第 2 章 オープン化の中で起こった変化～発注元とのインタラクティブな開発体制～
中小ソフトウェア企業による業務系アプリケーションの開発は、下流工程の開発を大手ソフトウ
ェア企業から受託する受託開発が主である。そのような中で、オープン化以降、両者の間で確立さ
れた最も特徴的な開発スタイルは、曖昧で不完全な仕様書に基づき、上流工程と下流工程の情報や
知識を開発過程で刷り合わせながら進めてゆくというものである。そこでは、上流工程と下流工程
は独立しておらず、中小ソフトウェア企業は建前とは異なり、上流工程の開発にまで深く関与して
いる。本章ではこのようなインタラクティブな開発スタイルについて、主に経営者向けアンケート
と開発者向けアンケートの結果に基づき、中小ソフトウェア企業の視点からまとめたものである。
２．１ オープン化以降の変化
第 1 章で述べたように、メインフレームの時代に続き、ダウンサイジングやネットワーク･コン
ピューティングの時代がやってきた。ダウンサイジングとネットワーク化とともに出現したのがオ
ープン化という流れである。
ダウンサイジングによって独立、分散して利用される多様な小型コンピュータが出現すると、そ
れらのハードウェアの差を吸収するいくつかの OS やプラットフォームが登場するようになった。
クライアントサーバ方式に代表されるような分散コンピューティングが主流となり、クローズドな
ネットワークからインターネットを中心にしたオープンなネットワークの利用が盛んになった。今
日、情報システムを構築するには、ソフトウェアやハードウェアを従来のように特定のメインフレ
ームメーカーの製品（あるいはそれに準拠した製品）リストから選択するのではなく、様々な企業
が開発した製品を組み合わせて利用するようなった。
つまりオープン化の時代となったわけである。
メインフレーム時代における業務系アプリケーションでは、メインフレームを基準にその設計や
開発が行われることができた。メインフレームという非常に大きな制約の下に開発するがゆえに、
メインフレームメーカーのソフトウェア開発チームを頂点にトップダウンな開発がやりやすく、開
発過程も全体として、統一性や一貫性が保ちやすかった。上流工程を担当する大手ソフトウェア企
業も下流工程を担当する中小ソフトウェア企業もメインフレームの制約に従って開発していくこと
で、上流から下流へとスムーズな開発の流れができあがっていたのである。
しかしオープン化の中では、メインフレームのような基準となるコンピュータがなく、多種多様
のハードウェアやソフトウェアの仕組みを組み合わせて開発することになるので、上流工程から下
流工程を俯瞰することが難しくなってきた。しかも、最近、下流工程で利用されるプログラミング
技術は非常に多様で、バージョンアップによる変化が激しく、それらが独立に行われるので、上流
工程を担当する開発者が下流工程について理解することも難しくなってきている。
さらに、
従来は、
大手ソフトウェア企業でも下流工程をある程度経験した開発者が上流工程を担当していたのに対し
て、今日では、下流工程の開発に関する知識や経験をほとんどもたない若い上流工程担当の開発者
が増えていることが問題視されている。
上流工程側が下流工程の開発方法について指示できないので、下流工程はそれを担当する中小ソ
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フトウェア企業に独立してまかせるしかない。その下流工程が独立して開発できるようにするため
には、上流工程から下流工程に、システムの設計内容が正確に伝わるように仕様書を記述すること
が求められる。しかし、それに反して国内の開発では、実際上流工程と下流工程の間で受け渡され
る仕様書の内容は、一般に曖昧で不完全である。大手ソフトウェア企業が、下流工程の開発を中小
ソフトウェア企業にアウトソースする契約時点では、口頭で開発内容が伝達されることも珍しくな
い。
その結果下流工程を担当する中小ソフトウェア企業は上流工程やユーザー企業の業務を理解し、
下流工程の開発過程で上流工程とインタラクティブに仕様書の内容を確定していくような開発体制
がとられるようになった。このような習慣は日本のソフトウェア業界に構造的に根付いている。
次の２．２で、オープン化以降の業務系アプリケーション開発における受発注関係をまとめた上
で、２．３でこのような曖昧で不完全な仕様書について述べる。
２．２ オープン化以降の受発注関係
大手と中小のソフトウェア企業が関わるような規模の業務系アプリケーション開発では、単純化
すると図表 2-1 のような受発注の流れと分業になる。ソフトウェアの開発を発注するユーザー企業
(User Company)7に対して、そのソフトウェアを開発する側は、その規模によって次のように階層
化、分業化されている。つまり図表 2-1 の下半分のように、ユーザー企業からの発注をまず受注す
る企業が元請けあるいは一次請け(Primary Contractor)、その元請けから開発の一部を請け負う企
業が二次請け(Subcontractor)、さらにその二次請けから開発の一部を請け負う三次請け(SubSubcontractor)、という具合にである。元請けを担当するのは大抵、大手や中堅のソフトウェア企
業であり、中小や零細のソフトウェア企業は二次請けより下流工程を担当する。開発されるソフト
ウェアの規模が大きくなれば、ソフトウェア開発企業の階層数はより多くなる。その階層が多くな
るにつれ、元請けはわかっていても、受託側は自分たちが受託している開発が何次請けになってい
るかは正確には把握できないこともある 8。
本報告書ではこれ以降、規模の大きな業務系アプリケーションの開発における受発注構造や流れ
に言及する場合は、特に断りがない限り、単純化して図表 2-1 の上部のように「ユーザー企業」
「大
手ソフトウェア企業（後述のように文脈によっては SI 企業）
」
「中小ソフトウェア企業」の３つに
分けて説明したい。次に、この３つの関係を (1)ユーザー企業と大手ソフトウェア企業、(2)大手ソ
フトウェア企業と中小ソフトウェア企業に分けて説明しよう。なお、序章で述べたように、アンケ
ートにおける「発注元」や「元請け」を本報告書の説明の中では、大手ソフトウェア企業とほぼ同
じものとして説明を行っている。

