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1. は じ め に

シソーラスを利用した要求獲得方法（THEOREE）

ソフトウェア要求仕様書の作成過程で要求を十分に獲得できず，顧客が期待する要求が欠
落することがある．Sommerville ら12) は分析者が要求獲得において顧客の要求を欠落させ
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た場合，顧客はシステムを受け入れないことを指摘している．この要求の欠落を防ぐこと
は，ソフトウェア開発における要求獲得の課題の 1 つである．
現状の要求獲得において要求の欠落が発生している状況を観察すると，次のような分析者

本論文では THEOREE と名づけた要求獲得方法を提案する．ドメイン知識をシ
ソーラスによって体系化し，ドメイン知識を十分に持たない分析者に対して体系化し
たシソーラスを提供することにより，分析者が効率良く要求分析を行うことができ，
かつ質の高い要求を獲得できる．この手法の有用性を確認するために比較実験を実施
し，手法の有用性を確認した．

が要求獲得を担当していることが多い．

• 分析能力はあるが，ドメイン知識が不十分な分析者
• ドメイン知識はあるが，分析能力が未熟な分析者
• 分析の能力は未熟でドメイン知識が不十分な分析者
ここでいう「分析能力」と「ドメイン知識」について説明する．

THEOREE:
THEsaurus Oriented REquirements Elicitation

「分析能力」とは，物事を抽象化し表現できる能力や逆に抽象的な概念を具体化し表現で
きる能力を指している．抽象化とは，物事の本質的な部分を取り出しそれを整理することを
意味する．たとえば，インタビュー主体で自然言語記述の仕様書を作るための要求獲得作業
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を行う場合には，インタビューのヒアリング結果から本質的な事項を取り出し，整理分類し

This paper proposes a method for elicitation of requirements, named
THEOREE. THEOREE applies a systematized thesaurus for requirements
elicitation. A proposed method makes an analyst elicit high quality requirements eﬃciently. We have a comparative experiment to show the usability of
THEOREE for requirements elicitation.

えば，銀行業務，レンタル業務，オンラインショップの業務，医療業務，携帯電話の制御な

て分かりやすい文章で書き下す能力が具体的な例である．
「ドメイン知識」とは，問題領域固有の知識のことで，各領域ごとに異なっている．たと
どの領域が考えられ，一般には領域固有の知識が他の領域でそのまま活用されることはまれ
である．要求獲得に必要な知識の分類については，ドメイン知識も含めて文献 11) にあげ
られている．さらに，本論文で扱っているドメイン知識は，IEEE Std 830-1998 1) で述べ
られているソフトウェア要求仕様書の目次の第 3 章を定義するために必要な特定のアプリ
ケーション・ソフトウェアの機能に関する知識を示している．
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分析能力のある分析者がドメイン知識を持たない，またはドメイン知識が不足している
と，顧客からの要求獲得が円滑に進められないため，獲得時に要求を欠落させてしまい．ソ
フトウェア製品の開発過程における手戻りの原因になる．なお，分析能力がない，または未
熟な分析者の場合はドメイン知識の有無とは関係なく獲得した要求に欠落が生じる．以降，
分析者は分析能力があることを前提とする．
ドメイン知識を何らかの手段で補完すれば，ドメイン知識が不足していたために発生す
る要求の欠落を，より少なくできる可能性がある．しかし，プロジェクトごとに異なるド
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メイン知識を教育・訓練によって補完するには費用と時間がかかり容易ではない．教育・訓

挙と各用語について用語の読み方，意味，同義語とドメイン分析に必要な属性を定義して

練によらず，計算機の支援により補完できることが望ましい．本論文ではドメイン知識を

おり，用語集にドメイン分析用の属性を追加したものである．これら2)–5),7),11) のいずれも，

体系化し，それを用いた要求獲得方法 THEOREE（THEsaurus Oriented REquirements

要求獲得に特化したドメイン知識の表現と構造について追求していない．

Elicitation）を提案する．

以上のように，ドメイン知識の表現として，シソーラス，オントロジ，Feature モデル，

本研究の目的は IEEE Std 830-1998

1)

で示されている要求仕様書の第 3 章の「詳細な要

知識ベースと名称は変えているが，本質的には語や概念間の関係を記述した辞書の域を出

求」中の機能要求にあたる要求の獲得である．この要求仕様書の第 2 章で記載するシステ

ない．形式的に記述された知識上で，ある種の計算（推論）をすることで，暗黙の情報を引

ム化の範囲と他システムとの連携や非機能要求については，ソフトウェアシステムへの要

き出す試みは当然のことであり，既存研究間の差異はほとんどないといってよい．さらに，

求を獲得する前のシステム要求仕様書

9)

とシステム設計で決定されていると想定しており，

分析者が，要求獲得においてシソーラスをどのように使うかについての手順や方法に関する

本研究では対象外としている．しかし，ソフトウェアの機能に付随する性能要求などの一部

研究はない．

の非機能要求については，我々の手法（THEOREE）で扱っている．

以上から，要求獲得における課題は次の 3 点である．

1 要求獲得に適したドメイン知識の表現と構造を明らかにすること．

2 ドメイン知識を要求獲得で使うための方法を示すこと．

本論文は，2 章で関連研究，3 章で THEOREE の説明，4 章で評価実験とその結果，5 章
で結果の考察と議論を述べ，6 章でまとめと今後の課題を述べる．

2. 関 連 研 究


3 ドメイン知識とその要求獲得での応用方法に関する効果を評価すること．
1 と
2 を解決する．
3 については THEOREE の実験による
THEOREE は，上記の 

ドメイン知識の補完を計算機によって支援するためには，ドメイン知識を計算機に蓄積・

評価によって解決する．

管理し，それを用いて要求を獲得する方法が求められる．
以下に要求分析分野のドメイン知識表現に関する代表的な研究例を示す．Requirements

Apprentice 2) は cliche と呼ばれるドメイン非依存およびドメイン依存のリポジトリを持ち，
3)

