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設計書は、下流開発工程への仕様伝達のほか、テスト、保守への入力として重要な意味を持つ。最近、工期短縮とコ
スト削減の要求、およびお互いに多くの暗黙的共通知識を持つ固定メンバによる開発のためか、設計書に記述すべき内
容が省略されている例を見る。この結果、保守の生産性･品質の低下や保守の属人化などの問題が生じていると考える。
本稿では、この事象への対策検討の一歩として、設計書に本来記述すべき情報を標準・規格の観点から整理し、省略傾
向にある情報、その情報が欠落した場合の問題・リスクを考察するとともに、対策の方向を示す。
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望ましい設計書への考察

－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

を担当する設計書利用者の立場から見て必要な設計書記述

1. はじめに
（社）日本情報システム・ユーザ協会の調査

情報を考察する。
1）

によれ

ば、IT投資予算の約60%が保守運用費で、そのうちの39%が
ソフトウェア保守費および外部委託費であり、また新規投

2.1. 設計プロセス

資40%の36%が再構築の開発費である。再構築も適応保守の

ISO/IEC 12207:20083）では、テクニカルプロセス群

ひとつだと考えると、実にIT投資の約40％が保守にかけら

（設計・実装・テストの通常の開発のプロセス）の中で設

れている。

計に関するプロセスを定義している。システムアーキテク

保守のプロジェクトでは、保守対象システム全体に関す

チャ設計、ソフトウェアアーキテクチャ設計、ソフトウェ

る知識を、開発で作成したシステム文書として保守へと引

ア詳細設計の３プロセスに分けている。表１にそれぞれの

継いでいることを前提にして、問題報告や修正要求の形で

プロセスのタスクと出力を示す。

要件を「差分」として提示される。また、再構築の場合

ここで、ISO/IEC 12207:2008が今年の改定で整合性

も、現行システムがもっている機能についての要求は「現

をとった相手であるISO/IEC 15288:20084）では、アー

行機能保証」という言葉で済まされ、詳細が記述されない

キテクチャを、「システムのコンポーネント、コンポーネ

ケースもある

2）

。この意味で、現行システム全体に関す

る知識が得られるシステム文書は重要である。
一方、同じお客様や同じシステムの開発･保守を、ほぼ

ント間および環境との関係、およびシステムの設計と進化
を支配する原理で体現した、システムの基本的構造」と定
義している。

同じメンバで担当してきた場合、本来ならば設計書に記述

「設計と進化を支配する原則」とは、構成要素に割り当

もしくは参照しなければならない情報も、書かなくてもわ

てる要件の概略構想、全体に共通する問題に対する設計結

かる暗黙的「共通知識」となり、かつ工期短縮・コスト削

果（関心の分離で切り出した技術的問題の解決策が多い。

減の要求を受けて、設計書への記述もしくは修正を省略し

例えばエラー処理機構など）、品質要件を満たすために採

ている例を見かける。確かに不要な作業の削減は、工期短

用すべき設計手法や設計の評価基準であると考える。これ

縮・コスト削減の基本的手段であり、ある程度の設計書記

らは通常、プロジェクトの設計標準や設計ガイドとして記

述省略は一概に悪いこととはいえない。しかし、差分で与

述される。

えられた要件で変更を繰り返す間に、文書が現状と合わな

それぞれの設計プロセスの目的、アクティビティー、出

くなったり、失われたりしているという実態が現実に存在

力は異なるが、表１において太字で示したように、設計と

する。そして、最近の傾向として、コスト削減を目的とし

は、
「想定した環境・方法で使用したときに想定した使用目

たオフショア利用に代表されるように、新しいメンバや新

的を達成でき、与えられた要件を満たして、かつ実現可能

しい委託先がプロジェクトに参加することにより「共通知

なもの」という問題に対し、「設計対象を構成する構成要素

識」という前提が崩れるケースが増えてきている。

とそれへの要件、構成要素間および外部とのインタフェー

本稿では、このような状況を踏まえ、保守の生産性・品
質の低下や保守の属人化などの問題への対策検討の一歩と

スとそれへの要件」として記述した解（実現策）を求める
ことであると言える。

して、基本に立ち返って設計書に本来記載すべき情報を調

それぞれの設計プロセスの、構成要素への分解・詳細化

査し、省略傾向にある情報とそれが欠落した場合の問題・

のイメージを図１に、また、問題と解との関係を解釈した

リスクを考察し、対策の方向を示す。

ものを表２に示す。設計が進むにつれ、構造が分解されて
いき、それに伴いインタフェースも詳細化・具体化される。

2. 設計書に記述すべき情報

なお、ISO/IEC 12207:2008は、システムアーキテク
チャ設計プロセスとソフトウェアアーキテクチャ設計プロ

設計書は、設計者と、その後続プロセスの設計者、プロ

セスをISO/IEC 15288:2008のアーキテクチャ設計プロ

グラマ、テスタ、保守者との間のコミュニケーション手段

セスのインスタンスとしている。しかし、ソフトウェア詳

である。まず、現状の課題を考える土台として、設計プロ

細設計プロセスにはこういった注記がなく、これだけ別の

セスおよび設計書に関する標準を調査し、後続のプロセス

ものと認識していると解釈される。

exa review

No.9（2008.12）

46

望ましい設計書への考察

表１

－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

ISO/IEC 12207:2008における設計プロセス

項No プロセス名

目的

アクティビティ（★）／タスク（○）

出力

6.4.3

システム
アーキテクチャ
設計

どのシステム
要件をどの構
成要素に割り
振るかを決め
る。

★ アーキテクチャを確立
○ ハードウェア、ソフトウェア、人による運用の３種類のアイ
テム を識別し、システム要件を割り当てる 。
★ アーキテクチャを評価

・システムアーキテクチャ
・システムの各アイテムに割り当てた 要件

ソフトウェア
アーキテクチャ
設計

実装でき、要
★ ソフトウェアアーキテクチャを設計
件に対して検
証できる、ソフ ○ ソフトウェアアイテムへの要件を、トップレベルの構造を記述し
ソフトウェアコンポーネントを識別したアーキテクチャに変
トウェアの設
計を提供する。
換する。 ソフトウェアアイテム要件をソフトウェアコンポーネン

7.1.3

・各アイテムの、システム内部および外部
インタフェース
・システム要件とアーキテクチャとの間の
検証結果、各アイテムの要件の、顧客要
件へのトレーサビリティ
・ソフトウェアアイテムのアーキテクチャ
・各ソフトウェアアイテムの内部および外部
インタフェース
・DB基本設計結果
・初期バージョンのユーザ向け文書

トに割り当てる 。
・ソフトウェア統合のテスト要件とスケ
○ ソフトウェアアイテム外部、およびソフトウェアコンポーネン
ジュール
ト間のインタフェース をトップレベルで設計する。
・ソフトウェアアイテムへの要件とソフトウェ
ア設計との間の整合性とトレーサビリティ
○ DB をトップレベル で設計する。
○ 初期バージョンのユーザ向け文書を作成する。
○ ソフトウェア統合のテスト要件とスケジュールを作成する。

確認結果

○ ソフトウェアアイテムのアーキテクチャ、インタフェース、DB設計を評価 する。
○ ステークホルダとレビューする。

7.1.4

ソフトウェア
詳細設計

実装でき、要
件およびソフ
トウェアアー
キテクチャに
対して検証で
き、かつコー

★ ソフトウェアを詳細設計

ウェアの設計
を提供する。

○ ソフトウェアユニットテストへの要件とスケジュールを文書化する。
○ ソフトウェア統合のテスト要件とスケジュールを改訂する。

○ 各ソフトウェアコンポーネントについて、詳細設計する。ソフトウェアコ
ンポーネントをソフトウェアユニットを含む低レベルに詳細化
する。ソフトウェア要件をソフトウェアコンポーネントからソ

フトウェアユニットに割り当てる 。
ディング・テ ○ ソフトウェアアイテム外部、ソフトウェアコンポーネント間、
スト可能な
ソフトウェアユニット間のインタフェースを、他の情報がな
くてもコーディングできるレベルに 詳細設計する。
ほど詳細化
した 、ソフト ○ 必要に応じ、ユーザ向け文書を改訂する。

・作成すべきソフトウェアユニットを記述し
た、ソフトウェアコンポーネントの詳細設
計
・各ソフトウェアユニットの外部インタフェー
ス
・要件およびアーキテクチャ設計と詳細設
計との間の整合性とトレーサビリティ確
認結果

