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石田 裕三　野村総合研究所 情報技術本部 先端技術開発部 上級アプリケーションエンジニア

非機能要件を洗い出し
初期アーキテクチャー作成

［第2回 ］要件定義（システム視点）

スクは大きく二つあります。
　要件定義作業そのものは各担当エンジニアが実施す
ることになりますが、ITアーキテクトはそれらの作業
に漏れや矛盾などが起こらないようにしなければなり
ません。これがITアーキテクトの一つ目のタスクです。
このタスクのために作成する成果物は、「（1）システ
ム間のシーケンス図」と「（2）主要な状態遷移図」で
す（図1上）。
　ITアーキテクトの二つ目のタスクは、アーキテク
チャー設計のインプットとなる情報を整理することで
す。本格的なアーキテクチャー設計は基本設計フェー
ズで行いますが、その原型を要件定義フェーズの最終
成果物として作成します。そのために非機能要件に注
目し、それらを整理したものとして「（3）重要な機能
の動的仕様」と「（4）ユーティリティーツリー」を作
成し、アーキテクチャーの原型として「（5）初期アー
キテクチャー」を作ります（図1下）。

要件定義では四つのモデル図を作成

　一つ目のタスクから説明していきます。前回、シス
テム化対象のドメイン分析を行い、概念機能モデル図
と概念データモデル図を説明しました。全体をつかむ
には静的モデリングが有効ですが、静的モデリングで
はシステムの振る舞いが表現されません。そこで、機
能要求を詳細に分析する必要がある箇所にズームイン
し、振る舞いを表現するために動的モデリングを行い
ます。
　要件定義フェーズでは「四象限モデリング」を実施

　ITアーキテクトのタスクを成果物を通して解説する
連載です。システム開発のV字モデルに沿って説明し、
前回は要件定義フェーズをビジネス視点で見ました。

「アーキテクチャー設計に必要な情報を引き出すこ
と」。これがITアーキテクトのタスクで、ITアーキテ
クトが作成する五つの成果物（Vision Document、利
害関係者マップ、概念機能モデル図、概念データモデ
ル図、用語集）を説明しました。
　今回は要件定義フェーズをシステム視点で見ること
にします。その視点で見た場合、ITアーキテクトのタ

ITアーキテクトの成果物図1

要求を満たしたシステム構造図

（5）初期アーキテクチャー

非機能要件を分類し、定量評価可能なシナリオでまとめた文書

（4）ユーティリティーツリー

重要な機能の振る舞いをシナリオで示した文書

（3）重要な機能の動的仕様

システム間の依存関係を記載した文書

（1）システム間のシーケンス図

状態を基に機能の重なりを示した文書

（2）主要な状態遷移図

（i）要件の漏れや矛盾をなくすための成果物

（ii）アーキテクチャー設計のインプットを整理した成果物
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するとよいでしょう。四象限モデリングとは、「静的/
動的」「外部/内部」の二つの軸で表される四つの象限
それぞれに当てはまるモデル図を作成することです

（図2）。前回説明した概念機能モデル図は四象限の静
的外部に、概念データモデル図は静的内部に該当しま
す。今回作成する「システム間のシーケンス図」は動
的外部に当たります。これは、システム間の依存関係
を明確にし、準正常/異常系の考慮漏れを抑止するた
めに作成します。「主要な状態遷移図」は動的内部に
該当します。システム内の機能の依存関係を押さえ、
要件定義の作業漏れなどをなくすために作成します。
　以下、「システム間のシーケンス図」「主要な状態遷
移図」の順番に説明します。

