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1A1 「機能安全エキスパート育成プログラムの進化」 藤山晃治 (パナソニック) 

 

＜タイトル＞ 

機能安全エキスパート育成プログラムの進化 

 

＜サブタイトル＞ 

規格を「知っている」「使える」から「説明できる」人材育成のコツ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：藤山 晃治(ふじやま こうじ) 

所属： パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社 技術本部 プラットフォーム開

発センター システム技術開発部 機能安全推進課 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なし 

所属： なし 

 

＜主張したい点＞ 

車載向け機能安全規格 ISO 26262 が 2011 年に発行された。弊社では、規格準拠の車載開発を進め

るうえで必要となる多面的なスキルを技術者に提供するために、教育訓練「機能安全ワークショップ」の実施に 5

年間取り組んできた。その中で、規格理解力強化や実践力強化というベーシックな観点でのワークショップコンテ

ンツの改善から始まり、環境・トレンドの変化に対応するため現場のコンサルタント活動に基づく洞察力を活用し

てニーズを先読みしたコンテンツ設計を行ったその改善と深化・進化のため工夫点を発表する。今回の発表では、

②の機能安全ワークショップ(以下、ワークショップ)に関して、筆者が一生徒として参加した第 1 期から、ワークシ

ョップを総合的な視点で企画立案するようになった第 5 期までで、参加者のスキルアップに大きく貢献するようワ

ークショップの質の向上のために、どのように観点とアプローチで改善を進めてきたかについて説明する。 

 

＜キーワード＞ 

機能安全、ISO 26262、教育訓練、改善、ワークショップ、 

 

＜想定する聴衆＞  

組織の中で教育訓練プログラムを策定・実施されている方 

 

＜活動時期＞ 

2014 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 

1.1 車載向け機能安全規格「ISO 26262」の発行と、二つの教育訓練の立ち上げ 

2011 年 12 月に車載向け機能安全規格 ISO 26262 が発行された。ISO 26262 は、自動車の電気/電子システ

ムの安全設計・開発要求のほかに、プロセス要求や「組織は安全ライフサイクルの実行に関わる人々が、その責務に対応

する十分なレベルの技能、能力及び資格を持っていることを保証しなければならない。」というような組織要求が少なくない。

こういった規格要求への対応には組織的な取り組みが必須と考え、カンパニー内の横串機能を持つ当課が以下の二つの

組織的教育訓練カリキュラムをスタートさせた。①機能安全セミナーと②機能安全ワークショップである。下表にそれぞれの

説明を記載する。筆者は①②の両方に従事し、特に②ではプロデューサ的な視点で計画立案やコンテンツ設計といった全

体的な指揮を執っている。 

 

【表１】 ISO 26262 に対応した機能安全開発に向けた教育訓練カリキュラム 

 目的 

① 機能安全セミナー

2012年度開始 

導入/システム/HW/SW の 4 コース受講を通じ、必要な知識を広く理解する。 

②機能安全ワークショップ 

2014年度開始 

(過去 5回実施) 

上記４つのコースを修了した者のうち、各部門から選抜された者を対象に、より詳細かつ包

括的に規格内容を理解する。所定の条件の達成で「機能安全エキスパート」と認定。 

 

1.2 規格発行当初からの環境・トレンドの変化 

 ワークショップの目的は、各事業部において、機能安全開発活動を牽引・指導する人材を「機能安全エキスパート」を育

成することである。開始当初は、「ISO 26262 の規格要求を正しく理解し実装できること」を目標としてワークショップを開

催してきたが、5 年の間に車載開発を取り巻く環境やトレンドが大きく変化した。これに伴い、ワークショップでも、こういった

変化を捉えた内容に深化・進化させることが急務となった。特に最近では、ISO26262 の定着や自動運転開発の本格

化などにより、当初あまり意識していなかったような多様性を持たせてワークショップ内容を検討する必要性に迫られている。

そこで、環境変化とワークショップの方向性の関係を示すために過去 5 年を３つのステージに分けて説明する。 

 

【ワークショップ(WS)ステージ１:2014~2015年)…規格が分かる】 

業界でもまだ手探り状態であったことから、規格要求の意図するところを正確に理解できるようになることが大前提

であった。そのためには、いかに分かりやすいテキスト作りを行うかが改善のポイントであった。このステージでは、規格要

求で何をどうすることを期待されているかを「理解できる」ようになることを目指した。 

【WS ステージ 2:2015~2016年)…規格が使える、活かせる】 

 事業部の既存製品に機能安全の要求を追加して実装できるようになるには、規格要求を実開発で「活かせる」た

めの実践的コンテンツが必要であることを筆者は認識し、具体的な演習を取り入れた。規格の理解は社外セミナーを

活用しても達成できるが、このステージでは事例が共有できるという社内教育訓練の強みを生かすことを意識した。 

【WS ステージ 3:2017~2018年)…第三者に説明できる】 

 機能安全開発が一般化し、既存製品に加え運転支援システムのような新しい用途にも機能安全が適用され始め

た。人材面では、品質保証部門からの参加や海外拠点からも実施の要望が増え始めてきた。このように ISO 

26262 の一般化や適用分野の拡がりに伴い、社内外の第三者に機能安全達成を説明する機会が増えたにもかか

わらず、まだ多くの技術者が「理解はできているつもりだが的を射た説明できない」「説明に時間がかかる」という悩みを
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抱えていることを感じ始めた。従って、第三者に対して説明責任を果たすための技能を磨く能力向上を目標とした。 

下表に各 WS ステージで必要となる観点の時系列的な俯瞰図を示す。このような状況の中で、いかにして時代の

要請にマッチするようにワークショップを深化・進化させていくかが本発表のテーマである。 

 

【表 2 ワークショップのステージごとの目的と環境の変化】 

2011  2014 2015 2016 2017 2018 

ISO 

26262 

発行 

  

【5 年間での環境・トレンドの変化】 

●機能安全開発の定着度の変化 

(5 年前)手探り状態 → (現在)一般化 

●開発形態の拡がり 

 (5 年前)既存製品への適用が中心 → (現在)運転支援システムを中心とする新分野への展開 

●参加者の変化 

(5 年前)キー技術者 → (現在)一般技術者、品証、海外技術者参加による裾野の広がり 

 

2.改善したいこと 

2.1 各ステージで要求される技能 

このようにワークショップで達成したい基本は不変だが、時代や経験によってワークショップで培いたい技能の内容が変化

してきた。各ステージで育成すべき技能を下表にその詳細を示す。特に、WS ステージ 3 では高度な技能が要求され、ワー

クショップを企画する側も適切なコンテンツを提供するのにさまざまな工夫を要した。 

 

【表 3 各ステージで要求される技能】 

ステージ ポイント 必要な技能 技能の説明 

WS ステージ 1 
知っている、分る 規格理解力 難解な用語や抽象的な表現用語の背景や具体的な意味

を理解できる 

WS ステージ 2 

使える、活かせる 実践力 要件の導出、各種分析を実際の製品開発に適用できる 

ツールを活用して機能安全開発を推進できる 

俯瞰力 設計/検証/プロセスなどを関連付けて考えられる 

WS ステージ 3 

説明できる 俯瞰力 設計/検証/プロセスなどを関連付けて考えられる 

即応力 

説明力 

聞かれた問いに的確に答えられる 

分かりやすく説明できる 

聞かれたその場でタイムリーに回答できる 

WS ステージ１「知っている、分かる」 

どのような規格かが分かる。規格が読める、用語や要求の意味が理解できる。 

WS ステージ３「説明できる」 
第三者、国内外のカーメーカー機
能安全達成を説明できる。 

WS ステージ２「使える、活かせる」 

実際の開発に適用・応用できる。具体的な開発行為に落とし込める。 
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3.改善策を導き出した経緯 

