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工程工程工程工程 ドキュメントドキュメントドキュメントドキュメント 備考備考備考備考

要件定義要件定義要件定義要件定義 要件定義書
ユースケース図 （省略）
ユースケース （省略）

外部設計外部設計外部設計外部設計 業務フロー （省略）
ER図
テーブル定義書
画面機能概要
画面レイアウト （省略）

内部設計内部設計内部設計内部設計 画面遷移図
画面仕様書（項目説明書）
プログラム設計書 （省略）

単体テスト単体テスト単体テスト単体テスト 単体テスト仕様書／報告書 未作成

結合テスト結合テスト結合テスト結合テスト 結合テスト仕様書／報告書 未作成

ビデオレンタルシステム

基本設計書

目次・概要 形式形式形式形式

更新日更新日更新日更新日作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目

更新者更新者更新者更新者

1.0

○○

VerVerVerVer

yyyy/mm/dd

結合テスト結合テスト結合テスト結合テスト 結合テスト仕様書／報告書 未作成

総合テスト総合テスト総合テスト総合テスト 総合テスト仕様書／報告書 未作成



Ⅰ　想定顧客Ⅰ　想定顧客Ⅰ　想定顧客Ⅰ　想定顧客
・業種 レンタルビデオ店（チェーン展開無）
・主要業務 会員管理・商品管理・貸出管理
・従業員 1人～10人

Ⅱ　システム導入の目的Ⅱ　システム導入の目的Ⅱ　システム導入の目的Ⅱ　システム導入の目的
・データの集中管理 現在、帳票ベースで管理している全てのデータをデータベースで一元管理する。
・通常業務の効率化 通常業務を遂行する上で、アルバイト店員にも簡単で覚えやすい操作をシステムで実現することにより、通常業務の効率化を計る。
・会員データの公開 会員自身でも自分のデータをWeb上で確認できるようにする。今後、Webサイトで新着情報やおすすめ情報等を公開して顧客の囲い込みを図ることも想定する。

Ⅲ　要件内容Ⅲ　要件内容Ⅲ　要件内容Ⅲ　要件内容
・会員管理（店員用）

ⅰ）　ビデオ貸出を希望する場合は、顧客が店舗に来店し、身分確認を行ったうえで入会手続きを行う。　
ⅱ）　身分確認は、運転免許証、健康保険証、その他のいずれかで行う。
ⅲ）　入会申込時は基本情報を記入してもらう。　【姓、姓カナ、名、名カナ、生年月日、郵便番号、住所、電話番号、パスワード（ログイン用）】
ⅳ）　会員登録後、会員証を顧客に発行する。会員有効期限は1年間とする。更新時は本人が来店し、店員が更新処理を行う。自動更新とはしない。

有効期限更新日は有効期限の日を設定する
ⅴ）　店員はシステムを利用するために店員IDとパスワードによる認証が必要。
ⅵ）　店員はシステムを利用して、会員情報の登録、参照、変更、削除が可能。また特定の会員を検索するためのキーワード検索も可能。

・会員管理（会員用）
ⅰ）　会員はインターネットからブラウザを使用して、自身の情報の照会が可能。照会可能情報は、基本情報、レンタルしているビデオ情報（延滞も含む）。
ⅱ）　会員がシステムを利用するためには、会員IDとパスワードによる認証が必要。

・商品管理
ⅰ）　店員は、商品情報の登録、参照（検索）、更新、削除が可能。
ⅱ）　管理する商品情報は、商品コード、タイトル、媒体（ビデオ、DVD、CD）、カテゴリ、メーカーとする。 ※2009/8/17修正　＠島田　媒体管理削除（DVDのみの為）　メーカー管理削除

項目項目項目項目

更新者更新者更新者更新者

1.0

○○

VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

基本設計書

要件定義書 形式形式形式形式

更新日更新日更新日更新日

ⅱ）　管理する商品情報は、商品コード、タイトル、媒体（ビデオ、DVD、CD）、カテゴリ、メーカーとする。 ※2009/8/17修正　＠島田　媒体管理削除（DVDのみの為）　メーカー管理削除
ⅲ）　在庫情報も管理する。

