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1A-1 「プロジェクト健康診断」 守都 智春（TIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 
プロジェクト健康診断 

＜サブタイトル＞ 
～社員一人ひとりの心に潜む「不安」を吸い上げ、プロジェクトのトラブル予兆察知と未然防止︕～ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 守都 智春（もりと ちはる） 
所属︓  TIS 株式会社 品質革新本部 プロジェクトリスク監理室 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓  
所属︓  
 

＜主張したい点＞ 
プロジェクトでトラブルが発生すると、お客様に迷惑をかけるだけでなく、会社の利益・信頼を喪失し、また社員

は対応のため疲弊します。過去のトラブルプロジェクトの振り返りから、プロジェクトの真の問題発見や対策実施
の遅れがトラブル発生の原因と分析し、2015 年 11 月に従来から取り組みを補完する仕組み（「プロジェクト
健康診断」）を新たに構築し、約６年に渡って推進してきました。現在は、現場の問題状況把握のツールとし
て全社に定着し、プロジェクトのトラブル予兆察知に大いに貢献しています。 

「プロジェクトのトラブル発生を防止し、高品質なサービスを提供し続け、社員の働きがいも向上したい︕」と 
お考えの企業の方に、少しでも参考にしていただければと思います。 
 

＜キーワード＞ 
プロジェクトマネジメント、問題予兆把握、トラブル未然防止、トラブルプロジェクト撲滅、働きがい向上 
 

＜想定する聴衆＞  
・プロジェクトのトラブル発生を防止したいと考えている方 
・現場のありのままの実態を把握したい、本当の声を聴きたいと考えている方 
・社員の働きがいを向上させたいと考えている方 
 

＜活動時期＞ 
2015 年 11 月 ～ 継続中 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 

当社は高品質なサービスを通じて社会に安全を届け、社会に豊かさを提供し、社会から信頼される企業であり続けた
いと考えており、「未来の景色に鮮やかな彩りをつける“ムーバー”となること」が私たちのミッションです。この企業理念を追求
し続けるために、私の所属するプロジェクトリスク監理室では、プロジェクトのトラブル発生を撲滅するための様々な取り組み
を推進しています。社内の全プロジェクトを対象に第三者視点からプロジェクトの問題課題やリスクを洗い出し、プロジェクト
を完遂するための具体的なアドバイスや指示を行い、トラブルの未然防止、トラブルプロジェクトの撲滅に貢献しています。 

具体的には、「プロジェクトリスク管理の研修コースやプロジェクトでよく起こりがちなリスクと対策のヒントを纏めたアドバイス
集を構築して全社員に展開する」「工程審査(マイルストーンレビュー)としてプロジェクト主体で行う審査に加え、組織（プ
ロジェクトの所属組織、および全社組織）主体の審査を全社標準プロセスとして組み入れる」など、人の成長・組織的な
仕組み作りの両面からプロジェクトのトラブル発生の撲滅に力を注いでいます。 
 
2.改善したいこと 

これまでの取り組みによって一定の成果は出ているのですが、「高品質なサービスを通じて社会に安全を届け、社会に豊
かさを提供し、社会から信頼される企業であり続けたい」と考える私たちにとって、プロジェクトのトラブル防止に向けた活動
はまだ道半ばであり、更に効果の高い取り組みを実施する必要があると感じていました。そのように感じる最も大きな理由
は、時々発生している「事前の予兆がなく突発的に発生するプロジェクトのトラブル（プロジェクトの突然死）」が減少して
いないことにありました。優秀なマネージャー・メンバーの体制で順調に推進し、工程審査では全く問題無いと認識していた
プロジェクトが、突然大きな問題を起こしてトラブルプロジェクトへと転落してしまうことがあるのです。 

一度、トラブルプロジェクトへと転落してしまうと、立て直すのは困難です。要員の追加投入、各種品質強化策の実施、
お客様への協力依頼など、様々な手を打って起死回生を試みるけれど、結局、納期は遅延し、お客様に迷惑をかけること
になります。また会社の利益・信頼も喪失し、メンバーは疲弊して優秀な人材が離脱してしまう事態になることもあるのです。
誰も幸せにならない、みんなが不幸になる、そんなことは誰も望んでいないはずなのに。 

システム開発の業務を進める上で、技術力やプロセスも重要ではありますが、社員のモチベーションやエンゲージメントの
維持・向上も非常に重要で、クリエイティブな仕事、高い品質・生産性を実現させるためには欠かせないものであります。
「プロジェクトの突然死」を無くすために他に出来ることが無いのか、その新たな方策を見つけ出すことが取り組むべき重要な
課題であると考えました。 
 
3.改善策を導き出した経緯 
 「プロジェクトの突然死」を無くすために、レビューやテストの品質指標値など、各種メトリクスを収集して統計手法を用いた
データ分析を行ったり、審査会の対象やチェック項目を追加して審査を強化したり、更なる取り組みの強化を図りましたが、
「プロジェクトの突然死」の削減はなかなか期待通りには進みませんでした。 

そこで、何故前触れもなくプロジェクトに大きな問題が発生してしまったのか、プロジェクトの振り返り会に私たちも参加し、
プロジェクトメンバーと一緒になって原因を究明することにしました。その振り返り会において、「実は、早い段階から何となく
失敗しそうと感じていたんです。」という若手メンバーの一言を耳にしたのです。私たちは衝撃を受けました。プロジェクトのリ
ーダ層からは挙がらなかった言葉でしたし、リーダ層もその言葉に衝撃を受けていました。言いたいことが全く言えない雰囲気
のプロジェクトでは無かったにも関わらず、「あるメンバーが不安を感じていたが、その不安な気持ちがプロジェクトのリーダ層に
は届いていなかった」ということです。 
 私たちは「これだ︕この声を拾うことが出来たなら︕」と直感しました。プロジェクトのリーダ層にも届いていなかったメンバー
の声に、「プロジェクトの突然死」の予兆を察知するヒントが隠れているのではないかと感じたのです。そして、「プロジェクト健
康診断」という取り組みを思い付きました。 
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4.改善策の内容 

「プロジェクト健康診断」とは、プロジェクトに関する「心配」「不安」をプロジェクトメンバーから直接吸い上げ、そこからプロ
ジェクトが抱えている問題や予兆を見つけ、早い段階で対策を行い、状況改善／トラブル未然防止に繋げる仕組みです。
プロジェクトメンバーから吸い上げた情報はプロジェクト毎に集計し、プロジェクトの所属部門、更に上位の事業組織および
社長を含む経営層に展開します。プロジェクトや部門の中だけに閉じていては解決できない部門の枠を超えた問題、会社
対会社で解決すべき経営的判断が必要とされる問題などは、プロジェクトの上位組織や全社の有識者を巻き込み、組織
レベルで問題解決に取り組みます。 
 
5.改善策の実現方法 

「プロジェクト健康診断」の実施フローは、以下の通りです。 
  ［主旨説明］－［診断］－［集計］－［分析］－［フィードバック］－［活用］ 
               ↑＿＿＿＿＿＿＿（3 か月サイクル）＿＿＿＿＿＿＿」  
 

企画・構築段階では、「プロジェクト健康診断」の導入により問題を早く察知できる可能性を感じるものの、本当にう
まくいくのか半信半疑の状況であったため、まず対象者の範囲を絞って試行を行い効果を検証することにしました。その
結果、プロジェクトに対する認識は、プロジェクトメンバーと私たちでほぼ合致していること、また、認識の合っていないプロ
ジェクトについては、プロジェクトの状況を詳しく確認すると、実際に問題が発覚するケースがあることが分かりました。この
ことから、「プロジェクト健康診断」により、プロジェクトの問題をより早く発見することができると確信しました。その後、経営
層に結果を報告し、合意を得て、「プロジェクト健康診断」の全社展開に至りました。 
 
「プロジェクト健康診断」のコンセプトを整理すると、以下の通りとなります。 
（１）会社全体で取り組む 

 対象者は「開発に携わる全社員」（約 4,000 名） 
 プロジェクトの規模や期間に関係なく、3 か月ごとに全社員一斉に実施 
 経営層および組織長へ取り組みの主旨を繰り返し説明、会社や組織からの十分な協力が得られる   

よう合意形成を図る 
 「プロジェクト健康診断」の活用方法、組織やプロジェクトの活用事例・工夫点を情報交換会・勉強会など

を通じ定期的に展開 
（２）安心して回答できる環境を担保 

 匿名による回答 
 組織長に対し取り組みの主旨に反する言動を取らないよう、継続的に注意喚起 

  －診断結果について個人を特定し責めない 
  －プロジェクトメンバーの回答統制を行わない 

 ハラスメント、個人攻撃などのトラブルやクレーム対応は品質本部長が直接対応 
（所属組織長と直接話をし、解決を図る など） 

 診断結果を人事評価など他の目的で使用することを禁止し全社員に周知 
（３）形骸化の防止に注力 

 診断結果について「対応されている」「放置されていない」実感の醸成 
     －組織長が診断結果を現実として受け止め、プロジェクトの問題解決に積極的に動くよう、      

繰り返し指導 

 



5 
 

 問題指摘の多いプロジェクトは、組織としての対応状況の報告を義務化 
   －報告内容︓プロジェクトの現場確認、対策実施の状況 

 早期問題発見と形骸化防止のバランスをとった頻度で実施 → ３ヶ月ごと 
（４）現場の負担を増やさない 

 アンケートはシンプル、分かり易さを重視して設計 
  －診断項目は 10 項目に絞り込み 
  －回答は選択方式中心 
  －プロジェクトメンバー全員が回答できる項目を設定 

（契約面などプロジェクトメンバーでは状況がよく分からず、回答に悩む可能性があるものは入れない） 
  －定性コメント欄の記入は任意 

 深く考え込まず、直感で回答するようガイダンス 
 
6.改善による変化や効果 

「プロジェクト健康診断」の取り組みを継続することにより、以下のような変化や効果が得られています。 
（１）高リスクプロジェクトと判断されるプロジェクト数が半減しました。 
 実施当初 全体の 40% → 現在 全体の 22% 

例えば、以下のようにプロジェクトの途中段階で高リスクプロジェクトと判断されても、プロジェクトや組織で早めに 
手当てを実施することで、健全な状態に戻せたプロジェクトが多く見られたためです。 

 
（２）社員の働きがいスコアが倍増しました。 
 実施当初 働きがいスコア 32 → 現在 働きがいスコア 56 

「プロジェクト健康診断」の取り組みだけが働きがいスコア向上に影響している訳ではありませんが、社員一人ひと
りの「不安」がエスカレーションできる仕組みがあり、その声が組織や経営層に届いて、実際に対策が打たれる、そ
れを実感いただけていることは、社員の働きがいやエンゲージメントの向上に大きく寄与していると思います。 
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7.改善活動の妥当性確認 

「プロジェクト健康診断」の取り組みは、主に開発に携わる社員約 4000 名を対象に、2015 年 11 月より 3 ヶ月毎に
診断を実施しています。もうすぐ継続６年となりますが、回答率は約 80%と高い値を維持しています。また、「6.改善によ
る変化や効果」に記載の通り、高リスクプロジェクトと判定されるプロジェクト数は半減しており、社員の働きがいスコアは倍
増していることも踏まえると、「プロジェクト健康診断」は、現場の問題状況把握のツールとして定着し、プロジェクトのトラブ
ル予防に大いに貢献できていると言えます。 

しかし一方で、以下のような課題と改善点があることが見えてきました。 
（１）プロジェクトリスクの感度向上 

例えば短期間プロジェクトの場合、3 ヶ月の中で要件定義からテスト工程まで進む場合がありますが、「プロジェクト
健康診断」は 3 ヶ月ごとに実施のため、「プロジェクト健康診断」で問題が明らかになったとしても、問題に気付くタイミ
ングが遅く、プロジェクトは既に深刻な状況に陥っていることがあります。このことから、「プロジェクト健康診断」結果だけ
に頼らず、既存の取り組みから得たプロジェクトの情報を組み合わせ、多面的・総合的な観点からプロジェクトリスクを
判断することも重要と感じています。情報活用のブラッシュアップ、事例蓄積、総合的に判断できるスキルの向上など
も含め継続的に改善を行い、プロジェクトリスクへの感度を更に高めていきたいと考えています。 

 
（２）「プロジェクト健康診断」内容見直し・ブラッシュアップ 
    当社にはエンハンス開発案件、運用案件、サービス提供型案件など様々なプロジェクトがありますが、現在の「プロ

ジェクト健康診断」のアンケート項目は、受託開発案件に合った内容になっています。そのため、案件の特性に合わせ
たアンケート項目を設定するなど、内容見直しが必要と考えています。 

   また、現在「プロジェクト健康診断」は社員を対象に実施していますが、グループ会社やパートナー会社の方と一緒に 
進めているプロジェクトも多いため、その方々の本音や直感、素直な気持ちを吸いあげられるよう対象範囲の見直し
も必要と考えています。  

 
「プロジェクトのトラブル発生を防止し、高品質なサービスを提供し続け、社員の働きがいも向上したい︕」とお考えの企

業の方も多くいらっしゃるかと思います。「プロジェクト健康診断」の取り組みで本当に効果が出るのか、メンバーが本音を言
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ってくれるのかどうか、疑問を持たれた方もいらっしゃるかもしれませんが、実は私たちも開始当初は、確信が持てておらず、
半信半疑で始めた取り組みです。しかし、第１回目の診断から、社員一人ひとりの生々しい「不安」が数多く寄せられまし
た。本来であれば、チーム内や直属の上司に何でもオープンに伝えていただくのが良いのだと思いますが、プロジェクトが目標
に向かって前向きに進もうとしている中、ネガティブな発言はしにくい場合もあるでしょう。 

「プロジェクト健康診断」の取り組みのように、全社員の「不安」を一斉に吸い上げる、という方法も解決策の選択肢の
一つになると思います。私たちの取り組み内容を知っていただき、少しでも参考にしていただける点がありましたら幸いです。 
 
A. 参考情報 
[1] なし 
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1A-2 「組織展開された EVM を現場活用して分かった課題と改善」 田崎 功一（パナソニック アドバンストテクノロジ

ー株式会社） 

＜タイトル＞ 
組織展開された EVM を現場活用して分かった課題と改善 

＜サブタイトル＞ 
組織が欲しい EVM 情報 と 現場が欲しい EVM 情報の違い 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓田崎 功一(たさき こういち) 
所属︓ パナソニック アドバンストテクノロジー(株) 研究開発本部 事業開発推進室 
 

＜共同執筆者＞ 
なし 
 

＜主張したい点＞ 
昨年、弊社から SPI Japan 2020 において、「組織全体での EVM によるプロジェクト進捗管理」[1]でプロジ

ェクト管理技法の１つ、EVM(Earned Value Management)の指標にある SPI、CPI の２つの指標に絞っ
て、組織全体に展開することで、共通指標に基づいた組織の全プロジェクトの状況が把握できるようになったと報
告させて頂いた。プロジェクトの状況を把握するのには、SPI、CPU が非常に有効であった。 

しかし、現場のプロジェクトにおいては、SPI、CPI が悪化した場合、SPI、CPI のような相対的な数値では、ど
の程度遅れているのかなどの把握が難しく、思うように進捗管理ができなかったため、現場においては、新たに SV、
CV の 2 つの指標を併用することで、絶対値を用いた実際の状況を把握できるようにした。その際に、SV、CV を
「貯金」と「借金」という表現で扱うことで、メンバーにとってもイメージしやすい形でプロジェクト管理に適応した事
例を報告する。 

 
＜キーワード＞ 

EVM、SPI、CPI、SV、CV、進捗管理、プロジェクト管理 
 

＜想定する聴衆＞  
SEPG、マネージャ、プロジェクトリーダ、EVM 導入がうまくいかなかった方 
 

＜活動時期＞ 
2020/10～継続 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 ■ その他(ステップアップの活動も進めている) 
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＜発表内容＞  
1.背景 

弊社の組織全体で、プロジェクトの管理をするため EVM(Earned Value Management)展開が進んでいた。これに
伴い自分が PL(Project Leader)として担当していたプロジェクトも EVM によるプロジェクト状況の報告を実施していた。
しかし、あ る 時 期から 毎週の EVM の 数値の 結果は、SPI(Schedule Performance Index) 、CPI(Cost 
Performance Index)ともに組織の警告基準を下回り、工数を掛けているが進捗に遅れが出ている状況が続き、是正
を求められていた。 
 
 
2.改善したいこと 
 組織としては、全プロジェクトから EVM の指標である SPI と CPI の報告をうけて、スケジュール面やコスト面の計画に対
する状況をすぐに把握できて、基準を下回るプロジェクトには、状況の報告と改善を求めることができた。これにより、進捗が
管理できていないプロジェクトに対して、組織としては、ピンポイントかつタイムリーに対策を打つことができた。 

一方、現場のプロジェクト側から見ると SPI、CPI の数値が悪くなったことで、組織から状況の報告と改善を求められ、再
計画などの是正処置を実施して、意図通りの管理ができるようになったと思ったが、2～3 週間後には再び悪化していく状
況が繰り返され、日々、SPI、CPI の数値を見ても良くない。例えば、CPI の値が低かった時、原因は、開発効率が悪い、
あるいは、見積りの精度が悪いということであるが、その根本原因まで特定して対策を打っていなかった。このため、根本原
因を特定して、是正措置を取ると共に、委託契約の不履行にならないようにリソースを追加投入してでも対処できるように、
納品完了まで進捗を確実にコントロールできるようにしたい。 
 
3.改善策を導き出した経緯 
 EVM の指標である SPI、CPI は、プロジェクトの状況やその要因が分かるが、プロジェクトの根本的な問題までは見えにく
いため、どう改善していけば、良化するのか良く分からなった。そのため、進捗管理の内容について、上司、および有識者を
含めて 3 人ほどで話し合い、なぜ、SPI、CPI の指標が悪化したのかを分析していった結果、このプロジェクト固有の問題の
いくつかが明らかになった。 
 
 ①見積り精度が荒かった 

開発作業の項目を見ていくと、見積り精度が悪いということが分かってきた。見積り時、過去のプロジェクトの実績値を参
考にプロセス単位の見積に対して、難度を考慮して、見積りをしていたが、作業の難度が分からないモノに対しても同じ指
標で見積っていた。また、WBS のワークパッケージの見積りの際に項目数やページ数などの規模を想定して過去の開発効
率から工数を計算していたが、規模の粒度があらく、その工数の見直しや担当者との合意などをせずにそのまま利用した結
果、実績となかなか合わなかった。 
 
②デバッグの工数に相当数かけていた 

項目ごとに進捗状況を精査していくとデバッグ工数が大きく消
費しており、本来の開発が遅れていたのに合算してプロジェクト
全体で EVM 値を計算すると良い感じに見えていた。 

工数は、作業を WBS によりある程度分解して見積りを実施
していたが、EVM の SPI、CPI の報告は、全ての作業を集計し
てトータルとしていた。その中の 1 つに不具合対応の項目があっ
た。これは正確に見積もれるものではないため、ある程度の予測
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を立てて見積っていた項目であり、プロジェクトの状況としては、不具合対応に工数が取られてしまって、本来、実施しなけ
ればならない活動が出来ていない状況だった。しかし、これらをすべて含めて EVM の SPI、CPI の指標を集計すると一見
正常に見えていた。 
 