7

ここではユーザー企業としているが、政府機関や自治体に置き換えてもかまわない。

8

より上流側は、セキュリティ等の観点から、下流側で開発に携わる企業を把握することが求められている。
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図表 2-1 規模の大きな業務系アプリケーション開発における受発注の流れ

（１）ユーザー企業と大手ソフトウェア企業との関係
ユーザー企業と大手ソフトウェア企業の関係は、後述する曖昧で不完全な仕様書を説明する上で
重要で、それが中小ソフトウェア企業の開発にも大きく影響している。オープン化以降は、一つの
メインフレームに依存しないためにシステム開発が複雑になってきたことに加え、ユーザー企業に
おける IT の利用が拡大し、IT を専門としない一般ユーザーの利用するシステムの開発が拡大した。
日本では、大手ソフトウェア企業の存在はユーザー企業に対して非常に大きい。米国の場合、一
般にユーザー企業が充実した IT スタッフをかかえており、開発の上流工程にも積極的に関与する
ため、ユーザー企業は開発において主導的な立場にあり、直接開発委託企業（日本の場合の下請企
業）に発注することも少なくない。米国では労働流動性が高いということもあり、ユーザー企業が
IT マネジメントの局面に応じて、柔軟にソフトウェア開発者をはじめ IT スタッフを雇用しやすい
という事情があるが、IT を企業活動の根幹だとする考え方が強く根付いている。それに対して、日
本のユーザー企業では、
コンサルティング会社の手を借りて何が課題かを提示することができても、
それをどのようなシステムによって解決するのかということに踏み込めるキャパシティがない。結
果として上流工程に関与するどころか、開発工程は全くのブラックボックスとなっており、大手ソ
フトウェア企業に対する依存度が非常に高くなっている。これは今日 CIO(Chief Information
Officer)を置く等様々な対応をユーザー企業が行うようになったが、状況は基本的には変わっていな
い。

- 22 -

一般には、大手ソフトウェア企業は、単にソフトウェアを開発するというよりも、ユーザー企業
のニーズに合わせたシステムのインテグレーションサービスやソリューションを提供することにな
り、SI 企業(System Integrator)やソリューション企業(Solution Company)とよばれるようになっ
ている。ユーザー企業は、たとえで言うなら、SI 企業という総合商社あるいはゼネコンを通してソ
フトウェアを開発してもらうことになる。しかも、開発対象となるソフトウェアあるいはシステム
としてどのような内容のものを作成すればよいのか、場合によっては自分たちの課題をどのような
方向で解決するべきかについて、SI 企業からの提案を待っていることが多い。
（２）大手ソフトウェア企業と中小ソフトウェア企業との関係
オープン化以降、元請けにはじまるソフトウェア開発企業の階層関係は、メインフレーム時代に
比べると緩やかになっている。中小ソフトウェア企業は、大手ソフトウェア企業から発注されるソ
フトウェアを開発するという受託構造は同じであるが、特定のメインフレームに依存することが少
なくなったからである。
中小ソフトウェア企業は、主に元請けとなる大手ソフトウェア企業の種類と、資本関係のあるな
しによって、しばしばベンダー系 9、ユーザー系、独立系等に分けられる。例えば資本関係のある
元請けが電気・コンピュータメーカーやIT企業の場合ベンダー系、その元請けがIT企業以外のメー
カー、インフラ業、金融業企業等のITユーザー企業の場合ユーザー系、そしてそれ以外の場合独立
系とよばれる。規模が小さな中小ソフトウェア企業では、元請企業の分類の定義、資本比率に関す
る基準が不明確であり、経営者も取引の多さで比較的主観的に自社の系列を外部に説明しているよ
うである。
ここでは、売上げの大半を受注しているのが、特定のユーザー企業からの場合と特定の大手ソフ
トウェア企業である場合をそれぞれユーザー系、ベンダー系とし、特定の発注先に依存してない場
合を独立系とした。
「大半」というのは主観的になるが、これに基づき経営者向けアンケートでは経
営者に自社がどの分類に該当するかを判断してもらった。またそれとは別に、売上げの 70%を何社
からの受託開発で占めているのかという質問も行った。図表 2-2 はこの 2 つの回答結果の関係を示
したものである。サンプル数からみると、中小ソフトウェア企業においては独立系の数が他の２つ
と比べてかなり多いと判断できる。
また、どのタイプも比較的少ない数の発注元によって売上げの大半を占めているようだが、特に
ユーザー系とベンダー系では、発注元上位 5 社でそれぞれ売上げの 79.9%と 88.3%を占め、独立系
の 64.8%に比べてかなり大きい。ユーザー系やベンダー系については、特定の企業から資本関係が
強い場合が多く、安定して発注が行われているため、逆にその競争力を問題視する意見もある。た
だ現場では、独立系も含めて、受託開発を行う中小ソフトウェア企業は、全般的に、大手ソフトウ
ェア企業から発注されるのを受身で待っており、大きく成長することもない代わりに、他とあまり