・貸出管理
ⅰ）　店員は登録会員の貸出情報をシステムを利用して登録する。
ⅱ）　貸出料金は貸出期間に応じて設定する。但し、新作、旧作の区別は無し。

当日：￥100　　一泊二日：￥200　　七泊八日：￥300
ⅲ）　返却予定日を超えた場合は、延滞扱いとし、一日につき一律300円を徴収する。
ⅳ）　延滞日数が一定期間（10日）を超えた場合には、ワーニング（警告）を出す。
ⅴ）　貸出中の商品が返却された場合は、返却処理を行う。

Ⅳ　現行システムの内容Ⅳ　現行システムの内容Ⅳ　現行システムの内容Ⅳ　現行システムの内容

・現行システムは無

Ⅴ　システム化のスケジュールⅤ　システム化のスケジュールⅤ　システム化のスケジュールⅤ　システム化のスケジュール

・第一フェーズとして会員管理（店員用）を作成し、運用する。

・その後、商品管理→貸出管理→会員管理（会員用）と拡張していく。



*会員ID
*姓
*姓カナ *カテゴリーコード
*名 *カテゴリー
*名カナ
*生年月日 *タイトルID
*郵便番号 *タイトル
*都道府県  商品コード
*区市町村 *カテゴリーコード（FK）
*町名番地  出演
*市外局番
*市内局番
*局番 *料金コード
*パスワード *貸出日数
*身分証明書種類フラグ *料金
*入会日
 更新日
*削除フラグ

*店員ID

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者

貸出貸出貸出貸出

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目

更新者更新者更新者更新者

貸出明細貸出明細貸出明細貸出明細会員会員会員会員

1.0

○○

VerVerVerVer

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

データベース設計書

ER図 IDEF1X形式形式形式形式

更新日更新日更新日更新日

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

タイトルタイトルタイトルタイトル

店員店員店員店員

料金料金料金料金

在庫在庫在庫在庫

商品管理商品管理商品管理商品管理

会員管理会員管理会員管理会員管理

*貸出番号（FK)

*明細番号

*タイトルID（FK)

*ストック番号（FK)

*料金コード（FK)

*貸出料金

延滞料金

*タイトルID（FK)

*ストック番号

*貸出番号

*会員ID（FK)

*店員ID（FK)

*貸出日

*店員ID
*姓
*姓カナ
*名

*都道府県コード *名カナ
*都道府県名 *パスワード

都道府県都道府県都道府県都道府県

商品管理商品管理商品管理商品管理

会員管理会員管理会員管理会員管理

*貸出番号（FK)

*明細番号

*タイトルID（FK)

*ストック番号（FK)

*料金コード（FK)

*貸出料金

延滞料金

*タイトルID（FK)

*ストック番号

*貸出番号

*会員ID（FK)

*店員ID（FK)

*貸出日



更新者更新者更新者更新者

形式：「9999999」（ハイフン無し）

PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT

〇

備考
〇 〇

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 会員[member]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

会員ID mem_id

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

lastname VARCHAR(30)
VARCHAR(8)

エンティティ名 テーブル名
会員 member

属性名

姓
姓カナ lastkana VARCHAR(60)

形式：「00000009」　システム自動採番
カラム名 型

〇
〇

名 firstname VARCHAR(30) 〇

生年月日 birthdate DATE 〇 形式：「yyyy-mm-dd」
名カナ firstkana

郵便番号 zip VARCHAR(7)

〇VARCHAR(60)

区市町村 addr2 VARCHAR(30) 〇
都道府県コード addr1

町名番地 addr3 VARCHAR(100)

〇VARCHAR(10)

〇 建物名含む
市外局番 tel1 VARCHAR(4) 〇

局番 tel3 VARCHAR(4) 〇
市内局番 tel2

入会日 apply_date DATE

〇VARCHAR(4)

