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～ユーザとしてここだけは見ておきたい～
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日経BP社 ITプロジェクト実態調査 2018 によると、システム開発の約半数が失敗
であり、”コストや納期は度外視してもユーザが満足すれば良い” と割り切っても
５回に１回は失敗という結果が出ています。

出典：https://tech.nikkeibp.co.jp/atcl/nxt/column/18/00177/022100001/
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失敗の多くは要件や目的の理解不十分・齟齬、納期・コストの見積の甘さ、難易
度の想定誤り、主要メンバの関与不足、レビューやテストの不十分さ等人間らし
い甘さ、いい加減さ、憶測等に起因しています。

頼んでいた機能がない

不具合だらけで使えない

使い勝手が悪い

誰も使ってくれない

本当は納期遅れ。次
フェーで・・・

双方の担当者の高負担

• 要件にヌケ・矛盾・誤解があり、ニー
ズを正しく反映していなかった

• 思ったより技術的・業務的に実現が困
難なシステムだった

• 思ったほどユーザが関与できなかった

• 思ったほど生産性が悪かった

• レビューやテストに抜け漏れや思い違
いがあった

• 使用者の要望を理解できていなかった

• 使用する人や場面を想定できていな
かった

• 作業に間違いがあった ・・・・

発
注
者
・
受
注
者
が
人
間
で
あ
る
以
上
、

失
敗
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リ
ス
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け
ら
れ
ま
せ
ん
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絶
対
に
・
・
・



リスクの発生が避けられない以上、顕在化する前に気づき、対処することがシス
テム開発成功の秘訣です。今回は特に発注者が行うべきリスクチェックの観点に
ついて、簡単ですがお話しします。

東京地裁で行われたある裁判で判決文にあった言葉 (意訳)

情報システムの開発は、発注者と受注者の共同作業であり、単に
受注者の努力によって成功するものではない。

発注者も受注者も間
違いを犯す人間

曖昧な日本語で、要望
を正しく伝えるなんて、

そもそも不可能
宇宙語みたいな
プログラミング
言語を何万行も
間違いなく書く
なんて、もっと

不可能

手を動かす受注者より、傍で
見ている発注者の方が、いろ
んなことに気づきやすい

“お客様は神様”ではない。
プロジェクトメンバー

モノを作るのは受注者だが、品質を作るのは発注者が主役



こういう目に合わない為に・・・(できるだけ)

こういう目に合ってもうまく対応できる為に・・・



IT紛争の典型例1



東京地方裁判所 平成16年3月10日 判決より

ユーザが、要件の追加・変更を繰り返した結果、プロジェクトが頓挫してしまいました。さ
て、悪いのはどっちでしょう？

原告：某健康保険組合（以下 原告健保） 被告：某ソフトウェア開発ベンダー（以下 被
告ベンダー）

平成9年5月、原告健保と被告ベンダーは原告健保の基幹業務システムの開発委託
契約を締結した。当初契約では納期は平成10年12月だったが、スケジュールが遅延し
被告ベンダーからの要望に基づいて開発中に平成11年3月に変更された。

しかし、期限を数カ月過ぎてもシステムは完成せず、原告健保は契約を解除し、支払
い済み代金約2億5千万円の返却と損害賠償3億4千万円の支払いを求めて訴訟を提
起した。

訴えられた被告ベンダーは、開発遅延の原因は原告健保による機能の追加・変更そ
の他過剰な要求と原告健保が回答すべき懸案事項についての意思決定の遅れによ
るとして、逆に委任契約解除における報酬と損害賠償として約4億6千万円の支払いを
原告健保に求めて反訴を提起した。
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ベンダーは、専門知識と経験に基づき、原告健保のシステム開発へのかかわりを管

理し、開発作業を阻害する行為がないように働きかける義務を負う。

原告健保が機能の追加や変更の要求をした場合で、委託料、期限、他機能に影響を

及ぼす場合適時その旨を説明し、要求の撤回、委託料の負担、納入期限の延期など

を求める義務を負う。

東京地方裁判所 平成16年3月10日 判決より (続き)
判決はユーザに有利なものになりました。素人であるユーザのワガママをコントロールす
るのは、ベンダのプロジェクト管理義務という判決です。
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見積もりは受ける
(承諾するかは別)

ベンダの話を聞く 自身の行動がプロ
ジェクトに与える影

響を知る

判決はユーザに有利なものになりました。素人であるユーザのワガママをコントロールす
るのは、ベンダのプロジェクト管理義務という判決です。

ベンダの追加見積もりも納期延長依頼
も要件の拒否も権利ではなく義務！

ユーザはベンダのプロジェクト管理義
務に協力する必要がある。



東京地方裁判所 平成16年3月10日 判決より

「システム開発契約では、受託者(ベンダ)のみで

は、システムを完成することはできない。」

システム開発はユーザと
ベンダの協業

“お客様は神様”・・・ではない。
パートナーでありチームメンバ

“お任せ”は失敗の元

共にプロジェクトの健全
性を監理する

ベンダの責任には
限界がある。



ITユーザの心構え ー 「お客様は神様」・・・ではない？
ITユーザは単なる ”お客様”ではなく、ベンダのプロジェクト管理義務を果たさせ、自らも
タイムリーな情報提供や意思決定の責任を負う ”プロジェクトメンバー”です。

 タイムリーな情報提供

 ベンダーの教育 (対象業務)
 要件等意思決定

 組織内調整

 開発環境整備

 受け入れテスト 等

ユーザの協力義務

 目的に合致した要件の達成

 進捗と納期の遵守

 コストの遵守

(要件管理/進捗管理/品質管理/リ
スク管理/課題管理/要員管理/スキ

ル管理/セキュリティ・・・)

ベンダのプロジェクト管理義務

プロジェクトの成功



IT紛争の典型例2



東京地方裁判所 平成27年3月24日 判決より

ユーザの協力義務が問題になった判例です。ユーザの情報提供や意思決定、準備が遅
れたことが、プロジェクトを失敗させました。

原告：ITベンダ
被告：通信販売業者 (ユーザ) 

ユーザがベンダに基幹システム開発を発注し、要件定義、外部設計については、作業
が完了し、支払いも受けた。しかし、後続の開発，運用準備，移行支援 (8億5500万円) 
は、スケジュールが遅延し、期限通りに成果物が収められなかった為、ユーザはベン
ダに契約の終了を通知し、更に2ヶ月後、履行遅滞に基づく解除通知を送付した。