○ ソフトウェア詳細設計とテスト要件を評価 する。
○ ステークホルダとレビューする。

しかし、ソフトウェア詳細設計プロセスでは「設計と進
化を支配する原則」（設計標準、設計基準）に従って設計

すべき設計手法と設計基準に詳細化する5）。
(2)設計対象の構成要素と各構成要素の役割構想を想定

を進める面が強いが、システムアーキテクチャ設計でも同

提供サービスの自律性、循環しないコンポーネント

様にエンタプライズアーキテクチャとして決めた標準など

間の依存関係、情報隠蔽、結合度や凝集度などといっ

に従う面がある。他のアーキテクチャ設計では構造を決め

た設計基準を加味して、１構成要素に割り当てるべ

る面が強いが、ソフトウェア詳細設計プロセスでもソフト

き要件のグループを想定する。そして、それを実現

ウェアユニットという構成要素に分解して内部構造を決め

する役割を持った構成要素を想定する。

ている。これらから、システムアーキテクチャ設計、ソフ
トウェアアーキテクチャ設計、ソフトウェア詳細設計の３

(3)構成要素および設計対象外部との協働作業（コラボ
レーション）を想定

つの設計プロセスは、それぞれ設計対象が異なり、また設

設計対象が提供する機能やインタフェースなど、設

計結果の詳細度が概略レベル（トップレベル）とコーディ

計対象に対する要件を満たすために、想定した構成

ングできるまでの詳細レベル（プログラミング言語という

要素間および外部との間でどのようなやり取りをし

構成要素に分解できる直前）と異なるが、設計プロセスと

て処理を進めるかを想定する。市販製品や再利用製

して同じものに抽象化できる。

品を利用するときは、その機能やインタフェースを

全ての設計プロセスでは、解を求めるため、以下のこと
を行っている。
(1)設計対象に対する要件を分解・詳細化
機能要件などを分解・詳細化する。品質要件につい
ては、実現するための機能要件、各構成要素に割り
当てるパフォーマンスなどの品質目標、または採用
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勘案して、協働作業の内容や、設計対象に対する要
件の調整案を作る。
(4)各構成要素のインタフェースと各構成要素への、分
解･詳細化した要件の割り当て
(5)設計結果の評価、最適な設計案の選択
次に示す評価を行い、場合によっては設計対象への
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－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

要件を調整する。

用目的を達成できるか

・各構成要素とインタフェースへの要件は、設計対
象への要件を満たすために必要十分か

（つまり、

設計対象への要件に対するトレーサビリティ）

2.2. 設計書の標準
ソフトウェアの設計書記述内容に関するガイドとして、

・要件は整合性があるか、実現可能か
・先行のアーキテクチャ設計で決めた「設計と進化

IEEE Std 1016-19986）がある。
このガイドが各設計対象（設計エンティティ）に対して

を支配する原則」を遵守しているか
・想定した環境、方法でこの設計対象を使って、使

記述すべきとしている設計書記述情報（属性）を表３に示
す。また、推奨している設計ビューとそれが含む記述情報

凡例） 矢印 ： サービス提供の方向、
：構成要素
線種・太さ ： 各設計プロセスでの認識を示す。
システムアーキテクチャ設計プロセスの設計対象
ソフトウェアアーキテクチャ設計プロセスの設計対象
ソフトウェア詳細設計プロセスの設計対象

支援機能の
他業務／他システム

システム
ソフトウェアアイテム

業務担当者／
組織

IEEE Std 1016-1998は、設計エンティティのタイプ
例としてプログラムやモジュールをあげている。また、推

ソフトウェアコンポーネント３

ソフトウェア
コンポーネント１

システムの
サービス提供
相手（人／
外部システム）

を、表４に示す。

奨している設計ビュー「詳細記述」で「プログラマが実装

ソフトウェアコンポーネント3-1

の前に必要とする詳細度」を要求しているので、このガイ
ドは詳細設計段階に至った設計書が対象であると考えられ

ソフトウェア
コンポーネント２

ソフトウェア
コンポーネント3-2

る。
しかし、設計エンティティ自体の説明ではシステム、サ

ハードウェア
コンポーネント１
ハードウェア
コンポーネント２

ブシステム、データストアも含めていて、ソフトウェアアー
ハードウェア
コンポーネント３

ハードウェア
コンポーネント４

キテクチャ設計などにも使用できそうである。2.1節で示し
た設計の３プロセスのそれぞれの設計対象を設計エンティ

ハードウェアエレメント

図１

表２
設計対象
問 使用者
題
使用目的

解

ティとみなして解釈した、設計対象粒度別の設計書記述情

設計の分解のイメージ

各設計プロセスの問題と解

システムアーキテクチャ設計

ソフトウェアアーキテクチャ設計

ソフトウェア詳細設計

システム（人・ハードウェア含む）

ソフトウェアアイテム

ソフトウェアコンポーネント

システムのサービス提供相手

システム

そのソフトウェアコンポーネントを含むソフト
ウェアアイテム

サービス提供を受け、実現したいこと

システム要件の実現

ソフトウェアアイテムに割り振られた要件の
実現

使用方法、
使用環境

使用目的を達成するために、サービス提 システム内部の協働作業
供相手が実施する作業と作業環境
システムの稼動環境

ソフトウェアアイテム内部の協働作業

要件・制約

システム要件

ソフトウェアアイテムに割り振られた要件

ソフトウェアコンポーネントへの要件

ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェアユニット

内部構 ソフトウェアアイテム、担当の人・組織、
成要素 ハードウェアエレメント
外部
構造
およ
び
協働
作業
参加
つなが
者
り・イン
タフェー
ス

システムのサービス提供相手
支援を提供する他業務／他システム

システムのサービス提供相手
支援を提供する他業務／他システム
担当の人・組織、ハードウェアエレメント（稼 ハードウェアエレメント（稼働環境のコン
ポーネント）
働環境のコンポーネント）
他のソフトウェアコンポーネント、
他のソフトウェアアイテム
他のソフトウェアアイテム

他業務・他システムなどとのインタフェース
内部構成要素（ソフトウェアアイテム、担当
の人・組織、ハードウェアエレメント）間イン
タフェース

他業務・他システムなどとのインタフェース
担当の人･組織やハードウェアとのインタ
フェース
内部のソフトウェアコンポーネント間インタ
フェース

他システムとのインタフェースなど
担当の人･組織やハードウェアとのインタ
フェース
他のソフトウェアコンポーネントとのインタ
フェース
内部のソフトウェアユニット間インタフェース

処理もしくは内 システムへの各機能要件・品質要件を実 設計対象ソフトウェアアイテムに割り振られ 設計対象ソフトウェアコンポーネントに割り
部協働作業
現するための、インタフェースを介した、参 た要件を実現するための、インタフェースを 振られた要件を実現するための、インタ
フェースを介した、参加者間の協働作業
加者間の協働作業
介した、参加者間の協働作業
割り振った要
件
具体度レベル
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各ソフトウェアアイテム、担当の人・組織、 ソフトウェアコンポーネントへの要件
ハードウェアエレメントに割り振った要件

ソフトウェアユニットへの要件（仕様）

概略（トップレベル）

詳細（コーディング可能な具体さ）

概略（トップレベル）
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表３

－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

設計エンティティの属性（IEEE Std 1016-1998）

属性

内容

識別子

エンティティの名前

同じ名前のエンティティがあってはならない。

タイプ
外
か
ら
見
た
記
述

内
部
の
記
述

説明

エンティティの種類

エンティティの性質を記述。たとえば、サブプログラム、モジュール、手続き、プロセス、データストア

目的

エンティティの存在理由

このエンティティ作成の目的である、特定の機能要件やパフォーマンス要件を記述。
ソフトウェア要件仕様にない、このエンティティが満たすべき特別な要件も記述。

機能

エンティティが何をするか

入力から出力を作る変換を記述。データエンティティの場合は、エンティティが蓄積／送付する情報種類。

インタ
フェース

他エンティティがこのエン
ティティとインタラクトする
方法。

メソッドとインタラクションを支配するルールを記述。方法には、エンティティの起動や割り込み機構、パラメータ・共
有データ・メッセージ・内部データへの直接アクセスなどの機構を含む。ルールには、通信プロトコル、データ
フォーマット、受け入れ可能な値、各値の意味を含む。入力値の範囲、入出力の意味、タイプおよびフォーマット、
エラーコードを記述。情報システムの場合は、入力、画面フォーマット、インタラクティブ言語。

依存

他エンティティとの関係。

「use」または「 require the presence of 」の関係を識別。タイミングや条件などを含む、インタラクションの性質を記
述。インタラクションは、初期化、実行順序、データ共有、生成、デュプリケーション、使用、ストレージ、消滅などで
もよい。

リソース

このエンティティが使用す このエンティティが機能を遂行するために必要な、設計対象外の全リソースを識別し記述。物理デバイス（プリンタ、
る、設計の外部のエンティ ディスクパーティション、メモリバンク）、ソフトウェアサービス（算術ライブラリ、 OSサービス）、およびプロセッシン
グリソース（CPUサイクル、メモリアロケーション、バッファ）。デッドロックについても記述することが望ましい。
ティ

