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1.1 ソフトウェア要求仕様の課題 

 要求仕様を決めた後，設計をする，というプロセスがソフトウェア開発で一般

的になってから 4 半世紀経過した。要求仕様を決めて要求仕様書に文書化するこ

とが現場に取り入れられてから，ソフトウェアの要求仕様の抽出，妥当性の確認，

ネゴシエーションなどにおいて要求仕様そのものの課題が次々と見つかり，解決

案が提案されるとさらに別の課題が見つかるといった過程を経て，要求仕様につ

いてあるまとまった技術が移転可能になってきた。現在も要求仕様をめぐる変化

は続いており，確立された技術とはまだ言えない状況である。 
 一方，要求仕様書は要求を仕様化し体系化して書いた文書であり，課題に応じ

て構成は違うことを前提とした要求仕様書の構成と内容が定着してきている。1
つの例が，IEEE 830-1998 である[27]。 
 要求そのものについては現在も解決されないままの課題がある。それら課題の

代表的なものを次に挙げる。 
 

• ソフトウェアの要求は変化し続ける。 
• ソフトウェアの要求を提示する人も，すべての要求を分かっているわけでな

い(提示された要求が事実とは異なり，後で訂正されることもある)。 
• ソフトウェアの要求の内容が衝突することがある。 
• 要求なのか制約なのか判断が変わる。 
• 要求を述べる人(組織)の利害関係が，要求をまとめるのに困難な状況を作る。 
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1. ソフトウェア開発と要求仕様書 

 これらの諸問題に対しては，プロトタイピング，インクレメンタル開発プロセ

ス，アジャイルプロセス[60]といった開発プロセスで解決しようという試みがな

され，ある程度の成果を出している。しかし，これらによって要求とその仕様化

の課題が包括的に解決されたわけではなく，部分的に解決されたにすぎない。ソ

フトウェア要求仕様の作成の他に，ソフトウェア要求の管理の課題もある。 
 
【ソフトウェア要求仕様の課題】 

• 進化型開発プロセスを採用した場合の要求仕様書のあり方とその管理。 
• 要求仕様から精度の高い見積りが可能になるか。 
• 要求の管理は無制限には不可能で，ある範囲内で可能である。 
• 要求仕様書の構成管理の範囲と限界。 
• 要求の追跡可能性の程度と範囲。 
• 最近話題のアーキテクチャとどのように関連付けるか。 

 
 現在の要求仕様書に求められる「要求」は，要求仕様書の必要性が理解された

ときよりも多様であり，複雑になっている。また，システムの方式設計で決定さ

れたアーキテクチャがソフトウェア要求仕様書の制約となり，この制約がソフト

ウェアの設計に強く影響している。決定されたシステムのアーキテクチャが要求

の実現可能な範囲を決めるのもある意味で一般的になった。 
 「要求仕様書には製品が解くべき課題を書くのであり解を書くのではない」と

いう言葉には，ソフトウェアの専門家である設計者がより良い解を考えることを

妨げてはならないという背景がある。実はそれだけではなく，要求仕様書に解を

書くということはコンピュータの用語で要求仕様書が書かれるということであ

り，発注者などのコンピュータの非専門家が読めないものとなって，要求仕様書

に示された開発すべき製品の仕様について発注者との合意形成を難しくする。そ

の他にも，要求仕様書の量が膨大になり，要求仕様書の保守ができなくなるとか，

性能やセキュリティといった設計で解決すべき非機能的要求を実現性の未確認

のまま実装し，後で取り返しがつかないような開発になりかねないというリスク

があるからである。 
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1.1 ソフトウェア要求仕様の課題 

 「要求仕様を決めずに開発を進めたプロジェクトは失敗する」という主張に裏

付けられたいくつかの仮説がある。これらは，要求仕様さえ決めれば後は力仕事

であるという，設計，実装，テストが知的作業であることへの無関心さから出て

いると思われる。次のような仮説は，現実を無視している。 
 

• 要求はあらかじめあり，要求のすべてが要求抽出と定義段階で揃っている。 
• 開発は線形に順次進み，後戻りはない。 
• システムにはライフサイクルがある。 
• リリースが最終作業である。 
• システム構築＝開発作業である。 
• 最も稼働を要するのは実装である。 
• 要求仕様書の作成を飛ばして設計/実装をした方が短期間に開発できる。 
• ソフトウェア開発期間はいくらでも短縮できる。 

