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BABOK を活用したチェックシートによる RFP 評価
の試み
斉藤 篤史，伊藤恵
受託開発では，ユーザ企業が作成した RFP を基にベンダ企業がシステムを開発する場合がほとんどである．しかし，
IT に精通していないユーザ企業も多く存在することから，RFP もベンダ企業に作成を依頼するケースが多い．そう
いった要因から要求を網羅することが難しくなり，要求漏れが発生してしまい，ユーザ企業が意図しないシステムが
開発されてしまう．一方，上流工程で要求を網羅，整理するためのビジネスアナリシスを知識体系化した BABOK
がある．BABOK は RFP 作成の一助となり得るが，ユーザ企業の中で RFP 作成の際に，BABOK を活用するに
至ってないケースが多い．本研究では，この BABOK を活用して RFP に記載されている内容を評価するチェック
シートを作成し，実験を通じてその有効性を評価する．これによって記載内容の不備を発見でき，BABOK の導入
障壁が下がる効果が期待される．

In almost all of contract-based software development, vendor company develops software based on RFP
made by user company. However, vendor company not only develops software but also make RFP because
almost user companies are not familiar with IT well. That is why to cover requests is diﬃcult, then software
that user company does not intend is developed. On the other hand, BABOK, guide to business analysis
body of knowledge, is published to organize requests in upper processes. BABOK may be helpful in creating
RFP, but user companies do not use BABOK when they make RFP. So this study makes check sheet based
on BABOK to evaluate the contents described in RFP. In addition, this study evaluates eﬀectiveness of
check sheet throughout experiments. By the check sheet, lack of description in RFP are easily discovered
and the barrier of introduction of BABOK can be lowered.
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3. 3 チェックシートの作成

これらの項目は 4 つの要求について触れており，
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4 実験
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4. 1 実験題材
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実験で使用する RFP の題材として，過去の PBL

• ビジネス要求に則したステークホルダー要求は
記されているか

• ビジネス要求に則したソリューション要求 (機能

で作成された，あるプロジェクトの RFP を題材に，
本研究で作成したチェックシートを基に RFP の評価
を行う．このプロジェクトは，ある地方自治体の公共

• 不備でない部分を誤って検出しないか
• 誰が評価しても同じ傾向の評価の結果になるか
• RFP を評価する際にこのチェックシートが評価
に導入しやすいか
などの項目が挙げられる．これらの項目をまとめ
アンケート形式にし，被験者が RFP 評価を終えた後
に，チェックシート自体の評価をアンケートで回答し
てもらう予定だ．

4. 4 期待される効果
チェックシートによる RFP の記載内容を評価する
図1
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ことで，RFP の記載不備を発見でき，BABOK の導
入障壁が下がる効果を期待している．

施設の予約システムの構築を行うものであった．実験
題材ではこの RFP を含め，最大 4 つの RFP を用意

5 おわりに

する予定だ．

5. 1 まとめ
チェックシートの作成に当たり，まずは，BABOK

4. 2 実験内容

の知識領域の 1 つである「要求のマネジメントとコ

本研究で作成するチェックシートを用いて実際の

ミュニケーション」の「要求パッケージの準備」のタ

RFP の記載内容を評価する．評価実験では，被験者

スクを主軸として作成していくことにした．しかし，

として，過去に PBL 経験のある者最大 10 名で行う予

今回紹介したチェックリストだけでは詳細な項目をカ

定だ．実験の内容は被験者に，題材として扱う RFP

テゴリ分けする指針にはなりうるが，詳細な項目とし

を本研究で作成するチェックシートと照らし合わせ

ての活用は難しく感じる．今後は他の知識領域も分析

ながら読んでもらい，その都度そのチェックシートで

して RFP のチェックに必要な項目を決定しチェック

RFP を評価してもらう．被験者全員が全ての RFP

シート項目に盛り込み，実験を行いながら実際にその

を評価した際に，それぞれの RFP が被験者によらず

有効性を実証していく．

同じ傾向の評価を示せば，チェックシートによる有効
性の妥当性を計ることができると考える．

4. 3 チェックシートの評価基準
実験によってチェックシートの有効性の妥当性を評
価するがチェックシートの評価基準として，

• RFP の記載内容の不備を十分に検出できるか
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