従属物

エンティティを構成する全
エンティティの識別子

あるエンティティの「composed of 」関係を識別。設計エンティティに対する要件のトレースと、システム分解構造で
の親子関係を識別するのに使用。

処理

機能を達成するために使
用するルール

特定のタスクを遂行するためのアルゴリズムの記述。タイミング、イベントまたは処理の順番、プロセス起動の前
提条件、イベントの優先順、処理レベル、処理ステップ、分岐条件、ループ条件を含むことが望ましい。また例外
処理の記述では、オーバフローや妥当性チェックエラーの時にとるアクションを記述することが望ましい。

データ

エンティティ中のデータ要
素

内部データの、表現方法、初期値、使用内容、意味、フォーマット、および受け入れ可能な値を記述。ファイル構
造、配列、スタック、キュー、メモリパーティションといった、データ使用も含む。内部データもしくはデータ構造につ
いて、このエンティティで使用するためのすべてを記述。データ要素の意味と使用内容に関しては、静的／動的の
区別、トランザクションで共有するかどうか、制御パラメータか、値、ループカウンタ、ポインタもしくはリンクフィー
ルドなのかといった記述も含む。プロセスにとって必要な妥当性チェックについても記述。

設計エンティティに対する説明
「構造的にも機能的にも他のエンティティとは区別でき、分離して名前をつけ参照できる設計の要素（コンポーネント）。
ソフトウェアシステム要件の分解から得られる。他のエンティティへの最小限の影響で検討・実装・変更・テストできるような、
別々のコンポーネントにシステムを分けるのが目的。システム、サブシステム、データストア、モジュール、プログラム、プロセス。」

表４

推奨する設計ビューおよび記述情報との関係（IEEE Std 1016-1998）

設計ビュー

分解記述

依存関係記述

インタフェース記述

詳細記述

スコープ

システムの設計エンティティ
への分解

エンティティおよびシステムリ
ソースの間の関係

システムを構成する設計
ティティを使用するために
必要な情報全て

設計エンティティ内部の
設計の詳細

表現方法例

階層分解構造図
自然言語

ストラクチャ・チャート
ＤＦＤ
トランザクションダイアグラム

インタフェースファイル
パラメータ表

フローチャート
N-Sチャート
PDL

使用例

★設計者・保守者－－主要な
設計エンティティの識別（特定
の機能実施の責任があるエ
ンティティ）（要件の設計エン
ティティへのトレース）
★PM－－計画、監視と制御

★要件や設計の変更のインパ
クト評価のための、システム
がどう動くかの全体像提供

★設計者、プログラマ、顧客、
テスタの間の契約。設計エ
ンティティの詳細設計に進
む前に必要な合意を提供。

★プログラマが実装の前
に必要とする詳細情報。

★構成管理者－－構成、トラッ
キング、変更管理
★QA者－－要件トレーサビリ
ティマトリクス構築
含
む
情
報

★システム故障箇所やリソース
ボトルネックの分離
★システム統合計画や統合テ
ストの基となる情報

識別子

○

○

タイプ

○

○

目的

○

○

機能

○

★テクニカルライタがユーザ
用文書作成に利用（ヒュー
マンインタフェース）

○

○

○

インタフェース

○

依存相手

○

リソース
従属物

★ユニットテスト計画の基
となる情報

○
○

処理

○

データ

○

凡例） ○ ：その行の情報をその列の設計ビューに記述する。
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－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

報を表５に示す。
さらに、設計書全体としてはアーキテクチャも記述する

2.3.1. 後続の設計プロセスでの利用

必要がある。「分解記述」や「依存関係記述」のビューを

2.1節で示した、設計プロセスでの作業内容から考える

見ればわかるように、2.1節のアーキテクチャの定義のう

と、後続の設計プロセスで必要な情報は下記のものとなる。

ち、「コンポーネントとコンポーネント間および環境との

(1)設計対象に割り当てられた要件

関係」は、これらの設計書記述情報で記述できている。残

機能要件、品質要件、インタフェース要件、使用す

りの「設計と進化を支配する原則」の情報として、以下の

べき設計対象外部コンポーネントまたはリソースと

３項目を追加すべきと考える。

いう制約
(2)先行するアーキテクチャ設計で設計され、設計ガイ

(1)構成要素に割り当てる要件の概略構想
(2)全体に共通する問題に対する設計結果

ド・設計標準などで与えられる「設計と進化を支配

(3)品質要件を満たすために採用すべき設計手法や設計

する原則」
(3)設計評価のための下記の情報

の評価基準

・上位コンポーネントへの要件

（この設計対象の

「使用目的」）

2.3. 利用者の立場から見た設計書に必要な情報

・設計対象に想定した使用環境、使用方法

後続の設計、テスト、保守の各プロセスで必要な情報は

それぞれの設計プロセスでの上記の情報および設計結果

何か、2.2節で示した設計書記述情報のどれを利用するか

を表５にマッピングしたものを表６に示す。ある設計対象

を考察する。

Ａの「割り当てられた要件」と想定した「使用環境、使用方
法」は、１つ前の設計プロセスの設計対象のうち、Ａを使

表５
業務システム

ソフトウェアシステム/アイテム

ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェアユニット

情報の想定レベル

概要

概要（トップレベル）

詳細

詳細かつコーディング可能

外 目的
か
ら
見
た
記 機能
述

業務の目的、業務の機能要
件、品質要件

ユーザがソフトウェアシステムを
使用する目的、機能要件、品質
要件

ユーザおよび上位ソフトウェアアイ
テムが、このソフトウェアコンポーネ
ントを使用する目的、このソフトウェ
アコンポーネントへの機能要件、品
質要件

ユーザおよび上位コンポーネント
が、このソフトウェアユニットを使用
する目的、このソフトウェアユニット
への機能要件、品質要件

業務への入力を業務外への
出力に変換する内容
（ビジネスルール）

ソフトウェアシステムが入力を出
力に変換する内容
（ソフトウェアがになうビジネス
ルール）

ソフトウェアコンポーネントが入力を
出力に変換する内容
（各ソフトウェアコンポーネントがに
なう、部分的ビジネスルール）

ソフトウェアユニットが入力を出力
に変換する内容
（各ソフトウェアユニットがになう、
部分的ビジネスルール）

インタフェース

業務にとってのお客様と業務
とのインタフェース

ユーザのソフトウェアシステム使
用内容、他システムへの情報提
供内容

ユーザインタフェース、他システムへ 稼働環境のAPI（ユーザや他シス
の情報提供インタフェース、他コン
テムへのインタフェースの実現手
ポーネントへのインタフェース
段）、他ユニットへのインタフェース

リソース

この業務システムを支援する
他の業務、他システム

サポートの人、他システム、稼働 サポートの人、他システム、稼働環
環境
境、再利用ソフトウェア

サポートの人、他システム、稼働
環境、再利用ソフトウェア

依存相手

リソースと同じもの

リソースと同じもの

リソースと同じもの、および他ソフト
ウェアコンポーネント

リソースと同じもの、および他ソフト
ウェアコンポーネント、他ソフトウェ
アユニット

人、ハードウェア、
ソフトウェアアイテム

ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェア(サブ)コンポーネント、
ソフトウェアユニット

メソッド、処理ブロック

業務への入力を出力に変換
する計算手順
【人、他業務、他システム、お
よびハードウェア、ソフトウェア
アイテムの間の協働作業】

ソフトウェアシステムが入力を出
力に変換する計算手順

ソフトウェアコンポーネントが入力を
出力に変換する計算手順

ソフトウェアユニットが入力を出力
に変換する計算手順
【他ソフトウェアユニット、および自
メソッドの間の協働作業】

業務で保管している情報

ソフトウェアシステム内の保管情 ソフトウェアコンポーネント内の保有 ソフトウェアユニット内の保有デー
報
データ
タ

内 従属物
部
の 処理
記 【もしくは協働作業】
述

データ
【追加】
設計と
進化を
支配す
る原則

exa review

IEEE Std 1016-1998を解釈した設計対象粒度別の設計書記述情報

【人、他システム、およびソフト
【他システム、ソフトウェアコンポー
ウェアコンポーネント（DBを含む） ネント（DBを含む）、および他ソフト
の間の協働作業】
ウェアユニットの間の協働作業】

要件割り当て構 人・ハードウェア・ソフトウェア
想
の役割分担構想

コンポーネントへの要件割り当て サブコンポーネントやユニットへの
方針
要件割り当て構想

共通問題設計
結果

ユーザインタフェース設計方針、
品質要件実現方針

設計手法･基準

採用すべき設計手法、目指すべき「良い設計」の基準

No.9（2008.12）

技術的機構と、仮定されるソフトウェ
アサブコンポーネント／ソフトウェア
ユニット構造、
デザインパターンなど
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表６