3. 要求獲得方法 THEOREE
3.1 要求獲得のためのドメイン知識表現

特に要求の欠落に関する支援を強調している．LEL（Language Extended Lexicon） は問

要求分析の実務者が行う作業を観察したところ，分析者は最初に提示される抽象度の高い

題領域の語彙とその間の関係を集めた電子辞書の一種であり，要求獲得に利用することを

要求を詳細化し顧客の確認を得ながら要求を獲得していることが分かった．この抽象度の高

意図して設計されている．LEL では，通常の国語辞典と同様に，そのドメインにおける用

い要求の詳細化とは，要求文にある機能要求と非機能要求を識別し，ソフトウェアシステム

語の意味を簡単な日常語で説明し，その文中に出現する語句との間に参照関係があるとし，

の要求として定義可能な粒度まで機能を詳細化することである．

その関係を利用するようになっている．しかし，種々の意味があるにもかかわらず，この

分析者の要求獲得を支援するソフトウェア機能に関するドメイン知識は，次の特性を持つ

参照関係を 1 種類の関係として扱っている．要求獲得を行うためには，参照関係の意味的

必要がある．なお，ここではソフトウェア機能に関するドメイン知識を表現するための特性

な種類（たとえば，has a や is a）や用語のカテゴリまでも考慮したほうが効果的である．

を抽出しているため，一般的な用語に付随する制約については割愛している．

FODA（Feature Oriented Domain Analysis）4) の feature diagram は，一種のドメイン知

特性 1 用語の識別と用語間の関係

識表現と見なすことができる．Zhang ら

5)

は，FODA の feature diagram を用いてドメイ

ン知識の意味的な依存関係を分析する手法を提案している．PAORE 7) は，Feature の集合
と Feature の階層をドメイン知識表現として採用している．一方，ドメイン工学11) は，開
発全体におけるドメイン知識を再利用可能なドメイン辞書という形で提供することを目的
にしている．このドメイン辞書は，用語辞書を洗練して作成される．用語辞書は，用語の列

情報処理学会論文誌

Vol. 50

No. 12

3001–3017 (Dec. 2009)

ドメイン固有の用語が識別されており，用語間の関係が明示的に示されていること．
特性 2 機能の識別
ドメイン固有の機能の識別と動作と動作対象によって機能が明示されていること．
特性 3 機能間の関係
機能間の詳細化関係が明示されていること．
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表 1 要求獲得で求められる特性の有無
Table 1 Comparison of knowledge representation techniques.

図 1 シソーラスのメタモデル
Fig. 1 Metamodel of THEOREE’s thesaurus.

特性 4 機能に付随する制約
機能に付随する環境と品質特性による制約が明示的に示されていること．
分析者が要求文にある機能を識別し詳細化するためのドメイン知識は次の 3 点で表現で

化によって，より下位の明確な概念やそれが含んでいる概念に置き換えるとともに，機能に

きる．

関連する概念（たとえば，機能の対象となっている概念など）を追加できる．この作業を行


1 詳細化の過程で機能を表現する動作と動作対象

2 機能に付随する非機能要求である環境や品質特性による制約

うのに必要なドメイン固有の知識をシソーラスが提供しなければならないと考える．した


3 機能間の階層，動作対象間の継承と集約関係

念間の関係として選択した．

これらが明示的に表現されていることが，分析者の要求獲得支援では求められている．
表 1 に種々のドメイン知識表現が要求獲得で求められる特性を持つかどうかを示す．用
語集はこれらの特性を持たない．一般的なシソーラスは，類似語，反意語，継承という用語
間の関係を持つ．しかし機能を識別するための関係は持っていない．THEOREE で採用し

がって，本シソーラスでは，作業者の詳細化時の思考の遷移から，重要と思われる関係を概

THEOREE で採用したシソーラスのメタモデルを図 1 に示す．図 1 の表記法について説
明する．矩形はクラスを，菱形は集約を，線は関連を表している．多重度は示さない代わり
に文章で説明する．
ドメインは機能群（1 個以上の機能）によって構成される．機能はさらに詳細な機能群を

たシソーラスは，ソフトウェアの機能と機能間の関係と機能に付随する制約や動作と動作対

持つことがある．機能は 1 個以上の文で表現され，文は 1 個以上の動作対象と 1 個の動作か

象に着目して用語間の関係を体系化し整理したものである．なお，THEOREE のシソーラ

ら構成される．動作対象はそれを構成する 1 個以上の下位の動作対象（has a）と 2 個以上

スは，動作対象への環境からの制約にも着目している．

の動作対象の下位概念（is a）を持つことがあり，動作対象制約として 1 個以上の環境と関

本研究では，要求獲得において「機能の詳細化」が重要な作業であると考え，これを支援

係を持つことがある．機能には品質制約として 1 個以上の品質特性と機能制約として 1 個

するシソーラスを設計する．分析者は，顧客から漠然としたあるいは曖昧な機能を提示さ

以上の環境と関係を持つことがある．品質特性はさらに 1 個以上の詳細な品質副特性を持

れたとき，その機能を詳細化していく．詳細化は，その機能の意味をより明確にすること

つことがある．メタモデル中の文は，動詞が 1 個しかない単文に限定しており，文と「構成

を含んでいる．機能の詳細化は機能分割に相当するため，has a 関係に対応し，動作対象の

される（has a）」関係で，文中の動詞が表している動作と文中に出現する動作対象を表す語

詳細化は動作対象の構成要素への分割（has a）または動作対象の範囲の限定（is a）に対

句と関連付けられている．これにより，複数の意味を持つような動詞の 1 つの意味を動作対

応している．これらに対応して動作対象に has a や is a の関連を追加した．たとえば，見

象との 1 つの組である単文で表し区別している．

積書という動作対象の下位の動作対象に見積日がある．見積りの依頼者は，この見積日を和
暦にするか西暦にするかを選択する．この選択を is a の関連で示す．この動作対象の詳細
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見積書ドメインのシソーラスの一部を図 2 で示す．図 2 は図 1 のインスタンスである．
図 1 のメタモデルと図 2 のシソーラス例との対応を簡単に説明する．たとえば，図 1 中
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図 3 THEOREE とシソーラス
Fig. 3 THEOREE and thesaurus.
図 2 シソーラスの一部
Fig. 2 A part of the thesaurus of estimation.

リストにある要求（以降，初期要求という）を分析し，誤りがあればそれを除去し，下位の
機能とか動作対象があれば，より詳細な要求に変換していく．改訂要求リストとは，初期要

の「機能」は，「文」で表現され「品質特性」で品質制約を受けることを，文法として定

求を詳細化し，顧客の確認を得た要求文から構成される要求文のリストを示す．改訂要求リ

義されている．図 2 は，この文法に語句を与えたときの文を示している．図 2 の「作成

ストは，初期要求リストにある要求と分析者が編集し顧客の確認を得た要求を含んでいる．

機能」という「機能」（作成機能：機能と表記）は「見積書を作成する」という「文」（見

なお，図 3 では分析者と顧客との間のやりとりは省略されている．

積書を作成する：文）で表現され「入力の手間を省く」という「品質特性」（入力の手間を
省く：品質特性）によって品質制約を受けるという文になる．また，図 1 中の「文」は，
「動作」と「動作対象」によって構成されることを文法として定義されている．図 2 の