ベンダは、この契約解除は、ユーザが一方的に行ったものであるとして、委託料の残
額とその他の費用の計で約4億8200万円を請求して、訴訟を提起した。

一方のユーザは、契約の解除は、ベンダが期限までに成果物を納品しなかったからだ
と反論し、残額の支払いを拒否すると共に、損害賠償等4億5000万円の支払いを逆に
求める反訴を提起した。

また、両者に争いのない事実として、ユーザによるインタフェース仕様の整理、移行方
式に関する確認と回答、検証環境の準備が遅れたことが認められた。



確かにベンダの納品物の中には期限通りに納められなかったものがあるが・・・

 ユーザの分担であるインターフェース仕様整理がされていない

 システム／データ移行設計書については，ベンダが移行作業方針及び移行処理

方式の確認を求めたのに対し，ユーザの回答がない

 検証環境構築がユーザの都合で延伸された

上記前提事実によれば，ベンダには帰責事由はないと言わざるを得ない。

各フェーズにおける個別の成果物の納品の遅滞は，主にユーザによる情報提供等の

遅れやベンダの受注範囲外のシステムの仕様確定の遅れ等に起因する。

東京地方裁判所 平成27年3月24日 判決より (続き)
当然に、判決は、ユーザに厳しいものになりました。

ちょっと、考えてみたいのは、次の判決です・・・。
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ユーザの協力義務

当然に、判決は、ユーザに厳しいものになりました。

ちょっと、考えてみたいのは、次の判決です・・・。



要件の定義と管理

トラブルの王様

ITプロジェクト失敗原因の９割と言われる要件の定義と変更。最初からすべてを
正しく定義できる人間はいない。問題は目的と整合しながら、変化に耐えうる管
理を行うこと



要件定義書を書くときにチェックしたいこと



 プロジェクトの目的・指標について第三者が達成可否を判断できるか
定量的な記述を心がける
□ 申請者の負担を軽減して、申請遅延者、未申請者を減らす

－申請者の８割が３０分以内で申請を完結できる＜注：SLAではない＞
－期間内の申請比率を90％以上とする＜注：SLAではない＞

□ 申請者の負担を軽減して、申請遅延者、未申請者を減らす

定量化できないものは、因果関係を説明できる(ITが原因：目的が結果)ように書く
ex. □ 政府保有の法人情報を公開することで、利用者が信頼度の高い協業相手を効

率的に見つけることができる

 使用者および周囲の反発や過度な期待はないか
必要な人とプロジェクトの企画段階で、何が変わるかメリットはなにかデメリットは何かについて話し合う

プロジェクトの目的

良い「目的」は、その達成/成果を第三者が見て判断できる。



 組織の目的 と プロジェクトの目的、要件が整合しているか
(ex. デジタルガバメントの実現 × XX申請のWEB化(WEBのみで完結) × WEB画面定義)
目的と要件を 「必要か、十分か」 の 視点で確認

 要件に網羅性があるか
業務フロー、データフロー等を元にビジュアルで確認

 要件にアクター・タイミング・入力・演算・出力が明確に記されているか
(ex. 申請受理者は申請受付をしたらすぐに、誤記・不整合のないことを確認して、審査者に送る

× 申請に誤記がないことを確認して送付する
× 申請書をチェックして審査者に送る ・・・)

複数人でのレビュー、第三者に読み聞かせて正しく理解できるかの確認

 要件は実現可能か
(ex. 国税庁で法人基本情報が更新されたら、翌朝までに法人インフォの情報も更新する)
技術者および関連メンバを集めてのレビュー

要件の定義(1)



業務フローは汚してﾅﾝﾎﾞ
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提示されたニーズをそのまま分析して要件を作るのではなく、一旦AS-ISをモデル化し、ビジネスの課題あるいは改善の目的をマッピ

ングして、その網羅性、不足点、矛盾等を検討します。検討中には、当初想定しなかった検討ポイントや矛盾点も発見することもあり
ます

【ラブMによる業務モデル(As-Is)に組織の目標・改善の目的をマッピングして検討している例】

引合を出す

引合を受け付ける

納期検討

仕様検討

見積回答をする

初期仕様書

見積回答を

受け取る
発注する

受注処理をする

仕様を確定する 詳細仕様書

納期検討

指示

仕様検討

指示

納期回答

仕様回答

引合情報 見積 発注情報

生産指示

お
客
様

営
業
部
門

生
産
管
理
部
門

生
産
部
門

仕様を確定する

引合受付の機会損失の
防止/売上拡大

商談時間の短縮による
営業職の生産性向上

発注までの時間短縮によ
る顧客満足度向上

部門を横断した資
源管理による生産

性の向上

気付き

発注までの時間を
短縮しても仕様確
定が遅れれば、顧
客満足度向上や生
産性向上は見込め

ない

気付き

見積回答の時間は、納期
検討より仕様検討に左右

される

参考：業務フローの例 (1)

もっとも、業務フローにこの程度しか書き込みがなければ、それはそれでリスクです



2019/01/1723

ToBeモデルを作成して、システム化範囲を明らかにしながら、システム化方針を検討する。マッピングは、AS-ISにマッピングした課
題や目的との整合性・網羅性を検証しながら行います

【ラブMによる業務モデル(ToBe)に方針をマッピングして、システム化範囲を検討している例】

引合を出す

引合を受け付ける

納期検討

仕様検討

見積回答をする

初期仕様書

見積回答を

受け取る
発注する

受注処理をする

仕様を確定する 詳細仕様書

納期検討

指示

仕様検討

指示

納期回答

仕様回答

引合情報 見積 発注情報

生産指示

お
客
様

営
業
部
門

生
産
管
理
部
門

生
産
部
門

仕様を確定する

WEB化による引合入力

を実現して、２４時間受付
可能とする

見積もりの標準化と営業
員の見積スキルの向上

を行う

生産に関わる資源
管理の役割・責任
を生産管理部門に

定義する

過去の仕様やモデル仕
様を検索・利用できるよう

にする

生産管理を

開始する

入力した引合情
報を生産管理部
門・生産部門に
即時通知する

全ての生産に係
わる資源を管理し、
ラインや要員を動
的に配置できるよ

うにする

お客様とWEB上でのコ

ラボレーションを行えるよ
うにする

システム化範囲
システム化しない

改善点

参考：業務フローの例 (2)