 WS ステージを問わず、改善策を導き出す経緯としては大きく２つに分類できる。一つは、参加者の直接の意見やアンケ

ート結果を参考にして方法である。これを「フィードバック型」と呼ぶ。私自身が第 1 期生として参加した時の理解しにくさも

活かした。フィードバック型では意見を集約し実現可能性の高いものから優先度をつけて改善を実施する。WS ステージ１

では、主にこちらに基づく改善が中心となる。もう一方で、参加者がまだ気づいていない内容を盛り込む方法がある。例え

ば、ワークショップの節目で行うテストの結果を分析し情報として用いるものである。さらには、当課のミッションの一つである

「現場の機能安全開発コンサルティング」からの知見を反映させる方法である。講師はさまざまな現場で技術者とフェイスツ

ーフェイスで議論することが多い。そういった現場支援から得られた知見や動向情報もコンテンツに盛り込み、規格理解力・

実践力を応用できるようにする。物事を先読みして先手を打つという意味でこれを「フィードフォワード型」と呼ぶ。実施に対

する反省点もここに含まれる。特に、WS ステージ 3 では、このフィードフォワード型の改善が中心となってくるが、それは先読

みする分参加者から意見が出にくく、実施側が洞察力を駆使した提案となるからである。筆者が 50 回を超えるセミナーを

実施し、多くの技術者と接した結果、俯瞰力や説明力、即応力といった「説明力を養う」必要性にたどり着いた。 

 

4.改善策の内容 

 ここでは、２で説明した WS ステージと必要技能、３で説明した経緯をマトリクス状にまとめ、それぞれの取り組み内容を

記す。ワークショップで改善するポイントは主に①ワークショップで使用する規格説明のためのテキストの改善、②ワークショッ

プで行う演習の内容・題材の改善と提案、③その他運営に関わる部分の改善の３つである。下表にその具体例を示す。 

 

【表 4 ステージに応じた改善策の実施・提案】 

 フィードバック型 フィードフォワード型 

WS ステージ 1 

「知っている、 

分かる」 

【規格理解力】 

①テキストの改善 

・略語集の作成、整備 

・具体的事例の情報の追加 

・グラフィカルな説明の多用 

 

WS ステージ 2 

「使える、活かせる」 

【実践力】 

②演習の改善 

・具体事例を用いた演習の導入 

【実践力】 

・関連ツール(“Micro TRACER”, “medini 

analyze”など)の紹介を増加 

【俯瞰力】 

①テキストの改善 

・10 冊で構成される ISO 26262 の関連項

目の明記 

・プロジェクト管理、開発プロセス、USDM、

Automotive SPICE などの説明充実 

【俯瞰力】 

①テキストの改善 

・機能安全に関係する新提案手法(GSN, 

SCDL など)の紹介 

③その他 

・自己・事業部紹介の実施 

・大質問大会の実施 

 

WS ステージ 3 

「説明できる」 

③その他 

・フィードバックシートの導入 

【俯瞰力】 

① テキストの改善、②演習の提案 

・プロジェクト管理、開発プロセスなどの説明
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 フィードバック型 フィードフォワード型 

時間増、演習実施 

【説明力・即応力】 

②新演習の提案(5 章で詳しく説明) 

(*)GSN…Goal Structuring Notation、SCDL…Safety Concept Description Language 

 

5.改善策の実現方法 

ここでは、具体的な改善内容をいくつかピックアップして説明する。 

 

5.1 WS ステージ３での新しい演習の導入 

3 章で述べたように、筆者は、俯瞰力や説明力、即応力といった「説明力を養う」必要性にたどり着き、WS ステージ３

では、「問われたことに対していかに的確に説明できるか、受け答えできるか、それが短い時間で行えるか」について焦点を

置いた。なぜなら、実際の開発支援の場では想定内外のさまざまな問い合わせがあり、それに適切に対応できるには規格

を理解しているだけでは不十分で、必要な複数情報を素早く正確に記憶の中から呼び出し、短時間で要点をまとめる、と

いう訓練が不可欠でありからである。そして、それができることにより現場の技術者から信頼される機能安全エキスパートと

みなされるようになるからである。これを実現するために、これまで実施したことのなかった即戦形式演習を試みた。すなわち、

総仕上げ的な位置づけとして、質問される事柄に対してグループ対抗型にしたり時間制限を設けたり抜き打ち回答にした

りして、チャレンジングな要素を与えて競わせる演習として、より現実に近い状況を提供した。この一連の演習は、「現場

の？に答えるために即応力を鍛える」と題して以下に示す６つの演習を行った。これは先述しているとおり、実際に現場支

援を通じて筆者が直面して困惑した体験などをベースに作成されたものである。 (6)を除いては海外拠点でも実施した。 

 

【表 5 「現場の？に答えるために即応力を鍛える」の説明】 

演習 狙い スライド例 

(1)英訳語を答える「あなた、本名

は？」 

現場支援では略語の質問が多いが、どん

な英語で構成されているかまでは知らない

ことがある。略語を紐解けば理解が深まる

ケースもあるため、略語の本来の意味を把

握する。 

 

(2)現場で適切に使用されていない

と思われる用語の説明「私は誰？」 

ISO 26262 には、「外部方策」など単語

のイメージと実際の意味が違うために間違

いやすい用語が多くある。それを知っておく

ことで言葉の誤使用を防ぎ、正しく説明で

きる力を養う。 
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演習 狙い スライド例 

(3) 意図的に内容を変えた規格要

求の間違いを指摘する「間違いを見

破れ！」 

技術者が誤解したり間違えたりしやすい規

格要求を把握する。 

 

(4) 現場で混乱しがちな類似名称

の違いを説明する「そっくりさんを暴

け！」 

ISO 26262には、検証レビューと確証レビ

ュー、安全方策と安全機構など、似ている

が意味の違う言葉が多数存在する。正しく

使い分けられるように、そのような言葉を理

解する。 

 

(5)一つの用語に関係する項目を

一定時間内に多く書きださせる「関

連項目書きまくり競争」 

ISO 26262 は 10 冊で構成されており、

何かを説明するときに、重要キーワードを

中心に関連する用語を複数の冊子から呼

び起こし組み合わせる力が必要である。そ

のために、一つの言葉からどれだけキーワー

ドを引き出せるかをグループで競わせる。 

 

(6)セミナーテキストの 1 ページを与

えられ、それについて 5 分以内で説

明する「導入編セミナー講師になろ

う」 

模擬的にセミナー講師となり、特定の事柄

を短時間で的確に説明する場を与えること

で、説明することの難しさと大切さを実感し

てもらう。 

 

 

5.2 WS ステージ 3 でのその他の改善 

1. フィードバックシートの導入 

疑問点を放置したままでは理解を深めることはできないが、質問の有無をワークショップ内で問いかけても返ってこないこ

とが多い。そのため、第 3 期で「大質問大会」という枠を設けたが、時間的制約もあり十分に質問を引き出して回答するこ

とができなかった。その反省に立ち、第 4 期からは、毎回の講義の終わりに下記のようなフィードバックシートを記入してもら

い参加者の理解度をチェックする方法に変更した。その中で「質問事項」という欄を設け質問を記入してもらうようにし、得

られた質問に対し講師が分担して回答に当たり、質問者にメールで直接回答することで理解力を強化するようにした。 

 

2. 部門長と合意したコミットメントシートを作成(第 5 期から) 

  第 4 期までは参加者自身の成長を軸に置いていたため、参加にあたってその決意を正式に表明することはしてこなかっ

た。しかし、昨今各事業部でも機能安全エキスパートの人数が増えてきており、参加者には明確な組織役割を定義して

から参加してもらい、機能安全エキスパート取得後は組織内でチームワークを発揮して課題を解決できるようになるべき時
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期が来たと感じる。そのため、参加者に事前に所属長と先輩エキスパートとで合意されたコミットメントを提出いただき、その