THEOREE 手法の手順を 3.2.1 項と図 4 で示し，手順の実行例を 3.2.2 項で示す．なお，
例で示すのは，初期要求リストを受け取ってから，質問と確認を 2 回繰り返した例である．
追加要求が生じた場合は，初期要求と同じ扱いとするため，手順の説明では省略している．

「見積書を作成する：文」は「見積書：動作対象」と「作成する：動作」から構成される

3.2.1 THEOREE 手順の概要

という文になる．図 2 の印刷機能は見積書を印刷する機能を示し，この印刷機能への環境

手順 0：初期要求リストを受け取る

からの機能制約に，「見積書の用紙のサイズは A もしくは B 規格」があること表現して

初期要求リストを顧客から受け取る．
手順 1 以降が図 3 における THEOREE プロセスの詳細である．

いる．

3.2 シソーラスを使った要求獲得の手順
シソーラスを使った要求獲得手法の概要を図 3 に示す．シソーラスは，あらかじめ同じ

手順 1：対話の話題を決定
初期要求リストの要求文を分析し，話題を決める．

ドメインのマニュアルなどから作成されていることとする．顧客は初期要求リストを用意す

要求文の分析では，要求文にある単語を手がかりにし，動作を動詞，動作対象を名詞とし

る．初期要求リストは，顧客から分析者に最初に渡される要求であり，要求として記述され

てシソーラスを検索する．一致した動作と動作対象から機能を識別する．識別した機能の下

ている内容は，抽象度の高い要求から詳細な要求までその粒度は不揃いであり，整理されて

位構造が存在する場合は，要求を詳細化するために，識別した機能を話題にする．機能に付

いない．分析者は，シソーラスを参照しながら顧客へのインタビューなどにより，初期要求

随する品質特性や環境についても話題として取り上げる．話題を検討する順序は分析者の判
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この手順における分析者の動作は，次の 2 つである．

(1)

質問文，提案文または確認文を作成する
話題は，手順 1 と手順 3 で決定される．決定された話題を検討して作成する質問文，
提案文または確認のために作成する確認文の 1 つ以上を作成するのが手順 2 である．
手順 2 では決定した話題を保留し，未検討の状態にすることもある．
話題と対応する機能に関する用語をシソーラスより抽出し，質問や提案文を作成する．

(2)

顧客に質問・提案文，要求の確認文を提示する．

手順 3：質問・提案・確認の回答を受け取り分析する
場合 1

要求の確認文への回答あるいは，提案への回答のとき

回答に基づいて改訂要求リストに追加するか否かを判断する．
場合 2

回答が質問への顧客の回答のとき

必要に応じてシソーラスを検索し，回答の内容に応じて要求として採用するかどうかを判
断する．
質問と確認の終了判定
次の条件をすべて満たしたとき，質問と確認を終了する．

• 顧客に提示した質問や提案を作成するために検索した用語の下位に用語が残っていな
い．すなわち，シソーラスの最下位の用語に達した．

• 顧客への要求確認がすべて終了した．
• 保留した質問・提案はない．
手順 4：改訂要求リストの編集と顧客への改訂要求リストの送付
図 4 THEOREE の手順
Fig. 4 Process of THEOREE.

断に任せる．また，分析過程で分析者は，要求間の矛盾を発見したり，実現不可能な要求文
を発見したりすることがある．これらの要求を，分析者は，手順 2 の質問文や確認文を使い

(1)

改訂要求リストを編集する．

(2)

改訂要求リストの承認を顧客に求める．

手順 5：改訂要求リストへの顧客からの回答を受け取り分析する

(1)

顧客からの回答を受け取る．

(2)

回答を分析する．

手順 5 ( 2 ) では，回答が条件付の承認のとき，条件をコメントとして書き下し，コメン

顧客と相談することによって，矛盾を解決したり，実現可能な要求に置き換えたりする．

トと改訂要求リストの要求文との対応を確認したうえで，改訂要求リストにコメントを反映

手順 2：質問文・提案文・確認文を作成・提示

し，手順 4 に戻る．

質問文とは，要求獲得において不明な事項を，顧客に問い合わせる文である．提案文と
は，新規要求を顧客に提示する文である．確認文とは，要求として採用するか否かを，確認
のために，顧客に問い合わせる文である．
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(1st ) 手順 1：対話の話題を決定
シソーラスを検索し，

1 見積書の「作成機能」と，(IR2) は 
2 にある「入力操作を減らす」と対応させる．
(IR1) は，
図 5 のシソーラスの <1> に着目する．

1 作成機能：機能と 
2 にある入力の手間を省く：品質特性
機能とその品質制約は，
と応答時間は 5 秒以内：品質特性で示されている．図 5 のシソーラスで示したように，


1 作成機能：機能は文 
3 見積書を作成する：文で表現されている．
3 見積書を作成する：
1 作成機能：機能を話題に選ぶ．
文に焦点を合わせ，この文を要求文として確定するために 

3 見積書を作成する：文は機能を表現した文であり，文は
5 作成する：動作と 
4 見積
書：動作対象から構成される．

<1> に着目した話題は，次の 3 点である．
話題 1：見積書を作成する．
話題 2：入力の手間を省く．
話題 3：応答時間は 5 秒以内
なお，見積書の作成機能の詳細が決まった後，話題 3 を取り上げることにする．

(2nd ) 手順 2：質問文・提案文・確認文を作成・提示
図 5 シソーラスの着目点の移動
Fig. 5 Transition of focus on thesaurus.

(1)

確認文の作成

確認文の例
「初期要求にある次の項目を要求とします．よろしいでしょうか．
見積書作成機能を追加する．

の手順を終了する．

3.2.2 THEOREE による要求獲得の例
THEOREE におけるシソーラスの使い方を，図 4 の手順に沿って説明する．特に，分析
者と顧客の対話における話題がシソーラスのどの部分に着目しているかを，図 2 のシソー
ラスを用いて説明する．ここでは質問文の作成に限定し，着目点をシソーラスの構造に沿っ
て移動することによって質問文が作られる様子を図 5 を引用して説明する．なお，手順の
具体例を付録 A に，対話の事例を付録 B に示す．

(0th ) 手順 0：初期要求リストを受け取る

見積書を作成するときに入力操作を減らしたい．
」

(2)

質問文の作成

話題 2 は，個々の設定項目ごとに要求を確かめる必要がある．したがって，見積書の設定
項目が明らかになるまで保留し，これらが明らかになった後で，話題として取り上げる．
シソーラスの <1> から着目点をその構造に沿って移動する．初期要求に見積書の項目が
明示されていないため，<2> に着目して質問文を作成する．