9

メインフレーム時代の名残で、メーカー系という語がよく用いられるが、実際には SI 企業のような大手ソフトウェ
ア企業が含まれているので、ここではベンダー系としている。なおユーザー企業からすると、ソフトウェアを受託開
発してくれる企業はすべてベンダーとよばれることあり、これらの用語をみた場合は文脈を確かめる必要がある。
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激しい競争を行うこともなかったという指摘もしばしば耳にする。これにはマーケティングに十分
な人的資源を割けないことや、後述する刷り合わせ型開発を実現するために取引関係をある程度固
定的なものにしている、といった理由が考えられる。
図表 2-2 中小ソフトウェア企業の分類と、売上げの上位 70%を何社からの受託開発で占められているか
の関係（経営者向けアンケート結果、有効回答数 1360）
[質問文「貴社は次のどのタイプに最も近いですか」と「貴社の売り上げの 70%は上位何社（発注元）
からの発注で占められていますか」に対する回答をクロスした結果]
売り上げの上位 70%を占める発注元社数
1社
ユーザ系

ベンダー系

独立系

回答数
構成割合
回答数
構成割合
回答数
構成割合

2～5 社

6～10 社

11～20 社

21 社以上

計

68

234

47

15

14

378

18.0%

61.9%

12.4%

4.0%

3.7%

100%

48

238

30

8

0

324

14.8%

73.5%

9.3%

2.5%

0.0%

100%

26

397

151

41

38

653

4.0%

60.8%

23.1%

6.3%

5.8%

100%

※各々の構成割合を四捨五入しているため、構成割合の合計が 100.0%にならない場合がある。

ただし、中小ソフトウェア企業が全面的に大手ソフトウェア企業に依存しているわけではない。
その一方で、業務系アプリケーションの開発のノウハウは、大手ソフトウェア企業ではなく、中小
ソフトウェア企業側に偏っている場合が少なくないのである。ユーザー企業の業務知識（業務やそ
の周辺に関する知識）をもち、ユーザー企業とコミュニケーションをすることで、ソリューション
を提供するのは、本来元請けとなる SI 企業、つまり大手ソフトウェア企業の仕事である。
その大手ソフトウェア企業が担当すると想定されている仕事や持つべき知識と能力に関して、現
状を中小ソフトウェア企業の開発者に質問した結果が図表 2-3 である。
図表 2-3 (a)(b)(c)の回答結果
は、本来大手ソフトウェア企業が担うべき仕事が、中小ソフトウェア企業によって行われているこ
とを示している。上流工程を中小ソフトウェア企業が行っている（図表 2-3(a)）ということに対し
て 60.5%、ユーザー企業と直接コミュニケーションする（図表 2-3(b)）ということに対して 45.3%、
大手ソフトウェア企業が中小ソフトウェア企業に仕事を丸投げする（図表 2-3(c)）ということに対
して 54.3%もの開発者が該当すると回答している。
また図表 2-3 (d)(e)は上流工程を担当する大手ソフトウェア企業がもっていると想定される知識
や能力に関連する質問である。業務知識をもっているのは中小ソフトウェア企業側である（図表
2-3(d)）ことに 35.4%、大手ソフトウェア企業における上流工程の開発力自体も低下している（図
表 2-3(e)）ということに 37.6%もの開発者が該当すると回答している。それでは、中小ソフトウェ
ア企業が上流工程の作業も行い、ユーザー企業の業務知識を多く持つのであれば、逆に大手ソフト
ウェア企業が下流工程に関する知識を十分持っているのかというと、図表 2-3 (f)の結果からすると、
それはあまり支持されていないようである。
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図表 2-3 大手ソフトウェア企業に対する評価（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「発注元が、
「元請等の開発企業」である場合、以下に該当することがありますか」に対する
回答]
上段：回答者数
下段：構成割合

