。 
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ソフトウェアプロセス 

ソフトウェアに関係する様々な活動と
その標準的作業と成果物に関する定義

• 段階(フェーズ)の定義
－企画・開発に関係する技術・管理活動の定義
－保守・運用に関係する技術・管理活動の定義
－ライフサイクル全体に関係する技術・管理活動の定義

• 作業工程の定義
－各工程と工程で実施すべき作業の定義
－各工程への入力と各工程で作成する出力（文書）の定義

ソフトウェアに関係する様々な活動と
その標準的作業と成果物に関する定義

• 段階(フェーズ)の定義
－企画・開発に関係する技術・管理活動の定義
－保守・運用に関係する技術・管理活動の定義
－ライフサイクル全体に関係する技術・管理活動の定義

• 作業工程の定義
－各工程と工程で実施すべき作業の定義
－各工程への入力と各工程で作成する出力（文書）の定義

ソフトウェアに関係する様々な活動と
その標準的作業と成果物に関する定義

• 段階(フェーズ)の定義
－企画・開発に関係する技術・管理活動の定義
－保守・運用に関係する技術・管理活動の定義
－ライフサイクル全体に関係する技術・管理活動の定義

• 作業工程の定義
－各工程と工程で実施すべき作業の定義
－各工程への入力と各工程で作成する出力（文書）の定義

ソフトウェアに関係する様々な活動と
その標準的作業と成果物に関する定義

• 段階(フェーズ)の定義
－企画・開発に関係する技術・管理活動の定義
－保守・運用に関係する技術・管理活動の定義
－ライフサイクル全体に関係する技術・管理活動の定義

• 作業工程の定義
－各工程と工程で実施すべき作業の定義
－各工程への入力と各工程で作成する出力（文書）の定義

 
 

 

 

 

1.4 ソフトウェアプロセス 

 ソフトウェアプロセス(Software Process)とは，ソフトウェアのライフサイクル全

体にわたり，企画，開発，運用・保守に関係する様々な活動を総称する技術用語であ

る。したがって，ソフトウェア開発工程など，ソフトウェアの開発に関係した活動等

に限定される概念ではない。同様に，ソフトウェア開発に直接関係した要求定義や設

計など，技術的な活動のみに限定されるものでもない。 

 SLCP の略称で知られている国際規格 ISO12207 では，ソフトウェアのライフサイ

クル全体に関係した様々な技術的・管理的な活動の 1 つ 1 つについて，それらの相互

関係や，個々の活動の内容などをどのように定義すべきかの指針を与えている。この

略称は，ソフトウェア(Software)，ライフサイクル(Life-Cycle)，プロセス(Process)

の 3 つの技術用語の頭文字を並べたものである。 

 これまで議論したように，高度に知識集約的なサービスの提供においては，サービ

スの提供者である組織が，サービスをどのように提供すべきかのプロセスについて学

習しており，その経験に基づいて適切にプロセスを管理・応用できることは，プロダ

クトである提供サービスの品質に大きく影響する。ソフトウェアのライフサイクル全

体を通して提供される様々なサービス業務すべてについて，このことが当てはまる。 
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1.4 ソフトウェアプロセス 