2019/01/1724

【ラブM】 【UML：アクティビティ図】

【BPMN】 【Data Flow Diagram】

引合を出す

引合を受け付ける

納期検討

仕様検討

見積回答をする

初期仕様書

見積回答を

受け取る
発注する

受注処理をする

仕様を確定する 詳細仕様書

納期検討

指示

仕様検討

指示

納期回答

仕様回答

引合情報 見積 発注情報

生産指示

お
客
様

営
業
部
門

生
産
管
理
部
門

生
産
部
門

仕様を確定する

直感的で分かりやすいが、表記法が不統一で誤解を招きやすい他、情報
の入出力とプロセスの流れが混在しやすく、システム化範囲やシステム
の機能を切り出しにくい。

納期検討 仕様検討

初期仕様書

発注
受注処理・

生産指示

詳細仕様書

お客様

引合 引合情報

見積回答見積回答見積精査見積精査

見積検討指示

生産管理開始 詳細仕様確定

営業部門 生産管理部門 生産部門

表記法が統一され、直感的で分かりやすく且つ同期処理等の表記を行え
るが、アクティビティのタイプなどの拡張性に乏しい。

表記が統一され、アクティビティのタイプの拡張も豊富だが、記述や世読
解には、別途学習が必要。

システムの振る舞いと入出力を簡潔に表現できるが、プロセスとしての記
述は、行わない。

参考：その他、有名なモデリング手法
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【UML：ユースケース図】

新システム

U2.2.検討責任部門担当者を指名する

U2.3.立案内容をまとめる

検討責任部門
担当者

検討責任部門
担当者

U0.3.担当を選択する

<<include>>検討責任部門
責任者

（＝承認者）

検討責任部門
責任者

（＝承認者）

U2.5.立案内容を承認する

検討責任部門
承認者

検討責任部門
承認者

U2.4.立案内容を点検する

検討責任部門
点検者

検討責任部門
点検者

より、広範かつ容易なベ
ストプラクティスの利用

＜ケース別フロー＞
U0.4.部品・図面情報を取得する

<<include>>

検討責任部門
窓口

検討責任部門
窓口

U2.1.検討責任部門責任者を指名する

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

的確で納得感のある
点検の実施

より広い範囲からの
有識者を選択材

【UML：システムコンテキスト図】

●請求停止・復活登録

●新クレカ対象契約の計上データ作成
　

新収納
システム

●売上請求

●財務会計帳票

●新精算サーバー照会用統合

●解除予告兼払込票

後方支援部門 ●カード情報

営業課支社

●統合収納情
報

●バッチ管理票出力
●更新リスト
●OK分送り状

計上システム
●新クレカ払契約のエントリーL/C

新収納システム

精算システム

●ディリー精算入金報告

財務会計システム

CDSセンター

カード情報DB

●カード情報

業務に対して、システムがどのような役割を持つかを明確に記述できるが、表
記に拡張性が乏しく、業務やデータの流れも記述しない 業務におけるアクターとシステムの関係、システムの果たす

べき役割を簡潔に記述できるが、オブジェクト指向の表記法
の習熟が必要

参考：その他、有名なモデリング手法



 矛盾する要件はないか
(ex. 必要な入力チェックを画面入力と同時に行う × クライアント側の負荷を軽減する)

 同音異義語、異音同義語はないか
(ex. 法人≠会社 発生源入力 ＝ 勤怠入力)
プロジェクトディクショナリを作成する

 非機能要件を網羅しているか
(ex. 速度、容量、使い勝手、耐障害性、セキュリティ・・・)
類似システムの事例やJUAS,IPA等のフレームワークを参考に検討する

 データ要件に誤りはないか
(ex. 必要なデータ項目、データのフローに矛盾や抜け漏れはないか、データの生成・更新・参照・削
除の実施者とタイミングは正しいか、必要な人がデータにアクセスできるか、データを辿れるか)
データフロー図、ER図、CRUD図をベンダに作ってもらい、分かるまで説明を受ける

要件の定義(2)



特性 副特性 説明

信頼性 成熟性，障害許容性，回復性，信頼性標準適合性
指定された条件の下で使用するとき，指定された達成水準を維持するソフト
ウエア製品の能力

使用性 理解性，習得性，操作性，使用性標準適合性
指定された条件の下で使用するとき，理解，習得，利用でき，利用者にとって
魅力的であるソフトウエア製品の能力

効率性
時間効率性(コンピュータシステム効率），時間効率性
（業務効率），資源効率性，効率性標準適合性

明示的な条件の下で，使用する資源の量に対比して適切な性能を提供する
ソフトウエア製品の能力

保守性 解析性，変更性，安定性，試験性，保守性標準適合性 修正のしやすさに関するソフトウエア製品の能力

移植性
環境適応性，設置性，共存性，置換性，再利用性，移
植性標準適合性

ある環境から他の環境に移すためのソフトウエア製品の能力

障害抑制性 発生防止，障害拡大防止策 高信頼性ソフトウエアを開発し，運用するために必要な事項を網羅したもの

効果性
金額換算できるものの評価（定量評価），金額換算し
にくいものの評価(定性評価・KPI），一般的な指標によ
る評価

費用とシステム投資効果の予測

運用性
運用サービスの品質目標(SLA），運用容易性，障害対
策，災害対策（DR）

利用者の要求に応じてサービスを提供し，かつ，与えられた条件下で特定の
許容範囲のサービスを，要求される期間提供し続ける能力

技術要件
システム実現方式，システムの構成，システム開発方
法，開発基準／標準，開発環境

事前に決められた枠組みや仕組み，あるいは非機能要件を基にプロジェクト
内部で検討・決定されるもの

2019/01/1727

JUAS 社団法人 日本情報システム・ユーザー協会 「非機能要求仕様定義ガイドライン 」より

※ 上記ガイドラインに記された、「機能性」については、割愛

機能要件に比べて、ヌケモレが発生しやすい非機能要件については、JUAS等で公開されているガイドラインを元に、特性を定義して、
検討することが効果的です

参考：非機能要件の例



検討レベル 組織 ビジネス・業務 外部システム 利用者 インフラ 開発システム
アプリケーション/

機能
プログラム データ

検討者
・標準類オーナー
         VS
・要件分析者・定義者

・ビジネスオーナー
・業務部門責任者
・業務部門担当者
         VS
・要件分析者・定義者

・外部システム担当者
         VS
・要件分析者・定義者

・利用部門責任者
・利用部門担当者
         VS
・要件分析者・定義者

・ネットワーク担当者
・その他利用する
　インフラの担当者
         VS
・要件分析者・定義者

・システム設計者
         VS
・要件分析者・定義者

・システム設計者
         VS
・要件分析者・定義者

・プログラマ
         VS
・要件分析者・定義者

・データ設計担当者
         VS
・要件分析者・定義者

信頼性・障害抑制性

効率性(性能性)