 
 開発途中で要求が変化するのはソフトウェア製品に限ったことでない。昔から

ソフトウェア製品の他にもあったことをワサ[53]の事例が示している。特にソフ

トウェア製品開発では，開発途中に要求は変化し，リリース後も短期間で要求が

変化し続け，それらを仕様化して製品化し続けるところに特徴がある。 
 ソフトウェア要求仕様書の作成は，要求仕様の抽出から始まり，記述，確認，

ネゴシエーションの繰り返しを経て，ソフトウェア製品の有効範囲内の要求であ

ることを利害関係者，特に発注者が確認し，方式設計者に引き継げると判断した

とき終了する。その間，要求は変化するので，その変化を受けながら実現可能な

要求を要求仕様として要求仕様書に書く。そのためには，要求管理のプロセスが

確立されていなければならない。要求仕様のベースラインを決定し，差分を管理

する要求仕様書の構成管理も重要になっている。 
 要求は明確であるのに要求を書き尽くせない典型的な例が，Web アプリケー

ションの開発である。Web アプリケーション開発の特徴を列挙する。 
 

• ユーザとの合意はない。開発発注者との合意で要求が決まる。 
• 開発期間は短くて，従来の同じ規模のシステムの 1/2 程度が多く，要求定義

段階では後で決定する項目(TBD：To Be Determined)が多い。 
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1. ソフトウェア開発と要求仕様書 

• ユーザは閉じていなくて，製品の特性を限定できない。 
• アプリケーションは様々な製品の上で実行される。 
• Web コンテンツの設計は，従来のソフトウェア開発技術にはない技能と技術

が必要である。 
• 従来のソフトウェア開発は，開発の一翼を担うにすぎない。 
• Web サービスなどのアーキテクチャの制約がある。 
• プロジェクトの構成は，ソフトウェア開発者の他にページデザイナ，ビジネ

スプランナなどの参加者がある。 
 
 これらの特徴の他に，Web アプリケーションの要求仕様の課題を次に挙げる。

これらは，アーキテクチャからの制約と，その制約下での実現可能性の問題の典

型的な例である。 
 

• ネットワークに関する制約，要求が必須。 
• 品質と関連する対象およびその内容。 
• アーキテクチャは刻々と変化し，選択枝は複雑になってきている。 
• セキュリティに関する要求が厳しい。 
• ビジネスプロセスモデルの対象世界はネット上の仮想世界であり，仮想世界