質 問

該当する

どちらでも
ない

該当しない

(a)

御社は、発注元が行うべき上流工程の一部を担当する

188
60.5%

91
29.3%

32
10.3%

(b)

発注元を抜きにしてユーザー企業と御社の間で直接コ
ミュニケーションすることがある

141
45.3%

87
28.0%

83
26.7%

(c)

発注元は、受注した案件を付加価値をつけずに御社に
発注している（丸投げしている）

169
54.3%

84
27.0%

58
18.6%

(d)

ユーザー企業に関する業務知識を実際に蓄積している
のは、発注元よりも御社の方である

110
35.4%

145
46.6%

56
18.0%

(e)

発注元の上流工程の開発力は低下している

117
37.6%

144
46.3%

50
16.1%

(f)

発注元は、下流工程の開発について熟知している

64
20.6%

131
42.1%

116
37.3%

実際のアンケートの選択結果の内の「非常によく該当する」
「時々該当する」を「該当する」
、
「あまり該
当しない」と「まったく該当しない」を「該当しない」
）に分類して示している。

２．３ 曖昧で不完全な仕様書とその問題点
日本国内のソフトウェア開発では、上流工程から下流工程に受け渡されるドキュメントや伝達さ
れる内容が一般に曖昧で不完全であり、
それに対応して開発が進められるような構造となっている。
その典型的なドキュメントが要求仕様書などの仕様書である。それに関して、開発者向けアンケー
ト結果を図表 2-4 に掲載する。回答者の半数近くが 60%以上の開発プロジェクトで仕様書等が曖昧
であると回答している。ここでは複雑な質問文になることを避けるために、
「曖昧」の解釈や程度を
明示しなかったため、厳密な議論はできないのだが、それでも、程度の大小はあるにしても、日常
的に曖昧で不完全な仕様書が用いられていることがわかる。
それではなぜ日本では、上流工程と下流工程で受け渡される仕様書が曖昧で不完全なものになっ
ているのだろうか。これを、ユーザー企業、元請けとなる大手ソフトウェア企業、大手ソフトウェ
ア企業から開発の一部を受託して開発する中小ソフトウェア企業のそれぞれの立場から説明したい
10。

10

これ以降次節までの説明には次の資料を参考にしている。
神岡太郎，細谷竜一，張嵐，2006「日本における情報システム開発スタイルと中国オフショアリング」
，
オフィス・オートメーション学会・経営情報学会 2006 年合同・全国研究大会予稿集, pp.212-215.
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図表 2-4 曖昧な仕様書の割合（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「発注元から提示される仕様書またはそれに相当するドキュメント（以下、仕様書）の内容が
曖昧な場合がありますか（「曖昧」とは、情報が不足していたり、矛盾を含むことを言います。以下同
様）」に対する回答]
選択肢

回答数

構成割合

60%以上のプロジェクトで見られる

140

45.0%

30～59%のプロジェクトで見られる

108

34.7%

10～29%のプロジェクトで見られる

53

17.0%

0～9%のプロジェクトで見られる

10

3.2%

311

100%

計

まずユーザー企業についてみると、少なくとも次の２つの原因が考えられる。
①

ユーザー企業に十分な IT スタッフのキャパシティがないため。そのため、大手ソフ
トウェア企業が厳密な仕様書を提出しても、それをチェックできない。同様に、設
計段階で業務系アプリケーションを含むシステムの全体像をプランし、理解するキ
ャパシティがユーザー企業にないこともあげられる

②

ユーザー企業が一般に自分たちの業務のやり方、企業文化に業務アプリケーション
を合わせることを強く要求するため。標準化よりも独自のものが求められる傾向に
あり、パッケージソフトウェアを用いても、カスタマイズの部分が大きくなる。こ
れは標準化に沿った要求ではないため、自然と仕様書で記述しなければならない要
求が大量となり、曖昧になる傾向が高くなる。また、ユーザー企業はそのアプリケ
ーションを自分たちの業務に合わるたがるため、仕様書の詳細を明確にすることを、
開発過程のできるだけ後まで引き延ばし、
（第一番目の理由もあり）下流工程になっ
てはじめて見えてくる結果に基づいて、その詳細を決定したり調整したりしようと
する

上記２つの理由によって仕様書が曖昧で不完全であるだけでなく、必然的に仕様書の変更も多い
ことになる。大手ソフトウェア企業については、少なくとも次の３つの理由が考えられる。
①

仕様書を明確にしようとすることに対するインセンティブが低いため。大手ソフト
ウェア企業にとって、開発開始後になってユーザー企業から仕様変更を含む様々な
要求がくるのであれば、最初から仕様書をしっかり記述するインセンティブが働か
ない。ユーザー企業側にしっかり記述した仕様書をチェックしたり、評価したりす
るキャパシティがないのであれば、なおさらそのインセンティブは働かない