－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

設計対象粒度別の設計書記述情報と
設計プロセスに必要な情報との対応

タフェースの変更管理と整合性確認を重視しているように、
ソフトウェア統合でもインタフェースの整合性確認を行う

設計対象

業務システム

ソフトウェアシステム/アイテム ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェアユニット

設計プロセス

システムアーキテクチャ
設計

ソフトウェアアーキテクチャ
設計

ソフトウェア詳細設計

ユニット内部の設計／
プログラミング

概要（トップレベル）

詳細

詳細かつコーディング可能

情報の想定レベル 概要

外
か
ら
見
た
記
述

目的
機能
インタフェー
ス
リソース

★システムに割り当
てられた要件
●ソフトウェアシステ
ムの使用目的
【システム要件分析結
果】

●ソフトウェアシステム
に割り当てられた要件
■ソフトウェアコンポー
ネントの使用目的
【システムアーキテク
チャ設計結果】

■ソフトウェアコンポーネント
に割り当てられた要件
▲ソフトウェアユニットの使
用目的
【ソフトウェアアーキテクチャ
設計結果】

●ソフトウェアシステ
ムの使用環境・使用
方法
【システムアーキテク
チャ設計結果】

■ソフトウェアコンポー
ネントの使用環境・使
用方法
【ソフトウェアアーキテク
チャ設計結果】

▲ソフトウェアユニットの使
用環境・使用方法
【ソフトウェア詳細設計結果】

★システムアーキテク
チャ設計の原則
【システムアーキテク
チャ設計結果】

●ソフトウェアアーキテ
クチャ設計の原則
【ソフトウェアアーキテク
チャ設計結果／
システムアーキテク
チャ設計結果】

▲ソフトウェアユニット
に割り当てられた要
件
【ソフトウェア詳細設
計結果】

依存相手
内
部
の
記
述

従属物
処理
【もしくは協働作
業】

データ

【追加】
設計と
進化を
支配す
る原則

要件割り
当て構想
共通問題
設計結果
設計手法･
基準

凡例） １） 記号
２） 箱

べきである。
表７の中に太字で示した、統合戦略、テスト環境（運用
環境もしくはそれと等価なプラットフォーム）、評価基準
（要件に対するテスト、設計に対するテスト、インタフェー
スの整合性確認）、および回帰テスト戦略について、必要

ソフトウェアユニット内
部の設計結果

な設計書記述情報を表８に示す。
統合戦略は、どの部分からどの順番で統合しテストして

【ソフトウェア詳細設計結果】
▲ユニット内部の設計
の原則
【ソフトウェアアーキテク
チャ設計結果／ソフト
ウェア詳細設計結果】

■ソフトウェア詳細設計の原
則
【ソフトウェアアーキテクチャ
設計結果】

★：システムアーキテクチャ設計への「問題」、 ●：ソフトウェアアーキテクチャ設計への「問題」、
■：ソフトウェア詳細設計への「問題」、
▲：ユニット内部の設計への「問題」
： システムアーキテクチャ設計結果
： システム要件分析結果
： ソフトウェアアーキテクチャ設計結果
： ソフトウェアユニット内部の設計結果

いって、最終的な製品を作るかに関する戦略である。手戻
りを少なくするため、クリティカルな要件から確認できる
ようにするほか、必要なスタブやドライバの量などを勘案

： ソフトウェア詳細設計結果

する。そのために必要な情報は、各設計対象の機能要件・
品質要件を示す「目的」、総合すると全体構造と必要なリ

用すると設計したＢの設計結果であり、Ａに対する「使用

ソースを示す「従属物」、「リソース」、および「依存相

目的」はＢがＡを使用して満たそうとしている要件になる。 手」である。
テスト環境は、テスト対象のソフトウェアが稼働環境で

2.3.2.

の動作をシミュレートできることが必要である。その検討

テストプロセスでの利用

のために必要な情報は、稼働環境という「リソース」であ

ISO/IEC 12207:2008のテクニカルプロセス群の中で、
テストが関係するプロセスには、ソフトウェア構築、ソフ

る。
要件に対するテストは、ブラックボックステストであり、

トウェア統合、ソフトウェア適格性確認テスト、システム

インタフェースを介して入力に対する出力（機能、ビジネ

統合、システム適格性確認テスト、およびソフトウェア受

スルール）を確認し、機能要件・品質要件を満たすことを

入サポートがある。表７に、それぞれの目的とテスト内容

確認する。そのために必要な情報は、「目的」、「機能」、

を示す。

および「インタフェース」である。

なお、インタフェースの整合性確認が明記されているの
®7）

はシステム統合プロセスだけであるが、CMMI

表７

でイン

設計に対するテストは、ホワイトボックステストであり、
テスト対象の内部の動き（処理手順、協働作業の様子）や

ISO/IEC 12207:2008におけるテストが関係するプロセス

節No

プロセス名

目的

テスト内容

7.1.5

ソフトウェア
構築

ソフトウェア設計を適正に反映した、実行可能なソ
フトウェアユニットを作る。

・ソフトウェアユニット（およびDB）

ソフトウェア
統合

ソフトウェアユニットおよびソフトウェアコンポーネ
ントを結合して、ソフトウェア設計と整合性があり、

・ソフトウェアアイテムに割り当て
た要件 を満たすことを確認す
るよるテスト

・ソフトウェア設計と要件の優先順
位に整合した統合戦略

・ソフトウェアアイテムの変更に対す
る、回帰テスト戦略

7.1.6

運用環境もしくはそれと等価なプラット
フォームで 機能要件および非機能要件を満た

の、要件 および設計 に対す
るテスト

すことを示す、ソフトウェアアイテムを作る。
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7.1.7

ソフトウェア
適格性確認
テスト

統合したソフトウェア製品が、定義してある要件を
満たすことを確認する。

・統合したソフトウェアがソフト
ウェア要件 を満たすことを示す
テスト

6.4.5

システム
統合

ソフトウェアアイテム、ハードウェアアイテム、人に
よる運用、他システムといった、システムエレメン
トを統合し、システム設計およびシステム要件に
記述した顧客の期待を満たす、完全なシステムを
作る。

・システムエレメント間の インタ
フェースを含め 、システムエ
レメントに割り当てたシステム
要件 に対するテスト

6.4.6

システム
適格性確認
テスト

各システム要件が実装され、引渡し準備が整って
いることを確認する。

・システム 要件 に対するテスト

6.4.8

ソフトウェア
受入サポー
ト

製品が要件にあっていることを獲得者が確信する
作業の補助を行う。

・発注者が行う、受入レビューお
びテスト

・関連する要件・設計･コードを含め
たソフトウェアユニットの変更に対
する、回帰テスト戦略

・運用および保守の可能性を評価
・システム要件の優先順位に従った

統合戦略
・変更を行った場合の回帰テスト

戦略
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データの生成・参照・消滅の動きを確認する。これには、

2.3.3. 保守プロセスでの利用

共通に採用すべき設計結果による動きも含まれる。そのた
めに必要な情報は、「処理【もしくは協働作業】」、
「デー

ISO/IEC 12207:2008では、ソフトウェア保守プロセス

タ」、「従属物」、「および共通問題への設計結果」であ

を、引渡し後のシステムのサポートと位置づけ、表９に示

る。

す５つのアクティビティに分けている。

インタフェースの整合性確認では、依存側と依存相手側

「プロセスを実装」アクティビティは保守活動を始める

とで実装しているインタフェースの整合性を確認する。そ

準備であり、実際の個別の保守活動は、問題報告または修

のために必要な情報は、「依存相手」、「リソース」、

正要求を受け取った時点から「問題および修正を分析」ア

「従属物」、それらが提供する「インタフェース」、およ

クティビティとして始まり、「移行」アクティビティで終

び依存側でのインタフェース使用内容として「処理【もし

わる。ここで、「修正を実装」アクティビティの実際の修

くは協働作業】」である。

正作業はテクニカルプロセス群に従うとされている。

回帰テスト戦略は、修正で思わぬ影響が発生していない

保守には、要件は変わらず欠陥に対応する是正保守や予

ことを検証する回帰テストを行う範囲を、修正した部分と

防保守と、要件の変更・追加がある完全化保守や適応保守

程度により決める戦略である。思わぬ影響発生を見逃すリ

がある。保守では、全くの新規開発と比較して下記の特徴

スクの軽減利益とテストに必要なリソースコストとのトレー

があり、それに伴う前提知識が必要になる。この特徴を前

ドオフを計り、回帰テストを行う範囲を決める。影響があ

提知識とともに以下の(1)から(5)に示す。
(1)ニーズや要件が、差分で語られる。（問題報告、修

りえる範囲を把握するという意味で「依存相手」、「従属

正要求）

物」、「リソース」、およびそれらのインタフェース、そ
して影響の重大度を判断する意味で「目的」を必要情報と

⇒

した。

いる必要がある。

表８
設計書記述情報

外 目的
か
ら 機能
見
た
記 インタフェース
述

設計対象粒度別の設計書記述情報とテストプロセスに必要な情報との対応

設計エンティティの存在理由。
このエンティティで満たす機能要件・品質要件

テスト
環境

○

評価基準
要件

設計

設計エンティティが何をするか。入力から欲しい
出力を作る変換内容

○

他のエンティティがこの設計エンティティにイン
タラクションする方法、それを支配するルール

○

設計エンティティの「uses」または「requires the
presence of」の関係相手

○

従属物

設計エンティティの「composed of」関係相手

○

処理

○

【もしくは協働作
業】

入力を出力に変換するために使用するルール
特定のタスク遂行のためのアルゴリズム
【機能を実現するために行う、構成要素間およ
び設計エンティティ外部との協働作業の動き】