3 見積書を作成する：文」は 
5 作成する：動作と 
4 見積書：動作対象から構成され
「

初期要求

る．質問文を作成する．直接シソーラスを引用すると，「見積書は見積書という動作対象と

(IR1)「見積書を作成する機能を実現したい」

作成するという動作からなります．動作対象を構成する項目について教えていただけます

(IR2)「見積書の作成でキーボードからの入力操作を減らしたい」

か」となり，顧客が理解できるように分かりやすい日常語で表現しなおすと，次のような質

・
・
・

問文になる．
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質問文の例
「見積書の作成で設定する項目を教えていただけますか．
」
上記の質問文の代わりにシソーラスにあるすべての動作対象を列挙した質問文を作成す

4. 実

験

THEOREE 手法の効果を確認するために，THEOREE 手法の適用者と非適用者に同じ

ることも可能である．

1 同
課題を与え，要求獲得した結果を比較する実験を行った．この比較実験の計画段階で，

(3rd ) 手順 3：質問・提案・確認の回答を受け取り分析する

2 分析者の保有しているドメイン知識による
一組織内では分析者の分析能力に差がない，

顧客からの回答例

影響がない，あっても比較結果が判断できなくなるほど影響を与えないように，実験の体制

「見積書には次の項目を設定します．
見積書番号，見積日，有効期間，件名. . . 」

4 見積書：動作対象を構成する項目
7 見積日：動作対象，
6 見積書番号：動作対象，

8 内訳：動作対象. . . が含んでいる項目と回答の項目を照合し，一致したので，シソーラス

4 見積書：動作対象 の下位にある <3> か
の <2> から視点をその構造に沿って移動し，
4 見積書：動作対象 には，<3> で示すシソーラスの要素が残って
ら次の話題を決める．
いるため，手順 2 に進み，顧客への質問文を作成する．顧客からの回答は <3> で示す個別
の動作対象について述べているので，これらを話題とする．

と課題のドメインを選択することを，比較実験の前提条件とした．
なお，要求分析の知識や経験といった背景の異なる人々に方法がうまく機能するかどうか
を判断するために 3 つの異なる組織（各々を A，B，C と呼ぶ）ごとに被験者（THEOREE
の適用者と非適用者の双方）を用意し同じ実験をした．

4.1 実験の目的
目的：THEOREE の適用者は THEOREE の非適用者と比較して，獲得要求の数が多く
かつ正しいことを示す．

THEOREE のシソーラスがドメイン知識を補完し，獲得した要求の欠落を減らす効果は，

7 見積日：動作対象は下位に和
たとえば，<4> に着目し，それから話題を決める場合，

獲得した正しい要求数によって表現されると仮定した．換言すれば，ドメイン知識の補完に

暦または西暦があり，どちらかを決める必要があるため，暦を話題にする．これを話題 4 と

なったかは，被験者の獲得要求のうち，正しい要求数の差異に現れると考え，実験結果を確

6 見積書番号：動作対象については番
する．<5> に着目し，それから話題を決める場合，

認することにした．

号付与規則が制約としてあるので，見積書番号の付与規則を話題にする．これを話題 5 と

4.2 実 験 体 制

する．

実験の前に，対象ドメインと要求分析のエキスパートをたてて要求獲得をし，改訂要求リ

(4th ) 手順 2：質問文・提案文・確認文を作成・提示

ストの正解を得ておいた．実験の構成要員は，顧客，被験者，エキスパートの 3 種類からな

(3rd ) で決定した話題について次のような質問文を作成する．

る．各々の役割を次に説明する．顧客は 3 章の顧客の役割を，THEOREE 適用者は 3 章の

質問文の例

分析者の役割を，THEOREE 非適用者とエキスパートはシソーラスを参照しない分析者の

話題 5 から次の質問文を作る．

役割を担った．図 6 に実験の概要を示す．

「見積書番号の付与規則について教えていただけますか．
」

顧客：

話題 4 から次の質問文を作る．
「見積日の暦と設定方法について教えていただけますか．
」

実験要員として 1 名をあてる．要求獲得時に異なる組織からの同一質問には同じ回答を
返すようにした．

顧客からの回答
「見積書番号は 12 文字の文字列で，番号の発番規則については別途送ります．
」
「暦は，利用者が和暦か西暦を選択できるようにお願いします．
」
以上のように改訂要求リストをより完全なものにしていく．
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表 2 被験者の要求工学に関する教育
Table 2 Curriculum relate to requirements engineering of subjects.

けておらず，ソフトウェア工学を 1 科目，ソフトウェア開発演習・実験を 5 科目受けてい
る．組織 B では，要求工学を 1 科目（半期），ソフトウェア工学を 1 科目，ソフトウェア開
発演習・実験を 5 科目受けている．組織 C では要求工学を 1 科目（半期），ソフトウェア工
学を 5 科目，ソフトウェア開発演習・実験を 5 科目受けている．

(2) 期間：2 週間
(3) 実験の範囲：課題領域は PC オンラインショップにおける見積書作成．
(4) 前提：分析能力は組織ごとに均一またはほぼ同じ程度である．
分析能力の違いを考慮し，3 つの異なる組織（A，B，C）で独立に比較実験をする．

(5) 実験結果の比較対象
組織ごとに，適用者と非適用者を割り当て，各々に同一の初期要求リストを与え，要求獲
得の実験を行った．エキスパートにも同じ初期要求リストを与えた．実験結果である改訂要
図 6 実験の概要
Fig. 6 Overview of our experiment.

求リストを比較する．組織間の比較はしない．

(6) 適用者と非適用者の違い
適用者には，課題のほかに，THEOREE のシソーラス作成手順13) によってあらかじめ

エキスパート：

作成していたシソーラス（ノード：用語数 105）を与え，シソーラスとその見方，シソーラ

1 名をあてる．あらかじめ，従来の要求獲得のやり方で，顧客にインタビューし正解とな
る要求文を獲得し，改訂要求リストを用意した．
なお，被験者は，分析能力の同程度な分析者で，適用者と非適用者の組を 3 つ用意した．当実
験の被験者は見積書作成システムを開発した経験がなく，計算機科学の分野の知識は十分に持っ

スの使い方を事例で示す．非適用者には，シソーラスを与えない．その代わりに知識を得る
手段は任せる．

(7) 有用性を判定するための仮説
次の仮説が同じ組織内で成立するならば，THEOREE は要求獲得方法として有用である．

ていると考えられる計算機科学を専攻した学生とした．分析能力が同程度とする基準は，授業に

(仮説 1) 獲得した要求数が THEOREE の非適用者よりも多い．非適用者の獲得した要求と

おいて同じ要求分析のコースを学習したかどうかである．したがって，分析能力は，各組織の要

比べ大きな差異があること．

求工学に関する教育に依存する．この基準に基づき，被験者の属する組織別にグループ化した．

(仮説 2) 獲得した要求のうち，その正答数が THEOREE の非適用者よりも多い．非適用者

なお，エキスパートは，要求獲得の経験が 30 年，見積書作成などの見積関係の経験が

の正答数と比べ大きな差異があること．なお，正答とはエキスパートが獲得した要求と同じ

20 年の実務者である．被験者は，各組織ごとに表 2 で示すような要求工学に関する教育を

要求を獲得した場合を正答と見なす．正答数とはこの正答の数である．

受けている．表 2 の数値は科目数を示す．組織 A の被験者はいずれも要求工学の講義は受
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図 8 初期要求
Fig. 8 Initial requirements list.