 ③マイルストーンに間に合うか分からない 

プロジェクト終盤で SPI は基準値内だけど、残作業を考えると「感覚的」には期間内に終われそうにない。この後、残業
をすれば間に合うのか、早めに休出は人員増加を考慮するべきなのか判断が付かない状況になった。 
 SPI、CPI は相対的な指標であり、状況把握には適していても、どれだけヤバいのかは絶対値である SV、CV が有効で
はないかと考えた。 
 
4.改善策の内容 
 ①プロセス内の作業詳細に落とし込んで、見積りを実施し、さらに各担当者と作業内容を精査して、実施できる確度の
高い工数を確認して、合意形成することで、見積り工数を算出するようにした。 
 
 ②開発業務と不具合対応の工数は、分離して管理することにした。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 トータルで管理していた工数を分離した進捗管理表 
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上記の図のようにプロジェクトとして、1 つだった計測項目を機能開発、不具合(メンテ)対応、管理工数の 3 つに分解し
て、それぞれの EVM 指標を計算するようにした。 

組織へは合算したものを報告するが、プロジェクト内部ではそれぞれの SPI、CPI を確認するようにした。 
 
 ③SV、CV の 2 つの指標についてレクチャーを受けた結果、簡単にいうと日程観点と工数観点の貯金と借金を表してい
て、1 日あたりの進みや遅れが明確に規模として把握できることが分かったので、計画との差が大きいところは、出来ていな
い工数に対して、どのような対応をするか検討、対策を打つ。 
 
 
5.改善策の実現方法 
①担当者と見積り値の合意をすると共に、担当者毎の SPI、CPI の指標も分かるようにした。 
担当者と合意が出来ていなかったことが数値からも分かった。見積りの粒度を詳細化したことで、この先、掛かる工数が今

までより明確になり終わりまでの工数が分かり、現状との差異により対策が打ちやすくなった。 
 
 ②開発と不具合対応の進捗管理を分離した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

開発業務と不具合対応の工数を分離することで、不具合工数に計画以上 
の工数を掛けていると、開発には、工数が割けておらず、SPI、CPI の値が悪く 
なっていることがすぐに把握できるようにした。 
 
 
 ③週単位で報告できるようにしていた管理表をデイリーで報告できるように、合わせて SV、CV がグラフ化できるように改
造した。そして、この SV、CV の値を参考に残業や休出を都度判断するようにした。 
 

開発工数 

不具合工数 

計画 

計画 

実績 

実績 



12 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
6.改善による変化や効果 
 昨年度、弊社から「組織全体での EVM によるプロジェクト進捗管理」を報告させて頂いたが、組織管理者からするとプロ
ジェクトの全体把握をする上では、SPI、CPI の指標を見て、管理するのは良いが、現場としては、SPI、CPI という指標よ
り、SV、CV という指標をみることの方が重要で、SPI、CPI だけを見ているのでは適切に進捗を管理できないということが
分かった。 
 不具合対応工数など進捗率が正確に出せないものと開発工数を合算して EVM を計算すると、本来、遅れているもの
が見えなくなることがあるため、進捗率が正確に出せるもの出せないものを分けて管理しないと進捗は正確に制御できない
ことが分かった。 

各担当者の作業に対するゴールイメージが明確になり、見積工数と実績工数が合ってくるようになった。 
この時、プロジェクトとしては、遅れていたので、SV、CV の指標を見ていくと残りの予定工数だけでは、完了できないとい

うことが見えてきたので、残りの作業が、 
休日出勤をすれば、解決するレベルなのか︖ 
その日の残業を増やすことで、解決するレベルなのか︖ 
人を投入しないといけないレベルなのか︖ 

日々進捗入力 日々工数入力 

日々工数入力をするようにした進捗管理表 

SV、CV のグラフ化 



13 
 

を判断できるようになり、進捗を制御しながら SV、CV の「借金」の返済をすることができるようになり、最終的に EVM の
日々報告でなんとか SPI、CPI の指標が基準に近づくようになってきた。 
 
7.改善活動の妥当性確認 
 当初は、全くできていなかったプロジェクトの管理が CV、SV の指標に着目して、日々、メンバーと状況を確認し、翌日の
ゴールを確認していくことを継続していくことで、段々、CV をマージン内、SV を０になるよう制御することで、SPI、CPI も
1.00 近辺に近づくようになり、計画通り、プロジェクトの納品に間に合わせることができた。 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
B. 参考情報 
[1]  川崎雅弘(2020). 組織全体での EVM によるプロジェクト進捗管理, SPI Japan 2020, 6-1 
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1A-3 「組織を加速させるマネジメントとリーダーシップ」 小坂 淳貴（クリエーションライン株式会社） 

＜タイトル＞ 
組織を加速させるマネジメントとリーダーシップ 

＜サブタイトル＞ 
想いをいかし、重なりを生み出すマネージャー 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓小坂 淳貴（こさか じゅんき） 
所属︓ クリエーションライン株式会社 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ (なし) 
所属︓  
 

＜主張したい点＞ 
 変革のスタートは、自らが変わること 
 組織変革のキーパーソンは、中間管理職であること 
 時代とともにマネジメントが変化しても、マネージャーの「役割」は変わらないこと 
 

＜キーワード＞ 
 組織変革/中間管理職/SDGs/リーダーシップ/アジャイル 

 
＜想定する聴衆＞  

 楽しく組織変革をしたいリーダー・マネージャー 
 現場をよりよくしたいと日々思い続けている人 
 アジャイルやスクラムに価値は感じるが、組織レベルでの取り組みが難しいと感じている人 
 

＜活動時期＞ 
2020 年 10 月～現在 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 □ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 ■ その他( 漸進的に成果が得られている状態 ) 
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＜発表内容＞ 
 
 組織に新しい要素を取り入れようとした時、一方的な説明だけではなく、相手との対話が必要です。 
 アジャイル、DX、SDGs など、世の中の変化に対して、組織は同じ方向を見ることができているでしょうか。 
 
 私たちはコロナ禍でも日々社員が増え続け、リモートワーク中心の働き方となり 9 割以上の社員が 1 年以上出社してお
らず、対面したことのない新入社員やスペシャリストが多くいる状態が当たり前になっています。何もせず想いの重なりがない
まま膨張してしまっては烏合の衆となってしまい、私たち一人ひとりの活躍する機会を奪ってしまう組織になってしまいかねま
せん。賛同が得られにくい組織では、日々の業務はもちろんのこと、新たな取り組みに挑戦しようとした時にもスピード感は
出ませんし、実現する前に頓挫してしまいます。 
本セッションは、アジャイルやスクラムから学んだ組織論やマネジメント、リーダーシップをベースとして、非エンジニアなどのスク

ラムチームではない組織を含んだ全社のメンバーと共に、日々カイゼンを積み重ねながらより良い組織を目指した活動の過
程で経験したことを元にお話しします。どんな立場や役職の人でも変革を担うことはできますし、組織をまたがって活躍する
プロセス改善に携わる方や中間管理職と呼ばれる組織を繋ぐ役割の人は組織にとって最重要な役割を務めていることを
分かち合い、明日からの業務の活力となれたらと思います。 

 

A. 参考情報 
SDGs とは︖ https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 
[書籍]ゆとりの法則 トム・デマルコ https://www.amazon.co.jp/dp/4822281116 
RSGT2021 Keynote 動画 https://www.youtube.com/watch?v=s-zUWCQkUa4 
野中郁次郎先生を学ぶ（note マガジン）https://note.com/project_j_k/m/m1bde4a86a42 
2021 年の登壇例 https://confengine.com/conferences/scrum-fest-osaka-2021/proposal/15373 
 
過去 JASPIC 登壇 
2019 http://www.jaspic.org/event/2019/SPIJapan/session2B/2B4_ID020.pdf 
2020 http://www.jaspic.org/event/2020/SPIJapan/session5/5-3_ID011.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
https://www.amazon.co.jp/dp/4822281116
https://www.youtube.com/watch?v=s-zUWCQkUa4
https://note.com/project_j_k/m/m1bde4a86a42
https://confengine.com/conferences/scrum-fest-osaka-2021/proposal/15373
http://www.jaspic.org/event/2019/SPIJapan/session2B/2B4_ID020.pdf
http://www.jaspic.org/event/2020/SPIJapan/session5/5-3_ID011.pdf
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1B-1 「事業変革を見据えた、品質マネジメントシステムの継続的革新」 池田 敏昭（TIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 
事業変革を見据えた、品質マネジメントシステムの継続的革新 
 

＜サブタイトル＞ 
本当に“使える”マネジメントシステムにするには︖ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓池田 敏昭(いけだ としあき) 
所属︓ TIS 株式会社 品質マネジメント革新本部 品質マネジメント革新部 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓福田 秀樹(ふくだ ひでき) 
所属︓ TIS 株式会社 品質マネジメント革新本部 品質マネジメント革新部 プロジェクトリスク監理室 
 

＜主張したい点＞ 
・時代の変化を先読みし、品質マネジメントシステムを改善し続けることが重要 
・変化に耐えうる、レジリエンスな仕組みとすることで様々なノウハウを活用することができる 
・内外のあらゆる知見を参考にしながら、「自分たちの言葉」として落とし込むこと 
・実務を回しながら時に大胆に、時に漸進的に改善をし続けることが重要 
・当社にとっての「品質」は単にシステムの品質だけでなく、お客様や社会に提供できる「価値」 
 

＜キーワード＞ 
・サービス品質、ISO9001[1]/ISO20000[2]、品質マネジメントシステム、開発標準 
 

＜想定する聴衆＞  
・開発標準を作成している SEPG の方 
・プロセス改善を推進している方 
・ISO9001,ISO20000 適用に関心のある企業の施策推進の方 
・マネジメントシステムの有効性に悩みをお持ちの企業の方 
 

＜活動時期＞ 
・2019 年 4 月～継続中 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 
 ・企業の成長と一定以上の品質確保のために、品質マネジメントシステムの構築は欠かせない。ニーズの多様化や 
  「繋がる」システム化、サービス提供型ビジネスなど、提供するシステムやサービスの品質確保の重要性はかつてない 
  ほど高まっている。こうした変化に追随し、陳腐化を防ぎ、品質マネジメントシステム自体も変化し続ける必要がある。 
  当社はこれまで ISO9001:1994 や 2000、2008 に準拠した品質マネジメントシステムを構築、現場の実情に 

合わせて改善を継続してきた。今回は、2018 年度から手掛ける、サービス品質の国際規格 ISO20000 に準拠 
した品質マネジメントシステムの構築に当たって改善してきたこと、工夫したことを発表する。品質マネジメントシステムを 
はじめ各種の開発標準の構築を目指す組織にとって活動のヒントとなれば幸いである。 

 
2.改善したいこと 
 ・従来の品質マネジメントシステムを革新的に改善することにより、 
  －従来型の受託 SI 開発、ウォーターフォールモデルに依存した収益モデルでは、景気動向や開発するシステムの 
    難易度に収益が大きく左右されるため、安定的な収益を図ることができない 
  －ビジネス構造転換の一つの軸である、「先行投資型サービス提供」のモデルに合致させる必要がある 
  －開発局面だけでなく、事業の企画から運用までを見据えて、安心・安全かつ魅力的な品質の価値を提供できる 
    企業に変革していく必要がある 
  といった課題を解決し、現場活動を下支えできる仕組み構築を図りたい、と考えた。 
 
3.改善策を導き出した経緯 
 ・当社を取り巻くビジネスの変化や、会社としてのビジョン、社内の品質マネジメントシステム適用状況を評価分析し、 

2 に掲げた課題を抽出。 
 ・課題解決に役立つ規格を調査し、ISO20000、ITIL を活用することで、サービスライフサイクル全般にわたった 
  品質マネジメントシステムを構築できると判断した。 
 
4.改善策の内容 
 ・システム開発部分を包含した、サービス企画～開発～運用までを網羅した品質マネジメントシステムの構築 
 ・ISO9001 に加え ISO20000 の規格要求事項も取り込み、双方のマネジメントシステムに準拠 
 ・実務に活かせる仕組みとなっているかを検証 
 
5.改善策の実現方法 

(1)広範な知見を結集してマネジメントシステムを構築 
 ・マネジメントシステムの構築には多くの知見が欠かせない。標準化を図る SEPG の組織メンバーのみならず 
  QA メンバー、現場有識者など多くのメンバーを巻き込み、「あるべき姿」を構築することにした。 
 ・ISO20000 を先行で取得しているグループ企業のメンバーもマネジメントシステムの構築メンバーに加え、 

認証取得を目指す上での考慮事項や注意点等のノウハウを盛り込んだ。 
 ・活動が独りよがりにならないよう、外部の規格要求事項や各種標準の要求事項を精査、求められている事項が 

漏れなく、適切に盛り込まれた状態にマネジメントシステムを作り上げた。 
(2)自分たちの「コトバ」で定義 
 ・ITSMS ユーザーズガイド[3]をはじめ、外部の各種規格要求事項や標準を活用して標準を構築。ただしこれらの 

用語は比較的概念的かつ多義的な用語が多く、社内には馴染みにくい。当社は現場で活用されている効果的な 
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仕組みをうまく活用し「生きたコトバ」として標準を構築。これにより現場への理解浸透を図りやすくした。 
(3)レジリエンスな標準化 
 ・標準化が行き過ぎると「融通が効かない」「工夫ができない」といった硬直化を招き、やがて利用されなくなって 
  しまうことから、必須要求事項は必要最低限度にとどめ、現場の創意工夫や知見を活用しやすい仕組みとした。 
(4)現場での試行を通じて精度を高める 
 ・机上の空論にならぬよう、実装上の様式類や各種ガイド類は半年間の現場試行を経て意見を集め、内容の 
  充実を図って公開した。 
(5)時間をかけて理解浸透を図る 
 ・全ての定義や標準を一斉に提供し切り替えを促すのではなく、大方針から徐々に詳細化しながら情報提供し、 
  e-learning などの教育ツールを用いて理解浸透を図ってきた。 

 
6.改善による変化や効果 
 ・改善版の品質マネジメントシステムは構築がほぼ完成し、普及展開が緒についた段階であるため、効果は未知数。 
  今年度より 3 か年の計画で以下の通り理解浸透を図る計画。 
   －2021 年度︓試行に協力いただいたサービス提供部隊を先行事例として、ISO20000 の認証取得を図る 
   －2022 年度︓他のサービス提供組織に対象範囲を拡大し、ISO20000 の認証を取得する 
   －2023 年度︓ISO9001 と ISO20000 を融合させる形で、全社を対象に認証取得 
  これにより、サービスのライフサイクル全般での品質保証の仕組みを完成させる。並行してグループ企業への展開も 
  図ることにより、グループ全体で「同じ考え方に基づくマネジメントシステムが回せる」ことにより、企業間のシナジー効果や 
  品質意識の醸成を図ることができると考えている。 
 
7.改善活動の妥当性確認 
 ・今回構築した品質マネジメントシステム自体は、当社固有の要素が盛り込まれたものであるが、5 で示した改善策の 
  実現方法は、他組織の標準化を進めるにあたっても適用可能な進め方と考える。 
 ・今回の改善活動による効果測定は今年度以降の普及展開結果によるため、現時点では未知数ではあるが、 
  当社の事業構造転換に先駆けて、品質マネジメントシステムとして現場に対する道しるべを示せたことで、今後の 
  利益実感に繋がるものと確信している。 
 
B. 参考情報 
[1]JIS Q 9001:2015(ISO9001:2015) 
[2]JIS Q 20000-1:2020(ISO20000:2018) 
[3]ITSMS ユーザーズガイド https://www.jipdec.or.jp/library/publications/smpo_doc.html 
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1B-2 「開発実習を含む集合研修の e-Learning 化と成果」 岡本 優奈（住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 
開発実習を含む集合研修の e-Learning 化と成果 
 

＜サブタイトル＞ 
 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 岡本 優奈(おかもと ゆうな) 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 中村 伸裕(なかむら のぶひろ) 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 
 
氏名(ふりがな)︓ 野尻 優輝(のじり ゆうき) 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 
 

＜主張したい点＞ 
近年のコロナ禍におけるテレワーク推進の流れを受けて開発実習を含む集合研修の e-Learning 化を検討し、
それに向けた改善の取り組みとして高インタラクティビティレベルを満たす CCAF Model に沿った教材設計、サー
バ上に個人別の開発環境を構築する仕組みの開発、効率的な e-Learning 教材作成ツールの開発、および
教材の定量評価に基づく要改善箇所の明確化を行った。その結果、取り組みを経て一部の集合研修を e-
Learning 化したところ、教育効果の高い e-Learning の実施、開発実習の e-Learning 化、効率的な e-
Learning 教材作成、および PDCA サイクルの実施が可能になるという成果を得ることができた。 
 

＜キーワード＞ 
e-Learning、インタラクティビティレベル、CCAF Model、開発実習の e-Learning 化、教材の定量評価 
 

＜想定する聴衆＞  
教育担当者、教育プロセス改善担当者、開発者 
 

＜活動時期＞ 
2020/04～2021/05(継続中) 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 

現在筆者が属している生産技術グループ(以降、生技 G)は 2019 年より業務の一環として新人教育の一部を担当し
ており、スライドベースの教材を用いた対面講義および PC 上の開発環境を用いた開発実習を行う集合研修を実施して
いた。しかし、近年のコロナ禍におけるテレワーク推進により集合研修の実施が困難となったため、集合研修の e-
Learning 化を検討することとなった。 

また、当社の新規パートナー向け集合研修の一つである「楽々FW II (※1)プログラマ向け 3 日間講習」において、月
一回の実施であるために最長一か月の待ち期間が発生してしまう、講師の負担が大きい等といった問題点が幾つか存在
していた。この研修に関して、生技 G が実施している新人向け集合研修の一部と実施内容が一致していたため、前述の
取り組みを流用する形で問題の改善を試みることとなった。 

※1…当社の Web アプリケーション開発基盤製品である「楽々Framework II」のことを指す。 
 
2. e-Learning に関する調査 

集合研修の e-Learning 化を検討するにあたり、筆者を含めた取り組みメンバー全員の e-Learning に関する知識
が不足しており、改善すべき点の洗い出しが十分にできないという問題があった。そのため、まず初めに取り組みの前段階と
して e-Learning に関する調査を実施し、調査の結果として以下の知見を得ることができた。 

(1) e-Learning のメリット・デメリット 
e-Leaning の主なメリット・デメリットとして、それぞれ以下の事項が存在する。 

＜メリット＞ 
 LMS により受講者の様々な学習データを一元管理することができる。 
 講師の負担を大幅に削減することができる。 
 教育効果の高いインタラクティブな学習を提供することができる。 
 受講者がいつでも・どこでも・何度でも各自のペースで学習を行うことができる。 

＜デメリット＞ 
 教材の初回作成コストが大きい。 
 受講者の学習意欲の持続が困難である。 
 受講中に不明点が生じた場合、その場での問題解決を行うことが困難である。 
 「悩んでいる」「不安そうにしている」等、データ化されない受講者の状況を確認することが困難である。 

(2) e-Learning の設計方針 
e-Learning の設計方針として、図 1 に示す CCAF Model というモデルが存在する。 
 

 
図 1 CCAF Model [1] 
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CCAF Model は教育効果を高める e-Learning のインタラクティブ要素として以下の 4 点を提示している。 
 Context ― 学習者の現場と関連付けることができる環境。 
 Challenge ― 実業務に則した自発的な問題解決を促す課題。 
 Activity ― Challenge に対し、リスクを気にせず結果を確認しながら何度でも挑戦できる活動。 
 Feedback ― 誤った理解に対する建設的なフィードバック。 