データ

設計エンティティ内部データの記述

○

構成要素に割り当てる要件の概略構想

共通問題へ
の設計結果

共通に採用すべき設計結果

設計手法・
基準

採用すべき設計手法、良い設計の基準

凡例） ○ ：テスト対象の設計エンティティに関する必要情報

No.9（2008.12）

回帰テス
ト戦略

○

依存相手

要件割り当
て構想

インタ
フェース

○

○

【追加】
設計と
進化を
支配す
る原則

exa review

統合
戦略

内容

設計エンティティが、機能を果たすために使用
する、設計対象外のエンティティ

リソース

内
部
の
記
述

既存システムへのニーズや要件の全体像を知って

○（稼

★（依存相

★（依存相

手インタ
フェース）

手インタ
フェース）

○

○

○

○

○

○

働環境）

○

○（インタ
フェース
使用）

○

★ ：他の設計エンティティに関する必要情報
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(2)組織（ユーザ業務）や接続する他システム、既存シ

ISO/IEC 12207:2008では、保守作業の前提になって

ステムに与える影響などを概略検討し、修正規模、

いる上記の情報は、引渡し時にシステム文書として伝達さ

対応オプションなどを検討する。

れると想定されている。これらの情報がシステム文書に記

⇒

概略レベルの検討に必要な程度に、ユーザ業務、

載され、保守担当者に伝達されている必要がある。

接続する外部システムとインタフェース概要、および

特徴(1)～(5)に関して、ソフトウェアシステム（ソフト

既存システムのアーキテクチャを知っている必要があ

ウェアアイテム）の保守という視点から、前提となってい

る。

る情報を2.2節の表５にマッピングしたものを表10に示す。

(3)既存の設計が存在し、要件の変更・追加から詳細な
変更箇所を特定する。
⇒

3. 設計書記述省略の現状とリスク

要件の分解・詳細化の構造および構成物への要件

２章で、設計書に記述されるべき情報と、後続の設計プ

割り当てを知っている必要がある。
(4)既存のアーキテクチャが存在し、構造を劣化させな

を考察した。本章では、記述省略や不十分な記述の例を示

いようにこれを尊重して修正する。
⇒

ロセス、テストプロセスおよび保守プロセスでの利用内容

既存のアーキテクチャを知っている必要がある。

(5)変更・追加された要件だけでなく変更されない要件

し、これが引き起こすリスクを、２章で整理した内容に照
らし合わせ考察する。
設計書はコミュニケーションの道具であり、
コミュニケー

も、思わぬ影響を受けていないか確認する必要があ

ションは共通知識という土台の上に成り立っている。この

る。
⇒

既存システムの要件の全体像を知っている必要が

ある。そしてテストプロセスに関連して表８で示した

土台となっている知識全ては書ききれないものであり、省
略されることが通常である。

回帰テスト戦略を作るための情報も必要である。

表９

コミュニケーション相手と共通知識化した情報は、書か

ISO/IEC 12207:2008におけるソフトウェア保守プロセス

目的

引渡したソフトウェア製品に対して、費用対効果のよいサポートを提供する。

出力

・
・
・
・
・
・

アクティ
ビティと
タスク
（○）

6.4.10.3.1

修正およびリリース戦略に従った移行を管理する保守戦略
既存システムの変更の、組織、運用、インタフェースへの影響
必要に応じて更新した、影響を受けるシステムとソフトウェア文書
修正した製品（要件を損なっていないことを示すテスト付き）
顧客環境に移行した、改良した製品
修正に関する、影響を受ける人とのコミュニケーション
プロセスを実
装

○ ソフトウェア保守プロセスを実施する計画と手続きを確定し、文書化し、実施する。
○ ユーザから問題報告・修正要求を受領し、記録し、追跡し、ユーザにフィードバックする手続きを確
立する。
○ 既存システムへの修正を管理するための、構成管理プロセスを確立する。

6.4.10.3.2

問題および修
正を分析

○ 組織、既存システム、インタフェースがあるシステムに対する影響 と、保守タイプ（例え

ば、是正、予防、完全化、適応）、スコープ（修正規模、コスト、必要期間）、緊急度（例えば、パ
フォーマンス、安全性、セキュリティへの影響）について、 問題報告・修正要求 を分析する。
○ 問題を再現もしくは検証する。
○ 分析に基づき、修正を実装するためのオプション を開発する。
○ 問題／修正要求、分析結果、修正実装オプションを文書化する。
○ 契約に基づき、選択したオプションの承認を得る。

6.4.10.3.3

修正を実装

○ 分析を行って、 修正すべき文書、ソフトウェアユニット、バージョンを決定 し、文書化する。
○ テクニカルプロセス群を使用して、修正 を行う。【修正した部分だけでなく、修正しない部分
もテスト。修正がない要件に影響がないことも確認 。評価基準、テスト結果は文書化。】

6.4.10.3.4

保守レビュー
／受入

○ 修正をオーソライズした組織と、修正したシステムが完全かどうかを決めるためレビューする。
契約どおりに修正を完了したことの承認を得る。

6.4.10.3.5

移行

○ ユーザを交えて移行計画を立て、文書化し、実施する。
○ ユーザに、移行計画とアクティビティを通知する。
○ 新環境と旧環境で並行稼動をしてもよい。この間に必要な教育訓練を実施する。
○ 新環境に変わるインパクトを評価するため、運用後のレビューを実施する。
○ 契約にデータ保護やデータ監査可能という要求があれば、旧環境で使用した、または旧環境に関
連するデータを、アクセス可能な状態にする。
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なくても問題として顕在化せずに作業は進む。問題となる

(1.1)ユーザ業務フロー、ソフトウェアシステムの使

のは、新しいメンバの参加や新しい委託先への外部委託な

い方と使用目的

ど、共通知識という仮定が崩れるときである。

保守を長く継続しているプロジェクトや、内部設

詳細設計以降を外部委託した場合に、思わぬ構造になっ

計以降を請負っていて画面設計結果を入力として

ていたとか、あまりにも長く複雑なメソッドにコーディン

いるプロジェクトで、ユーザインタフェースがあ

グされていたなどの問題事例を聞くことがある。これは記

るにもかかわらずこの情報を省略している場合が

述省略の習慣が問題として、新しい委託先の場合に顕在化

ある。共通知識化しているか、または与えられた

したことが一因ではないかと推測している。

仕様どおりのシステムを構築することのみを意識
しているためであると思われる。
(1.2)稼働環境もしくは指定された最終テスト環境、

3.1. 記述省略・不十分な記述

コンポーネントの配置

次のような情報を省略している例を見かける。省略する

長く同じ稼働環境を使用しているプロジェクトで、

主な理由は、長年、同じシステムを同じメンバで保守して

「いつもの環境」として省略していることが多い。

きた中で、文書化されない共通知識になっているためと思
われる。

(2)全体構造の参照文書を明示しないまま、変更部分の
み記述

(1)ユーザの業務、開発･保守対象のシステムの使用環境

(2.1)外部システムとの接続関係、インタフェース

と使用目的の省略

表10

保守を長く継続しているプロジェクトで、全体像

IEEE Std 1016-1998設計書記述情報の設計エンティティ粒度別解釈と保守の前提情報との対応
業務システム

情報の想定レベル 概要
外 目的
か
ら
見
た
記 機能
述

ソフトウェアシステム/アイテム

ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェアユニット

概要（トップレベル）

詳細

詳細かつコーディング可能

(1) (3) (5)

(1)(2)(3) (5)

(3) (5)

(1)

(1)(2)

(5)

(3) (5)

(3) (5)

(1)

(1)(2)

(5)

(3) (5)

(3) (5)

(1)

(1)(2)

(5)

(1)

(1)(2)

(5)