図 7 予備説明
Fig. 7 Preliminary explanation.

(5) 終了後：改訂要求リストの比較
被験者の改訂要求リストとエキスパートの正答改訂要求リストとを比較する．なお，組
織 C の THEOREE 適用者の改訂要求リストを事例として付録 C で示す．

4.3 実験の手順

4.4 実 験 結 果
実験結果の事例としてインタビューの一部を付録 B に，改訂要求リストを付録 C に記載

次の順序で実験を行った．

(1) 実験前：予備説明を実施した．予備説明の内容を図 7 に示す．なお，予備説明は図 7 の
印刷物を渡し説明した．同時に，要求仕様書の構成について IEEE Std 830-1998 1) の説明

した．THEOREE の有用性を示す目的で実験結果を集約したデータを表 3，表 4 に示す．
表 3 は，組織別の適用者，非適用者のメール回数，メール内の質問数，確認または提案

資料を全員に配布した．

数を示している．たとえば，組織 C の適用者は 4 回のメールがあり，1 回目のメールには

(2) 実験開始：

質問が 11 個，確認または提案が 1 個あったことを示している．

適用者には初期要求リストとシソーラスを，非適用者には初期要求リストのみを配布し
た．初期要求リストを図 8 に示す．

表 4 は，エキスパートが提示した正答と各組織の適用者，非適用者が報告した改訂要求
リストを THEOREE の有用性の観点から集約したデータを示している．

(3) 実験中：

「獲得総数 w」は，改訂要求リストにある要求数を
表 4 の各行について詳細に説明する．

顧客と E-Mail によって対話（インタビュー）し，要求を獲得する．

(4) 実験終了：終了条件と報告

示す．「エキスパートに有 x」は，被験者の獲得した要求の正答数を示す．正答とした要求
は顧客の確認がとれている．改訂要求リスト中の要求文で，初期要求にあるものの数を x1，

あらかじめ定めた期間（2 週間）が経過した時点，あるいは要求の獲得が終了したと被験
者が判断したときに対話を終了する．終了後，被験者は報告書（最終レポート）を提出する．

シソーラスにあるものの数を x2，シソーラスにないが対話によって獲得し顧客の確認を得
たものの数を x3 で示す．エキスパートの作成した改訂要求リストの要求文の内訳として，
「シソーラスに有 x2」が 74 個，
「シソーラスに無 x3」が 29 個
「初期要求リスト x1」が 7 個，
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表 3 質問と確認または提案の回数
Table 3 The numbers of questions and confirmations or proposals.

顧客の承認を得た要求があり，仮説 2 の前提とは異なる結果がでた．なお，仮説 2 のとこ
ろでも述べたように，正答とは「エキスパートに有 x」のことであり，当実験では正答数は

110 個である．この正答ではなくても顧客が承認した要求が「エキスパートに無 y」である．
妥当な要求とは，この正答ではなく顧客が承認した「エキスパートに無 y」に属す要求を正
答である要求に追加した要求である．表 4 に正答率は仮説 2 の正答率，妥当率はこの「エ
キスパートに無 y」の要求を含めた獲得した要求の比率である．
「エキスパートに有 x」と「エキスパートに
「要求分析者の判断で登録した要求文 z」は，
無 y」のいずれにもなく，分析者が自分自身の判断で登録した，顧客の確認がとれていない
要求文の数である．「エキスパートに有 x」と「エキスパートに無 y」は要求として顧客の
確認がとれているものであり，妥当な要求として扱う．一方，「要求分析者の判断で登録し
た要求文 z」は妥当な要求として扱わない．
「妥当な要求数 (x+y)」では，たとえば，組織 A の適用者は正答数 (x) が 29 個，「エキ
Table 4

表 4 獲得要求数の比較
Comparison of elicited requirements.

スパートに無 y」が 3 個で妥当な要求数は 32 個であることが分かる．各組織内の獲得した
妥当な要求数は，適用者は非適用者に対して次のように多い．組織 A では適用者が 32 個，
非適用者が 4 個で，32/4 = 8 倍（800%）も多く適用者が獲得している．組織 B では適用
者が 50 個，非適用者が 24 個で，50/24 = 約 2.1 倍（208%）も多く適用者が獲得している．
組織 C では適用者が 48 個，非適用者が 30 個で，48/30 = 1.6 倍（160%）も多く適用者が
獲得している．
「正答率 (x/w)」とは，正答な要求と獲得した要求の比率である．
「正答率 (x/w)」につい
ても，各組織内での適用者と非適用者の比率を示している．組織 A では 88/57 = 約 1.5 倍
（154%）となっており，適用者が非適用者よりも正答数が多い．組織 B と C では適用者と
非適用者の差はなかった．
「妥当率 ((w−z)/w)」
「妥当率 ((w−z)/w)」とは，妥当な要求と獲得した要求の比率である．
についても，各組織内での適用者と非適用者の比率を示している．妥当率では組織 A の適
用者が非適用者の 97/57 = 1.7 倍（170%）であり，組織 B と組織 C では適用者と非適用
者の差はなかった．
「活用率 (x2/74)」は，エキスパートが従来の要求獲得のやり方で改訂要求リストに追加

あることを示している．
「エキスパートに無 y」は，エキスパートの改訂要求リストにはない要求で，被験者がイ
ンタビューによって獲得し，顧客の確認を得たものである．
仮説 2 では，被験者の作成した改訂リストにある要求は，すべてエキスパートが作成した

した要求の数（74 個）と各組織の適用者がシソーラスを活用して改訂要求リストに追加し
た要求の数の比率を示す．たとえば，組織 A の適用者は，34% = (25/74)% である．
なお，エキスパートの欄の “–” は，検討の対象外であることを示す．

改訂要求リストに含まれていることを前提としている．実験結果では，正答ではなくても
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2 過度な詳細化や具体化，早すぎる設計の抑制