（1）システム間のシーケンス図
　システムを外部から動的に見た場合、ズームインす
べき箇所はどこでしょうか。外部からということは、
システムと利用者の接点と、システム間の連携箇所が
対象になります。このうち前者は要件定義フェーズや
基本設計フェーズで担当エンジニアが詳しく検討しま
す。ITアーキテクトが検討すべきなのは、後者のシス
テム間連携になります。これは利害関係者から要求と
して出されることが少ないので、要件定義フェーズの
検討から漏れがちです。しかし、システム間連携には
アーキテクチャー上のリスクが潜んでいます。それを
早い段階で見いださねばなりません。
　企業システムを考えた場合、既存システムと全く連
携しないケースはほとんどないでしょう。新システム
を構築する場合、何らかの形で既存システムと連携す
るはずです。その場合、どのように連携するかは、こ
れから検討するシステムだけで決めることができませ
ん。既存システムのインタフェースがどのようになっ
ているのかに依存し、場合によっては既存システム側
に連携インタフェースを実装してもらった方がいいか
もしれません。つまり、システム間の境界線が決まっ
ていない状況なのです。これでは、開発ボリュームが
確定しないだけでなく、システム間連携の認識のそご
や性能問題などのリスクが潜むことになります。
　ITアーキテクトは、システム化対象となっているシ
ステムの境界線を明らかにしなければなりません。そ
の際に作成するのが「システム間のシーケンス図」で

す。シーケンス図はその名が示す通り、手続きの順序
を記述した図です。システム間連携がオンライン手続
きの場合だけでなく、バッチ処理で一括してデータを
送受信する場合でも、細かな処理順序が内在していま
す。それを検討するのです。
　図3に、システム間のシーケンス図の例を示しまし
た。これは前回の概念機能モデル図で示した「受注」
機能と、既存システムである「発注システム」のやり
取り（シーケンス）を示したものです。発注システム
に備わるインタフェースに基づいて作成したもので、
発注システムが新システムに顧客IDを伴って発注処理
を依頼し、新システムがそれを受けて注文IDを応答す

内
部

外
部

動的

静的

「主要な
状態遷移図」

「システム間の
シーケンス図」

「概念データ
モデル図」

「概念機能
モデル図」

要件定義フェーズで作成するモデル図図2

（部品ID、確定注文数）×ｎ

注文ID

注文完了通知

注文ID、（部品ID、注文数）×ｎ

注文ID

顧客ID

注文状況確認受注発注

受注発注システム

システム間のシーケンス図の例図3
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るという流れになることを示しています。
　ここでポイントとなるのは、異常系の流れを確認し
ておくことです。なぜ異常系に注目するのでしょうか。
それは開発対象となるアプリケーションのボリューム
を大きく左右するからです。実際に開発に携わってい
る方ならお分かりだと思いますが、アプリケーション
のボリュームは、正常系よりも異常系（または準正常
系。ある条件がそろったときの流れ）の部分の方が大
きいものです。正常系よりも異常系の方が設計にも実
装にも時間がかかるので、異常系をしっかり検討して
いないと、データの不整合が生じてサービスレベルが
低下したり、運用のオペレーション負荷が重くなった
りしてしまいます。
　図3のシーケンス図では、注文を受け付けた後に通
信障害が発生した際、発注システムから注文状況を問
い合わせることを想定しています。具体的には、図3
下のシーケンスがそれを示しています。つまり、異常
が発生しても、新システムが起点となって発注システ
ムに状況を伝えることはしない、ということです。こ
うしたことを押さえておかねばなりません。
　また、新システムで利用する技術やソフトはこれか
ら検討しますが、既存システム側は既に作られている
ので変えることができません。システム間連携におけ
る既存システムのインタフェース技術は、新システム
の要件になるのです。ですので早いと思われるかもし

れませんが、連携インタフェースの実装技術やプロト
コルに関してはこの段階で検討しておくことをお薦め
します。
　FTPのように標準化された通信手続きではなく、
TCPやHTTPなどの汎用的な転送プロトコル上に、ア
プリケーションレベルでオンライン処理シーケンスを
組み立てることも少なくありません。このような場合、

「どちら側からの起動で通信を確立するのか」「それぞ
れの電文でどんな情報を送るのか」「通信エラーが起
こった場合、リカバリーはどのステップから行うのか」
などを規定する必要があります。
　また、通信経路上にファイアウォールなどのノード
が存在する場合、トラフィックが上昇すると経路上で
パケット破棄が発生することが考えられるし、通信ソ
フトウエアには潜在的な不具合が存在すると想定して
おくべきです。こういった準正常系/異常系のシステ
ムの挙動を分析する際にもシーケンス図を用い、問題
の発生源をリスクとしてつかんでおきます。