〇 形式：「yyyy-mm-dd」
更新日 update_date DATE 〇 形式：「yyyy-mm-dd」 ※有効期限を更新した日

「1」=退会会員削除フラグ del_f 〇 0INTEGER

「0」=運転免許証　「1」=健康保険証　「9」=その他身分証明書種類フラグ id_f INTEGER 〇
〇 半角英数(20文字以内） / DB格納値はMD5値パスワード pass VARCHAR(32)

備考
・会員情報を管理するマスタ系テーブル
・会員退会時は、物理削除せずに論理削除とする（削除フラグを１に更新する）。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字

ｙｙｙｙ … 西暦4桁

mm … 月



形式：「09」
カラム名 型

〇pre_name VARCHAR(10)
VARCHAR(2)

属性名

都道府県名
都道府県コード pre_cd

エンティティ名 テーブル名
都道府県 prefecture

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 都道府県[prefecture]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

備考
・都道府県名を管理するマスタ系テーブル
・画面表示用のみのテーブル。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



パスワード pass VARCHAR(32) 〇 半角英数(20文字以内） / DB格納値はMD5値
名カナ firstkana VARCHAR(60) 〇
名 firstname VARCHAR(30) 〇
姓カナ lastkana VARCHAR(60) 〇

形式：「009」　システム自動採番
カラム名 型

〇lastname VARCHAR(30)
VARCHAR(3)

属性名

姓
店員ID clerk_id

エンティティ名 テーブル名
店員 clerk

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 店員[clerk]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

備考
・店員情報を管理するマスタ系テーブル
・店員レコード削除時は物理レコードを削除する。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

ビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 タイトル[title]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

エンティティ名 テーブル名
タイトル title
属性名

タイトル
タイトルID title_id 形式：「00000009」　システム自動採番

カラム名 型

〇title VARCHAR(100)
VARCHAR(8)

UNIQUE制約　店舗管理用コード（JANコード使用可）

カテゴリコード ctg_cd VARCHAR(3) 〇 FK(category/ctg_cd)
商品コード item_cd

主演 actor VARCHAR(100)

VARCHAR(13)

備考
・商品のタイトル情報を管理するマスタ系テーブル
・同一タイトル1つに対して1レコード存在する。
・貸出商品一つ一つの情報（在庫情報等）に関しては別テーブル管理。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

ビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 在庫[stock]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

エンティティ名 テーブル名
在庫 stock

属性名

ストック番号
タイトルID title_id FK(title/title__id)

カラム名 型

〇 〇 形式：「009」　システム自動採番stock_no VARCHAR(3)
VARCHAR(8)

「0」=在庫中　「1」=貸出中　「9」=その他在庫状況 stock_state 〇 0INTEGER

備考
・貸出商品情報と在庫を管理するテーブル。
・一つのタイトルに対して「001」～「999」までのストック番号を持つことが可能。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

ビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 カテゴリー[category]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

エンティティ名 テーブル名
カテゴリー category

属性名

カテゴリー
カテゴリーコード ctg_cd 形式：「009」　　※2009/8/17修正　＠島田　カラム名変更

カラム名 型

〇category VARCHAR(40)
VARCHAR(3)

備考
・カテゴリー情報を管理するマスタ系テーブル 形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



当日、一泊二日、七泊八日のみ
料金 rate INTEGER 〇

形式：「09」
カラム名 型

VARCHAR(2)
貸出日数 days VARCHAR(10) 〇

属性名
料金コード rate_cd

1.0

〇

エンティティ名 テーブル名
料金 rate

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 料金[rate]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇

備考
・貸出料金情報を管理するマスタ系テーブル 形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字



PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT 備考
〇 〇

ビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 貸出[lend]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

エンティティ名 テーブル名
貸出 lend

属性名

会員ID
貸出番号 lend_no 形式：「0000000009」　システム自動採番

カラム名 型

〇 FK(member/mem_id)mem_id VARCHAR(8)
VARCHAR(10)

FK(clerk/clerk_id)　※2009/8/17修正　＠島田　型変更
貸出日 lend_date DATE 〇 形式：「yyyy-mm-dd」
店員ID clerk_id 〇VARCHAR(3)

備考
・貸出情報を管理するトランザクション系テーブル
・1回の貸出につき1レコードを保持する。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字