使用性

運用性・保守性

セキュリティ性

移植性(移行性)

その他
 -法令・業界基準
 -合目的性
 -正確性
 -相互運用性，
 -効果性
 -保管性
 -環境適合性　等

業務継続性・回復性

外部接続継続性・
回復性

可用性要件

業務処理量・増大
見込

送受信データ量

性能・拡張性要件

業務時間帯

送受信時間帯

利用可能資源

作業接継続性・
回復性

作業量・生産性

操作性

理解容易性

人間工学

使用性性要件

運用・保守方針 運用・保守作業内容

使用性性要件

組織のセキュリ
ティ方針

業務のセキュリティ
方針

セキュリテ要件

社員規定・利用者
規定 セキュリテ要件

セキュリティ要件

移行時期・計画 移行時期・計画

移行方針

移行方針 移行要件 移行要件

機能要件、非機能要件の特性毎にアプリケーションオーナーやアクターを洗い出し、要件の検証・承認を行う会議体を定義します

参考：非機能要件の例



 変更/差し替えに備えて、要件の優先度を決めているか
MSCoW分析、スコアリングマトリクスあるいは、なんとなく・・・でも

 要件変更の管理プロセスはあるか
(ex. 変更要望 → 影響度調査 → 要件と計画の変更案 → 承認/否認)
上述のタスクを誰が、どんな契機で行うのかを決めておく

 使用者に都度、システムの姿を共有できているか (不満や疑問を吸い上げているか)
(ex. 主要機能説明、画面の紙芝居、プロトタイプ、重要な判断項目の考え方、使い勝手・・・)
要件凍結時、概要設計完了時、ユーザテスト前に使用者に紹介

・・・

要件の管理

要件のリスクは言い出したらキリがありません。これらを起点に発想を広げて下さい



テクニック コンセプトレベル

MoSCow分析

要件を M：Must(必須) S: Should(妥当)  C: Could(願望)  W: Won’t(不要)の４つにカテゴライズする

Must     ：その要件を満たさなければ、ソリューションの成功が望めないもの

Should ： 可能であれば、ソリューションに含めた方が良いと考えられる要件

Could   ：望ましいが、必須とは思われない要件。時間とリソースに余裕があれば、取り入れる

Won’t  ：将来的には、取り入れることを考慮する余地のある要件

スコアリングマトリ
クス

次頁参照

決定分析
デシジョンツリーを利用して分析を行う。不確実な分岐を含む複雑な事象に対する意思決定を可能にする。
決定のために採点には、比例採点法等を利用する

時間制限/予算制
限による分析

有限なリソースを要件に割り当てながら検討・分析する

AII IN  ：期間や費用を全ての有効な要件について指定し、一旦、全てを積み上げてから優先順位に応

じて除外していく

All Out：まず、期間や費用が指定された要件をカレンダーに加えていくことから優先順位をつけ始め、

日付や予算の制限に達したときにやめる

投票 －

30 2019/01/17

要件の採用/不採用、トレードオフ等を決定するための優先順位は、客観的な手法を用いて実施することが効果的です

【優先順位付けに用いられる代表的な手法】

参考：要件の優先順位付け方法
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機能(要求) 相対的利益 相対的不利益 合計価値 価値% 相対的費用 費用% 優先順位
重み付け 2 1 1

A 2 4 8 6.1% 1 3.4% 1.77%

B 5 3 13 9.9% 2 6.9% 1.44%

C 9 7 25 19.1% 5 17.2% 1.11%

D 5 5 15 11.5% 3 10.3% 1.11%

E 9 8 26 19.8% 3 10.3% 1.92%

F 3 9 15 11.5% 3 10.3% 1.11%

G 4 3 11 8.4% 3 10.3% 0.81%

H 7 4 18 13.7% 9 31.0% 0.44%

合計 44 43 131 100% 29 100%

1. 機能（要件）の相対的利益を明確にします：最も高いと思われるものに満点（上図の場合は9点）を与えるの
がよいでしょう。他の機能（要件）はその満点の機能に対して相対的な点数をつけます。

2. 相対的不利益は、その機能がなくても困らなければ最低点（1点）、その機能がなければ非常に困るものに
最高点（9点）を与えます。

3. さらに相対的利益には重要度として2倍の重みづけをし、合計価値を算出します。

4. 合計価値を足したもの（上図の場合は131点）で各機能の合計価値を割り、価値%を算出します。

5. 同様に相対的費用も算出し、費用%を算出します。

6. 価値%と費用%の比をとれば優先順位の数字が算出されます。

参考：スコアリングマトリクス



参考：変更管理プロセス
要件やスケジュールの変更等、プロジェクトのQCDに影響を及ぼす変更を、どのように管
理するのかを決めておきます。

変更管理プロセスの例

1.変更要求
変更要求者が、要件/仕様、設計、スケジュール等の変更をビジネスおよび技術的根拠の妥当性を確認し
た上で変更管理担当者に通知する。(変更管理担当者の窓口は一本化し各方面から寄せられる変更は一
元的に管理する)

2.変更に関する調査

プロジェクトから指名された調査者が変更の実現性、実現方式、他成果物や作業への影響と必要工数、ス
ケジュールを調査する。

3.変更の優先順位付け

要件と同じく、変更の必要性、緊急性、有効性とコスト、スケジュールへの影響度を検討し、変更実施の要
否と優先順位を付ける。

4.プロジェクト計画の変更

変更の優先順位に基づき関連作業のスケジュールと要員及びその他の資源を確定しプロジェクト計画を見
直す。

5.変更の実施

計画に基づいて変更を実施すると共に、その進捗及び状況を定期的に確認し必要に応じて是正措置をと
る。



プロジェクト計画と管理

実施可能で目的に合致した計画があれば、あとはそれとの乖離を管理するだけ



ベンダの作る計画書をチェックしてみましょう



プロジェクト計画

ベンダの出してきたプロジェクト計画に以下がありますか？

情報保護管理計画

会議体計画

プロジェクト体制・役割

マスタスケジュール

プロジェクト概要

作業成果物一覧

ユーザ責任大

品質計画

開発のライフサイクル

WBS

ベンダ責任大双方が協力して実施 ベンダ中心

要員計画

外部委託計画

スキルアップ計画

そもそも、これらについて理由なく計画していないなら、管理不全のリスクになります



プロジェクト概要

記述項目 説明と記述例

組織の目的
システム化対象組織の目的 (IT以前に経営観点で)
例) 個人顧客の売上げを法人客と同じ程度まで伸ばす。

目的達成の方針

どのようにして、その目的を達成するのか、ITプロジェクトならIT導入・活用が目的
達成にどう役立つのか。
例) 販売店での顧客アンケートや当社製品購入履歴及び外部マーケティングデータ