（2）主要な状態遷移図
　システムを外部から見たら、次はシステム内部に目
を向けます。個別機能の要件定義は各担当エンジニア
が行っているはずです。ITアーキテクトが目を配るべ
き箇所は、担当エンジニアに作業を割り振ったとき、
漏れや矛盾となりやすい箇所です。それは、機能と機
能の接点です。担当エンジニア間の “ポテンヒット”
が発生しないように、またそれぞれの担当者が独立し
て作業を進めても全体の整合性が崩れないように、機
能と機能が出合う箇所の仕様を先行して決めることが
ポイントです。
　機能と機能の接点はどのように見いだせばいいで
しょうか。そこで役立つのが「機能の状態」で、作成
するのは「主要な状態遷移図」です。実物を見てもらっ
た方が分かりやすいでしょう。図4は「仕入れ」機能（図
左側）と「注文受け付け」機能（図右側）が重なって
いるところを示した状態遷移図です。矩形で示してい
るのが状態。注文受け付け機能が「注文確定」状態に
なるには、注文受け付け機能が「注文受領」状態にな
り、仕入れ機能が「仕入れ完了」状態になることが条
件です。一般に機能には複数の状態があり、それが遷
移していきます。

受領した注文の
在庫引き当てが
可能か？

在庫引き当て不能

注文確定

NO

YES

注文受領仕入れ完了

仕入れ機能

未確定の
注文履歴を記録

注文受け付け機能

主要な状態遷移図の例図4
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分析できていませんが、当てずっぽうで作るわけには
いきません。まず理解しなければならないのは、アー
キテクチャーは主に非機能要件から決まるということ
です。ですので、システム化対象の重要な非機構要件
を洗い出します。それをまとめた文書が「ユーティリ
ティーツリー」です。
　非機能要件を洗い出すには機能要件も見る必要があ
りますが、そのすべてを検討対象にしていてはいくら
時間があっても足りません。そこで、ビジネス上の重
要な機能（前回、Vision Documentに記載した「ビジ
ネス上の重要なポイント」）に絞ってシステムの振る
舞いを検討し、その振る舞いから非機能要件を見いだ
します。その際に作成するのが、シナリオ形式で示し
た「重要な機能の動的仕様」です。
　ここまでの流れを作成する順番に整理すると次のよ
うになります。「（3）重要な機能の動的仕様」をまとめ、
そのシナリオなどから「（4）ユーティリティーツリー」
として非機能要件を洗い出し、それを基に「（5）初期
アーキテクチャー」を作成します。
　以下はこの流れに沿って、ITアーキテクトのやるべ
きことを説明します。

（3）重要な機能の動的仕様
　初期アーキテクチャーを作成するには、システム化
対象の重要な機能がどのような振る舞いをするかを押
さえておく必要があります。それを示したのが「重要
な機能の動的仕様」で、ユースケースシナリオの形式
で記述します（図5）。重要な機能とは、前回説明した
Vision Documentに記載した「重要なポイント」が該

　こういう状況を「機能が重なっている」（図の場合、
仕入れ機能と注文受け付け機能が重なっている）とい
います。機能が重なっていると、機能間に依存関係が
生じます。例えば、注文時点で在庫がない場合は注文
を確定させないのか、それとも仕入れ可能な商品であ
れば注文を確定させるのか、といったことを決めなけ
ればなりません。個別機能の検討は各担当エンジニア
に任せ、ITアーキテクトはこうした考慮漏れが発生し
ないように配慮します。

要求を取り入れたアーキテクチャーを作成

　ITアーキテクトの二つ目のタスクは、「ITアーキテ
クチャー設計のインプットとなる情報を整理するこ
と」と説明しました。このタスクに説明を移します。
ゴールは、システムアーキテクチャーの原型となる「初
期アーキテクチャー」を作成することです。なぜ、要
件定義フェーズで初期アーキテクチャーを作成するの
でしょうか。そもそも初期アーキテクチャーとは何で
しょうか。
　初期アーキテクチャーとは、ITアーキテクトが利害
関係者の要求を聞いたうえで作成した、頭の中に描い
ている青写真にすぎません。大雑把なシステム構成で
あることが多く、精緻なものではありません。それを
作成する理由は二つあります。
　一つは、要求を正しく理解しているかどうかを、利
害関係者に確認してもらうためです。この後のフェー
ズで要件の詳細を詰めていくと、ある利害関係者の関
心事を満たせなくなるかもしれません。基本設計で作
成する本格的なアーキテクチャーでたとえそうなった
としても、それは最初から受け入れなかったのではな
く、詳細に設計していく際にそうせざるを得なかった
と納得してもらうためです。「要求を出したのに受け
入れられなかった」という負の感情を生み出さないよ
うに、要求を取り入れたアーキテクチャーを「初期段
階のもの」として作成するのです。
　もう一つの理由は、設計の方向性への賛同を得るこ
とで、利害関係者が自ら設計に参加したという認識を
持ってもらうことです。当事者意識を生み出すという
ことですね。
　では、初期アーキテクチャーはどのようにして作成
すればいいのでしょうか。この段階では要件を詳細に