ｙｙｙｙ … 西暦4桁

mm … 月



「0」=貸出中　「1」=返却済　「9」=その他貸出状況 lend_state INTEGER ○
返却完了日 return_date DATE
延滞料金 arrearage INTEGER

○ FK(title/title_id)

○
○ FK(rate/rate_cd)

VARCHAR(10)

タイトルID title_id VARCHAR(8)

貸出料金 lend_rate INTEGER

lend_detail

FK(lend/lend_no)
カラム名 型

○ ○ 形式：「009」　システム自動採番detail_no VARCHAR(3)

作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

属性名

明細番号
貸出番号 lend_no

エンティティ名 テーブル名
貸出明細

更新日更新日更新日更新日

更新者更新者更新者更新者

1.0

システム名システム名システム名システム名

タイトルタイトルタイトルタイトル

項目項目項目項目 VerVerVerVer

作成日作成日作成日作成日

備考
○ ○

ビデオレンタルシステム

データベース設計書

テーブル定義書 貸出明細[lend_detail]テーブル名テーブル名テーブル名テーブル名

料金コード rate_cd VARCHAR(2)

形式：「yyyy-mm-dd」

PRAIMARY KEY NOT NULL DEFAULT

○ FK(stock/stock_no)ストック番号 stock_no VARCHAR(3)

