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システム開発方法論の構造的展開

芳賀正憲
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1.はじめに

システム開発の方法論は、もともと非常に広範な概

念を含んでいるが、産業界では一般にこれを業務手順

と技法に二分して整理している。

システム開発業務は、課題に対する 1 つの80I uti 00 

とみなされるが、上記のような方法論の整理は、問題

解決技法の体系化の進め方と対比して考察すると理解

しやすい。

例えば、情報処理振興事業協会等が編集した「問題

解決技法」のテキストによると、問題は、図 1 に示す

ように、プロセスとこれに対応する技法によって解決

が図られる。このとき、プロセスと技法の関係には、

図 2 の左に示すように、プロセス毎にこれを支える技

法が並立して存在する場合と、右のように、まず問題

解決のための大きな技法があって、その中にその技法

を実行する手順としてのプロセスが存在する場合の 2

つのケースがある。

システム開発の場合、右のように、まず開発技法が

あって、次にその技法を実現する手順が存在するとい

う枠組みが妥当ではないかとも考えられる。しかし、

技法の多様性や、組織により選択される技法が異なる

こと、 1 つの技法についても年々発展していくことか

ら、システム開発にとって必要な業務の手順と対応す

る技法を、便宜的に左のように分離・独立させて整理

する考え方が一般的になったと思われる。

本稿では開発方法論のうち、まず技法について、基

本的な考え方の変遷を考察する。次に、最近提案され

た共通フレームを中心に、業務手順の標準化がどのよ

うな形で行われているかを述べ、その構造が、技法の

最新の考え方に対応したものであることを示す。最後

はが まさのり 新日鉄情報通信システム(株)
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にこれからの大きな課題として、開発生産性や品質を

向上させるため採用されている方法論の特徴について

言及する。

図 1 問題解決におけるプロセスと技法

図 2 プロセスと技法の関係

2. システム開発技法の発展

2. 1 DFD技法の登場

システム開発の方法論というときのシステムとは、

最終的にコンビュータ上のプログラムを含むとしても

第一義的には、人間の組織的な業務活動を意味してい

る。

オベレーションズ・リサーチ© 日本オペレーションズ・リサーチ学会. 無断複写・複製・転載を禁ず.



システム開発の技法とは、このような人間の組織的

な業務活動の現状を分析し、改善された新しい活動の

形態をデザインする方法である。このとき、分析とデ

ザインをいかに構造的に進めていくかということが、

技法発展上の大きな課題となっている。

このような技法は構造化技法と呼ばれているが、そ

の歴史は“5WIH" に分けて考察すると分かりやすい。

すなわち、 why (なぜ)、 who (誰が、どのコンピュ

ータが)、 when (どのようなタイミング、順序で)、

where (どこに設置されて、どこの対象に対して)、

what (どのような世界を対象にして)、 how (どのよ

うな処理をするか)の 6 項目である。

構造化技法の歴史は、まずhow を明確化することか

ら始まった。最も普及が進んでいるのは、 Data Flow 

Diagram (DFD) 技法であり、 1978年DeMarco によっ

て提案されたものが有名である。図 3 に、 DFD の 1 例

を示す。

2. 2 最新構造化技法の確立

DFD を中心とする構造化技法は、米国を中心として

ソフトウェア・クライシスに悩むシステム開発部門に

大きな期待をもって迎えられたが、短期間にいくつか

の問題点が指摘されるようになった。これらについて

は、解決策が次々に提案され、最新構造化技法として

体系化が進んでいる。その主要なものは、次のとおり

である。

(1)論理化は、 DFD 技法の中でも中核となるプロ

セスであるが、その手順の標準化がむずかしい。

これに対してはMcMenamin と Palmerが、イベントと

これに対応する処理を定義するエセンシアル(本質)