 適切なプロセスを確立し，適切にプロセスを実施し，プロセスの実施状況を適切に

監視し，必要があれば適切な対応を取ることが，すべての知識集約型サービスにとっ

て重要である。これを，PDCA(Plan-Do-Check-Act)のデミングサイクルと呼ぶ。デミ

ングサイクルを確実に実施するためには，組織内において標準的なプロセスを定義し，

それを適確に応用することが必要となる。SLCP では，そのようなソフトウェアのプ

ロセス標準をどう定義すべきかについて述べている。 

 ソフトウェアプロセスを定義する上で重要なことは，プロセスを構成するサブプロ

セスとしての「工程」と「工程間の関係」を定義することである。すなわち，各工程

は何を「目標」に，どのような「作業」を実施しなければならないかを詳細に記述し

なければならない。また，工程間の関係を明確に定義するためには，ある工程の出力(文

書)がどの工程の入力となるかを記述しなければならない。 

 各工程で実施されるべき作業を詳細に記述するためには，各作業の目標，作業内容，

作業方法，作業に必要となる入力，作業結果として生成されるべき成果物(文書)，作

業開始条件，作業終了条件などを明確化しなければならない。特に作業方法は，作業

の目標を効果的・効率的に達成するため，入力をどのように処理して出力を生成すべ

きかについて詳細に記述することが重要となる。 

 例えば，ソフトウェアの設計工程で，ある部分の設計作業が完了して，設計文書が

作成されると，その設計を担当した作業者以外の作業者が，作成された設計文書を精

査するレビュー作業を実施する。作成された設計文書をどのように読み，どのような

点に注意して，どのような問題を見つけ出し，どのように報告すべきかは，レビュー

作業の方法として定義されていなければならない。そうでなければ，レビューの質は

レビューを実施する作業者に依存し，時間の無駄になるリスクが増大する。 

 作業の開始条件と作業の終了条件は，作業がいつ開始され，いつ終わったかを客観

的に決定するために重要である。終了時間と開始時間，そして作業者の人数によって，

その作業にどれだけの工数を投入したのかが客観的に測定できる。また，投入された

工数から，どの程度の質の仕事であったかの推定も可能である。さらに終了条件は，

個々の作業者が，自分が実施した作業の結果が一定以上の水準に達しているかどうか

を，自分で判定し，サービスの品質を適切に管理するためにも重要である。 
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1.5 プロセスモデル 

 プロセスモデル(Process Model)とは，ソフトウェアの開発に関係する様々な活動を

一定の考え方に基づいて関連付け，定義した，一般性の高いソフトウェア開発プロセ

ス，または典型的なソフトウェア開発プロセスを総称した技術用語である。したがっ

て，プロセスモデルには，古典的なウォーターフォールモデルと，その改良としての

段階的開発モデルやプロトタイピングモデルなど，数多くのモデルが提案されている。 

 ウォーターフォールモデル(Waterfall Model)は，ソフトウェア開発を大きく，要求

定義工程，機能定義工程，設計工程，実現工程(コード化工程)，単体テスト工程，機

能テスト工程，システムテスト工程，保守工程に分割し，これらの工程を順番に実施

してゆく方法で，ソフトウェア産業で最も古くから実践されてきた方法である。 

 このウォーターフォールモデルは，実現工程を中心として全体を大きく，前半の「作

り込み」の工程と，後半の「検証」の工程によって構成し，要求されたソフトウェア

の確実な実現を目指す。すなわち，最初の 3 つの要求定義工程，機能定義工程，設計

工程が，作り込みの工程であり，最後の 3 つの単体テスト工程，機能テスト工程，シ

ステムテスト工程が，検証の工程である。 

 要求定義工程では，ユーザの要求を分析し，要求仕様を定義する。入力はユーザの

要求であり，出力は要求仕様書(Requirement Specifications)である。機能定義工程で
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1.5 プロセスモデル 

は，要求仕様を分析し，機能仕様を定義する。入力は要求仕様書であり，出力は機能

仕様書(Functional Specifications)である。設計工程では，機能仕様を分析し，モジュー

ル仕様を定義する。入力は機能仕様書であり，出力はモジュール仕様書(Module 

Specifications)である。実現工程では，モジュール仕様に基づいて，ソースコードを

作成する。入力はモジュール仕様書であり，出力はソースコードである。 

 単体テスト工程では，作成されたソースコードとモジュール仕様に基づいて，テス

ト仕様書(Test Specifications)を作成し，テスト仕様書に基づいてテストケースを作成，

テストを実施する。入力はモジュール仕様書とソースコードであり，出力はテスト報

告書(Test Report)である。機能テスト工程では，機能仕様を分析して，テスト仕様書

を作成し，テスト仕様書に基づいてテストケースを作成，テストを実施する。入力は

モジュール仕様書であり，出力はテスト報告書である。システムテスト工程では，要

求仕様を分析して，テスト仕様書を作成し，テスト仕様書に基づいてテストを準備，

テストを実施する。入力は要求仕様書であり，出力はテスト報告書である。 

 作り込みの各工程と検証の各工程との間には，1 対 1 の対応関係がある。すなわち，

「開発されたソフトウェアが要求仕様に合致しているかどうかを検証する」のがシス

テムテストであり，実現された「ソフトウェアの機能が機能仕様通りであることを検

証する」のが機能テストであり，「実現されたモジュールがモジュール仕様通りであ

ることを検証する」のが単体テストである。この作り込みと検証の対応関係から，前

半の作り込みはトップダウン式に実施され，後半の検証はボトムアップ式に実施され

る。 

 このウォーターフォールモデルでは，要求定義の段階の作業に問題があった場合，

その問題が捕捉できるのはソフトウェアが完成してからである。また，機能定義段階

の作業に問題があった場合，その問題が捕捉できるのはシステムテストが開始されて

からとなる。同様にして，機能仕様に合致しない設計上の問題を発見できるのは，機

能テストの段階である。このことから，ウォーターフォールモデルでは，作り込み工

程の早い段階で混入した問題ほど，検証工程の遅い段階にならないと発見できない。 

 ウォーターフォールモデルに基づくソフトウェア開発プロセスを適用したプロジェ

クトでは，そのような理由から重大な問題の発見が遅れる例も多い。 
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1.6 スパイラルモデル 