機能名 受注
トリガー 発注システム（外部システム）から注文要求
前提条件 システム間の通信が可能で、注文受け付け可能な

状態であること
主シナリオ １．発注システムが注文を送付する

２．受注機能が在庫を確認後、注文を確定する
３．注文システムへ注文完了を返信する

代替シナリオ ２’ 在庫が足りない場合、注文を確定せず「在庫
不足注文」と記録する

３’ どの商品が在庫不足であったかを返信する（部
分確定はしない）

事後条件 注文内の全商品が在庫引き当てが可能であれば、
注文を確定する

例外シナリオ 返信する前に発注システムとの通信が途絶えた場
合、エラーを記録する

重要な機能の動的仕様の例図5
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当します。重要な機能の動的仕様は、利用者（や外部
システム）視点でシステムの挙動を自然言語でつづっ
たものです。何を契機にその挙動がスタートするか（図
5のトリガー）、その挙動がスタートする条件（同、前
提条件）、正常系の挙動（同、主シナリオ）などを列
挙します。自然言語で表現していますので、分かりや
すいというメリットがあります。
　シナリオをどこまで精緻に書くかはプロジェクトの
判断によるところが大きいと思いますが、この段階で
は初期アーキテクチャーの作成に必要なシナリオに限
定していますので、可能な限り正確に記載します。

（4）ユーティリティーツリー
　先述したようにアーキテクチャーは主に非機能要件
から決まりますので、主要な非機能要件を漏れなく整
理する必要があります。主要な非機能要件を漏れなく
整理する際に役立つのは、前回作成した「利害関係者
マップ」です。ここには全利害関係者と、各利害関係
者の主要な関心事が書き込まれています。例えば、運
用部門はオペレーション負荷が主要な関心事であり、
営業部門は応答性能が主要な関心事になることがあり
ます。こうした非機能要件に関するものを抽出します。
　注意が必要なのは、機能要件の中に非機能要件が隠
されていることです。それを見つけるために使うのが

（3）重要な機能の動的仕様です。この文書を読み取っ
てレスポンスやデータ量などの非機能要件を見いだし
ます。

　非機能要件を記述する際のポイントは、定量的に評
価できるようにすることです。定量的に示していなけ
れば、テスト段階やシステムの稼働後に、「動くけど
遅くて使いものにならない」「データ量が増えると極端
に遅くなった」などの不満が生じかねません。「遅い」
とか「データが増える」といった曖昧な言葉は人によっ
て捉え方が異なります。定量評価できるようにするに
は、曖昧な記述を避け、「何ミリ秒以内に何％の確率
で応答する」などの基準や、「ピーク時間帯でも秒間
何件以上処理する」といった条件を明記します。
　非機能要件の整理では、「ユーティリティーツリー」
を用います（図6）。ここでのユーティリティーとは、
システムの「品質を構成する要素」のことであり、パ
フォーマンス、スケーラビリティー、アベイラビリ
ティー、セキュリティ、変更容易性、使いやすさなど
の品質特性を指します。このさまざまな品質特性をさ
らに「関心事（Concern）」で枝分かれした木構造