モデルの考え方を提案し、解を与えた。

( 2) DFD 技法のプロセスとして示された 4 段階の

手順を忠実にたどると、非常に時間がかかる。

これに対しては、最初から将来論理に相当するエセ

ンシアル・モデルを作成し、それをもと

に将来物理を決定するという、簡略化さ

れた手順が提案されている。ただし、こ

れが実行できるのは、システムエンジニ

アが当該業務を熟知している場合に限る

とされている。

( 3) DFD 技法では、制御やタイミン

グの表現が困難である。

DeMarco 自身は、タイムサイクルやタ

イミングの表現は、システムの機能を示

すに当たって、本質的なことではないと

いっている。しかし、リアルタイムのシ

図 3 Data Flow Diagram の例 (K 運輸会社現行論理) ステムにとっては、制御やタイミングは

系の同定のため欠くことのできない要件

情報処理の世界は、基本的に情報の伝達、変換、蓄

積から成り立っている。このとき、伝達を矢印、変換

を円、蓄積を(電気のコンデンサにならって)横線 2

本で表現したものがDFD である。つまり、 DFD は情報

処理の世界を基本要素に分けて的確に図示することが

可能であるがゆえに、必然性をもった分析技法である

といえる。

DeMarco のDFD 技法の意義は、単に情報処理の構造

的な表現法を示しただけでなく、新しいシステムを作

っていくためのプロセスを提案したところにも存在す

る。彼によれば、新しいシステム仕様を決定するまで

のプロセスは、現行物理→現行論理→将来論理→将来

物理(の各モデルの作成)というステップをたどる。

1995 年 2 月号

である。

この課題の解決はHatl旬、 Ward らによってなされた

が、例えばHatI eyは、 DFD 中のプロセスに対する制御

信号の流れを示すControl Flow Diagram (CFD )とコ

ントロールの仕様を表す状態遷移図を導入している。

図 4 に、図書館システムにおける図書の状態遷移の

表現例を示す。

(4)これまでの技法は、処理を中心にシステムを

分析し、データを各機能の付属物のように扱ってきた

が、システムの規模が増大するに伴い、同一内容のデ

ータが各機能毎に別々に定義をされたりメインテナン

スされたりして、整合性の確保が困難になってきた。

これに対しては、次のような考え方で解決が図られ
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図 4 図書館システムにおける図書の状態遷移の表現例

ている。

一般的に処理機能は、ニーズの変化に伴い常に変化

するが、データで代表されるシステム化の対象自体は

処理機能に比べてより安定的である。

そこで、データ構造自体を重複や不整合のない形に

定義しておき(これをもとにファイルやデータベース

を設計する)、そのあとで状態変化や処理機能を決定

していくほうが、より構造的に優れたシステムができ

あがるのではないかと考えられるようになった。

データ構造を表現する技法として広く採用されてい

るのが、 Entity-Relationship Diagram (ERD) 技法

である。図 5 に、卸問屋業務のERD による表現例を示

す。

図 5 卸問屋業務のERD による表現例

2.3 構造化技法の今後の展開

DFD は、 “ 5W1H" のうち、 how を表現するものであ

り、またCFD や状態遷移図はwhenを、 ERD はwhatを表

現していると見なすことができる。このとき、 who と

where は自明(例えば中央計算機室のメインフレーム

が工場のオペレータの実行業務をサポー卜)のことと

していた。しかし、最近のように、ワークステーショ
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ンやパソコンの能力が向上しネットワークが拡大し

て分散システムが現実化してくると、 who と where

を含めて分析を行う 5 次元の構造化技法の確立が緊

急の課題となってきている。また、 5 次元の各要素

に対して、ニーズと技術的制約の両面からwhy をは

っきりと示すことのできる基本原理を明らかにする

ことも、重要な研究テーマとして残っている。

3. 業務手.)1贋の標準化一共通フレームの制定

3.1 共通フレームの制定

1994年 1 月、情報処理振興事業協会より「ソフトウ

ェアを中心としたシステムの取引に関する共通フレー

ム」が発表された。ここで共通フレームとは、システ

ム開発市場の健全化を図るため、開発に関連した作業

群を備隊し、可視化した共通の枠組みであり、コンピ

ュータメーカ、情報サービス企業、ユーザ企業、学界

の代表者で構成される検討委員会で策定されたもので

ある。

共通フレームでは業務手順をいわゆるWork Bre紘一

down Structureで整理している。大分類として購入、

供給、企画、開発、運用、保守、管理、環境整備、教

育訓練、文書作成、構成管理、品質保証、問題解決、

組織の確立・評価・改善、システム監査の15プロセス

が定義されている。中分類はアクティビティと名づけ

られ、例えば開発プロセスは13、運用プロセスは 7 つ

のアクティビティから成り立っている。各アクティビ

ティは、いくつかのタスクに分けられ、これがWork

Breakdown Structure の最小単位となっている。

各タスクについて、入力・出力となるドキュメント

様式、入力から出力への変換手順、変換に際し用いる

技法・ノウハウ、出力の評価関数・チェックポイント

などを整理すれば、システム開発における業務手順は

細部に至るまで明確に表現できることになる。

共通フレームで提示されているプロセス、アクティ

ビティ、タスクは、必要に応じて取捨選択したり、繰

り返し実行したり、複数のものを括って実行しでもよ

いことが明記されている。このような作業は、最近テ

ーラリングと呼ばれている。

現実に開発するシステムは、プロジェク卜によって

業種・業務、規模、プラットフォーム、再利用可能な

資産、開発メンバーの既存知識のレベル等を異にして

いる。それらに応じて適切にテーラリングを行うこと
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は、プロジェクトを成功に導くためにきわめて重要な

活動である。

共通フレームで注目すべきことは、プロセス、アク

ティビティ、タスクを、 X 軸/Y 軸の 2 次元座標に展

開すべきことが提案されていることである。ここでX

軸は、実行のタイミング、順序を示す時間紬であり、

Y 軸は、その業務が何を対象に行われるかという、対

象を表す軸である。一般に業務を行うに当たっては、

その対象に応じて必要な技術や資源が決定され、組織

や役割分担が決まってくる。したがって対象軸は、そ

の業務の実行組織を示していると見ることができる。

共通フレームでは、時間紬/対象軸による整理の重

要性は指摘されているが、細目の決定は各開発組織に

任されている。現実に開発を実行するには、当然これ

らを明確にすることが必要である。

3. 2 開発業務標準の事例

上に述べた共通フレームに先行し、かっ共通フレー

ムと同等の概念で成り立っているのが、富士通(株)