 スパイラルモデル(Spiral Model)とは，ウォーターフォールモデルの欠陥を改善す

るために新しく提案されたソフトウェアのプロセスモデルの総称である。ウォーター

フォールモデルのプロセスが直線的に開発工程を配置して，1 つ 1 つ確実に作業を進

めてゆくのに対して，スパイラル方式のプロセスモデルでは，らせん状に開発工程を

配置し，繰り返しによって少しずつ作業の完成度を高めてゆく。 

 繰り返しを前提とすることは，同一の工程を複数回実施することを仮定する。した

がって，開発作業がいつ終わるかの予測は困難になる。しかしながら，同一の工程や

同一の作業を繰り返すことによって，より大きな失敗を未然に防ぐことが可能になる

利点がある。すなわち，失敗のリスクを管理することが可能になる。 

 段階的開発モデル(Incremental Development Model)では，要求定義工程の後，要

求仕様に定義された機能や品質を実現する機能仕様を定義し，それを実現してゆくの

ではなく，要求仕様に定義された機能で最も重要な機能だけに着目し，ソフトウェア

を設計，実現，テストする。この作業に失敗すれば，要求仕様に定義されたソフトウェ

アの実現は不可能であることが判明する。 

 たとえそのような重要機能の実現に成功したとしても，予想以上の工数を投入した

とすれば，ソフトウェア全体では工数の観点で，大きなリスクが残されていると予想
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1.29 日本におけるプロセス評価のあり方(提言) 

できる。そのような多大なリスクを覚悟してでも，開発作業を継続すべきかどうかを

決断しなければならない。このようにして，開発対象のソフトウェアの規模を少しず

つ大きくしながら，完成度を高めてゆく方式を段階的開発と呼ぶ。 

 プロトタイピングモデル(Prototyping Model)では，要求定義工程でユーザの要求を

分析し，要求仕様を定義した後，要求仕様書レビューを経て，機能定義工程へ移行す

るのではない。要求仕様を定義した後，簡易言語でその試作(プロトタイプ)を実現し，

一定時間以上実際のユーザに使用させて問題点を抽出する。問題点が明確になったら，

それらの問題を解決する改善案を作成し，要求仕様に反映する。 

 さらに，要求仕様を改善したものを再定義し，それに基づいてプロトタイプを再度

実現，一定時間以上実際のユーザに使用させて問題点を抽出，再度問題が明確になれ

ば，さらにそれを改善する修正案を作成する。このような一連の試作・試作試験を繰

り返し，ユーザが満足する要求仕様が確定するまで要求定義工程を終了させない。そ

のような開発方式をプロトタイピングと呼ぶ。 

 段階的開発モデルでは，要求定義後の，設計，実現，テストを繰り返し，開発する

ソフトウェアの規模を段階的に大きくしてゆくことにより，開発のリスクを管理しよ

うとする。プロトタイピングモデルでは，要求定義における要求分析，要求仕様定義，

要求仕様レビューの作業を変形し，要求分析，要求仕様定義，試作開発，試作試験の

4 つの作業を繰り返すことによって，要求仕様の誤りのリスクを極小化しようとする。 

 これらのことから明らかなように，ウォーターフォールモデルは，要求仕様の定義

と基本的な設計における技術的問題のリスクの両方が無視できるとき，最も効率の良

い方式となる。これに対して，段階的開発モデルは，要求仕様の定義に関するリスク

が小さく，基本的な設計における技術的リスクが大きいと評価されるとき，リスクを

管理する意味で最も効果的な方式となる。プロトタイピングモデルは，要求仕様の定

義に関するリスクが大きく，基本的な設計における技術的リスクが小さいと評価され

るとき，リスクを管理する意味で最も効果的な方式となる。 

 重要なことは，プロジェクトに着手する前に，計画段階でプロジェクトのどの部分

にリスクがあるかを正確に査定し，適切なプロセスを設計することである。 
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