(3) e-Learning のインタラクティビティレベル 
e-Learning には四段階のインタラクティビティレベルが存在し、上位のレベルを満たすことでより高い教育効果が期

待できる。なお、各レベルに該当するインタラクション要素は表 1 に示す通りである。 
 

表 1 e-Learning のインタラクティビティレベル[2] 

 
 

(4) e-Learning の標準規格と教材作成ツール 
e-Learning には米国の ADL により制定された SCORM という標準規格があり、多くの e-Learning 教材がこの

SCORM に則って作成されている。また、SCORM に則った e-Learning 教材を作成するためのツールも幾つか市販さ
れており、代表的なものとして adobe 社の Captivate がある。この Captivate について、有用性を検証するために無
料体験版を試用したところ、比較的インタラクティブで自由性の高い教材を作成できる一方、以下のような懸念点が発
覚した。 
 Captivate でスライドから作成する場合、PowerPoint の数倍の時間がかかる。 
 PowerPoint のスライドを利用する場合、スライドとインタラクション要素を別々に作成しなければならないため非

効率的である。 
 開発者向けの教材を作成することを想定した場合、ソースコードのような縦長のコンテンツには適さない。 
 GUI 操作でのテスト作成に時間がかかる。 
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また、その他の教材作成ツールについても調査したところ、Excel や PDF、あるいは講義ビデオを SCORM に則った形
式に変換するだけのものが多く、インタラクション要素を組み込むことができないという問題点が存在した。 

 
3.改善したいこと 

2.の調査を経て改めて集合研修のe-Learning化にあたり改善すべき点を洗い出したところ、以下の点が挙げられた。 
 従来のスライドベースの教材をそのまま e-Learning 化した場合、教育効果の低い e-Learning 教材となる。 
 従来の開発実習は PC 上の開発環境(Eclipse 等)で行われているため、e-Learning で実施できない。 
 既存のツールを用いた e-Learning 教材作成は非効率的であり時間がかかる。 
また、継続的な教材改善のための PDCA サイクル実施について検討したところ、以下の改善すべき点が挙げられた。 
 従来のアンケート等による定性評価では教材の要改善箇所を明確に特定できず、PDCA サイクルを実施できない。 

 
4.改善策の内容と実現方法 
4.1 高インタラクティビティレベルを満たす CCAF Model に沿った教材設計 

教育効果の高い e-Learning 教材を作成するため、CCAF Model とインタラクティビティレベルを考慮した教材設計を
行った。具体的な取り組み内容としては、以下のことを実施した。 

(1)コンテンツに適したインタラクション要素の組み込み 
教材は静止画とテキストのみで構成するのではなく、例えば図 2 に示すように全体図の一部分を説明する際にはホッ

トスポット、あるいは動きの伴うモノを説明する際にはアニメーションといったように、各コンテンツに適したインタラクティビティ
レベル 2～3 に該当するインタラクション要素を組み込んだ。 

 

 
図 2 ホットスポットの組み込み例 

 
(2)実業務に則した開発実習の組み込み 

実際の開発業務と同じように、提示された仕様書を読み解いて一からプログラムを作成する開発実習を組み込んだ。
また、事前に社内の全ソースを分析して頻出技術を割り出し、その技術を要するように設計した実習プログラムを用意
することで、なるべく実業務に則した形式・内容の開発を実施できるようにした。なお、この取り組みは CCAF Model の
Context および Challenge に該当する。 
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(3)開発実習のためのプログラム作成＆実行インタラクションの組み込み 
(2)の開発実習を行うためのインタラクションとして、「プログラム作成→実行→実行結果を確認→プログラム修正→

再実行→(以下繰り返し)」といった開発ステップを手軽に何度も繰り返すことができるプログラム作成＆実行インタラクシ
ョンを組み込んだ。図 3 に示すように、このインタラクションは主にプログラム作成エディタ・実行ボタン・実行結果表示エリ
アの三要素から構成されており、インタラクティビティレベル 3 に該当するテキスト入力やソフトウェアシミュレーションの性質
を備えている。プログラムの実行にあたり回数制限や採点はなく、実行環境も 4.2 で後述するようにサーバ上に構築され
た個人別開発環境であるため、受講者は成績や他の受講者に対するリスクを恐れずに実習を行うことが可能となってい
る。なお、この取り組みは CCAF Model の Activity に該当する。 

 

 
図 3 プログラム作成＆実行インタラクション 

 
(4)こまめな理解度確認テストの組み込み 

4 ページ前後に一度を目安として、それまでに学習したことについての理解度確認テストを組み込んだ。問題の形式と
しては基本的な選択肢問題の他、図 4 に示すようにインタラクティビティレベル 2 に該当するドラッグアンドドロップを要す
る組み合わせ問題や並べ替え問題等の問題も積極的に取り入れた。なお、この取り組みは CCAF Model の
Feedback に該当するが、工数の都合上受講者へ返せるレスポンスとしては正解/不正解の結果しか組み込めず、建
設的な Feedback 要素としては十分でない状態となっている。 
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図 4 理解度確認テスト 

 
4.2 サーバ上に個人別の開発環境を構築する仕組みの開発 

e-Learning での開発実習を可能とし、更に共通の開発環境を用いることによる受講者同士のトラブルを回避するた
めに、サーバ上に個人別の開発環境を構築する仕組みの開発を行った。開発した仕組みの概要図を図 5 に示す。 

 

 
図 5 サーバ上に個人別の開発環境を構築する仕組み 
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受講者が 4.1(3)で述べたプログラム作成＆実行インタラクションの実行ボタンを押下した際、まず初めにアプリケーション
(Tomcat Context)とデータベース(HSQLDB)を一纏めにした開発環境が個人用に複製され、以降その開発環境上で
プログラムが実行される仕組みとなっている。そのため、他の受講者に影響を及ぼすことのない独立した環境での開発実習
が可能となっている。 

 
4.3 効率的な e-Learning 教材作成ツールの開発 

4.1.および 4.2.の実現のために必要となる機能を持たせた e-Learning 教材を効率的に作成するため、当社の文書
作成ツールである isdoc に機能追加する形で e-Learning 教材作成ツールの開発を行った。図 6 に示すように、開発し
たツールは専用のコマンドを用いた極少量のテキストを記載するだけでテスト等のインタラクション要素を含む教材を作成す
ることが可能となっている。また、スライド形式ではなく Web ページ形式をとるためソースコードのような縦長のコンテンツにも
適している。なお、教材は e-Learning の標準規格である SCORM に則った形式で出力される。 
 

 
図 6 開発したツールによる e-Learning 教材作成例 

  
4.4 教材の定量評価に基づく要改善箇所の明確化 

従来のアンケート等による定性評価ではなく、定量評価に基づいた教材の改善を可能とするために、オープンソースのデ
ータ可視化ツールである Metabase を用いて 4.1.(4)で述べた理解度確認テストの正答率の見える化を行った。このこと
により、図 7 に示すように教材の要改善箇所(=正答率が著しく低い箇所)を 4 ページ前後という細かい単位で明確に特
定することが可能となった。 

 

 
図 7 理解度確認テストの正答率 
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5.改善による変化や効果 
 4.の取り組みを経て 2021/04 より何件かの集合研修の e-Learning 化を実施したところ、以下の成果が得られた。 

(1) 教育効果の高い e-Learning の実施 
高インタラクティビティレベルを満たす CCAF Model に沿った教材設計を行ったことにより、教育効果の高い e-

Learning の実施が可能となった。具体的な事例として、本年度の新人向け「楽々FWII 講習」および新規パートナー
向け「楽々FW II プログラマ向け 3 日間講習」を e-Learning 化したことによる教育効果を以下に示す。なお、これら
の研修は研修名と対象者が異なるだけで使用する e-Learning 教材は同一のものとなっている。 
 新人向け研修(講師は質問対応のみ実施) 

 研修直後のシステム開発実習において、対昨年度比で生産性が 10％向上した。 
 新人から講師への質問数は想定の 45%程度だった。 

 新規パートナー向け研修(講師不在) 
 講師不在でも従来と同じ三日間以内に学習を完了させ、即戦力として現場入りすることができた。 
 副次効果として講師の負担工数、および研修開催までの待ち期間を 100%削減できた。 

また、両研修の講師および受講者から e-Learning 化による効果として以下の意見が挙げられた。 
 自分のペースで学習を進められるため、従来の集合研修よりも理解が深まりやすい。 
 作成したプログラムを実行して確認できるため理解が深まりやすい。 
 理解度確認テストによって理解が不足している箇所を見落とさずに済む。 
 従来の教材よりも見やすく、わかりやすく、復習を行いやすい。 

(2) 開発実習の e-Learning 化 
サーバ上に個人別の開発環境を構築する仕組みを利用することにより、開発実習の e-Learning 化が可能となっ

た。2021/05 時点では 89 件の開発実習実績があり、利用者からは受講者側での開発環境設定が不要になる分
従来の集合研修よりも手軽で便利であるとの意見が挙がっている。 
(3) 効率的な e-Learning 教材作成 

開発した e-Learning 教材作成ツールを利用することにより、e-Learning 教材を効率的に作成することが可能と
なった。具体的な事例として以下のことが挙げられる。 
 約 64 万文字(スライド 5000 枚 or 書籍 5 冊相当)の教材を計画した通りの 350MH で作成できた。 
 上記とは別件で、初めてツールを利用する WG メンバーが多忙の身でありながら短期間で教材を作成できた。 

(4) PDCA サイクルの実施 
教材の定量評価に基づく要改善箇所の明確化により、継続的な教材改善のための PDCA サイクルの実施が可能

となった。なお、2021/05 時点では特定した箇所に対する改善の取り組みの実施中となっている。 
 

6.改善活動の妥当性確認 
5.で得られた効果のうち(1)で述べた新人の生産性向上については、昨年度まで社内で実施していた Java の研修を

本年度より外部の専門業者に委託したことが関係している可能性がある。一方、その他の成果については関連する要因
が存在しないため、今回の改善活動に因るものであると考えられる。今後も PDCA サイクルによる改善活動を筆頭に、更
なる教育効果の向上を目標とした改善活動を継続していく。 
 
C. 参考情報 
[1]『eLearning Instructional Design with CCAF』, Allen Interactions, 発行年不明 
https://www.alleninteractions.com/services/custom-learning/ccaf/elearning-instructional-
design . (2021/05/21 閲覧) 

https://www.alleninteractions.com/services/custom-learning/ccaf/elearning-instructional-design
https://www.alleninteractions.com/services/custom-learning/ccaf/elearning-instructional-design


27 
 

[2]『4 Levels Of Interactivity In eLearning And Its Advantages』, eLearning Industry, 2018 
https://elearningindustry.com/levels-of-interactivity-in-elearning-advantages-4 . 
(2021/05/21 閲覧) 
 

  

https://elearningindustry.com/levels-of-interactivity-in-elearning-advantages-4
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1B-3 「[仮説] ソフトウェア・プロセスの質はメンタルモデルにあり」 中村 伸裕 （住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 
[仮説] ソフトウェア・プロセスの質はメンタルモデルにあり 
 

＜サブタイトル＞ 
 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 ＱＣＤ改善推進部 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓野尻 優輝（のじり ゆうき） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部生産技術グループ 
 
氏名(ふりがな)︓ 岡本 優奈（おかもと ゆうな） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 

  
＜主張したい点＞ 

ソフトウェア・プロセスの中でも設計、実装のプロセスは頭の中で行われるためプロセスの観察が難しく、質の高い
プロセスの定義も難しい。CMMI では決定分析が設計の質を高める手段として示されているが、開発現場では
決定分析の選択肢を複数示せないケースが多く、うまく活用できていない。今回、「メンタルモデルの熟成が設計、
実装の質を高める」という仮説を立て、ブログラム開発プロセスで試行した。その結果、プログラム開発の工程で
生産性が向上し、メンタルモデルの効果に確信を持つことができた。 
 

＜キーワード＞ 
メンタルモデル、設計、実装、プロセスの質 
 

＜想定する聴衆＞  
改善推進者、システム開発者、トレーニング講師 
 

＜活動時期＞ 
2019/4～2021/3 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1. 背景 

住友電工情報システム株式会社は住友電気工業の情報子会社でエンタープライズ・システムの構築を行っている。
多数のシステム開発を同時に進めるため協力会社の力を借りていることもあり、プロジェクト管理を担当する人員の比
率が高く、モノ作り力（設計・実装）の低下が懸念されていた。そこで 2019 年からシステムソリューション事業本部
に配属された新人 7～８名をＱＣＤ改善推進部で預かり、３～６ヶ月間、設計・開発のトレーニングを行う取り組
みを始めた。筆者は 20 年前まで住友電気工業の新人を受け入れていたが、近年の新人の中には文系でＩＴ知識
やプログラム経験のないものもおり、トレーニング方法を根本的に考え直す必要があった。 

 
2. メンタルモデル 
(1) メンタルモデルとは 

 メンタルモデルは ”外界の現実がどのように動作しているか” という頭の中にあるイメージである。例えば、「自動販売
機のメンタルモデルは、お金を入れて欲しい商品のボタンを押せば取り出し口に商品が落ちてくる」といったものである。
このように一連の動作として認識しているものがメンタルモデルである。一方、このボタンは商品を選択するもの、ここは
お金の投入口といった知識はメンタルモデルとは呼ばない。本発表ではソフトウェア・プロセスに関する、一連の動作とし
てのメンタルモデルの重要性を扱う。 
 エンタープライズ・システムの構築では、システム化対象業務のメンタルモデル、コンピュータシステム（サーバー、ネット
ワーク等）のメンタルモデル、Web システムであれば、ブラウザとサーバーとの連携動作のメンタルモデル、開発フレーム
ワークを利用している場合は、フレームワークのメンタルモデルが必要である。本発表では、メンタルモデルの成熟度がプ
ロセスの質（設計・実装の生産性、品質）に影響するという仮説に基づいた取り組みを報告する。 
 

(2) メンタルモデルの熟成 
 メンタルモデルは複雑な実態を単純化しているため現実との差があるのが通常であるが、メンタルモデルに従って行動
している中でメンタルモデルの間違いに気づいて自然に修正されていく。例えば、自動販売機に 10 円玉を５枚入れ、
返金レバーを操作すると 50 円玉が１枚返ってきたとする。当初のメンタルモデルは、返金レバーを操作すると投入した
お金が返ってくるものであったが、その後は投入したお金がそのまま返ってくるのではなく、同じ金額のお金が返ってくるモ
デルに変更される。また、自動販売機を開けて商品を補充しているところを目撃すれば、商品を購入した際、同じレー
ルに収まっている他の商品も移動する様子がメンタルモデルに組み込まれる。 
 このように一度構築されたメンタルモデルは偶発的に更新される。ベテランは長い時間の中で様々な経験をしており、
成熟したメンタルモデルが構築されている。このため、例外的なことが発生した場合でも少ない試行錯誤で適切な対
応ができるし、トラブルを回避する行動をとることもできる。 

 
３．ソフトウェア・プロセスとメンタルモデル 
(1) 業務モデル 

工場の生産管理システムを開発するのであれば、工場での生産業務を理解する必要がある。代表的なものは業
務フロー図で、監督者が生産指示し、担当者が生産設備に原料を投入して、・・・といった流れが記述される。この段
階で初期のメンタルモデルが形成される。しかし、より最適なシステムを構築するのであれば、これだけでは十分ではな
い。投入する原料はどこから運んでくるのか、原料が少なくなった場合、補充はどのように行われるのか、といった流れが
メンタルモデルとして頭の中に構築される必要がある。成熟したメンタルモデルを使えば、新しく構築するシステムで業
務がうまく流れるか、問題はどの当たりにありそうかといった判断がしやすくなる。ここでのポイントは各業務の独立した詳
細ではなく、因果関係を伴って業務が相互作用する動きを把握していることにある。 
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(2) Web システムのメンタルモデル 

 Web システムの開発では開発フレームワークを利用することが多く、住友電気工業では楽々Framework と呼ば
れる自社開発のフレームワークを利用している。フレームワークを利用すると例えば、エラーメッセージを表示する部品が
提供されており、この部品を呼び出すことでメッセージを画面に表示することができる。部品の使い方を覚えればプログ
ラムの開発ができるようになっている。しかし、この段階のメンタルモデルでは不十分である。例えば、複数のユーザー、
複数のパソコンが繋がっている中で、メッセージはどのようにして意図したユーザーの意図したパソコンに送信されるのか
のメンタルモデルが確立できていない。間違ったコーディングにより、他のユーザーに同じメッセージが表示されてしまうこと
も可能性としてはありうる。部品を呼び出した後、どのような流れでメッセージがユーザーの画面に表示されるかメンタル
モデルが構築されていることが望ましい。このような状態であれば、作成したプログラムがうまく動かないといった状況でも
勘が働き、解決策を効率的に探すことができる。一方、メンタルモデルが未成熟であれば、何をすれば良いのかと手が
止まってしまい先輩・同僚の助けを借りる必要がある。成果物が増えないこのような時間は生産性を大幅に悪化させ
る。 
 

(3) 設計とメンタルモデル 
システム設計はより最適な実現手段の選択である、ということを前提にすれば、選択肢をいくつ出せるかが設計品

質を左右する重要な要因となる。例えばフレームワークの部品を知っていればメッセージを画面に表示する設計はでき
る。しかし、Web システムのブラウザとサーバー上のプログラムのやりとりのメンタルモデルが構築できれば、サーバー上で
エラーチェックするのではく、ブラウザ上でエラーチェックして入力中に訂正入力を促すという案も出てきやすい。また、メン
タルモデルから、各案のメリット、デメリットを簡単に引き出すことができる。このようにシステムの動作に関するメンタルモデ
ルが熟成していれは、複数の実現方法が浮かび上がってきて、自然と良い設計ができるようになると考えている。 
 

４．試行 
新人トレーニングの場を使った試行が容易であったため、プログラム開発プロセスにおけるメンタルモデルの効果を確

認することにした。新人トレーニングで 2020 年度入社の新人 7 名に対してメンタルモデルを構築し、トレーニング終了
後の本番プロジェクトで生産性を測定する。2019 年度入社の新人６名の実績と比較することで効果を確認する。 

新人トレーニングではメンタルモデルを構築・熟成させるため、以下の施策を実施した。 
 
 (1) アルゴリズム作成能力の強化 

ＩＴ知識のない新人はプログラムがどうのように動作してい
るのかのメンタルモデルが構築できていない。2019 年に 
9 x 9 計算のマトリックスを表示するプログラムが書けない新
人が複数でてきた。9 x 9 計算では２重ループが必要である
が、この動作がわからないようである。文系の学部で実施され
ているプログラミング講座でも２重ループのところで詰まる学生
が多いという意見もあり、一般的なものであると考えている。今
回、素数、9x9 表、検索、ソート、重複排除、マージ、再帰
等の９種類の演習問題を準備し、演習を通してコンピュータ
上のプログラムがどのように動作するかいうメンタルモデルを構築
した。図１に演習課題の例を示す。 

 
図 1．アルゴリズム演習 
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(2) ネットワーク研修 
ネットワークの知識はプログラム開発では必須でないが、メンタルモデル構築のために必要と考え、TCP やパケットの