業務の目的、業務の機能要件、品質 ユーザがソフトウェアシステムを使用 ユーザおよび上位ソフトウェアアイテムが、こ
要件
する目的、機能要件、品質要件
のソフトウェアコンポーネントを使用する目的、
このソフトウェアコンポーネントへの機能要件、
品質要件
業務への入力を業務外への出力に
変換する内容（ビジネスルール）

インタフェース

業務にとってのお客様と業務とのイ
ンタフェース

リソース

ソフトウェアシステムが入力を出力に ソフトウェアコンポーネントが入力を出力に変 ソフトウェアユニットが入力を出力に変換
変換する内容（ソフトウェアがになう 換する内容（各ソフトウェアコンポーネントが する内容（各ソフトウェアユニットがにな
う、部分的ビジネスルール）
ビジネスルール）
になう、部分的ビジネスルール）
ユーザのソフトウェアシステム使用内 ユーザインタフェース、他システムへの情報 稼働環境のAPI（ユーザや他システムへ
容、他システムへの情報提供内容 提供インタフェース、他コンポーネントへのイ のインタフェースの実現手段）、他ユニッ
ンタフェース
トへのインタフェース

この業務システムを支援する他の業 サポートの人、他システム、稼働環
務、他システム
境

依存相手

リソースと同じもの

内 従属物
部
の
記 処理
述 【もしくは協働作
業】

データ

(2)

業務への入力を出力に変換する計
算手順
【人、他業務、他システム、および
ハードウェア、ソフトウェアアイテムの
間の協働作業】

(2)

業務で保管している情報

【追加】
設計と
進化を
支配す
る原則

要件割り
当て構想

リソースと同じもの

(2)(3) (5)

人、ハードウェア、ソフトウェアアイテ ソフトウェアコンポーネント
ム

(1)(2)

(2)

(2)

(5)

ソフトウェアシステムが入力を出力に
変換する計算手順
【人、他システム、およびソフトウェア
コンポーネント（ DBを含む）の間の協
働作業】

(2)(3)

ソフトウェアシステム内の保管情報

(2)(3)

人・ハードウェア・ソフトウェアの役割 コンポーネントへの要件割り当て方
分担構想
針

共通問題
設計結果

設計手
法･基準

(3) (5)

ユーザおよび上位コンポーネントが、こ
のソフトウェアユニットを使用する目的、
このソフトウェアユニットへの機能要件、
品質要件

(2) (4)(5)

(3) (5)

サポートの人、他システム、稼働環境、再利
用ソフトウェア

(3) (5)

サポートの人、他システム、稼働環境、
再利用ソフトウェア

(3) (5)

(3) (5)

(3) (5)

(3) (5)

リソースと同じもの、および他ソフトウェアコン リソースと同じもの、および他ソフトウェ
ポーネント
アコンポーネント、他ソフトウェアユニット
ソフトウェア(サブ)コンポーネント、ソフトウェア メソッド、処理ブロック
ユニット

(3) (5)

ソフトウェアコンポーネントが入力を出力に変
換する計算手順
【他システム、ソフトウェアコンポーネント（ DB
を含む）、および他ソフトウェアユニットの間の
協働作業】

(3)

ソフトウェアコンポーネント内の保有データ

(3) (5)

ソフトウェアユニットが入力を出力に変換
する計算手順
【他ソフトウェアユニット、および自メソッ
ドの間の協働作業】

(3)

ソフトウェアユニット内の保有データ

(3)

サブコンポーネントやユニットへの要件割り当
て構想

(4)(5)

ユーザインタフェース設計方針、品質 技術的機構と、仮定されるソフトウェアサブコ
要件実現方針
ンポーネント／ソフトウェアユニット構造。デザ
インパターンなど

(4)

採用すべき設計手法、目指すべき「良い設計」の基準

凡例） 番号：本文中の「保守の特徴」の番号
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を表す文書を示さないで、変更部分だけやインタ

い

フェースのデータ構造の変更点だけを記述してい

ソフトウェアアーキテクチャ設計の段階でも、ルー

る場合がある。

ルという外から見た表現ではなく、内部の処理手順

(2.2)システムのトップレベルの構造と接続関係

および協働作業手順で示していることが多い。IEEE

特に、大規模システムの保守を長く担当している

Std 1016-1998では、「処理」と「データ」は

プロジェクトの場合に、トップレベルの全体構造

「詳細記述」ビューで記述することになっており、

を表す文書を示さないで、変更部分のみの図を記

プログラマが実装前に必要とする詳細度の情報であ

述して済ます場合がある。

るので、ビジネスルールを処理手順で正確に記述で

(2.3)機能分解構造と各構成要素への割り当て

きる。しかし、詳細設計前の段階では、手順で参照

小規模保守の場合で、実施する変更作業自体を要

する個々の処理の内容が詳細ではないので、ビジネ

件と捉え、変更部分の既存プログラム構造と変更

スルールがあいまいにしか記述できていないことが

対象プログラムへの変更作業内容しか書かない場

多い。

合がある。
(2.4)構成要素（パッケージ、クラス、プログラム、

省略されている情報と不十分な記述の情報が、2.2節の
表５で整理した設計対象粒度別の設計書記述情報のどの部

サブプログラム）間、および外部システムや再利

分にあたるかを表11に網掛けで示す。これから、非常に広

用プログラムに対する「使用する」という情報

い範囲に影響を及ぼすことがわかる。

既存のプログラムライブラリからの再利用を明示
していないことがある。また、プログラム・サブ
プログラム間の使用の関係は、手続き型言語を用
いる場合は、プログラム構造図で表現しているが、

3.2. 記述省略のリスク
3.1節で記述省略などの現状を見てきたが、ここで、2.3

オブジェクト指向言語の場合は書かれていないこ

節で述べた各プロセスでの情報の使用に照らし合わせて、

とがある。

省略によって知識がうまく伝わらない場合のリスクについ

(3)「設計と進化を支配する原則」の省略
(3.1)フレームワーク利用時などの構造のパターンと、
各構成要素への機能割り当て構想

て考察する。
設計プロセスやテストプロセスは保守プロセス中でも修
正で使用されるので、保守プロセスの流れに沿って、保守

使用するフレームワークの知識として共通知識化

プロセスの「問題および修正を分析」アクティビティ、「修

されているものと思われる。場合によっては使用

正を実装」アクティビティ、設計プロセス、テストプロセ

しているフレームワーク自体の情報も省略されて

スの順に検討する。

いることがある。

それぞれの記述省略から発生するリスクを、図２に示す。

(3.2)エラー処理などの共通機構の使用ルール
これもフレームワークと同様、同じ言語を使用す
る場合などでの共通知識になっているものと思わ
れる。
(3.3)設計基準

でのリスク
ユーザの業務、開発・保守対象のシステムの使用環境と

このシステムではどの品質を重視すべきか、その

使用目的、あるいは外部システムとの接続の全体像が伝わ

ためにソフトウェアシステムではどういう対策を

らない場合には、既存システムの変更による業務や他シス

採るか、そして、どういう設計がよい設計なのか

テムへの影響を正しく把握できず、検討漏れが発生する恐

という設計基準（設計の品質基準）については書

れがある。

かれていない。
また、省略ではないが、下記の記述が不十分である例を
見ることがある。
(4)詳細設計前の段階でのビジネスルール記述があいま
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既存システムの全体構造が伝わらない場合は、既存シス
テムへの要件変更による修正規模を正しく推定できない。
また、稼働環境や再利用プログラムなどのリソースへの依
存関係が伝わらない場合は、リソース側の変更による修正
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表11

記述省略または不十分な記述が見られる情報

業務システム
情報の想定レベル 概要
外
か
ら
見
た
記
述

【 1.1 】

目的

－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

ソフトウェアシステム/アイテム

ソフトウェアコンポーネント

ソフトウェアユニット

概要（トップレベル）

詳細

詳細かつコーディング可能

2.3】

【

【

【 1.1

機能

4】

2.3

【

4】

【

2.3

ユーザおよび上位コンポーネントが、こ
のソフトウェアユニットを使用する目的、
このソフトウェアユニットへの機能要件、
品質要件

4】

業務への入力を業務外への出力に
変換する内容（ビジネスルール）

ソフトウェアシステムが入力を出力に ソフトウェアコンポーネントが入力を出力に変 ソフトウェアユニットが入力を出力に変換
変換する内容（ソフトウェアがになう 換する内容（各ソフトウェアコンポーネントが する内容（各ソフトウェアユニットがにな
ビジネスルール）
う、部分的ビジネスルール）
になう、部分的ビジネスルール）

インタフェー
ス

【 1.1 】

【

業務にとってのお客様と業務とのイ
ンタフェース

ユーザのソフトウェアシステム使用内 ユーザインタフェース、他システムへの情報 稼働環境のAPI（ユーザや他システムへ
容、他システムへの情報提供内容 提供インタフェース、他コンポーネントへのイ のインタフェースの実現手段）、他ユニッ
トへのインタフェース
ンタフェース