を活用して顧客を層別し、ペルソナ分析を用いた効率的且つ効果的なセールス活
動を行なう。

ロードマップと
プロジェクトの
位置づけ

目的を達成するまでのステップとその中において、プロジェクトがどのような位置
づけか、実施時期と入力・出力・他施策との関係を記述する。

KGI
(Key Goal 
indicator)

営的な目的を達成できたかを測る数値を記述する。また、それとは別にプロジェク
トとしての数値を持つこともある。
例)   (経営) 個人顧客売上比率 50% && 個人売上高 ¥4,300 M

(プロジェクト) 分析結果のカバー率 80% 

主要要件 システムに具備すべき主要な要件(目的に直結する要件)を記述する。

期間と
マイルストーン プロジェクトの期間と主なマイルストーン設定の考え方

そもそも、なぜ、こんなプロジェクトをやらなければならないのか、そして、どう実現してい
くのかを書いて合意します。これが崩れたら、プロジェクトの企画自体、やり直しです。

ここで着目すべきリスクは、まず「P7.プロジェクトの目的」に書かれていることです



第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週 第11週 第12週 第13週 第14週

・・・

マイルストーン

当プロジェクト

関連プロジェクト

課題抽出 新業務検討 業務要件の抽出整理

関連法規調査

経営層ヒアリング

初期プロトタイプ作成

要望ヒアリング

データ授受方針検討

データ授受業務検討

4/4キックオフ

現状業務調査 課題課題解決策検討

5/16 経営層レビュー 6/23 現場レビュー

マスタスケジュール

工程の区切りや外部との約束
を定義(ユーザが定義)

ユーザ依存部分は
ユーザが責任を持つ

ユーザとベンダが協力して作成します。特に、プロジェクトの開始と終了、中間のマイルス
トーンについては、ユーザが中心に定義する。マイルストーンは、進捗管理のサブゴール
としても使う。

進捗の確認は、

“次のマイルストーンは達成で
きるのか？”でみる

クリティカル・パス



マスタスケジュールで考えるリスク

 外部の関与者はマイルストーンは守ってくれるか
(プロジェクト外の人間が、約束通りに作業や判断をしてくれるか。)
外部の人間と ”こそ” 頻繁にやりとりをして、期限や成果物の約束を確実にしておく

 次のマイルストーンは守れるか
(進捗は最終期限に照らすのでなくマイルストーンの達成で見る。最終期限では遠すぎます。)
マスタスケジュールには最低でも３ヵ月に１回マイルストーンを設定し、それが守れなければ是正策

 クリティカルパスは明確か
(変更すると期限が守れなくなるクリティカルパス。)
作業順の入れ替えや工数計画の変更の際にも、クリティカルパスが破壊されないように考える

 各々のメンバーが自分達の作業に責任を持てるか
自身の関与に不安があるときには、プロジェクトに申し出てバックアップ体制を作っておく



要求主管部門の
責任者 プロジェクト計画の承認

要件(機能・性能等)の妥当性確認(ニーズとの整合)
要件凍結の承認
要件変更の承認
外部設計(UI※3)の確認と承認
外部設計変更の承認

プロジェクト承認
者 プロジェクト計画の承認 要件の妥当性確認(組織目的との整合)

要件凍結の承認

プロジェクト
マネージャ

プロジェクト計画の策定
プロジェクト管理計画の策定
各担当者の任命

(構成管理、欠陥管理、品質保証 他)

要件凍結
設計書の承認
要件変更の承認
設計変更の承認
システム実現方式・構成品の承認
テスト基本計画の策定
品質モニタリング結果の確認と是正指示
欠陥管理者の任命

各担当者 プロジェクト計画の共有と合意
役割に必要なスキルの獲得

要件の最終確認(凍結に向けて)
要件の変更管理(※4)、トレーサビリティ(※5)の
確保
設計書の確認
設計の変更管理、構成管理トレーサビリティの確
保
品質のモニタリング
欠陥管理(トラッキングとクローズ)
委託先作業の監理

プロジェクト計画 設計・要件変更

※3 ユーザインタフェース 画面や帳票など、ユーザが直接、接したり、使用したりする部分
※4 変更の管理は、変更の受付、見積り、影響度調査、優先度の決定、実施、クローズというプロセスじ実施される
※5 追跡可能性。ある要件や設計が、どの要件あるいは設計に基づくものか、関連するものかが分かること

参考：発注者の責任(1)



要求主管部門の責任者
受入試験の実施
サービス判定会議における移管の承認
移管計画の承認

本番稼動開始の承認
プロジェクトの事後評価（ビジネス面）

プロジェクト承認者
サービス判定会議の開催
サービス判定会議における移管の承認
移管計画の承認

本番稼動開始の承認
プロジェクトの事後評価の確認

プロジェクトマネージャ
受入試験の実施と結果の確認
マニュアル、ドキュメント類の承認
移管計画の策定
欠陥のトラッキングとクローズ

移管実施完了の承認
本番稼動開始の承認
委託先への検収と評価
プロジェクトの事後評価の実施（運営とシ
ス
テム）

各担当者

委託先の品質管理のモニタリング
本番環境ベースラインライブラリの構
築
委託先の構成管理のモニタリング
欠陥の分析、対応策の策定、トラッキ
ング、

クローズ

本番環境への移管

受入試験 移管/サービスイン

参考：発注者の責任(2)



体制と役割に関するリスク

 必要な要員がプロジェクトに十分関与できるか
(導入担当者、プロジェクトオーナ、エンドユーザ、関連システムの担当者)
受発注者の工数、カケモチ、バックアップ体制を体制図、工数表、会議体計画等で確認

 受注者は必要な知識・経験を持っているか
(類似の技術知識と経験、業務知識、類似システム導入経験･･･)
提案書等の記載に加えて、会話も大切。特に類似例における失敗経験など