構造を解説した。図２はパケットの動きを示した教材の一部で、現物はアニメーションでパケットが動くようになっている。
ネットワークの構造を理解した後、ブラウザで入力したデータがネットワーク上、どのように流れてデータベースに登録され
るか、チームで議論して発表してもらった。データはブラウザ → Tomcat → データベースの順に流れるが Tomcat 
上のプログラムがどのようにしてデータベースのアドレスやポートを特定しているのか各チームで議論されていた。よくあるイ
ラストでの説明ではこのような疑問が起こることはなかったが、パケットのなかに MAC アドレスがあり、MAC アドレスによ
りパケットが取り込まれる動作を理解している受講者は DB サーバーへのアクセスの説明がうまくできない点に気づくこと
ができた。この研修により、Web システムの構造が単なる知識の集まりでなく、動きのあるメンタルモデルとして理解され
た。 

 

 
図 2．ネットワークの動作 

(3) Java 演習 
 Java はオブジェクト指向言語であるが、プログラミングの初心者にとっては難しく、これまでオブジェクト指向言語のト
レーニングは実施していなかった。しかし、オブジェクト指向言語の仕組みを知らなければ Javadoc をはじめとしたマニ
ュアルを読むことができず、コーディング上の課題を自己解決できない。そこで継承等のオブジェクト指向言語特有の動
作を学習する研修を実施し、メンタルモデルを構築した。 
 

(4) Java Servlet 演習 
フレームワークを利用する場合、サーバー上で動作し、ブラ

ウザとの通信を担当する Servlet の機能は知らなくてもプログ
ラム開発は可能であり、社内でも知らない開発者が多い。し
かし、ブラウザとサーバーの接続が毎回切断される Web システ
ムの仕組みを知らなければ、画面に表視されない hidden デ
ータをブラウザが保持しなければならない理由が本当の意味で
は理解できない。Java Servlet の演習を通じて、ブラウザと
サーバー上のプログラムがどのように動作するかのメンタルモデル
を構築した。図３は Servlet の動作を説明したものである。 
 
 

図 3．Servlet の動作 
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(5) 楽々Framework 部品の単体演習 
当組織で利用している Java の開発フレーム

ワークは画面や画面遷移といった粒度の高い部
品を用意しているのが特徴である。例えば、図４
にソースコードと実行画面を示しているが、XML 
形式で部品のバラメータを設定するだけで簡単な
画面が実装できる。XML ファイルには、画面タイト
ル、利用するテーブル、画面項目、画面区分
（登録）といった内容が設定できる。しかし、この
XML ファイルの仕様を覚えてもメンタルモデルは形
成できない。内部では HTML を生成する処理が
実行されているが、IT 初心者には内部の動作が
想像できない。粒度の高い部品は粒度の低い部
品で構成されているため、粒度の低い部品のトレ
ーニングを２日間で実施した。 

図５は画面の構成要素である入力部分の出
力（下）とソースコード（上）である。入力項目
と表示するデータをセットして、表示実行のメソッド
を呼び出せば、部品単体で画面表示できるよう教
材を作成している。このような演習問題を繰り返
し、粒度の低い部品の動作を理解させた。 

その結果、図４で示した画面を表示する際、内
部でどのような部品が呼び出されるのか動作が推
測できるようになった。 
 
 
 
 
 
 
 

５．結果 
 2019 年度の新人と 2020 年度の新人でそれぞれ入社１年目の 12 月から３月の間に開発した新規プログラムの
実績を比較した。その結果を表１に示す。なお、既存プログラムを利用して開発する派生開発のプログラムは除外して
いるため、テータ数が少なくなっている。上記の取り組みにより生産性は 1.48 倍となった。データ数が十分とはいえないも
のの、メンタルモデルの構築が生産性向上に寄与する１つの要因であることが確認できた。今後、メンタルモデルの熟成
を軸足として、設計・開発のトレーニング開発や OJT での指導で活用していきたい。 

 
 PG 本数 平均規模(相対値） 総工数(MH) 生産性(相対値) 

2019 年度 13   1.00 464 1.00 
2020 年度 15 0.66 238 1.48 

図 4．粒度の高い部品 

図 5．粒度の低い部品 
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６．妥当性確認 
  今回使用したデータは同一プログラムの開発ではなく、各新人が複数のプロジェクトで複数のプログラムを開発してお
り、規模や難易度が異なっている。2020 年度の開発はプログラムの平均規模が 2019 年度に比べ 0.66 倍と小さ
い。この影響を調べるため 2020 年に開発した規模が大きい４本の平均値を調べると生産性は 2019 年度対比
2.02 倍であった。規模の小ささが生産性を押し上げることはなかった。 

 
(補足) 例えば 100 ステップの小規模なプログラムでも仕様理解、テストデータ準備、テスト実施、構成管理等、規模に
比例しない最低限の工数が必要であり、規模 e/工数の生産性では分子が小さくなるため生産性が悪く見えるケースが多
い。当組織のデータでは中規模の生産性が高い傾向が出ている。 
 
D. 参考情報 

なし 
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2A-1 「スーパーマン vs 天才」 蔡 光浩（C&BIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 
スーパーマン vs 天才 

＜サブタイトル＞ 
ドイツ VDA SYS CONFERENCE 2021 ベストプレゼンテーション賞受賞作品 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓蔡 光浩（ちぇ くわんほ） 
所属︓ C&BIS 株式会社 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓  
所属︓  
 

＜主張したい点＞ 
問題解決管理で重要なのは、単なる問題「解決」、つまり「火消し」ではありません。 
問題は「宝」です。問題から学び、問題を減らすこと。それが問題解決「管理」です。 

＜キーワード＞ 
問題解決管理、プロセス改善、Automotive SPCE 
 

＜想定する聴衆＞  
全てのシステムエンジニア。特にプロセス管理に関する初心者、およびプロセス管理の反対勢力に重要性を説く
立場にある方々（コンサルや EPG など） 

＜活動時期＞ 
2006 年以来のプロセス改善アセッサー・コンサルタントとしての経験を通じて得た考察です。 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ☒ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 ☒ その他(アセスメントやコンサルを通じて得た考察) 
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＜発表内容＞  
この発表は、去る 5 月 11～13 日ドイツにて開催された 第 10 回 VDA SYS CONFERENCE にて「ベストプレゼンテー
ション賞」を受賞した作品の、日本語版です。 
 
3 章に分かれます。 
第１章 私たちは本当のスーパーマン︖ 
第２章 私たちは天才︖ 
第３章 プロセスはどこにでもある︖ 
 
第１章 私たちは本当のスーパーマン︖ 
スーパーマンをモチーフに、問題解決管理のあるべき姿を導き出します。 
映画のスーパーマンは危機(問題)が起きてから登場しますが、これは偽者。 
なぜなら、本物のスーパーマンは鋭敏な目・耳・鼻などで問題が起きる前に察知し、未然防止するからです。 
次にワンダーウーマンが登場します。銀行強盗が人質に向かって機関銃を乱射する銃弾を、颯爽と現れたワンダーウーマン
が一つ残らず止めて人々を救いますが、実はこのワンダーウーマンも偽者。 
なぜなら、本物のワンダーウーマンは銃弾ではなく銃のほうを止めることでしょう。 
銃弾というのは頻発問題で、銃がその共通原因。 
第 1 章では問題から学ぶことの大切さを、いろんな比喩を使って訴えかけます。 
 
第２章 私たちは天才︖ 
問題の防止には、実は 2 通りのアプローチがあり、一つは類似問題の再発防止、もう一つは初出問題の未然防止。 
第 1 章は類似問題の再発防止について考察しましたが、第 2 章では天才をモチーフに、初出問題の未然防止について
考察し、更にプロセス管理の重要概念である「戦略」について、正しい考え方を導き出します。 
 
第３章 プロセスはどこにでもある︖ 
プロセス管理をしようとすると、必ず反対勢力が現れます。 
反対勢力でなくとも、多くのエンジニアはプロセスを忌み嫌います。 
ですが実は、プロセスというのは日常生活の中にも遍在するもの。 
ありふれた生活場面に潜んでいるプロセス問題を取り上げ、それを技術開発に敷衍することで、技術開発にもプロセスが重
要であることを証明します。 
 
E. 参考情報 
[1] 
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2A-2 「事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて」 相澤 武（株式会社インテック） 

＜タイトル＞ 
事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて 

＜サブタイトル＞ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓相澤 武（あいざわ たけし） 
所属︓ 株式会社インテック 品質革新本部 プロジェクト監理部 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 原田 かおり（はらだ かおり） 
所属︓ 株式会社インテック 品質革新本部 プロジェクト監理部 

 
＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)︓ 星 孝則（ほし たかのり） 
所属︓ 株式会社インテック 品質革新本部 プロジェクト監理部 

 
＜主張したい点＞ 

当社の目標である事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて取り組みを行った。取り組みの
中では、課題であった「品質関連施策が部分最適となっている」、「マネジメントシステム未導入部門がある」につ
いて、対策を実施し、一定の成果が得られた。実施した対策の中で工夫した点について紹介する。 
 

＜キーワード＞ 
QMS 
 

＜想定する聴衆＞  
これから QMS 構築に取り組む人 
 

＜活動時期＞ 
2010 年 4 月から継続中 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 □ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 
当社では、グループ会社共通の基本理念のもと「質で語られる信頼のトップブランド」の確立を目指し、継続的に「品質」、
「生産性」、「技術力」の向上に取り組んでいる。  
この取り組みの一つに、事業活動との統合を目指した「i-Trintiy」（当社における QMS の呼称）の全社展開がある。 
本発表は、事業活動と統合した QMS の全社展開を図るための第一歩として実施した取り組みについての事例紹介であ
る。 
 
2.改善したいこと 
事業活動との統合を目指すにあたっては、次の点が課題であった。 
 
（１）品質関連施策が部分最適となっている 
 これまで取り組んできた各種品質関連施策が、その時々の直面する課題への対応を優先して構築されており、施策間
で 
統一性がない。 

（２）マネジメントシステム未導入部門がある 
 未導入の部門においては、正しいプロセスで業務が実施できていないことによる不採算プロジェクトの発生などが課題とな
っ 
ている。 

（３）受託型ビジネス中心からサービス型ビジネスへのシフト 
 サービス型ビジネスを見据えたマネジメントシステムの整備が急務となっている。 
（４）複数のマネジメントシステムが存在している 
 既に複数の事業部門において部門の事業特性に応じて、QMS や ITSMS の導入を行っており、会社の中で、複数の
マ 
ネジメントシステムが存在している。 

 
3.改善策を導き出した経緯 
改善したいことのうち、全社展開する際の基礎となる（１）、（２）を優先し対応策を検討した。 
（１）への対応策は、品質マネジメントシステムの基盤構築、（２）への対応策は、主要部門への先行導入である。 
 
4.改善策の内容 
（１）品質マネジメントシステムの基盤構築 
 ISO9001 の品質マニュアルに相当する文書として、「i-Trinity 定義書」を作成し、既存の品質関連の施策をここ 
に整理・集約した。 

 
（２）主要部門への先行導入 
 （１）で整備した「i-Trinity 定義書」に基づいた QMS 活動の現場部門での運用を検証するため、主要部門へ 

の先行導入を実施した。 
 
5.改善策の実現方法 
（１）品質マネジメントシステムの基盤構築 



38 
 

 ａ）事業部門の実運用に沿った定義書 
  これまでの一般的な品質マニュアルは、ISO の規格要求事項に沿った目次構成、記載内容であり、一般のメンバ 

が直接参照する文書としては難解なものが多かった。今回整備した定義書は、規格要求事項に準拠しつつ、目 
次構成や記載内容は当社の中で通常使用されている内容に合わせ、一般の利用者にとって理解がしやすいもの 
としている。 

 ｂ）組織の活動とプロジェクトの活動を定義 
  組織の活動としては、組織 PDCA プロセス（主に ISO9001 規格要求事項に対応する部分）と重点テーマに 

関するプロセス（これまで課題ベースで実施していた各種品質関連施策を集約）がある。プロジェクトの活動は、 
既存の施策を取り込んだものである。  

 
（２）主要部門への先行導入 
 ａ）導入部門へのサポート 
  導入部門に対しては、導入がスムーズに進むように次のことを実施した。 
  ・自部門の成熟度の事前チェック 
   i-Trinity で定義している内容と自部門で実施している活動との差異を、組織成熟度チェックシートを用いて確 

認し不足している点は、導入前までに対応するようにした。 
  ・i-Trinity 推進体制の構築 
   全社の推進担当と各事業部門の推進担当を設置し、両者間での定例会議を通じて、導入部門における導入 

に対する不安軽減を図った。 
 ｂ）内部監査の支援 
  内部監査については、今後の事業部門においての自律的な実施を見据え、次のことを実施した。 
  ・事業部門内の内部監査員の育成 
   内部監査員に対する社外の内部監査員研修の受講と監査経験のあるエキスパート監査員による内部監査の 

場での OJT を実施し育成を行った。 
  ・リアル＋リモートの併用実施の確立 
   一般的には、内部監査は現地で実施することが望ましいが、今回の監査はコロナ禍での実施となったため、リア 

ル（現地）参加に加えてリモート参加も併用し、その方法を確立した。 
 
6.改善による変化や効果 
（１）について 
 効果としては次の点がある。 
 ・内部監査を実施したことで、各施策の取り組み状況が定期的に把握できるようになった。また、事業部門の課題、 

全社共通の課題が明確になった。 
 ・従来からある各種品質施策を整理・集約したことにより、各施策の位置付けや施策間での不整合を解消し、利 

用者にとって理解しやすいものとなった。 
 ・品質マネジメントシステムとして統合したことにより、各施策を単独実施する場合と比べて、トップマネジメントの関 

与度が向上した。 
 

 今後の課題としては、次のことが挙げられる。 
 ・組織の活動として未整備の活動（主に関連するスタッフの活動）の定義が必要である。 
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（２）について 
 効果としては次の点がある。 
 ・主要部門への先行導入により、今後、導入対象となる部門で準備しておくべきノウハウが整理・蓄積できた。 
 ・今回導入を行った部門においては、内部監査によって明確になった自部門の課題に対して、自発的に改善に取り 

組み始めるというところも出てきている。 
 

 今後の課題としては、次のことが挙げられる。 
 ・今回は 2 名のエキスパート監査員で内部監査支援を実施したが、今後の導入部門の増加に対応するためには、 

エキスパート監査員の増員が必要である。   
 ・今回、全社推進担当と各事業部門推進担当の間では、定期的な会合を設けていたが、各事業部門推進担当 

が一同に会する情報共有、意見交換の場を定期的に設定することができなかった。導入部門としての共通の悩み 
や先行部門の事例共有の場として定期的な会合の場が必要である。 

 
7.改善活動の妥当性確認 
今回の取り組みにより、事業活動との統合を目指すうえでの課題であった「品質関連施策が部分最適となっている」、「マ
ネジメントシステム未導入部門がある」については、一定の成果があったと考える。今後は、今回の実施結果をノウハウとし
て蓄積し、導入部門の拡大、サービス型ビジネスを見据えたマネジメントシステムの整備、複数あるマネジメントシステムの
統合に取り組んでいく予定である。これらの取り組みを通じて、「質で語られる信頼のトップブランド」の確立を目指していき
たい。 
 

以上 
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2A-3 「東芝グループにおける SPI 活動 20 年史と今後の展望について」 田中武志（株式会社 東芝） 

＜タイトル＞ 
東芝グループにおける SPI 活動 20 年史と今後の展望について 

＜サブタイトル＞ 
トップダウンとボトムアップを両輪としたアプローチ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 田中 武志（たなか たけし） 
所属︓ 株式会社 東芝 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 白井保隆（しらいやすたか）、田村朱麗（たむらしゅれい）、艸薙匠（くさなぎたくみ） 
所属︓ 株式会社 東芝 
 

＜主張したい点＞ 
トップダウン（経営課題に直結した改善活動等）とボトムアップ（開発現場に対するSPI活動の支援、教育、
コミュニティ運営等）の融合により、事業貢献を行いながら、開発現場のモチベーションを維持した全社的な
SPI 活動を 20 年以上行っている。本発表では、活動の成功要因である「東芝 SPI 三種の神器 ※」の 1 つ
である RECOCO モデル（研究・教育・コンサル・コミュニティ）を中心に事例を交えて紹介する。 
※RECOCO モデル、SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画、心理的安全性に基づいて議論する文
化 の 3 つより構成。 
 

＜キーワード＞ 
SPI、プロセス改善、SEPG、SQAG、RECOCO モデル（研究・教育・コンサル・コミュニティ）、SPI フレームワ
ーク、10 年計画、心理的安全性、大規模組織 
 

＜想定する聴衆＞  
SEPG、SQAG、SPI 活動に参加されている方 
 

＜活動時期＞ 
2000 年 4 月~2021 年 10 月（現在も継続中） 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 



41 
 

＜発表内容＞  
1.背景 

東芝グループにおける SPI 活動のこれまでの歴史と今後の展望について、報告者が所属しているコーポレート SEPG の
視点で紹介する。東芝グループでは、1980 年代よりコーポレート組織が各部門を支援（社内コンサルティング）する形
で SPI 活動に継続的に取り組んでいる。活動の概要は次の通りである[1][2][3][4][5][6]。 

1980 年代～1990 年代初頭は、コーポレート・イニシアティブによるソフトウェア生産技術の改善推進、QC サークルな
どを利用した事業場（工場）別の改善活動、品質保証部中心の全社標準化活動の一環でソフトウェア品質保証体
制の確立などの活動を行ってきた。1990 年中期から 2000 年までは、CASE ツールなどの活用推進、ISO9001 による
品質保証部門主導の品質マネジメントの改善、当時は新技術であった SW-CMM（CMM for Software）を活用し
た SPI 活動の試行開始などの活動を行ってきた[1]。2000 年前後になると、組込み系開発のソフトウェア開発規模・複
雑さの急増などによる QCD 課題の増大、CMM レベル達成の要求の顕在化、改善活動形骸化の経験など、様々な課
題が発生していた。 

そこで、2000 年 4 月にコーポレート SEPG を設立し、長期的な基本戦略に基づくトップダウンとボトムアップが融合した
活動へと軸足を移した[2][7]。SPI 活動における基本戦略とは、「SEPG と SQAG を各部門に設立する。コーポレート
SEPG が開発現場（開発部門、SEPG、SQAG など）と信頼関係を築きながら新しい技術の導入と定着を進める形で、
SPI 活動を推進する。」である（図 6）。改善活動の実現手段として、SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画
に基づき活動を行った。その結果、2010 年時点で、大規模組織において 10 年に亘る全社的な SPI 活動を実践し、活
動基盤を構築できた[2][3][4][5]。 
 

 
図 6 三階層の体制図 

 
2.改善したいこと 

10 年に亘る全社的な SPI 活動を実施してきた中で、2010 年頃に以下の課題が発生していた。 
 【課題 1】︓「発展」と「停滞」の二極化 

支援リソース、事業環境変化への追従が十分できなかった 

1© 2021 Toshiba Corporation 

各階層ごとにSEPG/SQAGを設置してSPI活動を実施
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 【課題 2】︓経営層との協調 
活動の可視性や、効果の提示に課題が残った 

 
上記課題に対応するため、SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画をバージョンアップし、2020 年を目指し SPI

の常態化で東芝グループを盛り立てる決意表明を行った[5]。 
 
 
3.改善策を導き出した経緯 

新たに発生した課題に対応するため、10 年続いた SPI 活動の歴史に学び、温故知新の観点で改善策を整理した。
“温故”とは強みの整理をさし、“知新”とは弱みを克服するための方向性をさす。 

強みの整理として、1 章で紹介した「SPI 活動における基本戦略」に基づき行った全社的な SPI 活動をふりかえり、「東
芝 SPI 三種の神器」としてまとめた。ここで、東芝 SPI 三種の神器は、「(1) RECOCO モデル（研究・教育・コンサル・コ
ミュニティ）」「(2) SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画」「(3) 心理的安全性に基づいて議論する文化」の 3
つから構成される。 
 