5. 結果の比較と議論

分析者が要求獲得で陥りやすい，要求の過度な詳細化，具体化など要求の実現である設計

5.1 組織別の比較

に関する質問は，THEOREE の適用者には見られない．分析者は，自分の関心のあるとこ

THEOREE の効果を組織別に次の 2 点について，適用者と非適用者との間で比較し，4.2 節

ろに質問を集中し，実現手段の提案まですることがある．その結果，与えられた期間内に顧

(7) で述べた仮設を検証した．

客が期待する要求を獲得できず，要求の欠落を起すことがしばしば現場で見られる．シソー

(1) 仮説 1

ラスはこのような現象を抑制する効果があるようである．実験に際して，非適用者から機能

獲得した要求数

表 4 の総獲得数 (w) から組織 A，B，C ともに THEOREE 適用者が非適用者と比較し

をどこまで詳細に分析すればよいかの判断が難しかったというコメントがあり，本手法の適

て獲得した要求件数が多い．すべての組織において獲得数は，THEOREE 適用者が非適用

用者全員に対して，そのようなことはなかったかという聞き取り調査をしたところ，シソー

者と比較して獲得した要求件数は多く，獲得数には大きな差異がある．

ラスの最下位の用語が獲得する要求の最も細かい粒度を示していると判断したので分析の

組織 A：適用者の要求数は 4.7 = 33/7 倍
組織 B：適用者の要求数は 2.1 = 50/24 倍
組織 C：適用者の要求数は 1.6 = 48/30 倍

(2) 仮説 2

獲得した要求に含まれる正答数

詳細度で困ることはなかったとの回答を得た．

3 分析能力が同じという条件の下で有用な要求獲得方法
組織 A，B，C 間では分析能力の違いがあると想定した．同一組織内では分析能力の差は
ないと想定している．分析能力が同じであるなら，顧客から要求を獲得する能力は同じと考

正答数を示す表 4 の「エキスパートに有 x」から，組織 A，B，C ともに THEOREE 適

え，正答にない要求を顧客から獲得する能力には差がないと考えられる．したがって，妥当

用者が非適用者と比較して獲得した正答数が多い．表 4 の「正答な要求数 x の非適用者数

な要求数を比較することによって，THEOREE が有効であるかどうかを判断する際の指標

との比」の行において THEOREE 適用者が非適用者と比較して正答数は多く，その数には

として使用できる．ここでは，組織別の妥当な要求 (x+y) の適用者と非適用者との比較結

大きな差異がある．

果を考察する．

組織 A：適用者の正答数は 7.25 = 29/4 倍

組織 A：適用者の妥当な要求数は 8 = 32/4 倍

組織 B：適用者の正答数は 2.25 = 45/20 倍

組織 B：適用者の妥当な要求数は 2.1 = 50/24 倍

組織 C：適用者の正答数は 1.7 = 46/27 倍

組織 C：適用者の妥当な要求数は 1.6 = 48/30 倍

5.2 議

論

上記のように，同一組織内では THEOREE は有用であることを示している．

(1) THEOREE の長所

(2) THEOREE の短所

次にあげる THEOREE の長所は実験で示した項目のほかに，THEOREE の有用性を示

獲得した要求の品質は，シソーラスの品質に依存する．THEOREE は図 1 のメタモデ

している．

ルで示したシソーラスがないとうまく機能しない．このようなシソーラスの作成と検索を


1 シソーラスによる質問のナビゲーション効果

支援するツールがあれば，THEOREE はより有用になるといえる．実験によって発見した

THEOREE の適用者は，シソーラスの構造が機能と機能間の関係に着目した体系である
ことを理解し，初期要求リストの要求とシソーラスの階層との対応から質問をしていること

THEOREE が今後解決しなければならない問題点として次の 2 点をあげることができる．

1 シソーラスの不備

がメールの履歴の追跡から分かった．シソーラスの構造に従い，上位に行かず下位の用語を

シソーラスにない要求をエキスパートも 29 件獲得した．シソーラスの用語が不足してい

たどることによって，詳細化がうまくできた．THEOREE のシソーラスの構造が効果的に

ることを示している．THEOREE では，シソーラスが初めから完全であることを前提とせ
ず，不足していれば，そのつど追加し成長させることも考慮しているため，THEOREE 自

作用した．

体の問題とは考えない．
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29 個のシソーラスに含まれていない項目を分析した結果，次の (a)，(b)，(c) の 3 分類に
なった．

(3) THEOREE の効果
特別な加工や整理がされていない既存類似システムの仕様書がそのまま提供された場合，

(a) シソーラスで明示されるべき項目：7 個
(b) 他のドメイン知識に含まれ，見積書の領域には含まれないため，明示できなかった項
目：3 個

以下のような問題点が発生すると思われる．


1 既存仕様書から必要部分，不要部分を取捨選択するために，文書全体の構造や依存関
係を十分に理解していなければならないが，その把握が難しい．この結果，依存性のある

(c) ドメイン知識ではないが，たまたま要求としてあがった項目：19 個
なお，(a)，(b)，(c) については，次のような対応を考えている．

(a) については，メタモデルに共起関係を追加し，分析者が共起関係を参照し要求を獲得
できるように支援する．これによって不足を減らすことができる．
例：見積書の定型書式は複数用意できること．
「用意できること」と「用意したものを削除できること」は共起関係にあり，顧客か
ら「用意できる」という回答を受け取ったときに，共起関係をたどり「削除できる」と
いう言葉にたどりつくため，この例では，「登録してある見積書の定型書式を削除でき
ること」が顧客の回答に入っていなくても，この共起関係から得た要求を獲得できる．

(b) については，ドメイン知識のマージの技法を確立し，確立した技法に則って他のドメ
イン知識を使えるようにできると思われる．この技法の確立が望まれる．

(c) については，特定の外部要因によって発生しうるため，シソーラスの不備ではない．
特定の外部要因のシソーラスに登録可能な表現法と構造について検討する．

要求の欠落が発生したり，相互に矛盾する要求や不要となる要求を残してしまったりする恐
れがある．


2 仕様書に入っていない要求項目の追加は困難である．

3 複数の仕様書を分析者に提供した場合，それらを比較検討し理解するコストや手間が
大きい．
上記の問題点は THEOREE に基づいて要求獲得を進める際に，シソーラスを系統的に閲
覧することによって解決されると思われる．