の開発業務標準SDEM90である。 SDEM90ではWork Breakｭ

down Structureだけでなく、時間軸/対象軸とも定義

されている。以下に、その構造を紹介させて頂く。

SDEM90では、業務の対象をカテゴリと名づけ、時間

軸となる工程より優先して提示している。

カテゴリとしては、まず大きく実世界とコンビュー

タ世界、両者聞のインタフェース、開発資源補給世界

の 4 世界を考え、次にこれらを業務、ソフトウェア、

ハードウェア、システム仕様、開発支援、プロジェク

ト管理の 6 対象に分類している。さらにこれらを、 23

の小カテゴリに細分化している。例えばシステム仕様

は、システム機能、データ構造、性能、信頼性・セキ

ュリティ、運用・保守、移行の 6 つの小カテゴリから

成り立っている。

時間紬は、システム企画から保守・システム評価に

に至る 11の工程に分かれている。

対象軸を23、時間軸を11に分けることにより、 253

の要素をもっマトリクスができあがる。開発に関係す

る業務は、すべてこのマトリクス上に展開することが

できる(ただし、共通フレームにある購入、供給など

一部のプロセスは除く)。

このマトリクスにより、通常V 字裂で表現される、

システム企画から運用テストまでの主要な開発業務以

外に、多くの重要な作業が、各カテゴリ、各工程毎に
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行われる必要のあることが分かる。

対象紬が役割分担に対応していることを考えると、

このマトリクスの行を見ることにより、ある部署が工

程毎に実行すべき業務が分かり、列を見ることにより

ある工程では各部署が何をなさねばならないか、一覧

的に把握ができる。

マトリクス上に位置づけられた各業務については、

Work Breakdown Structureの他、作業のポイントや技

法/ツール、ノウハウ事例が提示されている。

3. 3 共通フレームと最新構造化分析

共通フレーム及びそれに先行して提案されたSßEM90

は、対象軸/時間軸の 2 次元座標上に展開された業務

手順から成り立っている。

前述のように最新構造化分析では、システム開発の

対象とする業務活動を、 what 、 when、 how の 3 次元で

分析する。ここでwhatを対象輪、 whenを時間軸、 how

を業務手順に対応させると、共通フレーム及びSDEM90

の構造は、最新構造化分析を、ユーザの業務ではなく

自らの開発活動そのものに適用して得られた結果であ

ることが分かる。また、 SDEM90でカテゴリが重要視さ

れているのは、最近のデータ中心設計やオブジェクト

指向の動きに対応したものであることが理解される。

4. 生産性向上への取り組み

価格破壊が叫ばれる中で、システム開発の生産性に

ついても大幅な向上が要請されている。

生産性を従来より大きく向上させた開発事例が、最

近いくつかの文献に紹介されている。それらのプロジ

ェクトの特徴として、次のような項目が挙げられる。

(1)エンドユーザと SEが一体となった少人数のチ

ーム編成

( 2 )上記の編成で、全工程一貫開発

( 3 )大きなシステムは、上記の編成チームが複数

で並行開発

(4)開発ドキュメントの簡略化

( 5 )プロトタイピングとスパイラルアップ方式の

採用

( 6 )データ中，心アプローチ

(7) RDB 、 4GL 、 CASEツールの採用

技法としては、従来から生産性や品質の向上に役立
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つとされていた方法を、複数組み合わせて相乗効果を

挙げている。その上に、プロジェクト編成上の工夫で

ド、キュメン卜作成とコミュニケーションのための負荷

を軽減している。

これらの特徴を見ると、生産性向上のために実行さ

れていることに必ずしもむずかしい概念はなく、すべ

て既知のものである。その意味で、われわれの従来の

開発方法論改善のアプローチは基本的に今後も生かす

ことができる。

しかし、生産性向上という目的達成のため、これら

の諸概念、が高度に統合された上、今まで管理水準の確

保のため実行されていたドキュメン卜整備などの諸作

業が簡略化されている。

この方法は、ある意味においては20数年前の、シス

テム開発の初期段階に帰った状態といえる。当時に比

べ複雑度の増した開発環境のもとで、 20数年前と類似

した開発スタイルを採用することには、大変な管理上

のリスクが伴う。このリスク回避のためには、生産性

と品質の向上を同時に担保する開発プロセスのメカニ

ズムの一層の解明と、これを確実に実行しうるシステ

ムエンジニアの育成が必要である。

5. おわりに

システム開発の方法論に関し、技法の発展、業務手

順の標準化、生産性向上施策の動向について述べた。

100 万人を超えるといわれるシステム開発技術者が

今後これらの諸技術について、共通の認識をもって実

践を積み重ねながら、業務基盤の確立に努めていきた

いものである。それとともに、これらの諸技術を総合

的にサポー卜するツールの発展が切実に望まれる。

本稿に対し、大方のご批判が頂ければ幸甚である。
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