(1) RECOCO モデル（図 7） 

  1990 年代より実施している企業内エンジニアリング支援活動の視点をまとめた活動モデルで、コーポレート SEPG
内部向け視点でまとめている。下記 4 つの構成要素から構成されており、頭文字からモデル名を命名した。 
 R︓Research／研究開発（改善活動を推進する技術。開発管理技法、改善のモデル、情報共有基盤 など） 
 E︓Education／教育（人財育成 など） 
 CO︓COnsulting／コンサルティング（開発現場に対する SPI 活動の支援 など） 
 CO︓COmmunity／コミュニティ（知識共有の場、実践共同体、人的ネットワークの構築、悩み相談の場 など） 

 

 
図 7 RECOCO モデル（研究・教育・コンサル・コミュニティ） 

 

2© 2021 Toshiba Corporation 

4つの要素の「注力バランス」を整えることが重要
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(2) SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画 

  SPI 活動を東芝グループ全体で進めるための枠組みである SPI フレームワーク（図 8）に基づき、10 年単位の
長期計画に沿って進める活動である。初版は 2000 年に作成し、現在は第三期 10 年計画（2021 年～2030
年「範囲の拡大・加速」）を詳細化しながら、活動を行っている（第一期 2000 年～2010 年「体制の確立・定
着」、第二期 2011 年～2020 年「技術の充実・展開」）。コーポレート SEPG から、東芝グループや社外に向け
て発信している。 

 

 
図 8 東芝 SPI フレームワーク 

 
(3) 心理的安全性に基づいて議論する文化 

  コーポレート SEPG における活動の基本的な考え方である。コーポレート SEPG 内部向け視点で、具体的には以
下の通りである。 
“内部（コーポレート SEPG）では喧々諤々納得するまで議論を交わす。間違っていても、発散しても、相手を責め
ない。納得した結果に基づいて、外部（東芝グループ、社外）に向かっては同じことを話す。” 
  議論を交わすシーンとしては、各自の知見や考察を共有するとき、新しい技術を皆で学び解釈するとき、開発現場
に対する SPI 活動の支援で行き詰ったとき などがある。 

 
一方、弱みを克服するための方向性として、主に下記(a)(b)の内容を検討した。 
 

(a)  利害関係者の再整理 
 本社経営幹部を含む様々な利害関係者との関係性を適宜見直し、適切なコミュニケーションを取る。 
 

(b)  プロセス改善領域の拡大 
 プロセス改善領域の注力ポイントを、世の中の動向や経営課題に応じて適宜変化させていく。「当たり前に行うプロ
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セス改善活動」と「経営課題に直結したプロセス改善活動」の 2 種類に大別される。 
 

次章以降では、東芝 SPI 三種の神器の 1 つである「RECOCO モデル」の観点で改善策・実現方法・効果をまとめ、
事例を交えながら説明する。 
 
 
4.改善策の内容 

2 章で説明した 2 つの課題を解決するため、「東芝 SPI 三種の神器」の 1 つである「RECOCO モデル」をベースにして
注力ポイントを見極めて改善策を実施した。概要を表 1 に示す。 
 

表 1 RECOCO モデル（研究・教育・コンサル・コミュニティ）をベースとした主な改善策 

 【課題 1】︓「発展」と「停滞」の二極
化 

【課題 2】︓経営層との協調 
 

R（研究開発） ・先行技術の仕込み 
・東芝グループ共通課題を解決するた
めのガイド整備 

・プロセス改善領域の拡大、特に、経
営課題に直結したプロセス改善活動
の実施 
・経営層に SPI 活動の説明を実施 

E（教育） ・SPI 教育のラインナップ整備 
・SPI 教育を定期開催 

・経営層向けの個別説明会や行脚に
て教育を兼ねる。関連事項は、R
（研究開発）とCO（コミュニティ）に
記載 

CO（コンサルティング） ・開発現場に対する SPI 活動の支援 
・プロジェクトに直接入り込む形の支援 

－ 

CO（コミュニティ） ・ カ ン パ ニ ー や 開 発 部 門 の
SEPG/SQAG との人的ネットワーク構
築 
・社内シンポジウム「東芝 SPI シンポジ
ウム」の継続開催 

・利害関係者の再整理 
・カンパニーのスタッフ（技術企画・品
質行政など）との人的ネットワーク構
築 

 
 
5.改善策の実現方法 

4 章で説明した改善策（表 1）の詳細を、RECOCO モデルの 4 つの要素に沿って説明する。 
 
5.1 【課題 1】︓「発展」と「停滞」の二極化 に対する改善策 
 R（研究開発） 
  コーポレート SEPG では、東芝グループにおける共通課題を解決する改善技術を中心に研究開発を行っている。その
結果を SPI 技術パッケージ（SPI フレームワークの一要素、図 8 参照）の形でまとめた。具体的には、プロセス診断ガイ
ド、開発管理ガイド、改善推進方法論ガイドなどである。SPI 技術パッケージは、先行技術の仕込みという観点もあるた
め、パイロッティング等を取り入れながら段階的に成長させるアプローチを取っている。そのため、各技術に対して、立上げ・
開発・普及のフェーズを設定し、改善活動を進めている。 
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 E（教育） 
  SPI 活動は人財育成でもあるため、役割別教育と専門教育から構成される教育体系を構築した。役割別教育は 3
種類で構成している。具体的には、SPI 基礎知識を習得する“SPI 入門教育”、SEPG/SQAG 基礎教育である“SEPG
入門教育、SQAG 入門教育”、ノウハウや実践を習得するリーダ向けの“SEPG リーダコース、SQAG リーダコース”である。
専門教育は、アジャイル入門教育、機能安全教育、OSS入門教育などである。新しい生活様式に対応するため、2020
年度以降はオンライン形式も取り入れている。 
  コーポレート SEPG メンバを育成するための教育という視点では、自分自身もスキルアップを行う必要がある。そのため、
職場ぐるみの教育受講や社外発表などを通して、改善活動のスキルの向上に努めている。 
 
 CO（コンサルティング） 
  カンパニーや開発部門が個別に抱えている課題を解決するため、開発現場に対する SPI 活動の支援（社内コンサル
ティング）を行っている。三現主義（現場・現物・現実）に基づきカンパニーや開発部門まで直接出向き、SPI 活動の支
援（社内コンサルティング）を行い、課題解決や QCD 向上への貢献を行う。必要に応じて、カンパニーや開発部門に駐
在・転籍する形での支援も行っている。Ｒ（研究開発）で作成した SPI 技術パッケージを開発現場で適用し、活用した
結果のフィードバックを得て、さらに改善技術を育てるという好循環につなげている。 

コーポレート SEPG メンバ育成の視点として、支援担当はペアで支援を行うことが多い。開発現場の SPI 活動が停滞
した時など期待した通りに活動を進めることが出来ない場合、ひとりで悩まないためである。若手の成長とベテランのアンラー
ニングにも活かせている。 
 
 CO（コミュニティ） 
  SPI 活動の専門家である SEPG/SQAG は、成果が見えにくい・成果がでるまで時間がかかるといった悩みを抱えること
が多く、孤立した立場になってしまうことがある。そのため、カンパニーをまたがって知識の共有と流通を行うこと、モチベーショ
ンを維持できるよう相談相手や悩みを聞いてもらえる仲間を作ることが、SPI 活動を長く行うための秘訣である。そこで、こ
れらを解決するためのネットワーキングを行い、SEPG/SQAG が参加する専門分科会という形で企画・運営を行っている。
専門分科会の会合の構成は、分科会メンバ自身が新しく知る（インプット）、自分の考えを述べる・議論する（アウトプッ
ト）を原則としている。 

主な活動として、成果物の共同作成（自部門の活動で役立つ成果物を作る）、社内シンポジウムの共同運営（刺
激を受ける）、コミュニティ活動自体のふりかえりによる活動の活性化（コンテンツ量を増やす、発表者と聴講者のコミュニ
ケーションを増やす等 の運営改善を実施する）、最新動向や社内外の良好事例の共有（各部門での SPI 活動が停
滞してしまった時のヒントを持ち帰って役立ててもらう）、経営課題に直結したプロセス改善の重点施策の展開などを行っ
ている。 

また、本社経営幹部から開発者までの幅広い層を対象に SPI を中心とした情報提供を行うことを目的に、SPI に関す
る社内シンポジウムを毎年開催している。2020 年度以降はオンラインにて開催している。 
 
5.2 【課題 2】︓経営層との協調 に対する改善策 
 R（研究開発） 
  東芝グループの共通課題解決の一環として、経営課題に直結した改善技術の研究開発も行っている。定期的に開催
される本社経営幹部向けの活動報告会で研究内容や研究成果を説明している。経営層との協調につながった 2 つ事例
を紹介する。 
  1 つ目は、2013 年頃、東芝グループの事業構造転換や海外展開を行うという経営課題があった。そこで、ソフトウェア
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開発力を強化するため、海外活用プロセス構築と展開に重点を置いた。CMMI の供給者合意管理プロセス領域だけで
は大きく不足していたため、海外特有の内容を取り込む形で活動を行った。本改善が海外活用比率を向上させるとともに
QCD 寄与ができたなど、事業貢献に結び付いたことを中心に説明を行ったことで、本社経営幹部からの理解が得られた。 

2 つ目は、2021 年現在、「CPS（Cyber Physical System）企業としてこれからの社会課題を解決する」という経
営課題がある。本課題を解決するためには、お客様をはじめとした利害関係者の皆さまと解決をはかるための共創環境を
整備する必要がある。そのためには、OSS/ISS1 を活用することが技術面における前提となってきている。従来行ってきた
「当たり前に行うプロセス改善活動」だけでなく、OSS/ISS を活用できるプロセス構築・展開といった「経営課題に直結した
プロセス改善」にプロセス改善領域を広げていくことで、本社経営幹部の理解を得られるよう活動を加速している。 
 
 E（教育） 
  経営層向けの個別説明会や行脚を教育として位置付けている。詳細は、R（研究開発）と CO（コミュニティ）の項
を参照のこと。 
 
 CO（コンサルティング） 
  経営層向けのコンサルティングという視点では対策を行っていない。今後の課題である。 
 
 CO（コミュニティ） 
  経営層と関連がある利害関係者の整理を改めて行った。本社経営幹部以外の主要な役割として、”各カンパニーの技
術責任者やスタッフ（技術企画、品質行政）”、“各開発部門の部課長”、”コーポレート SEPG 所属組織の上長”の 3
者との関わりが大きい。 

まず各カンパニーの技術責任者やスタッフ（技術企画、品質行政）に対しては、SPI 活動に少なくとも反対しない形で
協力が得られるようにしたい。そこで、東芝グループのコミュニティの 1 つである全社 SPI 委員会の参加を依頼し、同委員
会や直接行脚などで説明や相談を行った。次に各開発部門の部課長に対しては、コンサルティング等で各事業場を訪問
した際、挨拶と雑談をすることで良好な関係構築を行った。その際、開発現場で抱えている課題なども聞き出せるよう、工
夫した。最後にコーポレート SEPG 所属組織の上長に対しては、コーポレート SEPG 主催の社内シンポジウムやコミュニテ
ィ等で、上長自身に全社的な SPI 活動の方針を説明してもらうこと等を通して、SPI に対する理解を深めてもらった。 
  また、コーポレート SEPG メンバは、本社スタッフやカンパニー・開発部門との間で人事ローテーションを行っている。本社
スタッフとの人事ローテーションにおいては経営課題の深い理解や本社経営幹部の動きを肌で体感している。カンパニー・
開発部門との人事ローテーションでは、部課長・リーダ・担当者を含め開発現場との密な関係を構築している。これらは、コ
ーポレート SEPG の活動に対するフィードバックとなっている。 
 
5.3 全体を通して得られたこと 

共通課題の解決を通じて豊かな価値を創造する際、RECOCO モデルの視点で見ると、以下の傾向も見えてきた。バ
ランスの取れた活動をするためのリソース配分を検討する際のヒントとなっている。 
・新規事業に重点が置かれる場合、研究色の強い活動にリソースをシフト（ガイド・教育・ツール・社外発表など） 
・特定事業に重点が置かれる場合、プロジェクトに直接入り込む形の支援による人財派遣型活動を重視 
・全社横串活動に重点が置かれる場合、CEO 直下の船頭が複数配置されるため、各船頭主導の活動の整合性を視
野に入れ、貢献度（成果・効果）の見せ方に注力 

 
1 OSS︓Open Source Software、ISS︓InnerSource Software。InnerSource は Open Source の開発スタイルを
企業グループ内で実施すること。新しい価値創出を進めるための共創的な開発につながる。 
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6.改善による変化や効果 
  2 つの課題に対して行った改善による主な効果について説明する。 
 
6.1 【課題 1】︓「発展」と「停滞」の二極化 に対する効果 
 改善技術を SPI 技術パッケージにまとめ、開発現場で活用し、結果をフィードバックする好循環 

  2010 年頃までは、コンサルティング（CO）と教育（E）にリソースが偏ることが多かった。そのため、ノウハウ化され
た形の改善技術が必ずしもすべて残されているとは言えない時期もあった。そこで、研究開発（R）を重視する時期
を設定することで、先行技術を中心としたノウハウの SPI 技術パッケージ化を加速し、開発現場での活用をへてフィー
ドバックという好循環が生まれるようになった。SPI 技術パッケージ化することで、改善活動も効率的に進めることがで
きるようになった。 
 

 開発現場とのつながりを継続維持 
  開発現場とのつながりを継続してきたため、経営層の SPI 活動に対する旗振りが弱くなった時期でも活動を継続
することができた。コミュニティや教育などでつながりは維持しているため、一時期関係が薄くなる部門があっても、困った
時の駆け込み寺として声がかかることもあった。また、時間の経過とともに、カンパニー・開発部門の SEPG リーダや
SQAG リーダの世代交代が起こっている。活動の活発度はカンパニーや開発部門により差があるが、コンサルティング・
コミュニティ等を通じて、ある程度つながりを維持できている。 

 
6.2 【課題 2】︓経営層との協調 の改善策に対する効果 
 コーポレート SEPG が消滅しかかった時に、カンパニー側（事業部長、開発部門の部課長）から存続要望の声あり 

  2015 年にコーポレート SEPG が所属する組織が消滅し、特定のカンパニー所属となる時期があった。背景の 1 つ
として、本社機能を小さくするという流れがあった。その時、カンパニー側（事業部長、開発部門の部課長）から、「コ
ーポレート SEPG が特定のカンパニー所属となると、自分の所属するカンパニーに対する SPI 活動の支援が得られな
くて困る」といった「コーポレート SEPG 廃止反対」の声があがった。その結果、所属組織はねじれている状態ではある
が、コーポレート SEPG の機能を特定カンパニーで持つという形で活動を継続できた。これまで長年継続してきた全社
的な SPI 活動の改善効果が実感されていたことが、本件につながった。 
 

 SPI 教育修了生が、本社経営幹部や海外現法社長に就任し、改善活動を後押し 
  教育等で種まきをしてきたため、SPI 教育修了生が本社経営幹部や海外現法社長などに就任している。これ
は、数 100 名単位で SEPG や SQAG のリーダ向け教育を受講してもらった結果、時間の経過とともに起こる会社
の世代交代の中で就任する人が現れたと考えられる。現在、本社経営幹部からは「SPI 活動が大事」「経営課題を
解決する全社横串活動には、コーポレート SEPG に参加してもらうこと」と言ってもらえており、改善活動の支えとなっ
ている。 

 
上記以外の効果として、SPI 用語が社内で流通したこともあげられる。なお、SPI 活動の効果を定量的に示すことに関

しても取り組んできたが、現在も課題として残っている。 
 
 
7.改善活動の妥当性確認 

東芝グループにおける SPI 活動の歴史と現状について紹介した。活動のふりかえりを行い、「東芝 SPI 三種の神器」と
呼ぶ共通施策（RECOCO モデル、SPI フレームワーク with SPI 活動 10 年計画、心理的安全性）などの成功要因
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を形式知化することができた。また、変えるべきこととして、利害関係者を再整理しアプローチすること、プロセス改善領域を
世の中の動向や経営課題にあわせて拡大することなどをあげ、取り組んできた。運も味方したこともあり、事業貢献を行い
ながら、開発現場のモチベーションを維持した全社的な SPI 活動を 20 年以上継続して行うことができている[6]。 

今後に向けては、SEPG/SQAG 活動の周期的停滞へのさらなる施策、経営層へのコンサルティング視点での関わり、
成果効果の定量的な見せ方、世代交代への施策、先を見据えた次の技術開発などに取り組む必要がある。 

東芝グループにおける SPI 活動の歴史をふりかえると、活動が盛り上がる時期と停滞する時期を繰り返すなかで、停滞
時期をいかに乗り切るかがポイントとなる。経営課題の解決への貢献と開発現場のモチベーション維持をバランスよく進め、
製品開発の QCD に寄与できるよう、今後も活動していく所存である。 
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2B-1 「無対面から始めるアジャイル開発」 大脇 斉（Ridgelinez 株式会社） 

＜タイトル＞ 

無対面から始めるアジャイル開発 

 
＜サブタイトル＞ 

～完全リモートで自らカイゼンを回せるチームを 0 から作る～ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓大脇 斉（おおわき ひとし） 
所属︓ Ridgelinez 株式会社 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 戸松 研人（とまつ けんと） 
所属︓ Ridgelinez 株式会社 
 
氏名(ふりがな)︓ 山本 大貴（やまもと だいき） 
所属︓ Ridgelinez 株式会社 
 

＜主張したい点＞ 

リモートワークという制約の中でも、アジャイル開発の本質は何か︖を改めて見つめなおすことで、”場”作りを重

視した取り組みを中心に、0 からチームを立ち上げ、自らカイゼンを回せるチームを作り、わずか 2 ヶ月でサービス

基盤の構築に成功、そのノウハウをお伝えします。 

 
＜キーワード＞ 

アジャイル開発、リモートワーク、チームビルディング 
 

＜想定する聴衆＞  
リモートワークでのアジャイル開発を予定している方、および課題を抱えている方 
リモートワークでのチームビルディングにお悩みの方 
 

＜活動時期＞ 
2020.12～2021.2 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 

弊社は 2020 年 4 月に設立された DX コンサルティングを行う会社で、顧客への戦略を示すだけではなく、テクノロジを使

って実現方式まで一気通貫で示せることが特色である。このような弊社の新規ビジネス部門で、HRTech 領域で新規事

業を立ち上げるプロジェクトを構想し、コンセプトを 3 ヶ月でサービス基盤に具現化することがテクノロジ部門に求められた。

要件を探りながら進めるため、アジャイル開発を適用することを選択したが、コロナ禍の状況でビジネス部門(PO)、開発チ

ームともにリモートでの業務遂行を余儀なくされた。開発メンバー（4 名）は本プロジェクトのために集められ、スクラムマスタ

ーを含め、初対面のメンバーばかりでの船出となった。 

また、本取り組みは、新規事業開発を通して自社のコンサルティング能力＋テクノロジの能力の実効性を社内外に示す意

味でも注目されていた。 

本発表は、スクラムマスター（発表者）と開発チームメンバー（共同執筆者）による、チームの成長の軌跡である。 

 