には実世界の規則が適用される。 
• サービス提供者の見せたいものと閲覧者(ユーザ)の見たいものの合意はな

い。 
 
 従来，利害関係者は，システムの開発を依頼し費用を持ち利用者となる依頼者

と，それを受託し開発する開発者の 2 者であった。Web アプリケーションの利用

者は，これらのいずれにも属さない。 
 要求仕様書の作成プロセスの中で何を要求仕様として書くべきかを説明して

いる書籍は多い。本書では，何を書くかを知れば，プロセスはより自由に設計で

きると考え，要求仕様書がどのように使われるのか，また，そのためには要求仕

様書に何をいかに書くのかを，ソフトウェア製品の開発計画で必要な費用と期間

の見積り，およびテストマスタ計画の作成をどのようにするかの概略まで含めて

説明する。 
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1.2 ソフトウェアシステムの特徴 

1.2 ソフトウェアシステムの特徴 

 目には見えないソフトウェアシステムを見ようとすると，ソフトウェアが実行

されたときのユーザインタフェースなど，外部から観察可能な現象を文書化する

しかない。この外部からの観察の記録は，コンピュータおよびソフトウェアの専

門家のみが理解できる用語で記述されていることが多いため，発注者が専門家で

ないときは，発注者はユーザインタフェースを通じた操作を理解するのが限度で

ある。製品について，発注者とソフトウェア開発者双方が理解できる文書が必要

である。 
 何をどのように書けば互いに理解できるかを考えると，ソフトウェアシステム

の特徴が明らかになってくる。ソフトウェアシステムの仕様を記述する用語は，

その意味から書くことが多い。ソフトウェアが対象とする世界では，車とか建物

のように用語とその意味が共通に認識されている世界ではないことが多いため，

使われる基本的な
ご

語
い

彙とその説明が必要になるからだ。 
 課題によって，要求は変化し続けたり，始めから決まっていたりする。例えば，

パーソナルコンピュータがハードウェアを制御するときの制御部分のソフト

ウェアは，開発依頼の時点でその要求を決めることができる。しかし，そのハー

ドウェアが使われる世界でこのソフトウェアを役立てようとしたとき，いかに役

立てるかの要求は変化し続ける。 
 また，金融システムの経理システムは銀行簿記の規則が決まっているため，コ

ンピュータで対応可能な範囲を与えれば，要求仕様は決まる。しかしサービス業

のシステムは，システムが実世界に導入されたときに実世界を変えるという特性

によって要求はさらに変化し，開発を継続せざるを得ない。このときの要求仕様

は，変化するのが前提となる。 
 要求仕様書をきちんと作成したら，後は設計，実装，検査までスムーズに開発

できた，というサクセスストーリも課題によっては成り立つ。要求が常に変化し

たため，要求仕様書をきちんと作成せず，顧客との合意で設計，実装を繰り返し

てシステムを計画通り稼働させサービスを開始できた，というサクセスストーリ

も，開発プロセスに適した課題ならあり得る。 
 ソフトウェア開発において要求仕様書は，ある程度の規模になればその呼び名

を問わず作成している。それを要求仕様書と呼んでいるかどうかの違いである。
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1. ソフトウェア開発と要求仕様書 

システムが人間社会の中に組み込まれる度合いが高いほど，要求は定まらず，変

化し続けるが，要求仕様の対象世界が機械とか電子部品であれば，機械や電子部

品が変化しない限り，要求は変化しないことも事実である。 
 
 

1.3 ソフトウェア開発と文書化 

 製品の仕様書は，ソフトウェアに限らず製品開発には必要である。検査報告書

も同様に必須である。必須な文書の種類は同じであっても，製品の特性が異なれ

ば内容が異なるのは自明である。特に製品の形が見えないソフトウェアは，文書

で製品を説明するしか方法がないため，製品の納品に文書は不可欠である。ただ

し，それが保守されないと，以降は文書を作成せずにプログラムを開発すること

を許すことになる。保守まで視野に入れた文書化が求められるのは，文書がない

システムの保守費用とその効果を考えると自明である。 
 要求仕様書とは違い，設計書はコンピュータの言葉で記述される。コンピュー

タの世界を書く設計書はソースコードから設計書を生成でき，生成するツールを

リバースツールという。しかし，要求仕様書はコンピュータの世界を書いたもの

ではないし，発注者などコンピュータの言葉が理解できない人達が読むため，

ソースコードから変換できない。要求仕様書に書くべきことは何で，書いてはな

らないことは何かを意識していないと，設計書を要求仕様書と扱いかねない。 
 ソフトウェア以外の製品には，ソフトウェア開発における要求仕様書とほぼ同

じ位置付けの文書がある。ソフトウェア開発で何故要求仕様書が注目されたかは，

前節の「ソフトウェアシステムの特徴」で述べた。要求仕様書以外の文書として

は，プロジェクト管理，設計・実装，テストに関連する文書や，テスト結果を利

用することになるが検査報告書などがある。さらに，構成管理および変更管理に

関する文書が必要であることは言うまでもない 
 本書で説明する要求仕様書とは，ISO/IEC 12207:1995 JIS X 0160:1995 のソ

フトウェアライフサイクル(SLCP)[32]で言うソフトウェア要求分析アクティビ

ティで作成する要求仕様書である。 
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1.4 要求仕様書は必要か 