達成を念頭にワークショップに挑む形を取るようにした。この部分は、今期初の取り組みとなる。 

  
図 1 フィードバックシート(左)とコミットメントシート(右) 

 

5.3 テキストの継続的改善 

 ワークショップテキストの改善は、年 100 回以上開催される「機能安全セミナー」からのインプットが多い。講師は平均年

10~20 回セミナーを開催する。肌で感じた理解されにくい点や説明しにくい点、演習難易度の適切さを機能安全セミナ

ーテキストに適宜反映させていくため、セミナーテキストは大きな資産となっており、ワークショップテキストは WS ステージ 2 の

第 3 期時点ですでにある程度質の高い安定したワークショップテキストが完成している。改善点の例としては、文章による

説明からグラフィカルな説明への移行が挙げられる。文章表現の規格要求を視覚化するには、どの規格要求や用語が理

解困難かを知る洞察力と、それをどのように視覚化するかという表現力が要求される。セミナーやワークショップの継続的実

施により講師も技術的に進歩し、本質的に何を伝えるべきかを把握できるように成長した。 

   

図 2 テキストの改善の例(第 5 期でのテキスト) 

 

6.改善による変化や効果 

フィードバックシートによって全参加者からのコメントを毎回入手できるようになったため、5.2 の新しい演習のコメントを

抜粋する。さらなる勉強の必要性や説明の難しさを実感してもらい、モチベーションアップにつなげることができた。 

・ 「どんな単語が略されているかについては考える機会がなく、改めて単語の意味から理解する良い機会となった。」 
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・ 「頭の中ではぼんやり理解できているつもりでも、言葉で説明するのは非常に難しいと思った」 

・ 「知っている、から、説明できる／教えるにするところがやはり難しい」 

・ 「同じような単語があり、違いを説明することの重要性を学んだ」 

・ 「現場の疑問に答えるには、広範囲の知識とそれを関連付けることが重要」 

・ 「用語の意味や考え方が十分理解できていないことが演習を通じて思い知らされた」 

・ 「このような内容は大変良い。もっとやってほしい」 

 

7.改善活動の妥当性確認 

6 節では、新たな試みとしての演習に対する感想を見る限り、筆者の意図や狙いが参加者に理解されたと感じ、方法

論としての妥当性を確認できた。ただし、能力が培われたかどうかは今後の現場支援の場で確認していく必要があると考え

る。最後に、第 4 期実施の最終アンケートの結果を掲載し、取り組み全体を評価する。全体的な感想として、回答 39

名のうち 38 名から「大変満足」「まあまあ満足」という回答を得られた。以下はそのコメントの一例である。 

・ 「実開発と並行したこともあり、内容も詳しく、機能安全が他のセミナーより分かりやすかった」 

・ 「部署の人々に少し説明できるようになり、説明する責任の自覚が持てた」 

・ 「実際の業務に早速活用でき、社内外で議論できるようになってきた」 

・ 「自分の力不足を実感し、継続的な学習の動機づけとなった」 

このようなアンケートは第4期から取り組みを始めたためまだ定性的な分析の域を出ないが、細な妥当性確認は第5期

以降にも継続的に参加者の反応を調査し、さらなる改善を行っていきたい。 

  

図 3 第 4 期実施の最終アンケート結果((左：全体の感想)、(右：良かったところ(項目別)))  
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1A2 「新事業領域で活躍できるエンジニア人材の早期育成」 長岡桃子 (富士通) 

 

＜タイトル＞ 

新事業領域で活躍できるエンジニア人材の早期育成 

＜サブタイトル＞ 

変化に挑戦するためのスクラムプログラム 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：長岡桃子（ながおかももこ） 

所属： 富士通株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

近年求められている、ビジネス環境や顧客要件の変化を前提とした短期間の PoC (Proof of Concept) に

対応できるような作法を身に付けられる、1 か月間の新人向けの研修プログラムを作ったこと。 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル、スクラム、人材育成 

 

＜想定する聴衆＞  

人材育成担当者、新規事業推進担当者 

 

＜活動時期＞ 

2015 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 

当社には、SI・サービス・プロダクトの事業部門がある。2015 年、プロダクト部門に、新領域でビジネスを立ち上げるための

組織「インキュベーションセンター」（以下、センター）が設立された。新規ビジネスを立ち上げる際に中心となる、「自律的

でアジャイルに動くことのできるソフトウェアエンジニア人材」の育成がミッションの一つである。メンバーの大半が入社3年目以

内の超若手であることからも、人材育成はセンターにおける重要な活動として位置付けられてきた。 なお、筆者はセンター

の設立当初から新人たちの教育係を務めている。 

 

2.改善したいこと 

近年求められている、ビジネス環境や顧客要件の変化を前提とした短期間の PoC (Proof of Concept) に対応できる

ような作法を身に付けられる、新人向けの研修プログラムが社内に無かった。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

プロダクト部門のソフトウェア技術者向けの新人研修は、従来のミドルウェア・基盤系ソフトウェア開発者を育成するための

ものであった。アジャイルのワークショップ型教育もすでにあったものの、チームでの業務経験が前提知識として必要なものだ

った。 

 

4.改善策の内容 

大きく分けて以下の３段階の改善を行った。 

①設立時：センターで育成すべき人材の将来像のイメージ検討／早期育成を目指した 1 ヶ月の研修「スクラムチャレンジ」

の設計、実施。研修の目的を「自分たちに足りないものを見つけること」とした。作成物のテーマは管理職が仕事をする上

で実際に困っていることを解決する Web アプリケーションとし、事前に解決したいことをユーザーストーリーの形で書き起こし

たものを複数準備し、新人のチームに選ばせた。新人のチームは、ランダムに分けた。利用技術は Javascript + MEAN 

スタック、進め方はスクラムと指定した。どちらについても、書籍や WEB で自ら学んでもらうようにした（事前インプットはしな

かった）。毎週のスプリントレビューでは、作成物のデモの他に、プロセスについてチームで振り返った内容を入れるよう指示

し、管理職と教育係が指導した。 

②設立２年目以降毎年：研修内容の見直し、実施。 ①の大方針のもと、 新たな取り組みを毎年試した。２年目に

は、元新人全員に、開発テーマのアイデア出しをさせた。３年目には、それまでは管理職と（筆者のような）教育係が行

っていたプロダクトオーナー役を元新人まで拡大した。 現在は、スクラムの開発者とプロダクトオーナーの育成を目指す研修

になっている。 

③設立４年目：センターで育成すべき人材の将来像の見直し。設立時の人材像は、筆者が、新人を受け入れる前に、

社内外で出会ったメンター4 人をイメージし作成したものだったため、センターの活動をフィードバックした人材像に更新する

必要があった。他部署に移って仕事をしているセンター育ちの若手の業務領域・活躍ぶりを念頭に置きながら、二つの軸で

キャリアの方向性を整理し、将来像を再定義した。 

 

5.改善による変化や効果 

この研修で、新人たちは、実際の仕事でも起こりうる失敗（例：タスク属人化による情報共有不足、まとまらない議論）

を 1 ヶ月間で経験した。その後、既存のワークショップ型のアジャイル教育を受けさせたが、開発経験のある社員向けだった

にも関わらず内容を理解することができた。中には、この研修での失敗・学びの経験を社外で発表した新人もいた[1]。自

らふりかえり、言語化したことは、自身の失敗の繰り返しを抑止力となり、センター全体の生きたノウハウとして蓄積された。
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また、センターの外で他部署のアジャイルの理解が薄い先輩社員とともに参画した PoCで、改善を主導した新人もいた。な