リソース

【 1.1 】

【 1.2

2.1,2.4 】

【 1.2 2.4 】

【

サポートの人、他システム、稼働環境、再利
用ソフトウェア

サポートの人、他システム、稼働環境、
再利用ソフトウェア

【 1.1 】

【 1.2

2.1,2.4 】

【 1.2 2.4 】

【

【 1.2 】

【

【 1.1 】

【 1.1 】

2.1,2.2,2.4 】

この業務システムを支援する他の業 サポートの人、他システム、稼働環
務、他システム
境

依存相手

リソースと同じもの

内
部
の
記
述

2.3 】

業務の目的、業務の機能要件、品質 ユーザがソフトウェアシステムを使用 ユーザおよび上位ソフトウェアアイテムが、こ
要件
する目的、機能要件、品質要件
のソフトウェアコンポーネントを使用する目的、
このソフトウェアコンポーネントへの機能要件、
品質要件

従属物

リソースと同じもの

2.2,2.3 】

人、ハードウェア、ソフトウェアアイテ ソフトウェアコンポーネント
ム

処理
【もしくは協働
作業】

【 1.2 】

データ
【追加】
設計と
進化を
支配す
る原則

業務への入力を出力に変換する計
算手順
【人、他業務、他システム、および
ハードウェア、ソフトウェアアイテムの
間の協働作業】

要件割り
当て構想

ソフトウェアシステムが入力を出力に
変換する計算手順
【人、他システム、およびソフトウェア
コンポーネント（ DBを含む）の間の協
働作業】

業務で保管している情報

ソフトウェアシステム内の保管情報

【 1.1 】

【

【

設計手
法･基準

【

2.4 】

2.4 】
2.4 】

リソースと同じもの、および他ソフトウェアコン リソースと同じもの、および他ソフトウェ
ポーネント
アコンポーネント、他ソフトウェアユニット
ソフトウェア(サブ)コンポーネント、ソフトウェア メソッド、処理ブロック
ユニット
ソフトウェアコンポーネントが入力を出力に変
換する計算手順
【他システム、ソフトウェアコンポーネント（DB
を含む）、および他ソフトウェアユニットの間の
協働作業】

ソフトウェアユニットが入力を出力に変換
する計算手順
【他ソフトウェアユニット、および自メソッ
ドの間の協働作業】

ソフトウェアコンポーネント内の保有データ

ソフトウェアユニット内の保有データ

3.1 】

【

3.3 】

【

人・ハードウェア・ソフトウェアの役割 コンポーネントへの要件割り当て方
分担構想
針

共通問題
設計結果

【

3.1 】

サブコンポーネントやユニットへの要件割り当
て構想

3.2 】

ユーザインタフェース設計方針、品質 技術的機構と、仮定されるソフトウェアサブコ
要件実現方針
ンポーネント／ソフトウェアユニット構造。デザ
インパターンなど

3.3 】

採用すべき設計手法、目指すべき「良い設計」の基準

凡例） 【】内 ：本文中の、記述情報省略例の番号

＜「問題および修正を分析」でのリスク＞
プロジェクト開始
前に想定しな
かった影響発生

業務、他システムへの影響の
検討漏れ発生
修正規模の推定が不正確

＜「修正を実装（変更箇所特定）」での
リスク＞

品質、コスト、
納期に悪影
響
「正しいもの」
を作ったか不
明

保守性など、
品質に問題

想定した使用環境・使い方で
使用目的を達成できるか
チェックできない

(1.1) ユーザ業務フロー、ソフトウェアシステムの使
われ方と使用目的
(1.2) 稼働環境もしくは指定された最終テスト環境、
コンポーネントの配置

(2.1) 外部システムとの接続関係、インタフェース
(2.2) システムのトップレベルの構造と接続関係
(2.3) 機能分解構造と、構成要素への割り当て

想定してない内部構造と各構
成要素の分担を設計

(2.4) 構成要素間、および外部システムや再利用プ
ログラムへのuseの関係

想定している設計品質
を満たさない設計

稼働環境での動きを推測でき
ないテスト環境を選択
欠陥が残存

(2) 全体構造の参照文書を明示しないまま、
変更部分のみ記述

想定しているビジネスルール
とは違ったものを設計

＜テストプロセスでのリスク＞

インタフェースに対するテスト
ケースに漏れが発生
機能要件に対するテストケー
スに漏れが発生
回帰テスト（現行機能保証テ
スト）に漏れが発生

図２

No.9（2008.12）

(1) ユーザの業務、開発・保守対象の
システムの使用環境と使用目的の省略

変更対象の検討漏れ発生

＜設計プロセスでのリスク＞

exa review

＜記述省略例 （番号は、本文3.1節中の箇条書き番号） ＞

(3) 「設計と進化を支配する原則」の省略
(3.1) フレームワーク利用などで想定した構造のパ
ターンと、各構成要素への機能割り当て構想
(3.2) エラー処理などの、共通利用すべき機構の使
用ルール
(3.3) 設計基準

(4) 詳細設計前段階でのビジネスルール記述が
あいまい
凡例）

結果

原因

記述省略から発生するリスク
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－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

規模を正しく推定できない。

テストケースの設定に関しては、機能としての入力から
出力に変換する正確なビジネスルールが伝わらないと機能

3.2.2. 「修正を実装（変更箇所特定）」アクティ
ビティでのリスク
機能分解構造と各構成要素への割り当ての情報が伝わら
ないと、要件変更に直接対応する変更箇所を特定しづらい。

要件に対するテストケースに漏れができる恐れがある。
外部システムとの接続関係とそのインタフェースや、シス
テムのトップレベルの構造と接続関係の全体像が伝わらな
い場合は、インタフェース整合性確認でのテストケースに
漏れが生じる恐れがある。

追加要件の場合は、構成要素にどのような種類の要件を割

また、機能分解構造と構成要素への割り当て、システム

り当てるかの構想が伝わらないと、思わぬ構成要素に対す

のトップレベルの構造と接続関係、システムのトップレベ

る追加要件として設計される恐れがある。また、構成要素

ルの構造と接続関係、および構成要素間の「使用する」と

間の「使用する」という関係の全体像が伝わらないと、変

いう関係の全体像が伝わらない場合は、テストケースに漏

更を波及させるべき箇所を確認しづらい。変更箇所の検討

れが生じる恐れがある。

漏れが発生する恐れがある。

4. 対策の方向
3.2.3. 設計プロセスでのリスク

３章で、見かけた記述省略例とその情報が伝わらない場

ユーザの業務、開発・保守対象のシステムの使用環境と

合のリスクを考察した。これらはリスクであり、担当者が

使用目的が伝わらないと、システム設計の評価の１つであ

固定し、プロジェクト内で共通知識となっている間は問題

る「想定した環境・方法で使用して、ユーザが使用目的を

として顕在化しない。一方、プロジェクトを編成する上で

満たすことができるか」のチェックができず、本当に望ま

も担当者自身としても属人化は避けたい。また、コスト削

れていたものとは違ったものを作る恐れがある。

減要求から、オフショアなど新しい作業委託先を採用する

内部処理の例示だけで、入力から出力に変換する正確な
ビジネスルールが伝わらないと、要件を誤解したものを作
り、手戻りが発生する恐れがある。

方向にあり、問題が顕在化しない条件が崩れつつある。そ
のため、
リスクが問題に変わる前に対策を始める必要がある。
対策の方向としては、共通知識として省略している情報

使用すべき他の構成要素や外部リソースの指定が伝わら

の文書化と共有、および情報が伝わったことの確認と文書

なければ、違ったものを利用するか自前で同様の機能を作

の追加の２方向が考えられる。以下、この２つの対処の方

る恐れがある。これは欠陥を呼び込むほか、コードの重複

向性を説明する。図３に、３章で記述したリスクと、これ

にもつながり、保守が複雑になる恐れがある。

から述べる対策の方向性との関係を示す。

フレームワーク利用などで想定した構造パターン、各構
成要素への機能割り当て構想、および共通に採用すべき設
計結果が伝わらないと、思わぬ内部構造と分担に設計され、
設計の全体としての統一がなくなり、保守が複雑になる恐
れがある。
また、重視すべき品質の指定や設計基準が伝わらないと、
保守性など想定した品質が実現できない恐れがある。

4.1. 省略情報の文書化と共有
良いシステムを作るには、３章で記述した省略情報をメ
ンバ間で共有しなければならない。開発・保守のために下
記の文書を作成し共有することは必須である。
(1)ユーザの業務、システムの使用環境・使用目的
・ユーザ業務フロー、ユーザの使用目的、ユーザが