備考
・貸出明細を管理するトランザクション系テーブル
・貸出商品1つに付、1レコードを保持する。

形式

0 … 0うめの数値

9 … 半角数字

ｙｙｙｙ … 西暦4桁

mm … 月



会員詳細 会員情報の詳細情報を表示

会員一覧 検索結果一覧を表示

検索フォーム 会員情報の検索条件入力

登録完了 会員登録完了のメッセージを表示

G011

退会確認 退会処理の確認メッセージを表示し確認を促すG012

G003 登録フォーム 新規会員の情報入力

G004

G005

G002 各種メニューを表示

○○

メインメニュー

1.0
機能名機能名機能名機能名
画面ID画面ID画面ID画面ID

画面機能概要（基本機能）

G001

yyyy/mm/dd 更新日更新日更新日更新日
更新者更新者更新者更新者

作成日作成日作成日作成日
作成者作成者作成者作成者

画面ID画面ID画面ID画面ID

システム名システム名システム名システム名 ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）機能

画面名画面名画面名画面名

機能概要機能概要機能概要機能概要画面名画面名画面名画面名

VerVerVerVer

ログイン

登録確認

ユーザ認証のためのユーザ情報入力画面

入力された登録情報を表示し確認を促す

備考備考備考備考

退会完了 退会処理完了のメッセージを表示

更新フォーム 会員情報の更新データ入力

更新確認 入力された更新データを表示し確認を促す

更新完了 会員情報更新完了のメッセージを表示

G013

G006

G007

G008

G009

G010

備考欄



ログイン失敗ログイン失敗ログイン失敗ログイン失敗

　ログイン成功　ログイン成功　ログイン成功　ログイン成功

画面遷移図（会員管理（店員用））

VerVerVerVer

システム名システム名システム名システム名
機能名機能名機能名機能名
画面ID画面ID画面ID画面ID

更新日更新日更新日更新日
更新者更新者更新者更新者

作成日作成日作成日作成日
作成者作成者作成者作成者

2006/6/12ビデオ・CD・DVD貸出管理システム
会員管理（店員用）機能 ○○

1.0

yyyy/mm/dd

画面名画面名画面名画面名

G001G001G001G001

ID

PASS

ログインログインログインログイン

ログイン

G003G003G003G003

姓

名

登録フォーム登録フォーム登録フォーム登録フォーム

確 認
……

G004G004G004G004

姓

名

登録確認登録確認登録確認登録確認

登 録
……

G006G006G006G006

ID

氏名

検索フォーム検索フォーム検索フォーム検索フォーム

検 索

……

G007G007G007G007

会員一覧会員一覧会員一覧会員一覧

G005G005G005G005

登録完了登録完了登録完了登録完了

「…」の登録が完

了しました。

G008G008G008G008

ID

氏名

会員詳細会員詳細会員詳細会員詳細

更新

……
退会

姓

名

更新フォーム更新フォーム更新フォーム更新フォーム

姓

名

更新確認更新確認更新確認更新確認 更新完了更新完了更新完了更新完了

「…」の更新が完

了しました。

G002G002G002G002

会員登録

会員検索

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

……
ログアウト

G002G002G002G002

新規登録

会員検索

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

……
ログアウト

・エラー時にはそれぞれエラー画面へ遷移するものとする。
備考欄

G001G001G001G001

ID

PASS

ログインログインログインログイン

ログイン

G003G003G003G003

姓

名

登録フォーム登録フォーム登録フォーム登録フォーム

確 認
……

G004G004G004G004

姓

名

登録確認登録確認登録確認登録確認

登 録
……

G006G006G006G006

ID

氏名

検索フォーム検索フォーム検索フォーム検索フォーム

検 索

……

G007G007G007G007

会員一覧会員一覧会員一覧会員一覧

G005G005G005G005

登録完了登録完了登録完了登録完了

「…」の登録が完

了しました。

G008G008G008G008

ID

氏名

会員詳細会員詳細会員詳細会員詳細

更新

……
退会

G009G009G009G009

姓

名

更新フォーム更新フォーム更新フォーム更新フォーム

確 認
……

G010G010G010G010

姓

名

更新確認更新確認更新確認更新確認

更 新

……

G011G011G011G011

更新完了更新完了更新完了更新完了

「…」の更新が完

了しました。

G013G013G013G013

退会完了退会完了退会完了退会完了

「…」の退会処理

が完了しました。

G012G012G012G012

退会確認退会確認退会確認退会確認

「…」の退会処理

をしてもよろしい

はい いいえ

G002G002G002G002

会員登録

会員検索

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

……
ログアウト

G002G002G002G002

新規登録

会員検索

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

……
ログアウト



【機能概要】
●認証機能

① ログインボタン押下時、IDとパスワードが入力されているかどうか確認する。入力されていない時は、現画面にエラーメッセージを出力する。
② 入力されたIDとパスワードの組み合わせが該当テーブルに存在すれば、ログイン成功とし、メインメニュー（G002）へ遷移する。
③ 入力されたIDとパスワードの組み合わせが該当テーブルに存在しない場合は、詳細なエラーメッセージを、現画面に出力する。
　

　

【使用テーブル一覧】
・店員（Clerk)テーブル

【表示項目一覧】

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G001 ログイン画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

テキストボックス
テキストボックス
ボタン

ID
パスワード
ログイン

〇
〇

Clerk/clerk_id
Clerk/pass

5
20

半角数値・存在
半角英数字

備考

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●メニュー表示機能
① 「会員登録」メニューを表示。クリック時は、登録フォーム（G003）へ遷移する。
② 「会員検索」メニューを表示。クリック時は、検索フォーム（G006）へ遷移する。

●ログアウト機能
① 「ログアウト」ボタン押下時、現在のセッションを破棄して、ログイン画面（G001）へ遷移する。

　

【使用テーブル一覧】

【表示項目一覧】
備考

Clerk/lastname , firstname
リンク
リンク

店員名
会員登録
会員検索

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer 1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

更新者更新者更新者更新者
########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddシステム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面仕様書

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G002 メインメニュー画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日

ログアウト処理を実行ボタン ログアウト

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。
・拡張機能として、「タイトル管理」「貸出・返却」のメニューを用意し、機能を実装する。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員登録機能
① 会員登録のための各種情報を入力することができ、確認画面へ遷移することができる。
② 入力された値のチェック機能を有し、詳細なエラーメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル
・都道府県（Prefecture)テーブル

【表示項目一覧】

40 全角カタカナテキストボックス 名カナ 〇

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G003 登録フォーム画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