お、こちらの経験も、新人が社外で発表した[2]。 

センターで育成している人材はまだ社内でも例が少ないため、新人たちは自分自身でキャリアビジョンを描いていく必要があ

る。今回描き直した人材像は、その一助となったと考えている。例えば、管理職とキャリアプランを考える面談で、新人が希

望する将来像を効率的に両者で共有できた。 

今後も取り組みを継続し、世の中を変えるような新事業立ち上げに欠かせない人材を輩出していきたいと考えている。 

 

A. 参考情報 

[1] Agile Japan 2016 プレイベント アジャイル初心者向けセミナー 

 スクラム開発におけるかんばんの役割 

 アジャイル開発における振り返りを生かした開発手法の改善 

 新人スクラムにおける議論の効率化 

 サービス開発初心者の Scrum を用いた開発管理の改善と要因分析 

 

Agile Japan 2017「アジャイル・ネイティブと語ろう～変（化を起こす）人、量産中～」より 

 アジャイルプラクティスなんていらない！～経験から学んだ愚者の話～ 

 塵も積もれば山あり谷あり～専業エンジニアの憂鬱～ 

 まとまらないチーム開発のすすめ～殴り合いの議論を経て～ 

 

[2] Agile Japan 2017「アジャイル・ネイティブと語ろう～変（化を起こす）人、量産中～」より 

 臆病で日和見な僕らでもアジャイルを広めた話～自然に、さりげなく～ 

 ベテランチームにやってきたうるさい新人～アジャイルの価値が認められるまで～ 
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1A3 「“コーチ”による「自律」を主眼に置いたスキル見える化と人財育成」 伊達渡 (オムロンヘルスケア) 

 

＜タイトル＞ 

“コーチ”による「自律」を主眼に置いたスキル見える化と人財育成 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：伊達 渡 （だて わたる） 

所属： オムロン ヘルスケア株式会社 商品開発統轄部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

IoT やイノベーション創出など、ソフトウェア人財にかかわる技術領域が幅広くなり、一律的な技術者育成だけで

は技術者成長が見込めなくなっている。技術者教育をうまく回すプロセスを作るため、人財戦略を作成し、コー

チチームを立ち上げ、「自律する」をテーマに、「スキルの見える化」、「スキルの育成とそのフォロー体制」を行い、

自律した技術者育成プロセスを確立する。 

 

＜キーワード＞ 

人財、育成、教育、力量、スキル、見える化、自律 

 

＜想定する聴衆＞  

現場の教育に悩んでいるリーダー、SEPG 

 

＜活動時期＞ 

2014 年 4 月～2016 年 3 月 

2017 年 4 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 

ヘルスケア商品では、ソフトウェアの規模が小さいものの、種類が多く、様々な商品を提供している。そのなかで、IoT などの

技術革新やオープンイノベーションなどにより、ソフトウェア開発に対する必要スキルの範囲が大きくなってきた。現在は過去

のソフトウェア開発における内容から力量スキルを定義しているが、新たなスキルの見える化、およびその育成方法を考える

必要が出てきた。 

 

2.改善したいこと 

力量スキルの定義やその育成方法を改善し、個々のスキルの見える化を実施。さらに自律した設計者が育つ人財戦略を

たて、人財育成のプロセスを作る。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

成果物の内容が開発者の力量にばらつきがあることがわかっていたが、どのスキルによってその差が生まれてくるのかを見える

化ができておらず、育成も、教える側の力量のばらつきが出て開発者の力量の差が大きくなっていった。 

また、さまざまな技術が要求されており、自社の知見にない技術などは教えることができず、開発者が個別に努力し知見を

得ている状況であった。その得られた知見は、その他に展開されるプロセスを持っておらず、新たなスキル化の見える化をす

る必要があった。 

 

4.改善策の内容 

（第 1 期：2014 年～2016 年） 

A:開発者の中から信頼されている開発者を選んでもらい、技術教育専門者として配置を転換し（STE）教育を実施 

B:力量レベルを 5 段階定義し、各個人レベル判定を行い、教育プランを開発者に自己認識させる。 

（第 2 期：2017 年～現在） 

C:技術教育専門者として配置を転換しティーチングではなくコーチングを実施 

D:自律した人材を育成できるよう、人財戦略のサイクルを作成し、人財育成のＰＤＣＡサイクルを回す。 

 

5.改善策の実現方法 

Ａ:教育を実施できるように、開発者のなかから信頼されている開発者を選び、教育専門者（STE）として配属 

Ｂ:STE 主導のもと、開発者の力量レベル 5 段階を定義し、各開発者の力量レベルを設定する。 

レベル 5：設計初心者  レベル３：一人前の設計者  レベル１：一流設計者 

Ｃ:再度、教育専門者を戻し、教育専門者（コーチ）として配属 

Ｄ:人財戦略を「人財計画」→「スキル見える化」→「スキル育成」→「評価・認定」→「人財育成」・・・のＰＤＣＡサイ

クルを作成し、その中で行うタスクを明文化する。 

 ・「人財計画」：評価されたスキル級や現在持つスキルを確認し、適切な仕事の割り当て、および育成計画を立てる。 

・「スキル見える化」：開発者に求めるスキルを見える化する。自身のスキル棚卸を行い上げたいスキルの確認を行う。 

ソフトウェア開発者だけではなく、リーダーとしてのスキルも見える化を実施する。 

・「スキル育成」：育成計画、および見える化の内容に従い、自律的に学習、またはコーチのサポートにて、育成を行う。 

・「評価・認定」：実業務または、育成によって得られた知見をリーダーが評価し、スキル級の認定を行う。 

 

6.改善による変化や効果 



15 

 

（わかったこと） 

・開発者が、力量を上げるためには、何をすればいいのかわかりやすくなった。 

・教育専門者を置くことで、相談できる体制ができ、結果個人のスキル成長につながった。 

（わかること） 

・リーダーの持つべきスキルを理解し、理想のリーダー像と自分とのギャップを認識し、自律的にスキル向上をするようにな

る。 

・人財戦略のＰＤＣＡが回ることで、今後の人財育成のプロセスが途切れないようになる。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

技術教育専門者（2014 年～2016 年）を置いて以降、一人前の設計者になるまでの人財比率が 70%から 80%に

増えていった。しかし、教育チームが解散した、2016 年～2018 年から、開発者の減少もあり、一人前の設計者人財比

率が 80％から 70％と減らす結果となった。現在、人財戦略として、新たに取り組みを実施し、人財育成に取り組む。 

 

 

A. 参考情報 

[1] 
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1A4 「品質を支える“現場教育”デザインの秘訣」 渡辺聡美 (富士通エフ・アイ・ピー) 

 

＜タイトル＞ 

品質を支える”現場教育“デザインの秘訣 

＜サブタイトル＞ 

コスト削減と品質維持の両立を考える 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：渡辺 聡美（わたなべ さとみ） 

所属： 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

     サービスプラットフォーム本部 

     オペレーションプラットフォーム統括部 

     明石 DC オペレーション部 

＜共同執筆者＞ 

なし 

＜主張したい点＞ 

業務従事のために必要な知識を指導するいわゆる“業務教育”は、いわゆる専門家が指導しているケースは

少なく、経験と勘に頼っているケースが多い。品質低下しているケースを見ると、コスト削減要求に対し、教育の

必要性、存在意義の説明が困難で、ややもすれば安易に縮小したケースも多く見受けられる。 

 当社では、障害の根底に潜在している「コミュニケーションミス」への対応による品質維持と教育コスト削減の両

立を実現するという改善にチャレンジし、一定の成果を得た。今回の成果は、運用部門に限らず、様々な部門

の参考としていただける手法と考えている。 

＜キーワード＞ 

コスト削減、教育効率化、教育の質向上、教育技法、コミュニケーション、教育、 

 