6. ま と め
THEOREE は，要求獲得用のシソーラスを使うことによって，要求の欠落を改善するこ
とを狙った方法である．特に，THEOREE は，ドメイン知識がまったくないわけではなく，
不完全に持っている分析者の要求獲得支援を目的としている．この方法が不完全な知識によ
る弊害（欠落）を防止する効果があることを確認するために実験をした．
実験結果から，THEOREE の適用者と非適用者の間での獲得した要求数と獲得した要求

例：値引きのルール
顧客別に値引きの規則があるなど，値引きのルールが顧客によって異なる．実験で

の正答数および妥当数を比較することによって，要求の欠落を防止できたことを示せた．要

は，顧客からの次の回答が，顧客独自の値引きルールであり，特定の外部要因で発生し

求の欠落を防止できたことによって，THEOREE のシソーラスはドメイン知識を補完して

たと考えられる．

いることがいえる．実験を通じて得た知見として，5 章で明らかにしたように，THEOREE
の有用性を確認できた．

値引きのルールの例
「100%の値引きはない」

本研究の実験では，同一組織内の被験者の要求工学技術の習得度は同じであるという仮定


2 シソーラスの活用率

の下に，組織内での獲得要求数の比較のみを行った．しかし，習得度とドメイン知識の提示

表 4 で分かるように，活用率は，組織 A で 34% = (25/74)%，組織 B で 51% = (38/74)%，

による効果の関連やその相乗効果について実験分析することは今後の課題である．さらに，

組織 C で 27% = (20/74)% であった．これらは，必ずしも適用者がシソーラスを活用して

ドメイン知識の表現と利用方法に関しては，現実または現実に近いプロジェクトでの試行，

なかったにもかかわらず，要求を獲得したことを意味するものではない．むしろ少ない活用

他のドメインでの試行，シソーラスの活用率を上げるための見直し，シソーラスの不備のメ

率でも，要求獲得に効果があり，さらに活用率を上げることで，獲得要求数を向上させるこ

ンテナンスなどの課題が残っており，要求獲得において方法がどの程度有効か，を測る尺度

とができることを意味している．

など詳細な評価尺度についても今後の課題として残っている．
実験では，初期要求リストの要求文がすべて正しいものとして扱っている．実際のプロ
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ジェクトでは，初期要求リストの要求文の変更や取消しがある．これらの扱いを組み入れる
ことを考えている．
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付録 A

THEOREE の手順の具体例

(1st ) 手順 1：対話の話題を決定
初期要求リストの文を分析し，同じと思えるシソーラスの用語を発見し，対応付けをする
（初期要求は機能的な表現が多いので，機能を示す用語を手がかりとする）．
初期要求
「見積書を作成する機能を実現したい」
「見積書の作成でキーボードからの入力操作を減らしたい」
であったとき，シソーラスの用語と対応させ，同じ意味の用語を識別する
見積書の「作成機能」と「見積書を作成する機能」
「入力の手間を省く」と「見積書の作成でキーボードからの入力を減らす」

1 見積書の設定項目
シソーラスの階層を下げると，見積書の設定項目がある．この設定項目については顧客か
ら聞き出すのが良いと判断した．


2 入力の手間を省く
設定項目の個別に方式を考えることになるので，見積書の設定項目が明らかになった後
で，話題として取り上げる．

(2nd ) 手順 2：質問文・提案文・確認文を作成・提示
(1)

質問文の作成

見積書の設定項目
見積書の作成で設定する項目を教えていただけますか．

(2)

顧客からの回答

見積書には次の項目を設定します．
見積書番号
見積日
有効期間
件名
納期
・
・
・
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(3rd ) 手順 3：質問・提案・確認の回答を受け取り分析する
(2rd ) 手順 2 の回答が質問への顧客の回答であるため，シソーラスを検索し，回答の内容
に応じて要求として採用するかどうかを判断する．
すなわち，シソーラスの見積書の下位の用語に見積書番号，見積日があるため，話題とし
て，見積書番号，見積日を取り上げる．またこれらは，見積書の項目であるので，入力の手


1 見積書番号は 12 文字で書式は決まっています．番号の発行は計算機で計算し発行するた
め，入力操作は不要です．


2 見積日は和暦，西暦のいずれかを選択してもらいます．ディフォルトは和暦です．発行
日は計算機で設定します．


3 見積書の設定項目については了解しました．納期はシステムで算出します．算出規則は

間を省くという話題も質問に入れる．

別途伝えます．例外として，システムで算出した納期よりも遅い納期を顧客が希望すると

(4 ) 手順 2：質問文・提案文・確認文を作成する

きは，納期を直接入力できます．なお，計算した納期を顧客に伝える方法については，設

th

見積書の作成で設定する項目は要求として確認が必要と判断して以下を行う．

計時点で検討しましょう．

(5th ) 手順 3：質問・提案・確認の回答を受け取り分析する

(1) 確認文の作成

1 確認文

(4th ) 手順 2 の要求の確認文への回答あるいは提案への回答なので，回答に基づいて改訂

見積書の設定項目として次の項目がありますがよろしいですか．
見積書番号

要求リストに追加するか否かを判断する．
見積書の設定項目は顧客の了解を得たので，改訂要求リストに追加する．
質問と確認の終了判定

見積日
有効期間

見積書番号，見積書の発行日，納期はシソーラスの最下位の用語であるので，話題の追加

件名

はない．

納期

(6th ) 手順 2：質問文・提案文・確認文を作成する

・
・
・

見積書番号と見積書の発行日，納期についての回答を要求として確認する．

(2) 質問文の作成

1 見積書番号について

(1) 確認文の作成

1 見積書番号について

見積書番号の体系，書式と設定方法について教えていただけますか．

2 見積日について
見積日の暦と設定方法について教えていただけますか．

見積書番号は 12 文字で書式は決まっています．
見積書番号の発行は計算機で計算し発行します．

2 見積書日について

図 2 では記載していないシソーラスの内容には，作成機能：機能の詳細化の中に合計行の

見積書日は和暦，西暦のいずれかを選択する．ディフォルトは和暦とします．

計算：機能があり，この機能の詳細化の中に納期設定：機能がある．納期設定：機能は文

見積日は計算機で設定します．

「納期を算出する：文」，「納期を入力する：文」から構成されており，これらを参照し質問
文を作る．

納期はシステム側から回答します．ただし，例外として，システムが出力した納期よりも


3 納期について

遅い納期を希望する場合はお客様が入力可能にします．

納期はシステム側で算出するのと入力する方法があります．納期の設定について教えてい
ただけますか．

(3)

(2)

顧客からの回答

見積書番号と見積書の発行日，納期については了解しました．

(7th ) 手順 3：質問・提案・確認の回答を受け取り分析する

顧客からの回答

1 ，
2 ，
3 の回答がある．
上記 (1)，(2) で作った文に対して顧客から以下の
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要求リストに追加するか否かを判断する．
見積書番号，見積書の発行日，納期は顧客の了解を得たので，改訂要求リストに追加する．
質問と確認の終了判定

