データ シート

PTC Integrity による要件エンジニアリング
PTC Integrity Requirements Engineering は、製品ライフサイ

クル管理の拡張機能として開発された業界唯一の要件エンジニア
リング ソリューションです。製品開発プロセスのすべての段階
にわたって要件の追跡や変更・構成管理を行うことができます。

課題

ソリューション

要件は、製品開発ライフサイクルにおいて最も重要
な要素の 1 つです。要件が正しくない場合や十分に
周知されていない場合、システムに不備が生じます。
業界の専門家によると、ソフトウェア システム開発
プロジェクトの 80 % は、不安定な要件により危機に
直面しています。大規模な開発プロジェクトの失敗
リスクを軽減するには、要件や仕様の変更管理手順
を開発プロセス全体に組み込むことが極めて重要で
す。しかし、既存の要件管理ソリューションのほと
んどは、実際のソフトウェア開発プロセスに組み込
んで使用できるようには設計されていません。つま
り、顧客、製品マネージャ、システム / ソフトウェア
/ ハードウェア エンジニアなど、製品に関わるすべて
の関係者のコラボレーションを促進するようにはで
きていないのです。

こうした課題を解決する要件エンジニアリング
ソリューションは、システム、ソフトウェア、ハード
ウェアの要件の唯一の正しい情報源を提供し、ライフ
サイクル全体に渡るトレーサビリティを実現する事に
より、コラボレーションと効率化を促進する必要があ
ります。

今日の製品開発組織の多くに必要なのは、ライフサイ
クル全体のトレーサビリティを維持しながら、増加す
る製品バリエーションの適切かつ効率的な再利用を
可能にする要件ソリューションです。製品開発組織
にこうした機能を提供できる要件エンジニアリング
ソリューションは、今日の市場に他に存在しません。
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PTC Integrity Requirements Engineering は、完全
統合型のアプローチを提供します。このアプローチ
では、PTC Integrity Requirements Engineering は、
完全統合型のアプローチを提供します。このアプロー
チでは、要件は、単一の製品内、または、プロダクト
ファミリーやは派生製品群において、継続的に関連付
けられる必要がある、設計、開発、テスト、配布と
いった製品ライフサイクルの各段階の第 1 ステップと
して位置付けられています。他社の要件管理ソリュー
シ ョ ン と は 異 な り、PTC Integrity Requirements
Engineering はサイロ化された、独立した単体のツー
ルではありません。
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PTC のソリューションにより、Integrity の柔軟性と
機能性に優れるプロセスおよびワークフロー エンジン
は、さらに強力なものとなります。PTC は、要件を柔
軟に作成、承認できるツール環境での統合変更管理に
加え、要件の再利用や永続化、バージョン管理、ベー
スライン設定の機能を提供するなど、業界で最も積極
的に要件管理をサポートしています。

• エンジニアリング担当の経営幹部は、最終製品お

• 開発および品質保証マネージャは、製品開発ライフ

サイクル全体を通じて効果的にリスク管理を行い、
必要に応じて要件の設計やテストを変更することが
できます。

• 製品マネージャは、要件の再利用によって生産性と

効率性の向上を実現し、プロジェクトのスケジュー
ルや市場投入までの時間を短縮することができ
ます。

よびサービスが顧客のニーズを直接的に満たすこ
とができるようにすることで、顧客とのつながり
を深め、優れた開発効率を達成できます。

• エンジニアは要件の変更に関する通知をリアルタイ

• 要件エンジニアは、ドキュメント ビュー、リスト

• 経営幹部は、各種の指標やリアルタイムのステータ

ビュー、階層ビューなどのユーザーインタフェース
をとおして、または、Microsoft Word や Excel な
ど一般的なビジネス ツールを利用して、すばやく
要件を策定し、開発チームへ自動的に伝達すること
ができます。

ムで受け取り、自分の設計作業を製品およびシステ
ムの要件に直接戻すことができます。
ス レポート、ダッシュボードを使用してプロジェ
クトの進捗状況を確認できます。