テキストボックス
テキストボックス
テキストボックス

姓
名
姓カナ 40

〇
〇
〇

20
20

全角カタカナ

備考

ドロップダウンリスト 生年月日（西暦年）
ドロップダウンリスト 生年月日（月）
ドロップダウンリスト 生年月日（日）
テキストボックス 郵便番号
ドロップダウンリスト 住所（都道府県） Prefecture/pre_name
テキストボックス 住所（区市町村）
テキストボックス 住所（町名番地）
テキストボックス 電話番号（市外局番）

〇

〇

〇

〇

4 存在・半角数字 現在年より100年前までの値を取得して表示
〇 2 1～12固定

2 1～31固定
〇 7 半角数字

10
〇 30

100
〇 4 半角数字

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。

メインメニューへ遷移ボタン メインメニュー

テキストボックス 電話番号（市外局番）

ラジオボタン 身分証明書

テキストボックス 電話番号（市内局番）
テキストボックス 電話番号（局番）

ドロップダウンリスト 入会日（西暦年） current_date
ドロップダウンリスト 入会日（月）
ドロップダウンリスト 入会日（日）
ボタン 確認
ボタン クリア

〇

〇

〇 4 半角数字
4 半角数字

〇 4 半角数字

0 or 1 or 9 運転免許証→Value「0」
健康保険証→Value「1」
その他→Value「9」

〇 4 存在・半角数字/現在日 現在年より100年前までの値を取得して表示

〇 2 1～31固定
〇 2 1～12固定

全ての値をリセットする
確認画面へ遷移

20 半角英数テキストボックス パスワード 〇



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員登録機能
① 新規会員用の会員IDを自動採番し、発行する。
② 前画面で入力された値を元に、全ての情報の確認画面を生成し、確認メッセージを表示する。
③ 入力された値を元に、新規会員データを登録できる。
④ 修正ボタン押下時、入力された値はそのままで全画面（G003）へ戻る。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

確認メッセージ

住所（町名番地） Member/addr3
電話番号（市外局番） Member/tel1

住所（都道府県） Member/addr1
住所（区市町村） Member/addr2

郵便番号 Member/zip
生年月日 Member/birthdate

備考

Member/lastkana

Member/lastname
Member/firstname

姓
名
姓カナ

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer 1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

更新者更新者更新者更新者
########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddシステム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面仕様書

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G004 登録確認画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日

名カナ Member/firstkana

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。

登録処理を実行
登録フォーム画面へ戻る

9の時はその他と表示、登録データは9

0の時は運転免許証と表示、登録データは0
1の時は健康保険証と表示、登録データは1

Member/apply_date

ボタン 修正

身分証明書 Member/id_f

ボタン 登録
入会日

電話番号（市内局番） Member/tel2
電話番号（局番） Member/tel3

電話番号（市外局番） Member/tel1

パスワード Member/pass



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員登録機能
① 新規会員登録処理が正常に終了した時には、完了のメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G005 登録完了画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

ボタン
完了メッセージ
メインメニュー

備考

メインメニューへ遷移

会員ID Member/mem_id

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員検索機能
① 各検索項目を使用して、会員情報の検索をすることが出来る。
② 検索項目未入力時は、会員一覧を表示する。
③ 入力された値のチェック機能を有し、詳細なエラーメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

40 全角カタカナ 部分一致検索テキストボックス 名カナ Member/firstkana

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G006 検索フォーム画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

テキストボックス
テキストボックス
テキストボックス

姓
名
姓カナ

備考

部分一致検索
部分一致検索
部分一致検索40Member/lastkana

Member/lastname

ボタン メインメニュー

全角カタカナ
Member/firstname

20
20

メインメニューへ遷移

ボタン 検索
ボタン クリア

検索処理を実行
検索項目をクリアする

8 半角数字 完全一致検索テキストボックス 会員ID Member/mem_id

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。
・拡張機能として、キーワード検索項目を増やし、様々な検索条件で検索できる機能を実装する。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員検索機能
① 検索結果の一覧を表示する。
② それぞれの会員情報の詳細画面へ遷移する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