Q2 への回答
検索し選択することを考えています．それ以外に良いアイディアがありましたら提示して
いただけますか．

新たな話題がなく確認もすべて終了したので，手順 4 を実施する．

(8 ) 手順 4：改訂要求リストの編集と顧客への改訂要求リストの送付

・
・
・

th

3. 分析者の 2 回目の質問

顧客に承認を得るために改訂要求リストを編集する．

Q1.1. 見積書の年月日の年は西暦でよろしいですか？

顧客からの改訂要求リストについての回答
内容については承認します．ただし，要求ごとに，識別子を追加し，索引を追加してくだ

Q1.2. 見積書番号の桁数ですが，何桁程度を想定していますか？
このような関心のある範囲を絞る質問のほかに次のような提案を含めた質問もあった．

Q3. 利用者は見積書作成機能を利用するのに，ユーザ登録などを事前に行うようにしますか？

さい．

(9th ) 手順 5：改訂要求リストへの顧客からの回答を受け取り分析する
改訂要求リストの編集に関する要求なので手順 4 に戻る．

ユーザ登録などを事前に行うことで，同じ利用者が再び利用する際の入力を減らすことが
できると考えられます．

(10th ) 手順 4：改訂要求リストの編集と顧客への改訂要求リストの送付
要求ごとに，識別子を追加し，索引を追加し，顧客に確認を求める．

付録 C

改訂要求リストの事例

最終的に得た改訂要求リストの例を示す．なお，下線部は初期要求そのものまたは初期要

顧客から承認の回答がある．

(11th ) 手順 5：改訂要求リストへの顧客からの回答を受け取り分析する

求の別の表現を示している．

コメントはなくしかも承認なので，THEOREE 手順の終了判定に従って終了する．

1. 見積りの対象は PC の HW，SW，ネットワーク機器，サプライ商品とする．
付録 B

顧客と分析者の対話の事例

2. 見積書には次のような項目を盛り込む ＜書式は 1 つのみである＞
(1)

見積の年月日

許した．紙面の都合で質問・回答の一部を次に示す．

顧客役は同じまたは同様な質問には，同じ回答をしている．1 つのメールで複数の質問を

(2)

見積書番号 ＜12 桁＞

1. 分析者の初回の質問

(3)

見積先（お客様）

Q1. 見積書に必要な項目は何なのか？

(4)

見積者名（当社），住所，連絡先

Q2. 利用者は商品をどうやって選ぶのか？

(5)

見積金額（税別）

・
・
・

(6)

見積有効期限

2. 顧客からの回答

(7)

件名 ＜基本的にはお客様が入力．ただし，例外として，お客様の意向を汲むことが

Q1 への回答

ある＞

(8)

見積金額合計（税込）

(1)

見積の年月日

(9)

内訳 ＜HW，SW，導入・設置作業などでさらに詳細の内訳がある場合はメニュー

(2)

見積書番号

一覧から選択し，書式は書式設定で変更可能にする＞

(3)

見積先（お客様）

(10)

支払い条件 ＜振込先は 1 つ＞

(11)

納期 ＜納期はシステム側から回答する．ただし，例外として，システムが出力し

見積書には，通常次のような項目が必要です．

・
・
・
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た納期よりも遅い納期を希望する場合はお客様が入力可能にする＞

(1)

値引きは一律または顧客別に設定してある比率を適用する．

(12)

振込み先 ＜システム側が提示＞

(2)

Web ページで表示し，これを見積書の代替とする．

(13)

その他 ＜お客様からの意見・要望を手入力できる＞

(3)

FAX で見積書を要求されれば FAX で見積書を送る．

ただし，以下の規則がある．

(4)

見積書番号は自動発行する．

・英数字は半角入力を行うものとする．

(5)

後で，発行した見積書の履歴を見ることができる．

・システム内で計算する項目は以下のものがある．

(6)

担当者はシステム名とする．

値引き前の販売金額

12. 見積書を発行するつど，お客様に提示したデータをすべてをサーバ上のファイルに保存

値引き額

したい．

値引き後の販売金額

13. 利用者が購入価格の見積りをシミュレートするためにお客様自身に購入前に用途にあっ

納期

た画面を選択する．以下にその画面パターンをあげる．

1 個別に商品を組み合わせたいお客様は商品を個別に選択し，それらをまとめて購入する

税別の金額
税込みの金額

3. 値引きについては商品別からの値引きと商品合計からの値引きがある．
4. 値引き率は，すでに商品別，またお客様別に登録している．
5. 見積書内の見積先（お客様），見積者名（当社），住所，連絡先といったお客様の個人情報

場合の見積金額を表示（値引き額も入れる）．

2 商品をセットでかつ，オプションも購入するお客様は当社がお勧めの商品セットを提示
し，そこにオプションを追加した見積金額を表示．

3 商品の一式揃ったセットのみを購入したいお客様にはセットのみを表示．

に関しては，新規のお客様の場合は手入力で見積書に記入してもらい，システム側から ID

(平成 21 年 3 月 29 日受付)

を振り分ける．

(平成 21 年 9 月 11 日採録)

6. 再度購入されるお客様に関しては，ID を入力していただくだけで，お客様本人の情報が
システム側のデータベースから呼び出せるようにする．

加藤 潤三

7. その他の見積書作成部分に関して，入力を行う箇所については検索し，選択するという手

1971 年岡山大学理学部物理学科卒業．同年日本ユニバック（株）入社．

順をとる．ただし，お客様の要望や意見を取り入れる自由記入部分に関しては手入力となる．

1992 年日本ユニシス（株）退職，
（株）EDS ジャパン等を経て，2006 年

8. 見積書の中で社印が必要な場合は郵送，不必要な場合はメールまたは Web ページ印刷を

にコンサルタントとして独立．現在，アーキテクチャ設計，要求工学，品

行えるように設定する．

質管理，生産管理システムのコンサルティングに従事．IEEE Computer

9. Web サイト閲覧者は見積書の発行を依頼する．その際の閲覧者の見積書を受け取る際の

Society，ACM 各会員．

媒体は以下の 3 種類とする．

(1)

Web ページで表示し，これを見積書の代替とする．

(2)

郵送する．

(3)

郵送をするが急ぐ場合に FAX も送る．

10. 見積書の受け取り期間はシステム内でデフォルトとする．ただし，お客様が受取期間内
で設定できるようにする

11. 販売担当者が介在しなくても見積書を発行する制約として以下のようなものがある．
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