• 製品ライフサイクルに関与する各チームは、効果的
にコラボレーションを行い、緊密にコミュニケー
ションを図ることができます。これは、唯一の要件
エンジニアリング プラットフォームを使用し、統
合されたプロセスによって実現されます。

ドキュメント ビューは、構造化やリッチ テキスト、表、インライン画像を含む、コンテキストベースの要件オーサリング
をサポートしています。
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機能とメリット

• 統合された要件変更管理により、個々の要件やド

キュメントはそれぞれ独立したライフサイクル パ
スに沿って管理することが可能になります。許可さ
れた要件は変更やブランチ作成を行うことができ、
PTC Integrity はそれらすべての変更の完全な監査
証跡を保持します。

• ドキュメント ビューとリッチテキストがサポート

されているため、要件エンジニアは、リスト ビュー
や階層ビューに加え、慣れ親しんだドキュメント
ビューで要件を策定できます。

• 要件の再利用と永続化により、並行開発といった場
面で、要件のグループを関連付けたり、再利用した
りできます。

• 要件のバージョン管理とベースライン設定機能が用

意されており、要件やドキュメントの履歴にチェッ
クポイントを設定したり、ベースラインに従ってシ
ステムを運用したり、ベースラインに基づいて新し
い要件を策定したりできます。

• 要件に関連付けられたプロセス実施機能により、
要件が満たされるまで機能の開発とテスト計画の
準備を制限し、プロジェクトのスケジュールをロッ
クできます。豊富に用意されたオープン API を利
用して、既存のエンタープライズ システムと統合
することも可能です。

• 競合解決機能を搭載しているため、複数のユーザー
が 1 つの項目や要件ドキュメントを同時に編集でき
ます。競合があった場合、編集の送信時に変更箇所
が通知され、競合を解決できます。

• 複数のドキュメントや要件の各レベルをシームレ

スかつ対話的に行き来し、機能や仕様、割り当てタ
スク、テストや配布に関する作業を設計できます。
また、関連するソース コードの変更とともに作業
を確認することもできます。どちらも 1 つのシス
テム、1 つのユーザー インタフェースで行うこと
ができます。

PTC Integrity では、要件からソース コードまでの関連をトレース事が可能となり、要件から後工程全体が追跡する
ことができます。
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• 強力なクエリー、グラフ作成、レポート、ダッシュ

ボード機能が用意されています。これにより経営陣
は、要件の達成状況やプロジェクトの状態を把握で
きます。またユーザーは、システムから直接データ
を掘り下げ、要件の変化や再作業などの主要な評価
指標をモニタリングすることができます。

• ソース コードからドキュメント、テスト計画に至
るすべての開発成果物を該当の要件に直接関連付け
ることができるため、高いトレーサビリティを実現
できます。これは、監査を受ける必要のある企業に
とって大きな意味があります。

• ビジネス ユーザーや開発者は、要検討リンク フラ
グ、電子メールによる自動通知、レポートの各機能
により、要件に対する変更とそれによって生じる可
能性のある影響についての通知を受けることができ
ます。

• ビジネス ユーザーやプロジェクト マネージャは、
履歴レポートを使用して、1 つの要件やドキュメン
ト、プロジェクトの変更履歴を時系列で確認でき
ます。

• 要件の階層化機能により、要件の論理的な体系化や

トレーサビリティをもたらし、要件の変更がもたら
す影響の評価を行うことができます。

• 承認サイクルが組み込まれた柔軟かつ強力なワーク

フロー機能により、許可された担当者以外による要
件の変更や追加を防止できます。

PTC Integrity 事業所
北米

+1 800 613 7535

英国

+44 (0) 1252 453 400

ドイツ

+49 (0) 711 3517 750
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+65 6830 8338
日本

+81 3 5422 9503

詳細については、PTC.com/product/integrity をご覧
ください。
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• Microsoft Word や Microsoft Excel と統合されて

おり、これらのツールで定義したビジネスベースの
要件をすばやく変換して PTC Integrity のリポジト
リにインポートできます。
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