 プロジェクト内でのコミュニケーション方法に問題はないか
(情報の正確性、粒度、即時性。特にプロジェクトのリスク、課題、役割分担等)
コミュニケーションツール、管理方法(フォーマット等) について確認

 チームワークとメンバの健康に問題はないか
リーダーによるこまめな会話と観察

必要な時に必要な能力と権限を持ち人間が、良好な健康状態とチームワークとコ
ミュニケーションを保ってプロジェクトを実施できる体制ですか？



会議体計画
プロジェクトで実施する会議(コミュニケーションの計画) 一つ一つについて、以下を定義
します。 借り決めでも、最初から決めておきます。正しく作ると、これを見るだけで、プロ
ジェクトの成功ストーリが見えてきます。

マスタスケジュールと
WBS、作業定義が明確

なら、計画時に全て作れ
るはず。(仮決めで良い)

そんな、最初っから全部な
んて決められない・・・・と

言うなら、そもそも、そんな
会議が必要なのか考え直

して見るべき

予定したアジェンダが消化できない、参加者が来ないはリスクとして管理します


		日時

		借決めで良い。



		場所・会議室

		借決めで良いが、プロジェクタ、テレビ会議等の備品要否やメンバの利便性を考慮して現実的に決める。



		参加メンバ

		惰性や形式に拘って、余計なメンバを参加させないように注意する。その会議で発言すべき人、意思決定を行なうべき人、議事録の確認では足りず、その場で議論を聞いているべき人を見極めて決定する。また、メンバの役割(議長・問題提起者・検討者・決定者・オブザーバ等) を決定する。



		アジェンダ

		話し合うべき議題を問題提起者、検討者、決定方針(決定者)、オブザーバと共に決定する。アジェンダは当然に会議直前に具現化、詳細化される。その際には、会議時間が足りない場合を考慮して、優先順位も決めておくと共に出席者の参加可能時間帯、思考の流れや効率を考慮して順番も定める。









参考：プロジェクトで開催する会議の例


		会議体

		アジェンダ概要



		システム実現方式・設計検討会議

		· システム実現方式の検討及び同意・承認

· ユーザとベンダが同意すべき設計の確認・是正・承認



		テスト計画検討会議

		· ユーザ環境やデータを使うテスト計画の確認・承認

· 運用テスト計画の確認・承認

· 運用テスト計画の確認・承認



		ユーザレビュー会議

		· 必要に応じてユーザが成果物のレビューを行なう

· 検出した欠陥の対応方針、計画の確認・承認

· 結果に基づく合否判定



		テスト結果確認会議

		· テスト結果の確認

· 検出した欠陥の対応方針、計画の確認・承認

· 結果に基づく合否判定



		問題検討会議

		· プロジェクトの欠陥、課題、リスク等を収集

· 結果を分類整理し、共通する改善点を問題として特定

· 問題への対応方針、計画の確認・承認及び管理



		品質保証レビュー

		· プロジェクトがユーザ又はベンダが組織として定める標準や基準に則った作業を行なっているかを検証

· 検出した是正事項の対応方針、計画の確認・承認

· 結果に基づく合否判定



		フェーズ完了会議

		· 各フェーズの成果物を確認し完了可であるかを判定。

· 完了不可の場合は対応方針、計画の確認・承認



		プロジェクト完了会議

		· テスト結果等からプロジェクトが目的を果たすものであることをユーザとベンダが確認

· 成果物の欠陥について対応










		会議体

		アジェンダ概要



		キックオフ会議

		· プロジェクトメンバ全員がプロジェクトの目的と方針、計画、主要要件、システム化範囲等の妥当性を確認・共有及び承認。



		進捗会議

		· 進捗の確認

· リスク抽出及びその管理状況についての確認・是正

· 課題抽出及びその管理状況についての確認・是正

· ToDoの抽出とその進捗状況確認・是正

· 要件及び成果物の変更管理状況確認・是正

· 構成管理状況の確認

· その他事務連絡・相談　等



		要件検討会議

		· 現状の課題とシステム化の目的・方針確認

· システム化範囲の決定

· ユーザニーズヒアリング・確認

· 主要要件の検討・定義

· 業務要件の確認、採否及び優先順位の決定

· 機能要件、非機能要件の確認

· 前提事項・制約事項の確認

· 要件の妥当性確認　等



		要件変更検討会議

		· 変更要望の収拾・整理

· 変更の影響度調査とメリット・デメリット検討

· 変更の採否と優先度検討・承認

· プロジェクト計画変更検討・承認



		プロジェクト計画策定・変更会議

		· プロジェクト計画の確認・承認

· 変更したプロジェクト計画の確認・承認









参考: 情報保護管理計画の例
ユーザが貸与、提供した情報を、どのようにベンダが管理するか、双方で合意します。


		管理対象情報

		(説明)　預かった情報の資料名、ファイル名

(監査)　預かった情報がそのままの形で存在するか



		媒体

		(説明)　DVD/電子メール/xx社ファイル共有サービス　等

(監査)　使用した媒体がそのままの形で存在するか



		情報区分

		(説明)　個人情報/法人情報/機密情報 等

(監査)　定義した区分を変更していないか



		利用目的

		(説明)　どの時期にどのような目的で使用されるか

(監査)　目的外の利用はないか



		情報提供責任者

		(説明)　情報提供を許諾する責任者



		情報提供実施者

		(説明)　実際に情報提供を行なった者



		情報管理責任者

		(説明)　管理が正しく行なわれていることを確認し報告する者

(監査)　この責任者が全ての管理状況を把握しているか。



		情報受取者

		(説明)　実際に情報を受け取った者



		情報利用者

		(説明)　情報を利用できる者

(監査)　情報利用者以外に情報にアクセスした者はいないか



		保管場所

		(説明)　書棚/倉庫/ファイルサーバ/ファイル共有サービス　等

(監査)　指定場所に正しく保管され他にはないか



		管理方針

		(説明)　参照権限、アクセスするプロセス、セキュリティ　等

(監査)　方針通りに管理されているか



		情報受取日

		説明略



		情報返却日

		(監査)　予定通りに返却されたか



		使用後の措置

		(説明)　返却/廃棄　等

(監査)　予定通りに措置されたか









参考: 品質計画
成果物レビューやテストなど、品質を維持する活動の計画です。ベンダが作成し実施する
が、その活動状況と結果はユーザも把握しておきます。

必要なモノは揃っているか？
チェック項目は妥当か？

メンバのスキルと工数
は妥当か？

レビュー結果を見て、
“これで大丈夫！”と承認してく

れる人は誰？



参考：WBS (Work Breakdown Structure)
作業を管理可能な大きさに細分化します。たとえば、最下層の作業を５日に落とせば、最
悪でも６日後には作業遅延を捕捉できます。大きなところからトップダウンで作るので、ボ
トムアップで作業定義するよりも網羅性を担保できます。