1.4 要求仕様書は必要か 

 作るべき製品は何を満足すべきか，が書いてあるのは要求仕様書だけである。

また，要求仕様書の内容と書き方や，要求仕様をいかに管理しそれらをどのよう

に要求仕様書に反映させるかということは，現在でもソフトウェア開発における

重要な課題である。 
 要求仕様書の必要性は，品質や開発管理の側面から述べられていることが多い。

例えば，ソフトウェア製品の品質は要求仕様を満たしているかどうかで測られる

とか，要求仕様書に記載してある有効範囲がプロジェクトの有効範囲(プロジェ

クトスコープと言われている)であり，プロジェクトが進むに伴って起こり得る

有効範囲からの「ずれ」(スコープクリープ)を管理する必要がある，などがある。 
 要求仕様書と要求管理の役割をソフトウェア開発以外でも述べることができ

る。これを「付録 A ワサから学ぶこと」に簡単に示した。 
 ソフトウェア要求仕様書は不要である，または作成しても役に立っていないと

いう見方もある。それは，次のような課題についての納得できる解が見つかって

ないことに由来すると思われる。 
 
【ソフトウェアの特徴から派生する課題】 

• 要求，制約の定義は何もないところから定義するに等しい。 
• 利害関係者の種類と数が多い。 
• 具体的なイメージと，製品が納められ製品によるサービスが始まったときの

イメージがうまくつかめない。 
• 利害関係者が想定しているサービスと実現されたサービスの違いは，実現さ

れてはじめて分かる。 
 
【開発プロセスから派生する課題】 

• システムの規模によって開発プロセスが異なる。 
• 解が見えている場合と解を調査・検証する場合では異なる。 
• 実行および開発環境や解の一部が与えられることがある(制約として提示さ

れる)。 
• システムとソフトウェアの要求仕様書では前提と役割が違う。 
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1. ソフトウェア開発と要求仕様書 

【要求の抽出】 
• 製品に関連する利害関係者をあらかじめ特定できない。 
• 要求を正しく，完全に抽出できない。 

 
【要求分析と要求定義】 

• 何を，どこからどこまで，どの程度の粒度で要求を仕様化するかは，プロジェ

クトごとに異なる。 
 
【要求は決まらない】 

• 仕様化する途中から変化し，仕様化しても決まらない。 
• 要求の凍結は難しい。 

 
 これらの課題について，誰もが満足する解はない。要求は変化し，利害関係者

が後で見つかることもあり，委託相手によっては仕様の粒度さえ異なることはソ

フトウェア製品の他にもある。しかし，ソフトウェア製品に固有な課題として，

ソフトウェアの特徴から派生する課題がある。「ソフトウェア製品が解くべき課

題」に応じて考える枠組みを用意し，この課題への解を探る 1 つのアプローチが

ジャクソンのプロブレムフレーム[43]である。 
 人間社会に組み込まれるシステムであるほど，きちんと正確に定義できる要求

がある一方で，正確に定義できない要求もある。そして，それらをシステム化し

なければならないのがソフトウェア技術者である。不正確な要求があることを前

提として要求を抽出する。 
 プロジェクト管理，テスト，保守，運用という観点から，要求仕様書の役割と

どのように使うかを考えることは，要求仕様書への「要求」を別の視点から考察

することでもある。ソフトウェア開発の費用と期間の妥当性，品質の測定に必要

な情報，保守に必要な情報，運用についての要求の提示などにおいて，それぞれ

の「要求」がある。コンピュータシステムが社会の基盤になり，社会基盤の維持

改良と関係する利害関係者の種類と数が増えたため，かつてソフトウェア設計者

のためだけにあった要求仕様書は，これらの利害関係者へ製品についての何かを

伝えるために，より必要になってきている。 
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1.6 ソフトウェアライフサイクルにおける要求定義 

 要求仕様書に書いてある内容を利害関係者が理解できるという意味で，身の丈

に合った要求仕様書というのがあってよいのではないかと思う。IEEE 830-1998
は，要求仕様書を書くための要求仕様書のアウトラインテンプレートを提供し，

その記述内容についてはガイドライン程度で抑えている。詳細を決めずにアウト

ラインに限定しているため，IEEE 830-1998 は身の丈に合った要求仕様書を書

くためのガイドラインになる。IEEE 830-1998 が推奨規格であり，その内容の

表記法まで規定しないことが逆に，要求仕様書を書くための有用なガイドライン

として広く受け入れられている。 
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