検索フォーム画面へ戻るボタン 検索フォームへ

会員ID

該当データの会員詳細画面へ遷移

Member/tel1, tel2 , tel3
0→会員　1→退会者　
各項目をハイフンで繋げて表示

ボタン 詳細

備考

氏名
氏名カナ

Member/lastname , firstname
Member/lastkana , firstkana

Member/mem_id

会員一覧画面画面名画面名画面名画面名

電話番号

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

更新日更新日更新日更新日
更新者更新者更新者更新者

システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer

########################
作成者作成者作成者作成者

G007

会員状況 Member/id_f

○○
yyyy/mm/dd

画面仕様書

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。
・拡張機能として、ページング機能を実装する。
　＜1ページ10件までの表示として、それ以降はページングさせる。＞
・拡張機能として、一覧表示の並び替え機能を実装する。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員検索機能
① 全画面で選択された会員の詳細情報を表示する。

●会員更新機能
① 表示されている会員の更新画面へ遷移する。

●会員退会機能
① 表示されている会員の退会処理へ移ることができる。
　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

0→運転免許証　1→健康保険証　9→その他

0→会員　1→退会者

入会日 Member/apply_date

会員状況 Member/del_f
更新日 Member/update_date

電話番号 Member/tel1, tel2 , tel3
身分証明書 Member/id_f

郵便番号 Member/zip
住所 Member/add1, add2 , add3

備考
Member/mem_id
Member/lastname , firstname

値チェック/初期値桁数
会員ID
氏名
氏名カナ Member/lastkana , firstkana

作成者作成者作成者作成者 ○○
yyyy/mm/ddシステム名システム名システム名システム名

サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名
画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer 1.0

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G008 会員詳細情報画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日
更新者更新者更新者更新者

########################

生年月日 Member/birthdate

画面仕様書

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック

各項目をハイフンで繋げて表示

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。

一覧画面へ戻る
メインメニューへ遷移

該当データの更新フォーム画面へ遷移
該当データの退会確認画面へ遷移

0→会員　1→退会者

ボタン 一覧画面へ
ボタン メインメニューへ

ボタン 更新
ボタン 退会

会員状況 Member/del_f



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員更新機能
① 選択された会員の詳細情報を更新可能状態で表示する。
② 会員更新のための各種情報を入力することができ、確認画面へ遷移することができる。
③ 入力された値のチェック機能を有し、詳細なエラーメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル
・都道府県（Prefecture)テーブル

【表示項目一覧】

更新不可（出力項目） 会員ID Member/mem_id 〇 /選択された会員の情報

4 半角数字/選択された会員の情報

4 半角数字/選択された会員の情報
4 半角数字/選択された会員の情報

30 /選択された会員の情報
100 /選択された会員の情報

1～31固定
〇 7 半角数字/選択された会員の情報

10 /選択された会員の情報

4 存在・半角数字/選択された会員の情報 現在年より100年前までの値を取得して表示
〇 2 1～12固定

2

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇
テキストボックス 電話番号（市内局番） Member/tel2
テキストボックス 電話番号（局番） Member/tel3

テキストボックス 住所（町名番地） Member/addr3
テキストボックス 電話番号（市外局番） Member/tel1

ドロップダウンリスト 住所（都道府県） Member/addr1
テキストボックス 住所（区市町村） Member/addr2

ドロップダウンリスト 生年月日（日）
テキストボックス 郵便番号 Member/zip

ドロップダウンリスト 生年月日（西暦年） Member/birthdate
ドロップダウンリスト 生年月日（月）

/選択された会員の情報
/選択された会員の情報
全角カタカナ/選択された会員の情報40Member/lastkana

〇
〇
〇

Member/lastname
Member/firstname

20
20

テキストボックス
テキストボックス
テキストボックス

姓
名
姓カナ

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 桁数 値チェック/初期値 備考

画面仕様書

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G009 更新フォーム画面画面名画面名画面名画面名

更新者更新者更新者更新者
########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddシステム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