②

大手ソフトウェア企業における仕様書作成のキャパシティが低下しているため。図
表 2-3(e)にあるように、大手ソフトウェア企業の上流工程の開発力が低下しているこ
とが指摘されている
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③

ユーザー企業からの短納期化、低価格化要求に対応するため。企業活動がますます
IT に依存するようになり、それが企業の競争力に大きく影響するようになった。そ
れによってソフトウェア開発に対し、ユーザー企業からの短納期化や、近年の競争
激化による低価格化の要求が高まっている。そのような環境条件の下で、大手ソフ
トウェア企業は、大規模開発でしかも後で変更するかもしれない仕様書作成に多大
な時間とコストをかけることは、ますますやりにくくなっている

最後は、中小ソフトウェア企業についてである。曖昧で不完全な仕様書によって一番しわ寄せが
くるのはコーディング等の最終的な製造工程を担当する中小ソフトウェア企業なので、中小ソフト
ウェア企業自身が、そのような仕様書を最初に望むとは考えにくい。しかし、そのような仕様書に
対応することが大手ソフトウェア企業から求められ、それに対応することで大手ソフトウェア企業
からの受託が可能となるのであれば、自然とそれに適応することになる。その結果が二次的な原因
としてループすることになる。このような適応の背景には日本の文化的な要素があるものと考えら
れるが、とにかく受託側がそれに対応できる能力や体制を備えることで、曖昧で不完全な仕様書に
基づく開発を強化することになるのである。
開発者向けアンケートの別の質問に対する回答においても、上記の議論を支持するデータがある
ので、それを図表 2-5 で紹介したい。これは、大手ソフトウェア企業（元請け）からの仕様書が曖
昧である理由として該当するものすべてにチェックしてもらうという質問である。選択肢として用
意されたものには限りがあるが、その中でみていくと、中小ソフトウェア企業のメリットが原因と
なっている (f)(g)の選択率は 8%以下で、ほとんど選択されていない。それに比べて、特に元請け（大
手ソフトウェア企業）が原因としている(a)の選択率は 49.2%も選択されている。またユーザー企業
を原因とする(b)(d)の選択率も、それぞれ 48.9%、32.2%と比較的高い値を示している。
もう一つ興味深いことは、明確な理由でないにもかかわらず (c)「習慣でそうなっている」が
35.7%選択されているということである。このような仕様書が前提になって開発が進めることが、
自然に受け入れられているのである。そのことをさらに示すための開発者向けアンケート結果を図
表 2-6 に掲載する。開発者側、特に下流工程の開発者側では、完全な仕様書を前提とする選択(a)
よりも、むしろ曖昧で不完全な仕様書に基づきその曖昧な内容を開発の中で補足していく方法（選
択(b)）が支持されている。このような曖昧で不完全な仕様書に基づいて開発する慣行が構造的に埋
め込まれてしまったと言ってもよいだろう。
２．４では、このような曖昧で不完全な仕様書にどう対応してソフトウェアを開発しているのか
ということを説明することにする。
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図表 2-5 仕様書が曖昧である理由（開発者向けアンケートの結果、複数選択、有効回答数 311）
[質問文「発注元が、「元請等の開発企業」である場合、仕様書が曖昧であるのはどうしてだと思いま
すか」に対する回答]
選択肢

回答数 選択率

(a) 発注元が、仕様書を曖昧なく記述する能力がないため

153

49.2%

(b) ユーザー企業が、発注内容を明確にする能力がないため

152

48.9%

(c) 習慣でそうなっているため

111

35.7%

(d) ユーザー企業が発注内容を変更しやすくするため

100

32.2%

(e) 発注元が原因で、設計内容を変更しやすいようにするため

84

27.0%

(f) 御社自身の開発のしやすさを発注元が考慮しているため

25

8.0%

9

2.9%

(g) 御社側が要求してそうなっているため

図表 2-6 仕様書の利用の仕方（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「発注元からの要求や指示を理解する上で、背景情報や根拠の説明がどのように与えられると
よいですか」に対する回答]
選択肢
(a) 仕様書に全て明記する
(b) 仕様書に加えて発注元が直接補足説明する場をもつ
(c) 仕様書は用いず、全て発注元が直接説明する
計