3.2.4. テストプロセスでのリスク
開発･保守対象のシステムの使用環境が伝わらないと、

使用する環境
・稼働環境とコンポーネントの配置
(2)鳥瞰図的な概要を示す全体像

テスト環境として必要な「稼働環境での動作をシミュレー

・外部システムとの接続関係、インタフェース

トできる」という条件を満たさない環境でテストを実施す

・機能分解構造、コンポーネントへの割り当て構想

る恐れがある。

・システムのトップレベルの構造と接続関係
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－全体観と設計意図記述、そして伝達の重要性－

＜「問題および修正を分析」でのリスク＞
プロジェクト開始
前に想定しな
かった影響発生

業務、他システムへの影響
の検討漏れ発生

＜記述省略例

(1.1) ユーザ業務フロー、ソフトウェアシステムの
使われ方と使用目的

修正規模の推定が不正確

品質、コスト、
納期に悪影響

（番号は、本文3.1節中の箇条書き番号）＞

(1) ユーザの業務、開発・保守対象の
システムの使用環境と使用目的の省略

＜「修正を実装（変更箇所特定）」での
リスク＞

(1.2) 稼働環境もしくは指定された最終テスト環
境、コンポーネントの配置

＜対策の方向性＞
省略情報の文書化
と共有
(1) ユーザ業務、
システムの使用
環境・使用目的

変更対象の検討漏れ発生

＜設計プロセスでのリスク＞

(2) 全体構造の参照文書を明示しないまま、
変更部分のみ記述

想定した使用環境・使い方
で使用目的を達成できるか
チェックできない

「正しいもの」
を作ったか不
明

保守性など、
品質に問題

(2.1) 外部システムとの接続関係、インタフェース
(2.2) システムのトップレベルの構造と接続関係

想定しているビジネスルー
ルとは違ったものを設計

(2.3) 機能分解構造と、構成要素への割り当て

想定してない内部構造と各
構成要素の分担を設計

(2.4) 構成要素間、および外部システムや再利用
プログラムへのuseの関係

想定している設計品
質を満たさない設計

(3) 「設計と進化を支配する原則」の省略
(3.1) フレームワーク利用などで想定した構造の
パターンと、各構成要素への機能割り当て構想

＜テストプロセスでのリスク＞
稼働環境での動きを推測で
きないテスト環境を選択
欠陥が残存

(3.2) エラー処理などの、共通利用すべき機構の
使用ルール

インタフェースに対するテス
トケースに漏れが発生

(3.3) 設計基準

機能要件に対するテスト
ケースに漏れが発生

(4) 詳細設計前段階でのビジネスルール記述が
あいまい

回帰テスト（現行機能保証テ
スト）に漏れが発生

凡例）

図３

結果

原因

(2) 鳥瞰図的な
概要を示す全体
像

(3) 「設計と進化
を支配する原則」
(4) ビジネスルー
ルとそのコンポー
ネントへの割り当
て

情報が伝わったこ
との確認と文書の
追加

対策方向

記述情報の省略から発生するリスクと対策の方向性との関係

(3)「設計と進化を支配する原則」
・フレームワーク利用などで想定した構造のパター
ンと、各構成要素への機能割り当て構想
・エラー処理などの、共通利用すべき機構の使用
ルール

ソースコードから機械的にリバースエンジニアリングでき
る。例えば、クラスやモジュール間のインタフェースや接
続情報、そして最新情報に保たれているか不安もあるが、
コメントとして書いたメソッドやブロックおよびパラメー
タや内部データの意味などである。ツール化すれば、ソー

・重要視する品質要件と、それを実現するための設
計基準

スコード作成後は最新情報を得ることは容易である。従っ
て、本当に残すべき設計書は、ソースコードに書かれてい

(4)ビジネスルールとコンポーネントへの割り当て

ない情報、人しかまとめられない全体を俯瞰する概要情報

特に、プログラミング以降ではなく詳細設計以降を他の

を記述するものだと考える。

人に委託する場合は、アーキテクチャの思想――「システ

この意味で、保守の場合にも、上記の(1)～(4)の概要文

ムの設計と進化を支配する原則」、およびコンポーネント

書を整えることを提案する。この情報はシステムの中身を

に割り当てた機能――入力から出力への変換ルール（ビジ

理解するために必要な情報である。開発時に最新情報では

ネスルール）を正確に伝達する必要がある。これらがうま

なくなっている場合は、保守引継ぎ時に「対象システム理

く伝わらないと手戻りが発生し、また複雑な構造や整合性

解」タスクを追加し、更新すべきだと考える。

のない構造になった保守性の悪いシステムになってしまう。
なお、機能として入力から出力への変換ルールを正確に
記述するのは難しい。数学やフォーマルメソッドが候補に
あがるが、記述内容を一般に理解される状況にはまだ達し
ていないと考えている。そのため、ビジネスルールの表記
方法のひとつに使われている

8）

デシジョンテーブルの利

用がよいと筆者は考えている。

しかし、失われた文書を作り直すにも、作った文書の情
報を最新に保つのにも、時間、労力、コストがかかる。そ
のため、以下の点に注意が必要である。
・概要の情報は、「概略ではあるが正確なもの」9）、
「全体の開発を駆動するのに十分なくらいのも
の」10）であること。細部の変更では修正しなく
ても良いような抽象度で、かつ全体理解に必要な

さらに、保守のために残すべき設計書記載情報を考えて

情報があることが必要である。これにより、最新

みる。実際のソースコードに表現されている詳細情報は、

状態を保つための更新を少なくできる可能性があ
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る。

な種まき」をやってみることも考えられる。

・システムの重要度、情報が完全に失われる可能性、

そして、この確認により誤解を発見したときは説明を追

保守作業発生の可能性などを考慮し、コストとの

加することになるが、それが共通知識だと思っていたもの

バランスをとって優先順位を付ける。全てのシス

の補填の場合、その説明内容を資料にまとめさせて、相手

テムについて失われた文書を作り直す必要はない

の理解の確認を再度行うと同時に、文書化されていない共

かもしれない。また場合によっては、大規模保守

通知識の文書化を行うことも考えられる。

にかかる直前に整備・更新するので良いかもしれ
ない。
・必ずしもプロジェクト毎に作成する必要があるも

5. 終わりに

のばかりではない。稼働環境やアーキテクチャ関

本稿では、設計書に記述すべき項目と、記述省略の現状

連の文書など、情報の種類によっては、お客様、

とリスクを考察し、リスクを解消するための対策の方向を

開発組織、システムごとの単位で共通の文書とし

示した。

て作ればよいものもある。

１章で述べたように、開発案件といっても、ビジネス環
境も含めた環境変化への適応保守と捉えることができるも

4.2. 情報が伝わったことの確認と文書の追加
設計書はコミュニケーションの手段であるので、読者と
の共通知識を想定し、それに合わせて理解に必要な情報を

のが多く、保守案件の比率は高い。一方で、保守文書の不
備に起因する問題も数多く見受けられる。この意味で、保
守に引き継がれ、維持していく文書のあり方を明確にする
ことは重要であり、その観点から次の知見を得た。

記述する。しかし、想定が間違う場合もあるので、相手の

・保守には、保守引継ぎ時に保守対象システムのシ

理解内容の確認と、場合によっては説明追加が必要である。

ステム文書を受領し、システムを理解することが

他の人に作業を委託する場合、手戻りを防ぐためには、

必要である。そしてシステム文書中に、全体像を

できるだけ早期に相手の理解内容の確認を行うことが重要

鳥瞰図的に把握できる文書がなければ、保守対象

®

である。CMMI では、供給者合意管理プロセスエリアの

システムの理解が難しい。全体像を鳥瞰図的に把

中で、委託先の作業成果物評価と委託先プロセス監視のプ

握できる文書は重要である。

ラクティスがあるが、これを早くから実践すべきである。

・次工程への作業委託という観点から見ると、アー

作業成果物のチェックの視点として、委託したものに割り

キテクチャの思想――「システムの設計と進化を

当てた要件に誤解はないか、漏れなく満たされているか、

支配する原則」や、正確な機能（入力から出力に

実現可能か、アーキテクチャのルールは遵守されているか

変換するルール）を記述し、伝達することが重要

が重要である。

である。

最初のロットでチェックするプラクティスは既に行われ

・コミュニケーション手段を確立し、相手が理解し

ているが、それよりも早く、最初に作成した納品前の作業

たことの確認と必要情報の追加が必要である。

成果物をレビューしてチェックすることが考えられる。そ

今後、この考察で得た知見を、さらに発展させて、開発

して、レビューで見つけた設計などの欠陥について原因分

に用いる設計書標準化や作業標準化に盛り込みたいと考え

析して、必要な情報を追加する必要がある。このためには、

ている。

納品前の作業用ファイルを共有できる環境があるとよい。
また、Ｑ＆Ａの内容を見て、理解度をチェックすること
も考えられる。これは、相手の要件理解プロセスの監視に
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