テキストボックス 名カナ Member/firstkana 〇

更新日更新日更新日更新日

40 全角カタカナ/選択された会員の情報

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。

ボタン キャンセル 会員詳細画面へ遷移
更新確認画面へ遷移

〇 2 1～31固定

〇 更新不可　0→会員　1→退会者

〇 4 存在・半角数字/選択された会員の情報 現在年より100年前までの値を取得して表示
〇 2 1～12固定

1→健康保険証
9→その他

4 半角数字/選択された会員の情報

0 or 1 or 9/選択された会員の情報 0→運転免許証〇

〇

ドロップダウンリスト 更新日（西暦年） Member/update_date
ドロップダウンリスト

ボタン 確認

ドロップダウンリスト 入会日（月）
ドロップダウンリスト 入会日（日）

ラジオボタン 身分証明書 Member/id_f

ドロップダウンリスト 入会日（西暦年） Member/apply_date

テキストボックス 電話番号（局番） Member/tel3

2 1～31固定

ボタン メインメニュー

（出力項目） 会員状況 Member/del_f

2
4 存在・半角数字/選択された会員の情報 現在年より100年前までの値を取得して表示

メインメニューへ遷移

1～12固定更新日（月）
ドロップダウンリスト 更新日（日）

20 半角英数字/選択された会員の情報テキストボックス パスワード Member/pass 〇



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員更新機能
① 前画面で入力された値を元に、全ての情報の確認画面を生成し、確認メッセージを表示する。
② 入力された値を元に、該当会員データを更新できる。
③ 修正ボタン押下時、入力された値はそのままで全画面（G009）へ戻る。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

確認メッセージ

名カナ Member/firstkana

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G010 更新確認画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

姓
名
姓カナ Member/lastkana

Member/lastname
Member/firstname

備考

郵便番号 Member/zip
生年月日 Member/birthdate

住所（都道府県） Member/addr1
住所（区市町村） Member/addr2
住所（町名番地） Member/addr3

会員ID Member/mem_id

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。

0→会員　1→退会者

Member/tel3

住所（町名番地） Member/addr3
電話番号（市外局番） Member/tel1

身分証明書 Member/id_f

電話番号（市内局番） Member/tel2
電話番号（局番）

入会日 Member/apply_date

会員状況 Member/del_f

ボタン 修正
ボタン 登録

0の時は運転免許証と表示、登録データは0
1の時は健康保険証と表示、登録データは1
9の時はその他と表示、登録データは9

更新フォームへ戻る
更新処理を実行

更新日 Member/update_date

パスワード Member/pass



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員更新機能
① 会員更新処理が正常に終了した時には、完了のメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

会員ID Member/mem_id
備考

メインメニューへ遷移ボタン
完了メッセージ
メインメニュー

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer 1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

更新者更新者更新者更新者
########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/ddシステム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面仕様書

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G011 更新完了画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員退会機能
① 選択された会員の退会処理を実行して良いかどうかの確認メッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G012 退会確認画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

ボタン
ボタン

完了メッセージ
はい
いいえ

備考

退会処理を実行
退会処理をキャンセルし、会員詳細画面へ戻る

会員ID Member/mem_id

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。



【機能概要】
●認証機能

① 認証が妥当ならば、ログインしている店員名とメニューを表示する。
② 認証が不正ならば、ログイン画面（G001）へリダイレクトする。

●会員退会機能
① 会員退会処理が正常に終了した時には、完了のメッセージを表示する。

　

【使用テーブル一覧】
・会員（Member)テーブル

【表示項目一覧】

ビデオレンタルシステム
会員管理（店員用）
G013 退会完了画面画面名画面名画面名画面名

更新日更新日更新日更新日システム名システム名システム名システム名
サブシステム名サブシステム名サブシステム名サブシステム名

画面ID画面ID画面ID画面ID VerVerVerVer
更新者更新者更新者更新者

########################
作成者作成者作成者作成者 ○○

yyyy/mm/dd

1.0

配置オブジェクト 項目名 参照テーブル/カラム 必須チェック 値チェック/初期値桁数

画面仕様書

ボタン
完了メッセージ
メインメニュー

備考

メインメニューへ遷移

会員ID Member/mem_id

【備考】
・ユーザビリティを考慮し、画面レイアウトを考え、その他のラベル・テキスト・メッセージ等を適宜使用し配置すること。