回答数 構成割合
80

25.7%

221

71.1%

10

3.2%

311

100%

２．４ 曖昧で不完全な仕様書に基づく開発
曖昧で不完全な仕様書に基づく開発は、中小ソフトウェア企業によって非常に多くの部分が支え
られている。下流工程の開発が進み、アプリケーションの形がある程度見えてくると、それを見た
ユーザー企業はさらに詳細な情報や変更要求を大手ソフトウェア企業に提示し、仕様書に反映させ
る。その更新された仕様書に対応して下流工程を担当する中小ソフトウェア企業は、現在の開発内
容を調整する。しかも、中小ソフトウェア企業は、このような仕様書を受身で受け入れて開発して
いるのではない。図表 2-7 のアンケート結果が示すように、その曖昧さや不完全さに対して非常に
主体的に対応しているということがわかる。選択肢(a)の選択率が 74.6%と圧倒的高く、大手ソフト
ウェア企業に対して提案をするスタイルが、(b)や(c)のように単純に質問したり、曖昧な仕様書をそ
のまま受け入れたりするより一般的となっている。図表 2-7 に加えて、図表 2-8 の結果も、そのこ
とを強く支持している。図表 2-8 (a)「曖昧な部分を御社の方から発注元にフィードバックしたり、
その内容を提案したりする」と「(b)開発を始める段階で、発注元との間で、設計内容の曖昧な部分
はどこかをお互いに確認してから開発を始める」に該当するという回答が多いということは、中小
ソフトウェア企業が上流工程のために多くの情報を提供し、上流工程の設計に深く関わっているこ
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とを示している。
図表 2-7 仕様書の不明さに対する対応（（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「仕様書に関して不明な点がある場合、どうしますか」に対する回答]
選択肢
1

回答数

自分たちでその解釈や提案を用意して発注元に確認する

232

74.6%

74

23.8%

3

1.0%

2

0.6%

311

100%

自分たちでその解釈や提案を用意せずに発注元に質問し、判断を任

2

せる
発注元に確認や質問はせずに、自分たちで独自にそれを解釈・判断

3

して作業を継続する

4

その他
計

構成割合

図表 2-8 曖昧な仕様書に対する対応（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
質問文「発注元からの発注内容や仕様書が曖昧である場合、以下に該当することがありますか」に対
する回答。実際のアンケートの選択結果の内の「非常によく該当する」
「時々該当する」を「該当する」
、
「あまり該当しない」と「まったく該当しない」を「該当しない」
）に分類して示している 上段：回答者数
下段：構成割合

選択肢

該当する

どちらでも
ない

該当しない

(a)

曖昧な部分を御社の方から発注元にフィードバック
したり、その内容を提案したりする

249
(80.1%)

54
(17.4%)

8
(2.6%)

(b)

開発を始める段階で、発注元との間で、設計内容の
曖昧な部分はどこかをお互いに確認してから開発を
始める

198
(63.7%)

75
(24.1%)

38
(12.2%)

このような曖昧で不完全な部分は、上流工程からのトップダウンの情報だけでなく、下流工程か
らボトムアップに発生する情報が、組み合わされることによって解消されていく。それが可能であ
るのは、少なくとも中小ソフトウェア企業側に、以下の(D1)(D2)の能力が備わっているからだと考
えられる。
(D1）中小ソフトウェア企業は、不十分に記述された仕様書の行間を読み、その内容を解釈する。
その解釈には、そのアプリケーションが対象とする業務知識や過去の開発知識が用いられ、
上流工程で何が求められているのかということを推測する
(D2) 中小ソフトウェア企業は、曖昧で不完全な仕様書の範囲で適度に開発を進め、必要になって
くると上流工程により詳細な内容を求めるか、その内容を提案したり、その内容の確定に必
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要な情報を提示したりして、
大手ソフトウェア企業との間でインタラクティブにその内容を
確定していく
(D1)については、日本人の資質や文化的な資質と言えるかもしれないが、中小ソフトウェア企業
には、大手ソフトウェア企業とのコミュニケーションやドキュメントのやり取り、そして相手のア
クションの中から、言語化されていない（明確化されていない）情報を読み取ろうとする意識や能
力が備わっていることが多い。また、ユーザー企業からの曖昧な要求に対しては、本来大手ソフト
ウェア企業が、業務知識によって補完すべきところであるが、図表 2-3(d)の結果から、その補完に
も中小ソフトウェア企業が関わっていることが推測できる。(D2) については、特に下流工程の開発
過程で、大手ソフトウェア企業と曖昧な部分を、適当なタイミングでインタラクティブに決めてい
く能力が求められる。ここで、曖昧な部分を解決するための情報がどちらから出現するかわからな
いために非同期のコミュニケーションになり、コミュニケーションの内容やタイミングが難しいの
である。このコミュニケーションの方法が下手だと大量に無駄なコミュニケーションが発生し、開
発そのものを圧迫することになる。
これらに対応することが、日本の中小ソフトウェア企業の特徴であることは、オフショア企業と
の開発と比較すると分かりやすい。日本の大手ソフトウェア企業が、海外のオフショア開発企業に
上記の(D1) (D2)に対応することを暗に求めているのだが、簡単には実現できないのである。多くの
場合、オフショア企業にとっては、(D1)のように行間を読んだり、(D2)のように適切なタイミング
で建設的なコミュニケーションを行ったりすることに非常に苦労している。特に難しいのは、下流
工程がはじまる初期の段階で曖昧さや不完全さを解消するだけでなく、開発の過程で徐々にそれを
実現するということである。
図表 2-9 刷り合わせ型開発への対応（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「発注元が、
「元請等の開発企業」である場合、以下に該当することがありますか」に対する
回答]
上段：回答者数
下段：構成割合