システム開発

業務要件検討

現状把握

現状フローの整理

ニーズの整理

システム要件検討

外部設計

・・・

システム化範囲検討

新業務検討

・・・

・・・

・・・

・・・

《作業レベル１》

《作業レベル２》

《作業レベル３》

・・・

　





プロジェクト管理計画書

ベンダの出してきたプロジェクト管理計画書に以下が書かれていますか？

変更管理課題管理

リスク管理進捗管理

ベンダ責任大

双方が協力して実施

コスト管理欠陥管理

構成管理



参考：一般的な定量的進捗管理の例

工数 開始日 終了日 工数 開始日 終了日
030000 125 9/3 10/18 227 9/4 11/8
030100 15 9/3 9/30 20 9/24 11/8

030101 入出力処理表作成 020000
030102
030104

15 9/3 9/30 18 9/4 10/18

030102 詳細画面定義 030201
030103
030104

15 9/3 9/30 20 9/4 10/18

030103 入出力項目詳細定義 030102 030200 30 10/1 10/18 97.5 9/24 11/8

030104 個別アルゴリズム定義資料
030201
030202

030200 50 10/1 10/18 71.5 9/17 11/8

・・・ ・・・・

030200 15 11/10 12/1
・・・ ・・・・

詳細設計

作業項目

AA機能

BB機能

作業ID
計画 実績

先行作業 後続作業

マスタスケジュール
第1週 第2週 第3週 第4週 第5週 第6週 第7週 第8週 第9週 第10週 第11週 第12週 第13週 第14週

・・・

マイルストーン

当プロジェクト

関連プロジェクト

課題抽出 新業務検討 業務要件の抽出整理

関連法規調査

経営層ヒアリング

初期プロトタイプ作成

要望ヒアリング

データ授受方針検討

データ授受業務検討

4/4キックオフ

現状業務調査 課題課題解決策検討

5/16 経営層レビュー 6/23 現場レビュー

WBS

 次のマイルストーンは達成可能か。
 クリティカル・パスは守れるか。
 作業遅れの影響度は、どこに及ぶか。

→ これらをユーザとベンダで確認

 遅れている作業は何か。
 作業順や人の入れ替えは可能か。
 全体としての遅延はどれほどか。
 このままだと、どれくらい遅れるか。

→ EVMによる定量的管理

プロジェクトは健全かを
ユーザとベンダで確認



素人にも分かり易い管理をしてもらいましょう



参考：アーンドバリューマネジメントによる進捗管理
WBSに記載された予定と実績の差異から、全体としての進捗を把握し、納期遵守が可能
かを予測します。

入力された値から、プロジェクト
の進捗やコストを予測します。

よく見るカミナリチャートだと・・・。

 進んでいる作業と遅れている作業
が混在して、全体の遅延が見えな
い。

 軽い作業の未実施でも大きく遅れ
て見える

 思い作業の未実施が、軽く評価さ
れる。

・・・

→ プロジェクト全体の進捗を一つの数字で表し、誤解を生まないアーンドバリュ(SPI) ・・・
どんな計算なのでしょうか。




		作業

		作業

状況

		コスト予測

(H)※

		開始

予定



		完了

予定



		コスト

実績

(H)

		開始

実績

		終了

実績



		外部設計

		

		

		

		

		

		

		



		

		UI設計

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		画面1プロト作成

		完了

		24

		6/1

		6/5

		24

		6/1

		6/5



		

		

		内部レビュー

		完了

		16

		6/8

		6/8

		12

		6/9

		6/9



		

		

		レビュー後修正

		着手

		16

		6/10

		6/12

		

		6/11

		



		

		

		・・・

		着手

		40

		6/12

		6/20

		

		6/12

		



		

		DB設計

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		・・・

		完了

		80

		6/5

		6/22

		120

		6/5

		6/20



		

		・・・

		着手

		100

		6/10

		6/30

		

		6/10

		



		内部設計

		未着手

		250

		

		

		

		

		



		プログラミング

		未着手

		400

		

		

		

		

		









参考：WBS (Work Breakdown Structure) (続き)

工数 開始日 終了日 工数 開始日 終了日
030000 125 9/3 10/18 227 9/4 11/8
030100 15 9/3 9/30 20 9/24 11/8

030101 入出力処理表作成 020000
030102
030104

15 9/3 9/30 18 9/4 10/18

030102 詳細画面定義 030201
030103
030104

15 9/3 9/30 20 9/4 10/18

030103 入出力項目詳細定義 030102 030200 30 10/1 10/18 97.5 9/24 11/8

030104 個別アルゴリズム定義資料
030201
030202

030200 50 10/1 10/18 71.5 9/17 11/8

・・・ ・・・・

030200 15 11/10 12/1
・・・ ・・・・

詳細設計

作業項目

AA機能

BB機能

作業ID
計画 実績

先行作業 後続作業

各作業について、工数(出来高) と 開始終了日時の予実、先行作業、後続作業を記載し
て管理します。(この表で個別の進捗を測る他、後述のアーンドバリューマネジメントの入
力にもします。)

※ この表にはありませんが、通常は作業責任者名も記します。



参考：SPI (Schedule Performance Indicator)

SPIの計算

Planed Value(PV) ：
完了した作業の予算コスト(価値) の和
(本当は、ここまでのモノができてる筈だよね)

Earned Value(EV) ：
完了した作業の実績コスト(価値) の和
(でも、実際に出来たのは、ここまでだね)

SPI =  EV / PV
1 なら予定通り。1より上なら先行、下なら遅延
(本当なら出来ていた価値と実際に出来た価値
の割合で進捗を表すと・・・)

※ 例えば・・・

 ここまでに100人日分の作業が終わっ
ている筈(PV) なのに・・・。

 90人日分の作業しか終わっていなけれ
ば(EV)・・・。

 SPI = 90/100 = 0.9

“このプロジェクトは1割方遅れている。
今は、1週間遅れだけど、このプロジェクト
は10ヶ月だから、最終的には1ヶ月くらい
遅れるぞ・・・と、予測できるわけです。