＜想定する聴衆＞  

高成熟度組織の方、品質管理・プロセス改善・人材育成に携わる方、組織長、プロジェクトマネージャー、プロ

ジェクトリーダ 

 

＜活動時期＞ 

2015 年度～2016 年度上期 現状分析～解決策立案～教育プログラム開発 

2016 年度下期～        部門内教育実施、グループ内への教育プログラム提供 

 

＜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 

 データセンターの重要性は年々高まり、近年では「社会の重要インフラ」ともいえる存在となった。データセンターに対する

期待の中心はセキュリティ対策や災害対策だが、「サービスを止めない」「情報を漏らさない」ということもお客様の要求事項

に含まれているということはいうまでもない。 

一方、データセンターにおけるシステムトラブルで最も留意すべきは「ヒューマンエラー」である。当社では安定稼働のため、

ヒューマンエラーに様々な視点から取り組んできた。ＩＴサービスに関する“標準”の導入、ヒューマンエラー防止に関する他

業界のナレッジ導入、教育の充実などである。 

特にデータセンターでの運用に従事する要員には多くの知識が求められ、業務に必要な知識スキルを習得するための教

育にかかるコストは避けられないという考えで教育プログラムを整備してきた。競争力を高めるためにもコスト削減が必要で

あるが、高度な品質が要求されるデータセンター教育の見直しには十分な配慮が必要であることはいうまでもない。将来の

負のコストにつながるリスクを抱えないレベルでの教育の見直しが急務となった。 

  

2.改善したいこと 

 教育の見直しを行うにあたり、以下の 2点を改善することで、将来の負のコストを潜在させない形での教育効率化（コス

ト削減）が実現できると考えた。 

1 点目は教育効率化の属人的な対応である。業務従事のための教育コストを削減するという場合、教育カリキュラム

厳選（絞り込み）、教育時間のスリム化、e ラーニング活用というような対応を行うことが一般的である。従来、効率化手

段は、現場の教育担当者の経験と勘に基づいて選択されていた。 

 2 点目は担当者間の認識にズレが発生し、潜在的な問題を作りこんでいるという事象である。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

組織として最適なコスト削減、担当者間の認識のズレの解消という 2 点の課題は一見、相反する課題と見えていた。 

担当者間の認識のズレはいわば「コミュニケーション」における問題である。業務におけるコミュニケーションの目的は大きく

は２つに要素に分解される。「何かをやってもらう（依頼、指示する）」と「理解してもらう」である。このように分解すること

で、上記 2 点の課題には「理解してもらう」点で共通していることに気付くことができた。 

教育、コミュニケーションのいずれにも発信側、受信側が存在し、相手の理解を目的としている。しかし、いずれの場合も、

目的が達成されない場合、発信側に責任があると言われがちである。教育の場では「コミュニケーションにおける問題は発

信側に責任がある」ということに理解できるかもしれないが、現場の日常的なコミュニケーションの場では同じ認識を持つこと

は難しいと考える。日常的なコミュニケーションにおいて、仮に発信者側に責任があるとしても多くの場合、発信者側にも言

い分がある。現実的にコミュニケーションにおいて問題が発生しないケースを分析すると、発信者に責任があったとしても、受

信者の歩み寄りにより、問題を回避できていることも確認できる。一人ひとりの精神的な側面を考慮しても、いずれか一方

の責任追及とせず、双方の歩み寄りにより問題顕在化するという方向性の方が個人の共感も得られやすいうえに、問題の

顕在化を避ける効果も高いと考えられた。 

 

4.改善策の内容 

 改善策として、以下 2 点の対応を行った。 

１． 新規要員教育プログラムの体系化 

２． コミュニケーション教育整備 

上記 2 点の改善を進めるにあたり、教育の質向上に関する知見を多面的に取り込むこととした。 
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5.改善策の実現方法 

 改善策を実現するために、以下の流れで取り組んだ。 

① 調査 

効果を上げる教育プログラムとするために以下の要素に配慮すべきであるということを調査から見出した。 

   ・教育カリキュラム（何を教えるか） 

・適切な教育技法の選択（どのように教えるか） 

・受講者の意欲（どのように関心を持たせるか） 

・講師の質（知識、ファシリテーション力） 

・教材（何で教えるのか） 

② カリキュラム整理 

新規要員教育カリキュラムを再整理し、重複部分の排除、関連性・順序性を考慮し、カリキュラムを整備した。 

その際、コミュニケーション教育を全員向けの教育として切り出し、組織内のコミュニケーションを円滑にする基礎と位

置付けることとした。 

③ 適切な教育技法の選択 

ラーニングピラミッド理論を参考としつつ、重要カリキュラムにはディスカッション、演習を必ず組み込んだ。しかし、各カ

リキュラムに軽重をつけ、集合教育の効率的な実施のため、適宜軽めの“予習”（振り返り中心）や e ラーニングを

選択した。 

④ 受講者の意欲 

教育では業務従事するにあたり、必要な重要ポイントが多く伝えられる。その伝えられるコトに対する受講者の意欲

がその後の効果（業務での実践、品質）に大きく影響すると考えられる。ARCS モデルを参考に、受講者に意欲

を醸成できるよう配慮した。 

⑤ 講師、指導の質 

組織内で実施する教育において指導者に求められるものは、教育専門会社のインストラクターとは異なり、以下を

備えることが必要と定義した。 

＜良い指導＞ 

 ・受講者に満足、理解してもらいたいという姿勢 

 ・的確、正確な説明 

 ・受講者の反応を観察しながらの指導 

 ・謙虚な姿勢（相手から学ぶ。教え育てるというよりは共に育つという考え） 

 ・工夫し続ける姿勢 

＜避けたい指導＞ 

 ・テキスト棒読み 

 ・受講者の反応を観察しない、一方的な知識詰込み 

 ・担当講義に関する知識不足 

⑥ 教材 

教材の維持が重要ファクターと位置付ける。しかし、基本的には受講者に応じた、対面指導を行うため、教材を作

成するうえで“凝る”ことは重視せず、教材維持にはできる限りコストをかけないよう留意し、他の要素で補った。 

6.改善による変化や効果 

 今回の改善を行うことで「教育効率化の属人化対応からの脱却」、「認識のズレの早期検出による問題回避」という効
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果がもたらされた。 

 教育効率化の属人化対応からの脱却は、随時必要に応じて開催される教育を含め、部門開催する様々な目的の教

育について、今回の手法を使ったデザインを行うことが習慣化された。新規要員教育の工数は見直しと前と比べ、約 2 割

削減したが、品質は維持できている。 

 認識のズレの早期検出が進んだ背景には、否定的な言葉が減ったり、相手を尊重した肯定的な会話が増え、報告、

連絡、相談が活発に行われるようになったという変化が見られた。さらに、コミュニケーションに苦手意識をもっていた者に対

しても変化が見えている。周囲の反応に支えられ、少しずつ苦手意識を克服し、表情も明るくなり、コミュニケーションが増

しているという状況である。 

  

7.改善活動の妥当性確認 

 教育に関する費用対効果の数値評価が困難であるという点はまだ解決されておらず、教育が障害をどの程度防止して

いるかを明示することはできていない。しかし、障害はひとたび発生すれば、その影響は甚大で信用失墜につながるケースも

起こりえず、削減後のコストは将来発生する可能性のある負のコスト抑止のため、受容できる範囲と判断できる。 

 また、今回の改善を継続的に実施することで、運用要員の意識レベルも変化の兆しがみられる。具体的には、ヒューマン

エラー対策手法とした伝えた知識を別のシーン（改善提案）にも活用し、レベルの高い改善が実施できているという事例

である。知識を真の意味で活かすということは、非常に時間を要すが、時間をかけて習慣化することで、ゆるぎないものとな

ると評価できると考える。組織内においては、今回のエッセンスや指導内容の理解度評価、定着度評価のノウハウを OJT

に活用することで OJT の質向上につながるという期待をもっている。 

 当事例は運用部門に限らず、様々な組織に適用できると考えられ、グループ会社への展開にも着手し、評価を受けてい

る。このことからも、より多くの組織への展開が期待される改善活動であると考えている。 

 