質問

該当する

発注元が上流工程（設計）を担当する場合、発注元は最初設
計内容をある程度曖昧（未確定）にし、開発が進むにつれ次
第にその内容を確定してゆく

166
(53.4%)

どちらでも
ない
119
(38.3%)

該当しない

26
(8.4%)

実際のアンケートの選択結果の内の「非常によく該当する」
「時々該当する」を「該当する」
、
「あまり該
当しない」と「まったく該当しない」を「該当しない」
）に分類して示している

特に(D2)の部分については、工程間の相互作用を前提とし、両工程で得られた情報とそれぞれの
開発者（チーム）がもつ知識を刷り合わせながら開発されるという意味で、刷り合わせ型開発とよ
ばれる。図表 2-9 の開発者向けアンケート結果が支持しているように、日本の中小ソフトウェア企
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業はこれに対応している。
「刷り合わせ」は製造業において部品（メーカー）間の相互調整を行うと
きに用いられていた言葉でもあるが、ソフトウェア開発では上流工程と下流工程との間の関係に用
いられている。また、製造業における「刷り合わせ」の英訳には Integral があてられているが、ソ
フトウェア開発においては Interactive があてられている。
ある調査によると日本のソフトウェア開発の 82.6%が、ウォーターフォール型による開発である
とされている 11。しかし、図表 2-9 の結果を考えると、それは多くの開発者が考える純粋なウォー
ターフォール型と言うよりも、刷り合わせ型開発がその大半を占めるものと考えられる。刷り合わ
せ型開発は、表面的にはウォーターフォール型に準拠しながら、ウォーターフォール型のメリット
である工程間の独立性を保つよりも、状況に対応しながらフレキシブルに開発をすすめていくスタ
イルとなっている。
このような開発は、中小ソフトウェア企業の柔軟な開発能力があってはじめて可能となる、と言
っても過言ではないだろう。
中小ソフトウェア企業は、
単純に下流を受託開発しているのではなく、
上流工程に積極的に関わっているのである。かつては中小ソフトウェア企業には大きな負担が強い
られる等、負の側面があるものの、ソフトウェア開発は全般的に見ると比較的安定した産業構造に
なっていた。これが次章で述べるオフショア開発等の国際化の流れによって、現在大きな影響を受
けようとしているのである。
２．５ 受託開発という視点からみた曖昧で不完全な仕様書に基づく開発
曖昧で不完全な仕様書に対応してソフトウェアの開発が進められる業界構造ができあがっている
ということは、日本のユーザー企業の細かいニーズに臨機応変に応えられるので、その競争力に貢
献しているという側面がある。しかし、その一方で、世界的な開発標準となっているウォーターフ
ォール型開発に比べて、開発には大きな負担がかかっていることも否定できない。
図表 2-10 曖昧な仕様書の影響（開発者向けアンケートの結果、複数選択、有効回答数 311）
[質問文「そのような曖昧さはプロジェクトにどのような影響を与えますか」に対する回答]
選択肢

回答数

選択率

(a)

プロジェクトの進捗が悪くなる

240

77.2%

(b)

自分たちからの質問が増える

184

59.2%

(c)

コストが増大する

183

58.8%

(d)

成果物の品質が下がる

173

55.6%

(e)

発注元担当者からの説明が増える

87

28.0%

(f)

成果物の品質が上がる

22

7.1%

(g)