2.改善したいこと 

これまでいくつものアジャイル開発チームを支援し育ててきたが、基本的には物理的に同じ場所で活動するチームばかりであ

った。しかしながら、本発表のケースでは、前述のとおり一度も会ったことが無いメンバーばかりで、チームメンバーが物理的に

同じ場所に集まることを是とするアジャイル開発を、完全リモートワークでどのようにして同じ目標に向かって進める自己管理

型チームを作るかが、大きな課題であった。具体的には以下の点をリモートワークならではの『日常的に同じ空間を共有し

ないことで起こりうる問題』として想定した。 

• 対面では暗黙的に共有できていた情報が共有できない 

• 業務外も含む絶対的なコミュニケーション量が少ない 

• 関係性の構築に時間を要する 

• 一体感の醸成に時間を要する 

 

3.改善策を導き出した経緯 

アジャイル開発の本質は何か︖を改めて見つめなおした結果、そこに”リモートワーク”という制約が加わっても本質は変わら

ないという結論に至った。それは、『チームメンバーが物理的に同じ場所に集まること』が大切なわけではなく、そこで発生す
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る日常的なコミュニケーションが生む効果とそこで育まれるチームの文化が大切だということである。つまり、リモートワークでも

そのような同じバスに乗る”場”を作ることでプロジェクトルームと同じ効果を生み出せると確信した。 

弊社の得意とする DX をアジャイル開発にも適用し、デジタルツールを最大限に活用したバーチャルなプロジェクトルームを

作り出す事で実在するプロジェクトルームを超える”場”作りを目指した。 

 

4.改善策の内容 
”場”作りの具体的な施策としては、リモートワークならではの問題を解決するために、以下の 4 点を中心に実施した。 

• 情報共有基盤を作る 
• いつでも声を掛けられる状況を作る 
• お互いの関係性を作る 
• 和みの時間を作る 

 
5.改善策の実現方法 
それぞれの改善策についてはリモートワークであることを前提に以下のような手法・ツールを用いることで実現した。 

• 情報共有基盤を作る → オンラインホワイトボード および ビジネスチャットの活用 

1 つの同じ場所でチームが議論できる環境、およびその結果をいつでも見られるよう、オンラインホワイトボード

(miro)を活用し、また軽度の質問や共有・連絡事項、作業ログの記録はビジネスチャット(slack)を利用した。 

• いつでも声を掛けられる状況を作る → ビデオ会議常時接続 

プロジェクトルームの、『他のメンバーにいつでも気軽に声を掛けられる状況』を再現するため、ビデオ会議

（zoom）は原則として常に接続しておくことで、同一空間にいる状況に近づけた。 

• お互いの関係性を作る → 期待値のすり合わせ 

メンバーのバックグラウンドをお互いにほとんど知らない状態からのスタートであり、かつリモート開発でコミュニケーシ

ョンが不足しがちな状況でもあるため、それぞれがチームに貢献できること、チームメンバーから期待されていると思

うこと、他のメンバーに期待することを共有した。 

• 和みの時間を作る  → 雑談時間枠の確保 

リモートワークだと疎かになりがちな『雑談』の時間枠をリズムとして組み込んだ。具体的には、朝会では日替わり

でテーマを決めて全員が話す『雑談タイム』、夕会ではその日の作業実績と感想を各自が話している間にそれに

対するコメントをオンラインホワイトボードで付箋に貼っていく『共感タイム』を設けた。 
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6.改善による変化や効果 

２項で挙げ想定される問題点に対して、定性的ではあるがどのような効果があったかを以下に示す。 

• 対面では暗黙的に共有できていた情報が共有できない 

スプリント開始前のインセプションデッキ、カスタマージャーニーマップ、ユーザーストーリーマッピングの作成も情報共

有基盤であるオンラインホワイトボード上で行い、情報共有基盤として活用する意識付けに成功した。これらは、

プロジェクト期間中に常に参照でき意識のずれを防ぐ効果や、チャットに関しても確実にログとして残る効果もあっ

た。 

情報共有基盤による情報の徹底したオープン化＆ログ化を行うことで、メンバーも常に共有を意識してプロジェクト

を進めるようになった。 

また使用するツールを最小限に絞ることで、共有空間の定型化を図りかつ情報の散逸を防ぐことができた。 

• 業務外も含む絶対的なコミュニケーション量が少ない 

ビデオ会議を常時接続とすることで、業務以外の雑談も気軽にできるようになった。チームの雰囲気も良くなり、ま

た常に接続しておくことで、就業中という緊張感を作り出すこともできた。 

• 関係性の構築に時間を要する 

期待値のすり合わせを定期的に行うことで、お互いの成長を支え合い信頼関係を含む関係性を早期に構築でき

た。（こういった情報の見える化も 1 つのオンラインホワイトボード上で行った。） 

• 一体感の醸成に時間を要する 

朝会、および夕会で和みの時間を作ることにより、メンバー間の心理的な距離を縮める事に成功した。特に「共感

した」ことを明確に表現することが奏功し、一体感をもって進めるチームになった。 

これらの”場”作りの施策の定着が大きく貢献し、同じ目標に向かってともに活動できるチームビルディングに成功した。またこ

れまで挙げた施策については、プロジェクト期間中のメンバーからのカイゼンアイデアも多く含まれており、自らカイゼンを回す

チームへ成長したと言える。 

物理的なプロジェクトルームは、空間を共有できるが、その中の文化はチームで作っていくものである。リモートワークでもバー

チャルな空間に相当するものを共有することで、その中でチームの文化を作ることができる。むしろ、バーチャルだからこそ空
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間そのものも自由に構成・変化させることも可能であり、リアルの定石を超えたリモートアジャイルの新たな定石を築くことに

成功した。リモートワークでも、機能するアジャイルチームを短期間で作ることができ、結果としてビジネス側の要望であった

PoC 用のサービス基盤構築を実質 2 ヶ月で達成し、ビジネス側への価値提案まで行えるようなチームとなった。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

ビジネス部門からは、開発チームとして多大な信頼を頂き、チームの他案件への展開を積極的に進めていただいている。開

発チームの成果物に対しても大きな評価を頂いており、実際に成果物を利用してデモを展開しながら、サービスの方向性・

実現性の検証を進めている。 

社内では本発表以外にも他のリモートアジャイル実践チームが複数存在している。それらも含めて事例として共有し、課題
ごとに抽象化してノウハウ化することで、今後のチームの立ち上げをよりスムーズに出来ると考えている。 

 

G. 参考情報 
[1] 
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2B-2 「品質管理部門での SAFe（Scaled Agile Framework ）導入事例」 利根 章（TIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 
品質管理部門での SAFe（Scaled Agile Framework ）導入事例 

＜サブタイトル＞ 
～サイロ化された組織における、素早い全体最適化と価値創造～ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓利根 章 （としね あきら） 
所属︓ TIS 株式会社 品質革新本部 品質マネジメント革新部 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓  
所属︓  
 

＜主張したい点＞ 
・今後 IT 企業が時代に取り残されないためには、従来の計画偏重の組織管理モデルから、よりアジャイルなあり
かたへシフトしていく必要がある。 
・組織として価値を提供し続けるためには、サイロ化されたチームがそれぞれに個別最適を果たすのではなく、チー
ムが横断的に連携しながら、提供する価値を全体最適化し最大化することが重要。 
・大規模アジャイルの方法論は IT 開発だけではなく組織運営にも有効である。 
 

＜キーワード＞ 
SAFe（Scaled Agile Framework）、バリューストリーム、ART(Agile Release Train)、 
PI プランニング（Program Increment Planning）、サーバーントリーダシップ、大規模アジャイル、スクラム 
 

＜想定する聴衆＞  
・複数のアジャイル開発プロジェクトを管理する立場の方 
・ビジネスにおける意思決定の迅速化を求めている方 
・競争上の新たな脅威に素早く適応し、対応したい方 
・増加していく顧客価値を効率的に見定め、提供したい方 
・製品やサービスの品質を維持したい方 

＜活動時期＞ 
・2019 年 4 月～ 活動中 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 □ 改善活動の結果が明確になっている段階    
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 
近年のデジタル技術の発展により、従来の産業構造を根底から覆す破壊的なイノベーションが起こることは「デジタル・ディ
スラプション」と呼ばれ、急激な変化に対する危機感があらゆる産業で強まりつつある。 
 
我々SIer が、この急激な変化に対応するためには、顧客と協調し、アジャイル的なマインドで、環境の変化に素早く対応
することが求められる。また、組織として価値を提供し続けるためには、組織内でサイロ化されたチームが、それぞれに個別
最適を果たすのではなく、チームが横断的に連携しながら、提供する価値を全体最適化し、最大化することが強く求めら
れる。 
 
では、具体的に何に取り組めば良いのか︖品質管理部門として、全社の事業部門に対し、生産性向上や品質向上を
支援する必要があるが、そのための制度設計やリスク統制、ガバナンス強化、人材育成など、様々な施策がバラバラに活
動していても変化に素早く対応できず、全体最適化も難しい。 
 
そこで、これらの課題に解決する手段の一つとして、戦略から実行までの包括的なフレームワークである「SAFe（Scaled 
Agile Framework ）」に着目し、その理解と有効性の確認、社内での実践を当面の目的として、品質管理部門にお
いて活動することとした。 
 
2.改善したいこと 
既存のプロジェクトマネジメント手法以外の手法として、SAFe の優位性の検証を通じて 
１）組織が様々な環境の変化に対し、素早く対応できるような仕組みづくり 
２）各チームが個別に成果を出すだけでなく、組織全体として、全体最適された成果が出せるような仕組みづくり 

を図っていきたいと考えた。 
 
3.改善策を導き出した経緯 
新しいマネジメントモデルを模索する中で、アジャイルの理解やスクラムの実践といった取り組みの中で、SAFe の概念を理
解し、組織論・人のモチベーション・原理原則とプラクティスが有効であると判断した。 
 
4.改善策の内容 
１）新しいマネジメントモデルとして、自社組織で活用できるか︖について、検証を行った。 
２）業務上の様々な環境の変化に、素早く対応するための手法となり得るか︖について、検証を行った。 
３）全体最適された成果を出すための手法として適切か︖について、検証を行った。 
 

5.改善策の実現方法 
１）価値中心の体制構築 

SAFe における“顧客価値中心”の原則を、本社系品質管理部門として“現場開発組織への価値提供”ととらえる。
SAFe の提唱する ART（アジャイルリリーストレイン）ならびに、スクラムの考えに基づいて体制と役割を定義し、PJ 
価値指向マインドを醸成していく。   
 

２）リズムとサイクルを適用した PJ 推進 
複数のアジャイルチ－ムが 1 つの PJ として等しくビジョンを共有し、かつ不確定な状況に素早く対応していく必要があ
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る。PJ としてビジョン共有/計画/推進/適応する PI のサイクルを四半期で回し、また、全てのチームが同期を取って 2
週間のスプリントを回す運営とすることで、全員のビジョン共有と迅速な計画変更の両方を実現する。 

 
3）コロナ禍における良質な“対話”の維持 
   コロナ禍におけるリモートワークスの推進により、アジャイル原則の一つである「Face to Face」の対話が困難になりつ
つある。このような中でも、会議／計画管理／コラボレーション、それぞれのシーンにおいて適切なクラウドインフラを利用し、
オンライン上でも以前と同様の良質な“対話”を維持していく。 

 
※ART（Agile Release Train）︓複数アジャイルチーム構成による、中長期にわたり価値提供をし続ける体制。 
※PI（Program Increment）︓マネジメント期間の区切り。今回の事例では 3 ヶ月を１PI とする。 

 
6.改善による変化や効果 

「SAFe によって得られるビジネス上の恩恵」 (Engagement/Time to Market/ Productivity/Quality)に沿っ
てアンケートを実施（回答数値は PJ 参画者の定性的な判断に基づく。(回答数 N=15)）。 
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7.改善活動の妥当性確認 
今回は、「SAFe（Scaled Agile Framework ）」の理解と有効性について、社内での活動を通して、以下を確認で
きた。 

1）ビジョンや価値の共有の必要性 
2）全チームの進捗を同期させることによる、阻害要因への有効性 
3）対話の重要性 
4）アジャイル方法論は万能ではなく、向き、不向きがあり、その見極めも必要 
 

今後は、組織全体に活動を拡大させるため、より上位のステークホルダーを巻き込みトップダウンの変革を加速していく。ま
た、得られた知見の発信や実践現場での継続的なアジャイルコーチングを通じて、活動の裾野を広げていく。 
 

H. 参考情報 
[1] Scaled Agile 社 サイト（英文） 

https://www.scaledagileframework.com/ 
[2] SAFe 日本語ランディングページ 

https://scaledagile.com/jp/ 
 

  

https://www.scaledagileframework.com/
https://scaledagile.com/jp/
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2B-3 「ニューノーマルのカイゼン実践︕大規模プロジェクトの分散開発」 十倉 諒也（富士通株式会社） 

＜タイトル＞ 
ニューノーマルのカイゼン実践︕大規模プロジェクトの分散開発 
 

＜サブタイトル＞ 
～アジャイル＆リモートで実現した品質・生産性向上のプロセス改善～ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 十倉 諒也(とくら まさや) 
所属︓ 富士通株式会社 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 真鍋 晃大(まなべ あきひろ) 
所属︓ 富士通株式会社 
 

＜主張したい点＞ 
ローコード開発ツールである Salesforce を活用した大規模開発プロジェクトを、完全テレワーク下において、ハイ
ブリットアジャイル開発プロセスによる短スパンでのプロセス改善を行い、品質・生産性を向上させながら行ったプ
ロセス改善の取り組みが非常に有効であることがわかった。 
 

＜キーワード＞ 
ハイブリッドアジャイル、完全テレワーク、振り返り、独自品質指標、ローコード開発 
 

＜想定する聴衆＞  
・大規模案件でアジャイル開発の導入を検討している方 
・テレワーク下でアジャイル開発の導入を検討している方 
・ローコード開発ツールの導入を検討している方 
 

＜活動時期＞ 
 2019 年 10 月～現在 

 
＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 ☐ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
  改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 
・新規顧客および AS400 からのレガシーモダナイゼーションという大規模開発プロジェクトへの挑戦。 
・コロナ禍での完全テレワークの状況ならびに、Salesforce 未経験者が多数いる中で、プロジェクトを推進した。 
 
2.改善したいこと 
・ウォーターフォール型開発プロセスによる、前工程での要件不備・設計不備による手戻りを防止する。 
・Salesforce プロジェクトの特性に適した、品質指標値が存在しない。 
・完全テレワーク下における、ニューノーマルコミュニケーションを確立する。 
 
3.改善策を導き出した経緯 
・他プロジェクトで成功事例のあった、アジャイル開発プロセスを Salesforce プロジェクトに導入することを検討した。 
・アジャイル開発プロセスにより、前サイクルの実績で計測した値から、本プロジェクトに適した独自指標値の策定を検討し
た。 
・完全テレワークという前例のない状況のため、プロジェクトを進める中でニューノーマルコミュニケーションを検討した。 
 
4.改善策の内容 
・ハイブリッドアジャイル型開発プロセスの実施。 
・Salesforce プロジェクト独自の品質指標を策定し、品質分析に活用する。 
・真のバーチャルオフィスの実現。 
 
5.改善策の実現方法 
・ハイブリッドアジャイル型開発プロセスを実践し、スクラムオブスクラムで短スパンでの振り返りを実施。 
・前サイクルの実績値から、Salesfore プロジェクト独自品質指標を策定。 
・バーチャルオフィスを実現し、各メンバーが気軽に会話できる環境を作る。 
 
6.改善による変化や効果 
・開発コストを前サイクル目比 29.6%の削減 
・納期遅れが、初回サイクル最大 5 日遅延から、2 回目以降のサイクルで最大 2 日未満に減少 
・バーチャルオフィスの使用率が約 90%（結合テスト実施時）。 
・出社率は 10%以下。緊急事態宣言下での出社率 0% 
 
7.改善活動の妥当性確認 
上記取り組みにより、プロジェクトが計画どおりに推進したため、改善活動の効果はあったと判断している。 
また改善による変化や効果で記載した実績の変更に加え、変革に挑戦するマインド、とりかくやってみるチーム作りが重要
だというマインドが組織文化として根付いたことが、本改善活動の妥当性を判断する上で重要な要素となった。 
 
I. 参考情報 
[1]Salesforce DX 開発者ガイド 「パッケージとは?」 
https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-
jp.sfdx_dev.meta/sfdx_dev/sfdx_dev_dev2gp_pkg_whats_a_package.htm 
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3-1 「モデリング手法導入によるソフトウェア設計力強化策の社内普及展開」 城所 正博（パナソニック株式会社） 

＜タイトル＞ 
モデリング手法導入によるソフトウェア設計力強化策の社内普及展開 
 

＜サブタイトル＞ 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓城所 正博（きどころ まさひろ） 
所属︓パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 品質・環境部 品質技術開発推進課 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓中森 勝（なかもり まさる） 
所属︓パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社 品質・環境部 品質技術開発推進課 
 

＜主張したい点＞ 
商品ソフトウェアの品質を向上し開発効率を高めるには、ソフトウェア要求分析・ソフトウェア方式設計のドキュメ
ント成果物の属人性からの脱却が大きな課題であった。その解決策として UML によるモデリング技術を導入し、
それを社内に広く展開するための様々な促進策を実践した。 
 

＜キーワード＞ 
UML、モデリング、オブジェクト指向、ソフトウェア要求分析、ソフトウェア方式設計、ドキュメント成果物 
 

＜想定する聴衆＞ 
SEPG、SQA、商品ソフトウェア開発担当者 
 

＜活動時期＞ 
2017 年 4 月～継続中 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1.背景 

パナソニック株式会社ライフソリューションズ社（以下、当社）の商品開発においてソフトウェアの品質向上と開発効率
向上が当社全部門共通の課題である。当社品質・環境部は開発部門を横断するスタッフ部門（以下、支援スタッフ）
であり、この全部門共通課題に対する取り組みが求められている。また、当社の商品群を 33 の商品カテゴリに分類し、そ
の中から特にソフトウェア開発規模や売上金額などから事業インパクトが大きい 11 の商品カテゴリについて、特にソフトウェ
ア品質向上と開発効率向上が求められている。 

これらの課題に取り組む上で特に開発上流工程の強化が必須であるが、当社の改善活動ではこれまでプロセス面の改
善施策が多く、エンジニアリング面の活動が少なかった。ソフトウェア要求分析・ソフトウェア方式設計のドキュメント成果物
の中身の改善に踏み込み、品質向上と開発効率向上を実現する必要がある。 
 
2.改善したいこと 

ソフトウェア要求分析・ソフトウェア方式設計のドキュメント成果物の品質向上、手戻り削減による開発効率向上を実
現する。具体的には以下の点を改善する。 
・仕様書・設計書の冗長な記載を排除し、要求、設計、ソースコードの一貫性を確保する 
・独自の記述形式の内容による記載のバラツキを無くし、担当者依存からの脱却を図る 
 
3.改善策を導き出した経緯 

従来のエンジニアリング面の改善施策としては、各開発部門でソフトウェア要求分析・ソフトウェア方式設計のドキュメン
ト成果物の目次や項目の内容の規程化などが実施されていた。これらは「何を書けばよいか」（What）を規程したもの
であるが、要求仕様や方式設計を「どう書けばよいか（How）」まで踏み込んでいなかった。この How を規程するために、
ドキュメント成果物を記述する目的を「一貫性の確保」つまりソフトウェアの要求・設計・ソースコード間のトレーサビリティが
取れること、と定義した。また、この「一貫性の確保」を表現するためには「記載のバラツキの排除」が必要である、と考えた。 
 