A. 参考情報 

[1]日本教育工学会、教育工学辞典、実教出版、2000 

[2]浦山昌志、企業と人材 Vol51 学びの近未来デザイン第 6 回現場でどう教えるか、産労総合研究所 

 

  



20 

 

1B1 「新米 SEPG リーダによる社内情報システム部門のプロセス改善奮闘記」 菊地亮太郎 (北芝電機) 

 

＜タイトル＞ 

新米 SEPG リーダによる社内情報システム部門のプロセス改善奮闘記  

＜サブタイトル＞ 

因果関係図を用いた改善活動の紹介 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：菊地 亮太郎（きくち りょうたろう） 

所属： 北芝電機株式会社 技術・品質企画部 システムソリューション開発グループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 小山 貴和子（こやま きわこ） 

所属： 株式会社 東芝 ソフトウェア技術センター ソフトウェアエンジニアリング技術部 

 

＜主張したい点＞ 

・課題が多く、どこから着手すべきか悩んだときには因果関係図を使い重要課題を抽出すると良い。 

・因果関係図で視覚的に分かりやすく課題の改善状況を確認することが可能である。 

・ボトムアップ的に改善を進める、あるべき姿を定義しギャップを確認する、スモールステップで改善するなど、プロセ

ス改善の戦略を事前に立てることで、後戻りの少ない改善活動を進める事ができる。 

・実際にプロセスを運用する人（当事者）と協力してプロセスを構築することで、遵守されるプロセスとなる。 

＜キーワード＞ 

プロセス構築、CMMI、因果関係図、改善の戦略 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、SQAG、改善活動の推進者 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 5 月～2018 年３月 

 

＜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 

 弊社の情報システム部門は、組織編成や人員削減の影響もあり、多くの課題を抱えていた。特に本来実施すべき業務

を計画的に遂行できない、業務が担当者個人に依存しているなどの課題を抱えていた。 

 このような状態を改善するための施策として、情報システム部門における組織プロセスの見直しを行い、適切なルールに

基づいたシステム開発・運用を実施する必要があった。 

 筆者は東芝ソフトウェア技術センターでソフトウェア開発や SPI について 2 年間実務実習を経験していた。そういった経験

もあることから、実習を終え自社に戻って間もない時期（入社４年目）に情報システム部門へ異動となり、SEPG リーダと

して改善活動を担当することとなった。また、改善活動は東芝ソフトウェア技術センターのコンサルを受けつつ、ほぼ１人で

実施した。 

 

2.改善したいこと 

情報システム部門が定常的に抱えている課題（本来実施すべき業務を計画的に遂行できない、業務が担当者個人

に依存しているなど）を改善し、場当たり的ではなく、計画的な業務遂行ができるようになること。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

①課題の分析を実施する 

 これまで認識していた課題の確認、情報システム部門の組織プロセス調査、情報システム部門の担当者へのヒアリングを

実施し、現状の課題を抽出した。その結果、大小多くの課題があることが判明したため、どこから手を打つべきかを検討す

る必要があった。そこで、それぞれの課題の関係性を因果関係図で図 1 のように整理した。なお、各課題は機密情報であ

るため、ここでは具体的な内容の掲載を控えるが、因果関係のつながり（関係性の表示）は実際に作ったものである。 
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図１：因果関係図を用いた課題の整理 

  

因果関係図で整理した結果、矢印が集中している課題や、矢印が多く放出している課題など影響力、重要度の高い

課題（以降、このような特徴を持つ課題を”重要課題”と呼ぶ）を抽出することができた。図１の星印は重要課題と定義

した要素である。これらの重要課題から解決することで、適切で効率的な改善が実施できると考えた。 

 

②改善の戦略を立てる 

１）課題に対応する際には、楽なところから始めるといった安易な考えで取りかからないようにするために、開発プロセスの

あるべき姿が定義された CMMI[1]や東芝ソフトウェア技術センターの SPI 戦略[2]を参考にした。情報システム部門で

は課題の分析結果から、CMMI でいうところのレベル１の状態であるため、まずは基本的なプロジェクト管理（計画を

立て、進捗管理を実施する）ができるようになることから着手(プロセス構築)することにした。 

２）多くの課題が積み重なる中で、劇的に大きな改善を実施しようとした場合、当事者である情報システム部門担当者

のモチベーション低下を招く可能性があった。そのため、スモールステップで小さな成功体験を積み重ねながら改善のサイ

クルを回していく作戦で改善することにした[2]。 

３）プロセス見直しによる、情報システム担当の混乱を最小限に抑えるため、今実施していること、あるいは過去に実施で

きていたことを最大限に活用できるようにボトムアップで整備していくこととした。ただし、ボトムアップでプロセスの見直しを

実施した場合、当事者の意見に流されすぎてしまう場合がある。そのため、あるべき姿となるプロセスを定義し、現状との

ギャップを埋める流れで、プロセスの見直しを実施することにした。 
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４）部分的な改善とならないよう３-①の課題分析で抽出した重要課題への対応を考慮し、広い視野で改善を図ること

にした。 

 

4.改善策の内容 

以下の改善を実施することにした。 

①計画立案、進捗管理、節目の設定、承認の仕組みを強化 

・業務アイテムをリスト化・スケジュール化し、ステータス管理を実施する。 

・部内の定例会では、スケジュールに基づいた進捗管理を実施する。 

・開発作業に節目を設け、上長による承認に基づいた開発およびリリースを実施する。 

②対応記録を徹底的に残し、業務アイテムの棚卸を実施 

・定例業務の対応記録が部分的にしか残っていなかったため、対応記録を残すことを徹底し、適切な対応ができている

ことを確認できるようにする。 

・業務アイテムの棚卸を実施することで、不要な作業や不要な管理権限の見直しを実施する。 

③作業アイテム見える化・作業分担の改善 

・業務アイテムのリスト化、各対応記録、アクションアイテム管理を実施する際に、各担当の作業の見える化を図り、適

時作業分担を行う。 

④運用ルール遵守の徹底 

・ルールが形骸化しないように、SQA の仕組みを導入し、SQA 監査にてプロセス遵守状況を確認する。 

・他部門が関係する場合、ルールの逸脱行為が発生しやすいため、逸脱を一切認めず、ルール通りの運用を徹底す

る。 

 

5.改善策の実現方法 

①「４．改善策の内容」の改善策を基に、運用プロセスを設計し、実装（組織規程化）する 

まずはあるべき姿を定義し、担当者（当事者）と一緒に、定義したプロセスが現実的なプロセスかどうかを確認しつつ、

実際に実施できそうなところに調整するという流れで運用プロセスを設計した。また、プロセスを可視化するためにプロセス

スイムレーンを活用し、誰がどのような作業を実施するのかを明確にした。管理帳票類は、過去に利用していたものや、

現在活用中の帳票を改良し、担当者が使いやすい（使ってもらえる）ように整備した。 

②実装したプロセスについて説明会を実施し、担当者に周知する 

実装したプロセスを運用する前に担当者を招集し、プロセスの内容について説明を実施した。説明をしてから運用を開

始することで、しっかりと内容を理解してもらった上でバラツキのない運用を実施してもらえるようにした。 

③実装したプロセスの運用、定着化のサポートを実施する 

プロセスの定着化を図る、形骸化を防ぐためには、第三者的にプロセス実施の遵守状況を確認することが効果的なため、

定期的に SQA 監査を実施した。また、開発案件の節目レビュー会などについては、開催準備や案内を流すなどのサポ

ートを実施し、徐々に定着していくように支援した。 
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6.改善による変化や効果 