影響はない

16

5.1%

選択肢の順はランダムだが、ここでは%の高いもの順にソートしている
11

日経 BP 社「日経 IT プロフェッショナル」, 7 月号(2003). あるいは以下の URL でも参照可能。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/OPINION/20030701/1/
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図表 2-10 は、開発者向けアンケートにおいて、曖昧な仕様書に基づく開発がどのような影響をも
たらすかを尋ねたもので、該当する選択肢をすべてチェックしてもらった結果である。少なくとも
その結果を見ると、コスト高に影響するネガティブな選択肢の選択率が高いことがわかる。比較の
ために与えられた選択肢(f)(g)より、ネガティブな側面（評価）である(a)(b)(c)(d)は、明らかに
大きな割合で選択されている。その負担は、この開発スタイルにおいて中核的な役割を果たしてい
る中小ソフトウェア企業に大きく圧しかかっている。
さらに問題を難しくしているのは、そのような負担が第 1 章で述べた受託開発構造の中で生じて
いるということである。そのような観点から、以下では中小ソフトウェア企業の努力を超えた
(1)(2)のような問題があることを指摘しておきたい。
(1) 契約で明示される範囲を超えた開発を請け負っている
大手ソフトウェア企業は開発中のアクシデントによるリスクを負ったり、ユーザー企業に対する
営業を行ったり、中小ソフトウェア企業に対する受託開発の分担をさせる等の役割を負っている。
しかし、メインとなる開発については、上流工程を担当するという建て前と実態は必ずしも一致し
ていない。２．４でも述べたように中小ソフトウェア企業が非常に積極的に上流工程に関与するこ
とではじめて開発が成り立っている。また、中小ソフトウェア企業は、時として契約は受託であり
ながら、開発のほとんどすべてを請け負う場合さえある。ところが、中小ソフトウェア企業は大手
ソフトウェア企業との契約上、基本的には下流工程を担当すること対して開発費を得ることになっ
ている。逆に言えば、契約上は下流工程の開発の受託であるにもかかわらず、それ以上の仕事を中
小ソフトウェア企業が請け負う仕組みになっているのである。図表 1-8 を見ると、中小ソフトウェ
ア企業が主に下流工程を担当していることが分かるが、それに加えて上流工程もかなり担当してい
ることに気づく。
ソフトウェアの開発コストは、人工（人件費と工数）が基本となって計算されるが、実際に中小
ソフトウェア企業の開発者の活動は、純粋な下流工程の工数だけでは説明できない。刷り合わせ型
開発に対応する開発プロセスの質に応じて（それに対応してアウトプットとなるソフトウェアの質
に応じて）
、
中小ソフトウェア企業の仕事内容や貢献が正当な価格やコストとして評価される枠組み
がないのである。このことは後に述べるオフショア企業との競争において非常に不利な状況になっ
ていると言える。
(2)開発にコストを根本的に抑えるには、中小ソフトウェア企業だけでは限界がある
曖昧で不完全な仕様書に基づく開発は、コスト高になる可能性（図表 2-10）を抱えていながら、
２．３で述べたように、そもそもこのような開発を行うようになった直接的な原因はユーザー企業
や大手ソフトウェア企業にある。また、計画以上に開発コストがかかる要因として手戻りがあげら
れ、それは自然に考えると曖昧で不完全な仕様書による影響が大きいと考えられるが、その手戻り
の原因（責任）の多くも、大手ソフトウェア企業あるいはそれより上流にあると見られている。図
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表 2-11 は、手戻りの原因（責任）が、中小ソフトウェア企業（自社）と大手ソフトウェア企業（発
注元）のどちらにあるかを、中小ソフトウェア企業の開発者に質問した結果である。中小ソフトウ
ェア企業に原因があるとしたのはわずかで、ほとんどが両者(52.4%)あるいは、大手ソフトウェア
企業(43.4%)にあると答えられており、手戻りの大きな原因は大手ソフトウェア企業あるというこ
とが推測できる。中小ソフトウェア企業が開発のコストダウンを行うにはこの開発スタイルの中で
はある程度限界があるのである。
図表 2-11 手戻りの原因（開発者向けアンケートの結果、有効回答数 311）
[質問文「発注元の指示により、手戻りが発生する主な原因は、発注元あるいは自社のどちらにある場
合が多いですか」に対する回答]
選択肢

回答数

(a)

発注元が原因になっている場合が多い

(b)

自社が原因になっている場合が多い

(c)

両方ともに同程度の原因がある
計

構成割合

135

43.4%

13

4.2%

163

52.4%

311

100%

このような高負担と難しい状況におかれながらも、中小ソフトウェア企業は、大手ソフトウェア
企業との長期的な関係維持を重視するためにそれを許容していると推測される。そのような中小ソ
フトウェア企業の態度を探るために行った経営者向けアンケートの結果を図表 2-12 に示す。
この質
問は手戻りに対して中小ソフトウェア企業が自分の責任以上に負担をするという仮の状況を設定し、
その理由を選択することを求めている。その結果は「(b)の発注元（大手ソフトウェア企業）との長
期的な関係を維持するため」が 54.3%と、他と比べて圧倒的に多く選択されている。このような高
負担が生じる受託開発であっても、中小ソフトウェア企業にとって大手ソフトウェア企業からの受
託開発を行っている限り、それを許容せざるを得ない状況にあるとも見える。
図表 2-12 自己負担を行う理由（経営者向けアンケート結果、有効回答数 1121）
[質問文「特に契約書などの取り決めがない場合、発注元が原因であるにもかかわらず自社負担が生じ
る最も大きな理由は何ですか」に対する回答]
選択肢

選択数

選択率

(a)

自社にも原因があるから

285

25.4%

(b)

発注元との長期的な関係を維持するため

609

54.3%

(c)

小額の負担に時間をかけなくないから

185

16.5%

(d)

その他

42

3.7%

1121

100%

計
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