（Tree）とし、それぞれに満たすべきゴールを「品質
特性シナリオ」として記述します。
　これは定量評価可能な形式で書いたものです。例え
ば、「ピーク時であっても注文トランザクションは500
ミリ秒以内で応答すること」「注文や仕入れ実績は、1
秒以内に他の機能で使える（参照できる）こと」といっ
た書き方をします。
　実際には、利害関係者がそれぞれの関心事を定量評
価可能な要件として記述（＝品質特性シナリオ）し、
それをブレーンストーミング形式で統廃合したりブ
ラッシュアップしたりして、非機能的観点での全体の
要件を整理します。この際、品質特性シナリオが適用
される際の前提条件と期待される結果（システムによ
る応答）が明らかになるように留意します。
　前回、利害関係者マップを作成して利害の対立構造
を把握し、それを「全体の要件」にまとめることが必
要であると述べました。各利害関係者から引き出した
要求が、トレードオフの関係にあるかもしれません。
すべての要求を同時に満たすことはできないかもしれ
ません。各利害関係者の要件をバラバラに定義したの
では、全体として不可能な要件定義をしているかもし
れません。全体の要件にするという作業は、ここで説
明した、非機能要件を整理してユーティリティーツ
リーを作成する作業に該当します。

新機能リリースの際に、サービスを止
めないこと

ハードウエアの入れ替えなど構成変
更時もサービスを継続すること

データ量が10倍に増えても、性能劣
化しないこと

同時アクセス数が10倍に増えても、
性能劣化を5％以内に抑えること

注文や仕入れ実績は、1秒以内に他
の機能で使える（参照できる）こと

ピーク時であっても注文トランザクショ
ンは500ミリ秒以内で応答すること
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ます。
　こうしておけば、たとえこの後でアーキテクチャー
が変わってしまったとしても、「検討した結果そう
なった」と、全利害関係者に納得してもらえます。面
倒なように思えますが、利害関係者に納得してもらう
にはとても大切な作業です。
　　　　　　　　＊　　＊　　＊
　次回は基本設計フェーズに進み、要件定義フェーズ
で作成した初期アーキテクチャーをブラッシュアップ
して本格的なアーキテクチャー設計を行います。

（5）初期アーキテクチャー
　さて、要件定義フェーズの仕上げとなる初期アーキ
テクチャーを作成します。ユーティリティツリーに書
かれているすべてのシナリオを満たすように、具体的
なシステム構造を考えます。その方法として役立つの
は「ADD（Attribute Driven Design）」です。ADD
とは、品質特性シナリオを満たすようにアーキテク
チャーパターンを適用しながら、システムをモジュー
ル分解していく方法論です。
　例えば、パフォーマンスとして、「注文や仕入れ実
績は、1秒以内に他の機能で使える（参照できる）こと」
というデータ鮮度に対するシナリオがあります。これ
を満たすには、同期書き込み／同期読み込みで、更新
機能と参照機能間で同一データを処理することが最も
シンプルな解となるでしょう。
　また、スケーラビリティーとして「データ量が10倍
に増えても、性能劣化しないこと」というシナリオを
満たすには、永続化装置を「Shared Nothing」で水
平にノード分割していく必要があります。こうすれば
永続化装置内のI/O負荷がきょう体ごとに閉じ、きょ
う体をまたがったI/O競合は起こらなくなります。つ
まり、永続化ノードを増やせば増やすほど単位時間当
たりのI/O性能を向上させることができます。
　この場合、分散した永続化ノードのデータを一つの
テーブルとしてアクセスする必要のある計算ノード
は、分散させないのが望ましい。計算ノードでは、短
時間で大量のデータを処理するためにマルチコアCPU
を有効に活用するアーキテクチャーという青写真が浮
かんできます。つまり、永続化ノードはスケールアウ
ト、計算ノードはスケールアップという方針になりま
す。こうして検討したものを初期アーキテクチャーと
して整理します（図7）。
　初期アーキテクチャーはすべての品質要求シナリオ
を取り入れているので、実現不可能なものであったり、
コスト面で非現実的なものであったりします。そのよ
うなアーキテクチャーをわざわざ作成する目的は、利
害関係者の要求がシステムの検討項目として含まれて
いると示すことです。そのために、初期アーキテク
チャーが完成したら全利害関係者に説明します。その
際、「この部分がこのような構造になっているのは、
○○の要求を取り入れるためです」といった説明をし

●要件の漏れや矛盾を防ぐために、システム間連携
と機能の重なりを分析する。

●アーキテクチャー設計に不可欠な非機能要件を洗
い出す際、ユーティリティーツリーを作成する。

●品質特性シナリオを盛り込んだ初期アーキテク
チャーは、全利害関係者に説明することが大事。
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