プロセス改善を実施した結果、表 1 のような定量的な改善が見られた。 

 

表１：定量的な改善結果 

 項目 改善前（17年上期） 改善後（17年下期） 

1 上長承認会の開催率 0% 100% 

2 作業アイテムリスト化(見える化)に対する漏れ率 65% 0% 

3 対応記録の作成網羅率 25% 100% 

4 SQA監査回数 0件 4件 

5 整備した規程数 0件 8件 

 

また、SQA 監査の結果からも次のような改善が見られた。 

 他部門も関係するルールの運用では、逸脱行為を一切認めず、ルール通りの運用が徹底されている。 

 節目が設定され、上長による承認に基づいた開発およびリリースが実施されるようになった。 

 業務アイテムのリスト管理、ステータス管理ができるようになり、計画・実績の記録が残るようになった。 

 毎週の定例会で、進捗やアクションアイテムの状況確認が必ず行われるようになり、業務の進捗管理ができてい

る。 

 各対応記録が必ず残るようになり、それぞれの状況が管理できるようになった。 

以上から、改善の効果が出ていることが確認できる。また、担当者から「上長レビューを実施しないといけないね」といった

言動から、担当者自身のルールを守るという意識が強まっていることも確認できている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

課題分析で整理した図１の因果関係図から、改善が進んでいる要素を塗潰した結果、図 2 のように改善状況を確認

できるようになった。 
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図 2：因果関係図における課題の改善状況 

  

図 2 から、重要課題およびプロセス上の課題を中心に改善が進んでいることが確認できた。 

 

A. 参考情報 

[1] CMU／SEI ソフトウェアエンジニアリングプロセス管理プログラム, 開発のための CMMI 1.3 版対応日本語翻訳版, 

CMU/SEI-2010-TR-033, 日本 SPI コンソーシアム(JASPIC) CMMI V1.3 翻訳研究会, 2012. 

http://cmmiinstitute.com/resources/japanese-language-translation-cmmi-development-version

-13, 参照 2018-06-04. 

[2] 艸薙 匠, 藤原 聡子, 山田 淳, 基本に立ち返って、SPI 活動をブラシュアップしよう！, SPI Japan 2017, チュ

ートリアル A, 2017. 

  

http://cmmiinstitute.com/resources/japanese-language-translation-cmmi-development-version-13
http://cmmiinstitute.com/resources/japanese-language-translation-cmmi-development-version-13
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1B2 「「なぜ」を考えるプロセス改善」 小室睦 (プロセス分析ラボ) 

 

＜タイトル＞ 

「なぜ」を考えるプロセス改善 

 

＜サブタイトル＞ 

プロセス改善の根底に横たわる仮説について  

Ueber die Hypothesen, welche der Prozessverbesserung zu Grunde liegen 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：小室 睦 

所属： （株）プロセス分析ラボ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

 プロセス改善は科学的にすすめるべきであり、有用であるとして知られているベストプラクティスであっても 

 「なぜ」それが自分たちにとって重要なのか問いながら適用すべきである。 

 筆者がこのような問いを続けた結果、見えて来たプロセス改善に関する基本原則をいくつか紹介する。 

さらに、これらの原則それらの関係を記述するためには、パターン言語を用いるのが良いと考えられる。複数の 

原理の間に制約や依存関係がある場合があるが、それはパターン言語におけるフォースとして理解される。 

 

この発表の内容は完成したものではなく、現在進行中の研究である。上記の基本原則とパターン言語について 

現在までにわかったことを紹介するとともに、会場からの意見を伺いたい。 

 

 

＜キーワード＞ 

プロセス改善、原則、パターン言語、フォース、 

 

 

＜想定する聴衆＞  

プロセス改善にこれから取り組もうとしている人、 

取り組み始めているが適切な改善方向がわからず悩んでいる人 

 

＜活動時期＞ 

2002-2018 
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＜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. ポジション説明 

 どういう立場からものを見るかについての背景説明 

私はもともと研究者だったこともあって、プロセス改善は実証的、科学的にすすめていくべきだと考えて

いる。「なぜ」と問うことが科学の始まりだと一般に言われる。この発表ではプロセス改善について「なぜ」

と問いかけ続けて得られた結果を聴衆と共有したい。 

 

 CMMI というモデル：すべてのモデルは間違っている 

企業に就職したころは第二次 AI ブーム（今は第三次）のまっただなかで、AI の研究者（見習い）

として、社会人活動をスタートした。研究者の基本的な活動は仮説を立て、それを検証あるいは反証

することである。その後、2001,2 年ごろの CMMI ブーム（「日本版 CMMI」をめぐる混乱）をきっか

けにプロセス改善活動に携わるようになったが、研究者としてスタートしたことがその後の活動にも影響

を与えていると思う。CMMI はプロセス改善に関する「モデル」であるが、研究者の立場から言えば、モ

デルというのは仮説（の複合体）であり、確かにモデルのいう通りかどうか一つ一つ確かめてみるべきも

のである。すなわち、「すべてのモデルは間違っている。しかし、あるものは有用である。」[1] 

「モデルベース改善」という言葉があるが、私は（上で述べたような立場から）、モデルで主張されてい

ること（仮説）が確かに成り立ち、有用かどうかを一つ一つ確かめていく活動のことを指すものと理解

している。一方で、世の中には、「モデル＝規範」ととらえて、モデルで主張されていることを現場にその

まま適用していくのが「モデルベース改善」であると考える人たちがいることを知って、非常に驚いた。この

ようなやり方は押し付けになる危険性をはらんでおり、慎重にすすめる必要があると思う。 

 

 この発表を投稿したきっかけ 

私は上で述べたような意味の「モデルベース改善」をすすめてきた。特に、最初の頃はいろいろな「発見」

があり、楽しかった。その後、所属企業のプロセスも徐々に進化していき、高成熟度に達する部署もで

てきて私の関心もそちらに移っていき、初期の「発見」は何となく当たり前のことのように思えてきて、まと

めて発表するような機会もなかった。現在は独立していろいろな企業の改善活動を支援したり、評価

したりしているが、当たり前のように思っていたことが、必ずしも当たり前ではないことにあらためて認識し

た。これから改善を始める組織、これからさらに高みを目指そうという組織の参考になることがあるので

はないかと思い、過去の「発見」をまとめなおして発表したいと考えた。 

 

SPI Japan 2017 でニコンシステムの清水さんの発表[2]を聴講し、過去の取り組みをまとめた発表 

にも大きな意義があることを認識した。 

 

以下、いくつかの改善事例について、その意味を考えていって（現時点で）得られた結論を紹介する。 

 

2. 検討例１：ピアレビュー 

ピアレビューの重要性は日本でも現在では比較的良く理解されており、多くの組織が改善に取り組んで成果を上げて

いる。私自身が改善活動に関わり始めた 2002 年当時では、まだ、レビュー全般とピアレビューとの区別などは明確に

意識されていなかったように思う。その当時の私の所属していた組織ではレビューといえば「エライ人」に見てもらうもので、

厳しく追及されるのが良いレビューのように理解していた。 
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・ピアレビュー vs. マネジメントレビュー 

ピアレビューは CMMI の用語集では「作業成果物のレビューのことで、除去する欠陥を特定するために、作業成

果物の開発時に同僚によって実施される。」と説明されている。プロセス改善に取り組み始めた組織にありがちな誤解

は上述のように、ピアレビューとマネジメントレビューを混同することである。また、（マネジメントレビューではない技術レビ

ューであっても）人を厳しく追及するような雰囲気のレビューは良いピアレビューとは言えない。 

よいピアレビューがどんなものかを実際のデータ分析から検証した結果が[3]にある。その後、ピアレビューの品質

向上、工数削減効果を定量的に示す結果をいくつか発表している[4][5]。 

 