4.改善策の内容 

以下の改善策を行った。 
【A】UML による要求仕様・方式設計記述の導入 

UML およびモデリングについて先行習得した支援スタッフが実際の商品ソフトウェア開発において、商品開発
担当者を指導・サポートしながらドキュメント成果物の一貫性の確保を推進した。また、この活動を進めるにつれ、
「一貫性の確保」の考え方の形式知化が必要であると考え、ガイドラインにまとめ社内展開を行うこととした。な
お、このガイドラインは 2021 年 5 月時点で作成中であり、今後これをより広く社内に展開・活用することを目論
んでいる。 
 

【B】各開発部門の開発担当者のスキル育成 
当社商品開発担当者は組み込み商品開発の場合ハードウェア設計と兼務の場合も多く、UML やモデリング

に普段から慣れているとは限らない。また、本活動においては開発担当者だけでなくレビュー担当者やコミュニケ
ーションをとるべき周辺の技術者も UML を習得する必要があるため、組織全体のソフトウェア開発に携わる技
術者全体の基礎スキルを向上する必要がある。そこで、UML およびモデリングの基礎となる研修を企画・開催し
た。9 回に分けて開催し、社内ソフトウェア技術者の約 60％が受講した。 

今後更に応用スキル習得のため、スキルレベルを規程しより高度な研修や学習コンテンツを用意していく予定
である。 
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【C】社内啓蒙・横展開 

本活動は 2017 年度より推進しているが、開始当初は UML やモデリングについての社内認知度が低く、開
発現場からの賛同を得ることが難しいことが予想された。この対策として、一般社団法人 組込みシステム技術
協会が主催する ET ソフトウェアデザインロボットコンテスト（通称 ET ロボコン）に参加することとした。 

ET ロボコンはエンジニアの人財育成と技術教育の機会を提供することを目的としたロボットコンテストであり、
実際のロボットのパフォーマンスだけでなくソフトウェアのモデル審査を含めた競技形式になっている。このため、社
外のモデリング有識者の審査や指導を受ける機会があり、参加者のモデリングスキルの向上が期待できるとともに、 
社外コンテストに出場することで、社内へのモデリング技術の啓蒙と宣伝効果が期待できる。また社内トップラン
ナー候補となる若手技術者の抽出や、部門間をまたがるチーム形成による横連携の強化などの副次的効果も
期待できる。 

また、実際の商品開発でのモデリングの導入が複数部門で推進されてきた状態となった段階で、部門間の技
術者交流会を開催した。2018 年 11 月より以降定期的に年３～4 回のペースで開催し、商品開発における
事例紹介の他、モデリングツールの使い方やワークショップなどを合わせて開催することで、開発担当者にとって便
利なより具体的な情報を継続的に提供し、モデリングを継続的に実践しやすい環境を整えた。 

 
5.改善策の実現方法 

4.改善策で示した施策【A】【B】【C】の具体的な実現方法を以下に示す。 
A-1.開発部門の設計業務への指導・サポート 

・開発担当者が自ら UML を用いてモデリングを実践する必要があるため、支援スタッフは課題のヒアリングと解決
案の提示を中心に行った。まずは支援スタッフがいくつかの簡単な課題を実践し、その例を見て現場担当者が
実際の仕様書・設計書のモデルを記載する、という流れを繰り返し行った。 
・オブジェクト指向については抵抗感を持つ社内技術者が多かったため、そういった人に対してはオブジェクト指向
を強調せずあくまで「一貫性の確保」を目指すという指導を行った。 
 

A-2.UML モデリングガイドラインの作成 
ガイドラインは以下のような観点でまとめた 
・ソフトウェア開発プロセスとの連携 

当社のソフトウェア開発プロセスの組織標準はJIS-X-0160[1]に準じている。このソフトウェア開発
プロセスの各プロセスにおいて、どの UML 図を用いてどのようにモデリングを進めるか、具体的な考え方
を明記した。 

また、分析モデリング・設計モデリングといったモデリングの進め方の一般的呼称が世の中にいくつか
存在する。これについても規程し当社のソフトウェア開発プロセスとのつながりを明確化した。 

 
・一貫性の確保 

ソフトウェア要求分析・ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計・ソースコード間のトレーサビリテ
ィについて、UML の図の要素がどのようにつながっているかを明記した。 

例） 
・ユースケースシナリオとシーケンス図 
 ユースケースシナリオとシーケンス図が紐づいているか。 
・クラス図とシーケンス図 
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クラス図のクラス、メソッド、プロパティを活用してシーケンス図のメッセージ・ライフラインが記載
できているか。 

・クラス図とステートマシン図 
 ステートマシン図がクラスに紐づいているか。 

  
これらの内容はチェックリスト化し、開発現場の成果物レビューでの活用を目論んでいる。（現在展

開中） 
 

・ツールの使い方・ノウハウ 
モデリングツールの使い方に慣れるまで少し時間がかかるため、UML 普及の障壁の一つになっている。

具体的な使い方・ノウハウについても TIPS として社内 Web ページに掲載し、ツール活用を促進して
いる。 

 
 

B-1.UML モデリング基礎研修の推進 
 ・講師は外部の研修サービス会社に依頼した。 

・講義内容については、「オブジェクト指向」や「UML の基礎」の内容を含んだ既存研修コンテンツに当社からいく
つかカスタマイズを要望した 
  ・「一貫性の確保」の説明の追加 
  ・特に重視したい UML 図として「ユースケース図」「クラス図」「オブジェクト図」「シーケンス図」「ステート

  マシン図」「アクティビティ図」に説明を絞る 
 

C-1.社外コンテスト「ET ロボコン」への参加 
 ・2017 年から毎年出場している。開発部門を中心に 10 数名のメンバーを募り、3～4 チームに分かれてエント

 リーする 
 ・約半年間をかけてロボットのソフトウェア開発を行う。（4 月エントリー、9 月地区大会、11 月全国大会）参

 加メンバーは支援スタッフの指導を受け、審査モデルの作成に取り組む。実際のソフトウェア開発では業 務 外 の
 時間も活用する。 

 ・ロボット（LEGO Mindstorm EV3）やコースなどは支援スタッフ部門にて購入。ただし、2020 年度から新
 型コロナの影響で大会形式がオンライン開催となり、リアルのロボット競技からシミュレータ上での競技に変更され
 ている。 

 ・社内への報告の機会として、キックオフ（4 月）、中間報告会（8 月）、成果報告会（10 月 or12 月）
 を設定。参加者の部署の責任者の方にも出席を依頼し、参加メンバーが作成したモデルの解説を行う。 

 
C-2.部門間の技術者交流会の開催 

 ・およそ四半期ごとに開催し、技術者間の情報共有の場として活用している。 
 ・主に以下の内容を都度実施している。 
  ・開発事例紹介 
  ・ワークショップ（モデリングの実践） 
  ・TIPS、ノウハウ共有（ツール活用方法、研修内容の紹介など） 
 ・開発事例紹介では、A-1.で技術サポートを行った部門に本交流会での発表を依頼している。 
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6.改善による変化や効果 
 各改善策の効果を以下に示す。なお、今回は商品開発の品質指標に関する数値データは開示せず、開発担当者の
意見を中心とした定性的な評価に留める。 
A-1.開発部門の設計業務への指導・サポート 
 ・実践した開発担当者の意見 
  ・これまでＰＰＴで状態遷移図などを書いていたが、モデリングツールでルールに従って書くことで、感
  覚的に 30％くらいは効率化ができた 
  ・クラス図はソフトウェアの地図のように感じる。ソースコードは箇条書きで１次元の情報と言えるが二
  次元的な面の広がりでソフトウェアを把握できる。 
 
A-2.UML モデリングガイドラインの作成 
 ・現在β版を作成中。効果検証は今後実施予定。 
 
B-1. UML モデリング基礎研修の推進 
 ・全９回開催し、社内全ソフトウェア技術者の 60％が受講した。その他、過去同様の研修の受講実績がある
 など同程度のスキルをもともと保持していると判定した人が 20％ほど存在するため、本研修によって社内全ソフ
 トウェア技術者の 80％が UML およびモデリングの基礎知識を習得したといえる。 
 ・受講者アンケート結果より（各５段階評価、5 が高評価） 
  有意義度（研修内容は有意義だったか） 平均 4.1 
  役立ち度（今後の業務に役立ちそうか） 平均 3.9 
  理解度（内容が理解できたか） 平均 3.9 
 ・受講者アンケートで寄せられた主な意見 
  ・講師の説明が非常に分かりやすく、内容の理解が深まりました。 
  ・UML に苦手意識があり見様見真似で今まで書いていたが、必要な知識を身に着けることができた 
  ・ツールの使い方で困ることが多かったので基礎的な使い方から学ぶことができてよかった 
  ・ソフトウェアに携わる新入社員は早い段階で本研修の受講機会があるべき。今後の社内の開発環
  境の向上につながる 
 
C-1.社外コンテスト「ET ロボコン」への参加 
 ・5 年間で延べ 65 名が参加。大会成績は参加 2 年目から 4 年目まで毎年 2 チームが地区予選を突破。 
 ・毎年 UML の e テストをスキル測定のため実施している。同程度の問題セットを２つ用意し、活動開始時点と
 終了時点で実施したところ、例年約 20 点平均点がアップしている。 
 ・参加者アンケートで寄せられた主な意見 
  ・業務でＵＭＬでの記述を見る機会があったが、以前よりもよく内容が理解できた 
  ・モデリングは、多面的な視点(静的・動的やアクターなど)や抽象化(目的・手段)などを整理する上
  で非常に有用な技術だと思う 
 ・社内の２部署にて、毎年継続的に若手が参加するようになった。モデリングのトライアルの機会として本活動が
 定着しつつある。 
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C-2.部門間の技術者交流会の開催 
 ・2018 年 11 月より 2021 年 5 月まで、全９回開催。１回平均 40 名が出席している。 
 ・参加者アンケートで寄せられた主な意見 
  ・他事業所の実例を聞かせていただくことにより、自部門で不足している点、出来てない点を確認出
  来る 
  ・オンライン開催になったので、（テーマによりますが）参加者同士での議論がしたい 
  ・ツールのデモを実際の画面で見れたので、非常にわかりやすかった 
 
7.改善活動の妥当性確認 
 当社の中で特に事業インパクトの大きいソフトウェア搭載商品カテゴリを 11 カテゴリ選出していたが、この 11 カテゴリ中の
UML モデリング導入実績は 2017 年 4 月時点で 1 件だったのが、2021 年 5 月時点で 9 件になった。これらのモデリン
グを導入した商品での効果計測ができていない商品もあるため全体の効果は不明である。しかし、効果計測を行った複
数商品においてシステムテストのバグ率低減が確認できており、モデリング導入が開発上流工程の強化につながったと考え
られる。また定量的評価ではないが、6. A-1.の開発担当者の意見のように UML での仕様記述を活用することで約
30％の効率化があったとの報告もあり、開発効率向上にも寄与していると考えられる。 
 
 導入レベルはプロジェクトごとにまだばらつきがあるため、今後もガイドラインの展開などを推進し一貫性の確保に向けた活
動推進が必要である。 
 
 
J. 参考情報 
[1]JIS X 0160 ソフトウェアライフサイクルプロセス 
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3-2 「IT 企業における DX へ向けた取り組み」 野尻 優輝（住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 
 IT 企業における DX へ向けた取り組み 
＜サブタイトル＞ 

 
＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)︓野尻 優輝（のじり ゆうき） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部生産技術グループ 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 

 
氏名(ふりがな)︓ 岡本 優奈（おかもと ゆうな） 
所属︓ 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 
 

＜主張したい点＞ 
私の所属する生産技術グループではこれまで、“開発部門のシステム開発プロセスの変革”、“通常のシステム

開発では投資採算性が低い間接業務の効率化”、“改善推進部門の付加価値向上”の 3 点を目標として
DX に取り組んできた。既に様々なシステムのデータの収集や間接業務自動化を行っているが、最終的には 
CPS(Cyber Physical System) を構築し、人が実施している作業をリアルタイムにサポートしたいと考えてい
る。今回は最終形に至るまでに解決すべき以下の２つの課題についての施策を行った。 

・ 分析などデータの見せ方が頻繁に変化する作業や人の判断を含めた作業を補助する仕組みの構築 
・ CPS の構築とリアルタイムでアドバイスを行う仕組みの構築 

その結果、施策を適用した業務の作業時間を大幅に削減することができ、作業担当者からは実用的であると
高評価を得られた。DX 実現に向け、支援可能な業務の範囲を大幅に広げることができた。 
 

＜キーワード＞ 
デジタルトランスフォーメーション、DX、Excel、集計、自動化、新人研修 
 

＜想定する聴衆＞  
QCD 改善担当者、DX 推進者、研修担当者 
 

＜活動時期＞ 
2020/06～2021/05(継続中) 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  
1. 背景 

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは、スウェーデンのウメオ大学教授エリック・ストルターマン氏が 2004 年に提唱し
た概念で、「デジタル技術が浸透することで人間の生活のあらゆる面で引き起こす、あるいは良い影響を与える変化」を指
す。経済産業省ではＤＸを以下のように定義している。 
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサー
ビス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を
確立すること」 
我々、生産技術グループでは、DX の取り組みとして 2017 年より 

・ 開発部門のシステム開発プロセスの変革 
・ 通常のシステム開発では投資採算性が低い間接業務の効率化 
・ 改善推進部門の付加価値向上 

を目的とした Digital Assistant(以降、D.A.) の構築を進めてきた。D.A.は組織内のデータを収集し、業務代行やア
ドバイスを行う仕組みである[1][2]。最終的には CPS(Cyber Physical System) を構築し、リアルタイムで人の実施
するプロセスをサポートしたいと考えている。今回は最終形に至るまでに解決すべき以下の２つの課題について試行結果を
報告する。 

・ 担当者と D.A. が協業しながら１つの成果物を完成させる仕組み 
・ CPS の構築とリアルタイムでのアドバイス 

 
2.改善策を導き出した経緯 
2.1 技術開発の必要性 

2017 年に D.A.構想を開始してから社内のデータを自動収集し、主にレポートを自動生成することでシステム開発・保
守の業務を効率化してきた。しかし、これまでの技術で自動化できるテーマは残り少なく、新たな技術開発が必要となった。 

 
2.1.1 間接業務自動化の発展 

一般的に、管理業務や報告資料の作成は以下の流れとなる。 
 (a) データ収集 
 (b) データ分類・加工 
 (c) 表、グラフの作成 
 (d) 状況把握 
 (e) 対応方法の立案 
 (f) 管理資料、報告資料の仕上げ 
これまで D.A.では複数システムにまたがって保管されているデータを使って (a)～(c) の部分を自動化することを得意とし
ていた。しかし、(b) の部分に人の判断が入るケースも多く、この場合、D.A.による支援が難しい状況であった。例えば、
Excel でプログラム開発の進捗表を作成しているケースを考えると、生産性や品質はプログラムを新規作成した場合と、た
またま似たプログラムがありコピーして派生開発した場合で区別する必要がある。管理項目はプログラム名、規模、開発工
数、欠陥数、新規派生区分等が考えられる。このうち規模、開発工数、欠陥数は当組織では自動収集可能であり、新
規派生区分は日々人手で入力する必要がある。このように(a), (b) の部分で人手が介入するケースは多く、これまで支
援を行ってきた間接業務と同じ様に支援を行う為には Excel シート上で人と D.A.が協業できる仕組みが必要となる。 
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2.1.2 DX へ向けた発展 
一般的な DX の事例として工場や作業現場でスマートグラスを装着してアドバイスを受けるというものがある。生産技術

グループではソフトウェア・プロセスでもこのようなリアルタイムのアドバイスを実現したいと考えている。そのためには、作業者の
リアルタイムの状況を D.A.が把握し、適切な情報を提供する仕組みが必要である。 
 
2.2 推進方針 

DX へいたる道を検討した結果、表 1 に示すような 4 つの Step が存在すると考えた。Step1 は単一のデータソースの
データを利用して定型の出力を行う。通常のシステム化と同義である。Step2 では複数のデータソースと csv 等のローカル
ファイルを読み込んで定型の加工を行い定型の出力を行う、いわゆる RPA を導入した状態。Step3 では Step2 に加え
て人の判断が必要なデータ加工を組み込んでシステムと人の協業を行う。また、出力ファイルの表示形式の変更が頻繁に
発生しても対応可能となる。Step4 ではレポートや定型ファイルを定期的に作成しユーザーの都合の良い時に閲覧する形
の Step3 までと違い、現在工程で発生している状況によって適切なアドバイスや情報をユーザーに提示するようになる。現
在の D.A.は背景で触れたように Step2 まで達成している。Step3,4 を目指していくにあたり、人との協業、アウトプットの
変更対応、プロセスデータ活用によるリアルタイムの反応を実現していく必要がある。 
 

表 2 DX に至る 4Step 

 Input Output 備考 
Step 利用するＤＢ ローカルファイル 

(csv 等) 
非構造データ 人の判断 プロセスデータ 形式 反映される情報  

4 複数 〇 〇 〇 〇 定型 
変更多い 

リアルタイム DX 
システムからユーザーに
情報発信 

3 複数 〇 〇 〇 - 定型 
変更多い 

過去  

2 複数 〇 - - - 定型 過去 RPA 
1 単一 - - - - 定型  通常のシステム化 

 
3. 改善したいこと 
3.1 人とデジタル・アシスタントが協業できる仕組みの構築 

人と D.A.が協業する仕組みの PoC として、担当者によるデータ分類や出力レイアウトの変更を含めた Excel 集計業
務 2 種類の改善を行う。 
  
3.2 デジタル・アシスタントによるリアルタイムのアドバイス 

リアルタイムにアドバイスを送る仕組み構築の第一歩として、トレーニングの学習者と講師を対象とした Cyber 空間を構
築しリアルタイムで必要となる情報を提供する仕組みをパイロットシステムとして構築する。 
 
4. 改善策の内容と実現方法 
4.1 人とデジタル・アシスタントが協業する仕組みの構築 
4.1.1 アメーバ・行動計画作成での PoC 
(1) 対象業務 
 弊社ではアメーバ経営を実施しており、毎月月初に前月の売上目標と実績、挽回施策等と当月目標値を記載した行
動計画を部門毎に作成する。担当者は、経理システムから売上実績をダウンロードし、先月立案した計画と比較する。差
がある場合その原因や挽回施策を立案し、部門長や社長に報告する。報告は各部署１枚の資料で行うため、計画値
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や実績値は明細ではなく顧客特性に応じて、システム単位で集計したり、顧客（事業部）単位でまとめたりしている。こ
のため、担当者の集計作業は部署により異なる。 
 
(2) 改善策実施後の作成作業 

提出する報告書の内容やレイアウトは従来と同じで変更していない。改善後は図１に示すように D.A.が作成する実績
Sheet を内部資料として追加している。実績データは D.A.が経理システムから取得し、実績明細 Sheet に書き込む。た
だし、明細データは部門毎に顧客別、システム別といった単位で集計するが、その為の集計キーとなる区分はシステム上に
はない。実績明細は経理上の集計キーでまとめられているため、先月と同じ経理上の集計キーが今月の実績明細に出現
すれば、D.A. が先月の Excel Book から区分をコピーする。新しい集計キーが登場すれば担当者に入力を促す。実績
明細が完成すると報告に使用する実績集計は Excel の機能（ピボットテーブル等）を活用し、自動集計されるようにし
ている。担当者は実績集計を確認して、次月の行動計画と目標を立案する。 