この1ヶ月遅れが、復旧不能と判断された
ら、プロジェクト計画の変更になります。

じゃあ、SPI = 0.9 ってヤバいのでしょうか・・・。もしかしたら、プロジェクトによって、それ
くらい復旧可能ってこともあります。0.97でも復旧できないケースもあります。

なので本来は、同じ組織で成功したプロジェクト群から、係
数モデルを作っておきます。でも、それがないときには、
仕方ないので、一般的な値をしきい値として設定します。



参考：バーンダウンチャート
アジャイル開発の進捗管理で用いるチャートです。残りの作業量(ベロシティ)の減り具合
が予定通りかどうかを管理します。

※ この表にはありませんが、通常は作業責任者名も記します。



進捗に見るリスク

進捗遅延は、リスクというより、その結果が現れたものです。プロジェクトで何らかの問題
が起きていることの気づきになります。

 進捗が遅い (SPIが通常より低い)
(低生産性、コミュニケーション不足、高難易度、情報不足、判断の遅れ、見積誤り、士気・・・。)

 進捗が良すぎる(SPIが通常より高い)
(低品質、レビュー不足、見積誤り、・・・。)

 進捗計画と実施が一致しすぎ
(報告自体の信ぴょう性が疑わしい)

 進捗の振れ幅が大きい
(作業計画の頻繁な見直し → 不安定な作業品質と速度)

 微妙な遅延が数週間連続する
(生産性の見積不足 → 全体で大きな遅延に・・・)

一般論ですが、半年のプロジェクトで三週間分の遅延があると復旧不能と言われます



なにはともあれリスク管理



参考：リスク管理
まだ、顕在化していないが、発生するとプロジェクトのQCD達成を阻害する要因となるもの
を予め抽出し、対応方針や対応者、対応策発動のトリガを決めておく管理が一般的です。

リスク管理項目の例

※ リスクを抽出するための着眼点については、後ほど・・・。




		リスク対応担当者

		リスクを調査して、対応策の立案、実施を担当する。



		リスク影響度

		リスクが顕在化したときにプロジェクトに与える影響の大きさ。金額や遅延日数で表す場合もあるが、大・中・小等段階表現でも良い。



		リスク発生確率

		顕在化する確率。同じく段階表現で表すことが多い。



		リスク対応優先度

		影響度と発生確率を元に決める。全てのリスクに対応できないとき、優先するリスクを抽出する為に決める。



		リスク対応策

		顕在化しそうになったときの打ち手。5W1Hを記述する。



		トリガ

		リスク対応策を発動する基準や期限。



		監視方針

		リスクが顕在化しそうか、監視、確認する時期や方法。



		リスク状況

		監視の状況や対応策の進捗状況。









構成管理

欠陥管理

コスト管理

課題管理

参考：その他の管理

主として工数の予実を管理します。

リスク管理計画とほぼ同等の管理をしますが。課題はすでに顕在化した事象を管理します。

レビューやテストで出た欠陥とその対応状況を管理する計画です。個別の欠陥について確認する会議体、報告方法を定め
る他、欠陥発生の工程や修正状況から、以降の品質を予測します。欠陥の数が想定より多すぎる、あるいは少なすぎてス
ケジュールや品質への影響が想定される場合はリスクあるいは課題として管理します。

構成管理に使用するツールやシステム、ドキュメントやプログラムのバージョン付与規則、チェックイン、
チェックアウト、変更や修正の規則その他成果物更新の方法や規則について計画します。



まとめ

ユーザとしてここだけは気にしておきたい観点(チェックリストにあらず)



まとめ(1)
仕様書や要件定義書を書きながら・・・

 プロジェクトの目的・指標について第三者が達成可否を判断できるか
 使用者および周囲の反発や過度な期待はないか
 組織の目的とプロジェクトの目的、要件が整合しているか
 要件に網羅性があるか
 要件にアクター・タイミング・入力・演算・出力が明確に記されているか
 要件は実現可能か
 矛盾する要件はないか
 同音異義語、異音同義語はないか
 業務フローが綺麗すぎないか(十分に要望や不満を吸い上げているか)
 非機能要件を網羅しているか
 データ要件に誤りはないか
 変更/差し替えに備えて、要件の優先度を決めているか
 要件変更の管理プロセスはあるか
 使用者に都度、システムの姿を共有できているか (不満や疑問を吸い上げているか)



 プロジェクト計画/管理計画に抜け漏れはないか
 外部の関与者はマイルストーンは守ってくれるか
 次のマイルストーンは守れるか
 クリティカルパスは明確か
 各々のメンバーが自分達の作業に責任を持てるか
 必要な要員がプロジェクトに十分関与できるか
 受注者は必要な知識・経験を持っているか
 プロジェクト内でのコミュニケーション方法に問題はないか
 チームワークとメンバの健康に問題はないか
 会議に必須参加者が来ない
 会議のアジェンダが予定通り消化できない
 進捗が遅い (SPIが通常より低い)
 進捗が良すぎる(SPIが通常より高い)
 進捗計画と実施が一致しすぎ
 進捗の振れ幅が大きい
 微妙な遅延が数週間連続する・・・

まとめ(2)
プロジェクト計画書や進捗報告を聞きながら・・・



常に心配しておくべきこと

今回は、ホンの一部のリスクのしかお話しできませんでしたが、プロジェクトは、QCDの達

成を阻害するリスクで一杯です。以下のようなことを気にしながら、自分達やベンダの作
業、振舞いに注目してください。

人に関するリスク

 期待したスキルがないかも・・・

 期待したほど関与してくれないかも・・・

 人事異動等でいなくなっちゃうかも・・・

 モチベーションを持ってくれないかも・・・

 チームワークが取れないかも・・・

 コミュニケーションが取れないかも・・・

技術に関するリスク

 実は難易度が高いかも・・・

 予定したソリューションでは無理かも・・・

 接続先とのインタフェースがダメかも・・・

 モチベーションを持ってくれないかも・・・

外的要因に関するリスク

 法令が変わっちゃうかも・・・

 組織内のプロセスや基準が変わっちゃうかも・・・

 プロジェクト外の承認が取れないかも・・・

 プロジェクト外の協力が得られないかも・・・

組織に関するリスク

 お金を出してくれないかも・・・

 組織内の役割が変わってしまうかも・・・

 権力闘争でプロジェクトがなくなっちゃうかも・・・



End of File
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