 
図 9 人と D.A.の連係 

 
(3) 改善策の実現方法 
 当組織では IS Portal と呼ばれる文書サーバーがあり、外部仕様書等のシステム・ドキュメントや開発標準、マニュアル
等を一元管理している。今回、IS Portal に D.A.のユーザーを追加し、１つの Excel を担当者と協業しながら作成でき
るようにした。図２に概要を示す。D.A.は R 言語で実装されており、今回、Excel 操作用の部品をライブラリに追加した。
これにより、Excel 協業機能を短時間で実現できるようになっている。 
 



70 
 

 
図 10 D.A. のシステム構成 

 
4.1.2 研修予実集計での PoC 
(1) 対象業務 

弊社では研修管理システムが構築されており、人材育成の仕組みとして目標管理の計画の中で４月に年度内の受講
計画を立案し、翌年３月の面談で実施状況の確認を行っている。しかし、この制度は開始から 10 年以上経過している
こともあり研修時間の実績が減少傾向にあり、スキル低下を懸念した幹部の指示により研修内容や管理を強化することに
なった。現状を把握するため、従来管理されていなかった語学の研修実績や入社４年以下等の層別の研修実績、計画
時間が目標未達の部署の抽出等、強化策を打つのに必要な報告書を手作業で作成することになった。このように試行
錯誤状態であるため報告書の内容は幹部の指示で変更されることも多い。 

担当者は研修管理システムから取得した人別受講計画と実績、ローカル PC で管理している部門別必修研修と社員
情報を組み合わせて集計する。その際にフリー入力されている研修名を確認し、語学研修である場合は区分列に“語学”
と入力している。集計結果である中間 Excel をもとに、前月の報告書提出時に指示された報告書レイアウトを反映した
報告書を作成する。 
 

 
図 11 研修予実集計作成(改善前) 

 

 
図 12 フリー入力される語学研修名例 
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(2) 改善施策実施後の作成作業 
 4.2.1 と同様に、出力する会議用資料は従来と同じで変更していない。図 5 に示す通り、D.A.は集計に必要なデータ
を全て読込み、会議用資料 Excel の中間データシートに出力する。読み込むデータの中には研修区分を判定するキーワ
ード一覧を含んでおり、これに基づいて D.A.は研修区分を自動入力する。もし新たな区分による分類を指示された場合、
一覧に新たなキーワードを追加すれば良い。もし出力フォーマットの変更が発生した場合には、中間データシートのデータへ
リンクを張る形で会議用資料を更新する。D.A.は先月の Excel Book の会議用資料シートをコピーして新たな Excel 
Book を作成する為、更新は次月以降の資料に自動的に反映される。 
 

 
図 13 研修予実集計作成(改善後) 

 

 
図 14 D.A.による Excel 作成 
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図 7 語学研修判定キーワード例 

 
(3) 改善策の実現方法 
 システム化されていないデータは IS Portal 文書サーバーに CSV 形式で保存し、D.A.が自動収集するようにした。D.A.
は実績データとこれらのマスタ・データを使用し、報告資料に必要なデータを自動生成する。担当は生成されたデータを参
照する形で報告書をまとめる。フォーマット変更がなければ語学研修のキーワードを見直す程度の作業で報告書が作成で
きる。 
 

 
図 8 研修予実集計改善策の構成 

 
4.2 デジタル・アシスタントによるリアルタイムのアドバイス 

CPS 構築とリアルタイムのアドバイスの試行として新人トレーニングを対象プロセスとしてプロトタイプの構築を行った。 
 

4.2.1 新人トレーニングでの PoC  
(1) 支援機能 
 新人トレーニングでは大学時代にＩＴを勉強した新人とそうでない新人が混在しおり、既存知識や理解度のばらつきが
大きい。また、何を質問すればよいのかわからない、理解できているかどうか自分で判断できない、といった状況になりがちで
講師が「わかりましたか︖」と質問しても反応が薄いケースが多い。そこで、新人の理解度を客観的に把握して、講師が適
切に指導できるようにすることを今回のテーマとした。研修は今までと同様に集合研修で行うが、教材を eLearning 化し、
生徒の状況をリアルタイムで把握することで、次の２つの情報をリアルタイムで提供できるようにした。 

・全受講者が現在閲覧している資料ページの表示(図 9)  
・章末問題の不正解割合の表示 (図 10) 

この２つの機能を活用することで講師はより適切に受講者をフォローできるようになった。 
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図 9 進捗遅れ把握資料例 

 

 
図 10 章末問題別不正解回答数 

 
(2) 改善策の実現方法 
 従来のスライドを用いた集合研修では受講者の現在閲覧している資料、ページや、章末の確認問題の正解不正解の
情報は収集できない。その為、研修資料を e-Leaning 化することとした。e-Leaning ツールとして、OSS であり大学など
の機関でも利用実績がある Moodle を採用した。Moodle に登録する教材に JavaScript を仕込み、教材の各ページ
を開いた瞬間の日時を DB に記録する仕組みを作成した。また、e-Leaning 化したことで章末確認問題の回答内容や
回答回数等のデータも DB にリアルタイムで収集することが可能となった。その結果、ＳＱＬを利用してデータを抽出し
CGI やデータ表示ツールを用いることで研修中や研修後に負荷なく必要なデータを閲覧できるようになった。この改善策を
CPS の考え方に当てはめると以図の様になる。 
 

 
図 11 受講者状況把握改善策の構成 

 



74 
 

5.改善による変化や効果 
5.1 対象業務範囲の拡大 
5.1.1 Excel 協業機能の評価 
 以下の様な Excel を用いた集計作業における人とデジタル・アシスタントの協業技術を確立した。 

・担当者別に異なる集計 
・システムに管理されていないデータの利用 
・フォーマット変更への対応 

PoC 対象とした業務では作業工数を約 8 割削減でき、作業担当者からも十分に利用可能であると高評価を得られた。
D.A.で支援できる業務範囲を拡大することができたと考えている。 
 
5.1.2 リアルタイム・アドバイス機能の評価 
 新人トレーニング中の受講者の状態をリアルタイムで収集し、その内容によって即座に講師へアドバイスする仕組みを構
築した。今回の PoC で定量的な効果は測定できていないが、講師陣からは高い評価を得ることができた為、構築した仕
組みには十分な効果があったと考えられる。PoC では web ページに情報を表示する形を取ったため講師が更新しなけれ
ばアドバイスを送ることができなかった。今後は講師に対して能動的にアドバイスを送る仕組みを検討していきたい。今回の
取組でリアルタイムでのデータ収集とリアルタイムでの支援機能が実現できたことにより、システム開発の領域での活用も現
実味を帯びてきた。 
 
5.2 適用事例の効果 
5.2.1 アメーバ・行動計画作成 
 先月担当者が追加した“明細データの集計区分”を D.A.が当月集計に自動適用して各種集計を実施、出力するとい
う、担当者と D.A.が Excel ファイルを介して協業する仕組みが構築できた。また、担当者の作業時間を 80%削減するこ
とができた。 
 
5.2.2 研修予実集計 
 前項の担当者と D.A.が協業する仕組みに加えて、頻繁な出力形式の変更要求に対してプログラムを改修せずに対応
できる仕組みを構築した。また、担当者の作業時間を 75%削減することもできた。 
 
5.2.3 研修プロセス改善 

2021 年度新人研修で試行したところ、図 9、図 10 に示すようなデータを得ることができた。講師によるフォローや資料
の修正などに活用されている。プロセスデータのリアルタイム収集とシステムから対象者へデータ発信することで効果を出す
CPS 構築の試行として成功したと考えている。 
 
6 まとめ 

DX の実現に向け、D.A.に不足していた“人との協業”、“アウトプットの変更対応”、“プロセスデータ活用によるリアルタイ
ムアドバイス”についてのPoCとしてExcel集計業務の改善と新人トレーニング講師へアドバイスを送る仕組みを構築した。
結果、集計業務の作業時間は削減され、更にどちらの取組の担当者からも実用的であると高評価を得ることができた。
今後は適用対象業務の拡大や、講師だけではなく学習者に対するアドバイス機能も充実させ、集合教育でなくても効果
が得られるようにしたい。また、その取組を通じて、最終的な目標であるソフトウェア・プロセスでのリアルタイムアドバイスを実
現する為の仕組み構築を目指していく。 
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K. 参考情報 
[1] OSS を利用したデータ収集・分析の自動化による改善活動の効率化, 野尻優輝, 2018 
http://www.jaspic.org/event/2018/SPIJapan/session1B/1B3_ID022.pdf 
(2021/06/03 閲覧) 
[2]データ活用によるソフトウェア開発の改革, 野尻優輝, 2019 
http://www.jaspic.org/event/2019/SPIJapan/session3C/3C1_ID015.pdf 
(2021/06/03 閲覧) 
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3-3 「CASE 時代に求められるデザイン DX アプローチ」 山路 厚（株式会社デンソークリエイト） 

＜タイトル＞ 
CASE 時代に求められるデザイン DX アプローチ 

＜サブタイトル＞ 
デジタライゼーションによる大規模で高速な“すり合わせ”開発の実現 
 

＜発表者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 山路 厚（やまじ あつし） 
所属︓ 株式会社デンソークリエイト 
 

＜共同執筆者＞ 
氏名(ふりがな)︓ 栗山 順次（くりやま じゅんじ）、西村 隆（にしむら たかし） 

安達 博司（あだち ひろし）、野村 博志（のむら ひろし）、田村 広志（たむら ひろし） 
所属︓ 株式会社デンソークリエイト 
 

＜主張したい点＞ 
CASE 時代の到来により、ソフトウェア開発の大規模化が急激に進み、大炎上・大混乱に陥るプロジェクトが多
くなってきた。この状況を乗り越えるためには革新的かつ現実的な技術解が必要にあり、その１つのアプローチと
して「デザイン DX（デジタルトランスフォーメーション）」を提唱する。デザイン DX はシステム／ソフトウェアの設計
データを開発プロセスに適合させた形でデジタライゼーションさせることにより、各開発現場の強みを最大化する方
式である。大規模な“すり合わせ”開発に適用した事例を通して、デザイン DX の実効性と可能性を伝えたい。 

＜キーワード＞ 
デザイン DX 
設計情報のデジタル化 
設計情報の一元化 
メタモデル 
“すり合わせ”開発 

＜想定する聴衆＞  
急激な大規模開発化でトラブルを抱えている技術者・管理者の方 
後追いで品質点検を実施することに無駄や疑問を感じている方 

＜活動時期＞ 
2017 年～2021 年現在 
 

＜活動状況＞︓発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 
 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 
 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 
 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞ 
1.背景 
 自動車業界は CASE 時代の到来により、100 年一度の大変革期を迎え、仕事のやり方や考え方を変えざるをえない
状況に直面している。開発対象となるシステム・ソフトウェアは大規模かつ複雑化が急激に進み、分散開発・コンカレント
開発への対応が求められている。また、VUCA の時代とも言われ、複雑なものを複雑なまま、要求が定まらないものを曖
昧なまま、激しく変化していく開発対象に高速スピードで対応することが求められている。この状況を乗り越えるには、革新
的な技術解の導入が必要になっている。 
 
2.改善したいこと 
 時代変化に対し、開発現場（以下、現場と略す）では人海戦術的
な“すり合わせ”開発でなんとか対応してきた。ところが、急激な大規模
化では、もはや“すり合わせ”しきれずに、開発終盤まで I/F 不整合が多
発し、大きな手戻りの発生や品質問題に追われることが多い（図
１）。その結果、プロジェクトは大炎上、大混乱に陥っている[1]。これに
対し、長年、様々なテクノロジーを導入してきたが、急激な大規模化を
乗り越えられるような状況には至っていない。そこで、このような状況を乗
り越える革新的かつ現実的なアプローチを考案する。 
 
3. 改善策を導き出した経緯 
(1)着想１︓人間中心アプローチ 

VUCA の時代、複雑なものを複雑なまま、要求が定まらないものを曖昧なまま、変化に対応していくには、人がもつ能
力を十分に発揮させることが重要と考えた。それも、開発の“初期段階”から“多く”の技術者の知見をフル活用して開発を
進めることが大規模開発では必要となる。これは、人間中心のアプローチ方式であり、この着想の潮流は、ソフトウェア開発
におけるアジャイルブームをもたらしている[2]。 
(2)着想２︓“すり合わせ”開発の利点を活かす 

また、人間中心という視点から考えると、今までプロジェクトを成功に導いてきた“すり合わせ”開発の利点と共通要素が
見られる。つまり、VUCA の時代では、“すり合わせ”開発は本質的に適していると考えられる。ただ、急激な大規模化によ
り、“すり合わせ”しきれなくなっているだけのことである。そこで、大規模開発でも“すり合わせ”を行える、“素早く”すり合わせ
られる仕組み・環境を整えるアプローチが問題解決には有効と考えた（レジリエンス・エンジニアリングや安全概念 Safety
Ⅱの考え方︓“すり合わせ”開発という成功を続けるという着想）。 
 (1)(2)より、大規模でも“すり合わせ”開発を可能とする仕組みを実現することが改善策である。 
 
4.改善策の内容 
 大規模で“すり合わせ”開発を実現する仕組みには以下の３点の要件が求められる。 
(1) コンカレント開発 

多人数の技術者がコンカレントに設計行為を進められ、コンカレントに行われた設計行為を１つにまとめ上げていく方式
が必要となる。具体的には、トップダウンで大雑把に設計された情報をもとに分散に配置された現場の多人数の技術者が
コンカレントに設計し、各技術者が自律的に水平方向・垂直方向にすり合わせ、不整合を解消し、１つのシステムに仕上
げていく方式となる。言い換えれば、トップダウン方式とボトムアップ方式を融合させた方式で、現場に配置された多人数の
技術者の知見・スキルを大いに発揮させる方式である。 
(2)現場カスタマイズ 

 

図１ 大規模開発における問題構造 

個々の現場の力・知見が発揮されにくい、開発スピードが遅くなってしまう
現場で“すり合わせ”しきれず、大きな手戻り・品質問題となっている

トップダウン開発

少数のエキスパートが設計し、現場に展開していく

最初に全てを
決めきれない

膨大な既存のレガシー資産
不整合多発
取り込める？

大量なQ&A
大量な問題

変化が激しい
仕様は変わる

エキスパートが
ボトルネック

急激な
コネクテッド
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 各現場の知見・スキルを取り込むためには、各現場の仕事のやり
方（プロセス・資産）に合わせられることが必要となる。各現場にあ
る知見やレガシー資産を活かすためには、現場の仕事のやり方にフィ
ットできる柔軟性が必要である。 
(3)マルチビューポイント対応 
 大規模になればなるほど、立場によって多様な関心事を持つ。ま
た、近年、機能安全やセキュリティなどシステムに対する新たな要求
が増えている[3]（図２）。各現場、各専門家が求める見え目は
異なり、多視点でのビューが求められる。 
 
5.改善策の実現方法 

4.で述べた要件に対応する１つのアプローチとして「デザイン DX（デジタルトランスフォーメンション）」を提唱する。デザ
イン DX のキーテクノロジーは設計情報のデジタル化であり、システム／ソフトウェアの設計情報を開発プロセスに適合させ
た形でデジタライゼーションさせることにより、各企業の強み・各現場の強み・各技術者の強みを最大化する方式である。
各要件に対する具体的な実現方法を以下に述べる。 
(1) 設計データの一元化によるコンカレント開発 

設計行為を情報構造体として表現し一元管理する（図３）。高速にすり合わせるためのデジタル化がキーテクノロジ
ーであり、デジタルでつながれた（または、つながっていない）設計情報から、不整合や未対応をデジタル検証する（図
４）。検証結果をもとに、各現場の技術者が“素早く自律的に”設計情報をすり合わせることが可能となる。 

(2)メタモデル方式による現場カスタマイズ 
 各現場で行っている設計行為を“そのまま”に表現・定義することが、
現場のやり方にフィットさせるための重要なポイントである。そもそも設計
行為は、設計要素の定義と要素間の関係を定めていくものであり、そ
の設計行為をメタモデルで抽象的に表現する方式を導入した（図
５）。現場の設計行為を素直に表現できるため、現場の仕事のやり
方（プロセス・成果、レガシー資産を含む）に合わせてカスタマイズする
ことが可能となる。 
(3)モデルとビューの分離によるマルチビューの実現 
 設計情報の一元化・デジタル化の中で、設計データと見た目を分離
する（モデルとビューの分離︓図６）。分離することで多様な関心事
に対応した見た目の実現が可能となる。設計情報を一元化した上

 

 

図３設計情報の一元化・デジタル化 

（イメージ） 

論理アーキ設計

物理アーキ設計

制御アーキ設計

 

図５メタモデル方式（例） 

 

図４デジタル検証（例） 

 

図２ -ilities 

（出典：白坂成功先生基調講演資料） 
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で、関心事に応じた見た目をカスタマイズする（図７）。 

 
 
 
6.改善による変化や効果 
 大規模開発プロジェクトの一部の工程で本方式を導入した結果、以下の効果が確認できた。 
・前プロジェクトでは、数年にわたる製品開発期間中に、数千にもおよぶ仕様の不整合が発生したが、デジタル化の効果
により“試作の初期段階”で仕様の不整合は解消した。 
・デジタル化方式による“すり合わせ”活動によって、数万にわたるルール違反と数千におよぶ仕様の不整合を検出し、約２
か月で解消した。 
・人の頭の中だけで行う“すり合わせ”では、すり合わせた結果がスペックアウトされないことが散見されたが、デジタル化により
すべての項目が設計情報に反映された。 
 結果として、大規模開発プロジェクトは破綻することなく開発ができている。 
 
7.改善活動の妥当性確認 
 デザイン DX を大規模“すり合わせ”開発に適用し、著しい効果を確認できた。今回のアプローチは CASE 時代を乗り越
える革新的かつ現実的な１つの技術解となる可能性を示唆していると判断している。今回の適用範囲は、部分的である
ため、今後は適用範囲を拡大しつつ、その実効性を確認していく。また、本手法を適用してトレーサビリティ記録の改善に
取り組んだ成果が報告されている[4]。適用範囲の拡大の効果が出始めていると判断している。 
 
L. 参考情報 
[1] 山路厚，“五月雨式な”大規模組込みソフト開発におけるメトリクス活用事例 －トレーニング指向アプローチによる
“考え使う”業務スタイルへの挑戦，ソフトウェアプロセス改善カンファレンス 2008 4C3 発表資料，2008 
[2] 山路厚，トレーニング指向アプローチによるプロセス改善 －“アジリティさ”を持つ人づくりを支える「事実を捉える」仕
組み－，ソフトウェア・プロセス・エンジニアリング・シンポジウム 2010 F4b 発表資料，2010  
[3] 白坂成功，新たな社会・産業構造をデザインするアーキテクチャというアプローチ, ソフトウェアプロセス改善カンファレ
ンス 2020 基調講演資料，2020 
[4] 西村隆，山路厚，伊藤善博，原健三，メタモデルによる設計情報定義を活用したトレーサビリティ記録方式の
提案，SQiP シンポジム 2021 A2-1 経験論文，2021 
 

 

 

図６ モデルとビューの分離 

＜メタモデル定義＞
設計要素と関連

＜ビュー定義＞
見せ方

モデルとビューの分離（定義）

 
図７ 関心事に応じたビューの切り替え 

切
り

替

え

全体の関係性のビュー 個別の設計のビュー

一覧性のある表のビュー

設計データの一元化・デジタル化

モデルとビューの分離