これらの結果はいくつかのプロセス改善に対する原則に要約することができる： 

 

Fail Fast － どうせ間違えるなら早めに 

 現状のソフトウェア開発ではまったく欠陥を作りこまずにシステムを構築することはできない。欠陥があるという前提

に立って、できるだけ早く欠陥を除くべきである。（ピア）レビューはテストより早いタイミングで実施できるので、この原

則から、ピアレビューの重要性が導かれる。また、工程の最後に大きな形式的なレビュー（マネジメントレビュー／デザ

インレビュー）を実施するよりも、工程途中から小まめにピアレビューを実施したほうが品質向上効果は大きいと期待で

きる。（この期待は実際にデータで確かめられる[4][5]） 

 

責任追及ではなく、プロセスの改善 

 「厳しく追及されるのが良い」と考えるのは、プロセス改善活動の中では間違いであると断言してよい。人を責めて

もやる気をなくさせるだけである。ピアレビューの場合、レビューデータの濫用を防ぐために参加者はピア（同僚）に限定

されている[6]。欠陥がなぜ混入したのかその原因分析を行い、再発防止に注力すべきである。この原因分析の際に

はプロセス上の原因を事実とデータに基づいて検討すべきである。（「プロセスを広くとらえる」「事実とデータの重視」参

照） 

 

変化を受け入れよ - プロセス遵守より価値の最大化 

 現状のプロセスが最善だと思い込んでいると、改善できない。実はもっと良いやり方（プロセス）があるのではない

かという疑問を持つことが大切である。例えば、ピアレビュー（の意図・価値）を誤解して、工程の最後に大きな形式

的なレビューを実施しているような組織の場合、プロセス遵守をすすめても、それ以上改善されない。しかし、「なるべく

早めに欠陥を除く」というピアレビューの主旨に立ち戻って考えることができれば、正しい方向に舵をとることができる。こ

の際、「事実とデータの重視」原則が重要である。CMMI の VER SP2.3 はこの内容と関連しているが、よく弱みのつく

（うまく実現されていない）プラクティスの一つである。 

 

 

この他にも以下のような原則が関係する（これらについては後の改善例のところで述べる予定） 

 

「思い込み」を避ける ‐ 複数の視点 

 

ビジョンの共有 - ベクトルを合わせる 

 

良い結果のためには良いプロセス 
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事実とデータの重視  

 

急がば回れ、着実な品質作りこみ - Quality is free 

 

プロセスを広くとらえる（実施環境・インフラ等も考慮） 

 

REMARK ピアレビューは改善の代表例で、いろいろな側面があるので全部書くと長くなってしまう。（採択された場合の）

発表ではピアレビューの実施に直接関係する原則と、定量化や組織レベル改善につながる原則を分けて論ずるようにした

い。 

 

3. 検討事例２：PPQA 

CMMI 導入以前では、品質保証といえば、プロダクトのチェックのことであり、時としてテスターと QA が混同されているこ

とさえあった。私の以前の勤め先ではこの種のプロダクトによる品質保証活動が強力に行われており、品質保証部署

は大きな力を持っていた。一方で、（このような）品質保証活動にコストがかかりすぎるというのが、品質保証本部長

の悩みでもあった。このように品質保証活動には自信を持っていたにも関わらず、CMMI でアプレイザルを実施したとき

に PPQA で弱みを指摘されたことは大きな驚きであった。しかし、CMMI をご存知の方なら、容易にお察しの通り、プロ

ダクトの QA 活動に力を入れすぎで、プロセスの QA 活動（以下、単に、プロセス QA と呼ぶ）に注力していないという

のが、弱みの指摘内容であった。 

 「Fail Fast － どうせ間違えるなら早めに」原則から、プロダクト QA だけでなく、プロセス QA を実施して不順守を

早めに指摘したほうが、効率的・効果的に品質保証活動を実施することができる。これこそ、品質保証本部長の悩み

を解決する鍵でもあったのである。 

プロセス QA の実施により、システム品質が実際に向上したことを確かめ、[7]で報告した。ただし、この当時プロセス

の QA 活動を実施した部署は CMMI を用いた改善活動を積極的に実施していた部署と一致するので、これが、プロ

セスの QA 活動のみによるのか、他の改善活動の影響がどの程度あるのかなどの詳細は不明である。また、現場のプロ

ジェクトにインタビューした結果では、プロセス QA 活動で飛躍的に品質が向上したり、トラブルを根絶できたといったサク

セスストーリは残念ながら聞けなかった。一方、EPGの興味深い感想として、「プロセスQAの実施結果から標準プロセ

スに対する改善提案が多く出るようになった。」というものがあった。 

私はプロセス QA に関してはその改善効果を十分検証できていないと考えており、以下のような仮説を立てている。 

 

（仮説）現状の標準プロセスの遵守状況を形式的にチェックするだけのプロセス QA では必ずしも十分な効果を上げ

られない。「変化を受け入れよ - プロセス遵守より価値の最大化」原則に沿った活動を実施することでより大きな効

果を上げることができる。 

 

[説明] 

プロセス QA の価値がトラブル防止や製品・システムの品質向上であるとする。「良い結果のためには良いプロセス（自

律改善）」の原則を適用して、プロジェクトの開発・管理プロセスを改善して、トラブルや品質低下の原因を除くように

すれば効果をあげられることがわかる。現状の定義されたプロセスが十分的確なものであれば、それを遵守させるだけで

この効果が得られよう。しかし、「プロセス QA の実施結果から改善提案が出ている」という事実が示唆するように、現

状プロセスにはまだまだ改善点がたくさんあるというのが普通である。したがって、いまある不完全なものの遵守にこだわら
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ず、トラブル防止・品質向上につながるような指摘を出した方がよい。 

より具体的には、実際に活動（プロセス）を見れば容易にわかるが、作業成果物からではわからないような 

（１） タイミングのチェック：やるべき時にやるべきことを実施し（始め）ているか 

（２） プロセス実施インフラのチェック（「プロセスを広くとらえる」原則、典型的には CMMI の GP に相当） 

（３） リスクのトリガーチェック(プロジェクトとは異なる客観的視点から) 

等のチェックを行うことがあげられる。 

このようなチェックを行う際に気を付けるべき点は、標準プロセスの遵守チェックの際にありがちな「プロセス警察」のような

態度を避けることである。何がプロジェクトにとって価値を生む正しいプロセスなのかを QA も一緒に考えるという姿勢が

大切である。（「責任追及ではなく、プロセスの改善」原則） 

 

REMARK 時間が許せばこれ以外にも事例を挙げる予定 

 

4. May the FORCE be with you! パターン言語（＋フォース）としてまとめる 

以上述べてきたような「原則」は互いに関係しあっており、また、価値の最大化という制約をもっている。このような関連

しあった項目をうまく記述する仕掛けとして、「パターン言語」が知られている。上記の制約はパターン言語での「フォース」

として理解されると思われる。 

プロセス改善の基本原則をパターン言語としてまとめる試みについても発表では触れる予定。 

 

 

A. 参考情報 

＃参考情報って何でしょう？通常の論文投稿でこんな言葉は聞いたことがありません。参考文献のことだと解釈しました 

 

[1] Box, G. E. P. "Science and Statistics", Journal of the American Statistical Association, 71, 

pp.791–799 (1976). 

 

[2] 清水 崇司、「SEPG 活動の立ち上げと、組織定着への取り組み  10 年に亘り、「作業者にとって優しいか」を理念

に活動した報告」 , SPI Japan 2017 http://www.jaspic.org/events/sj/spi_japan_2017/ (2017). 

 

[3] 小室睦、男澤康、木村好秀：「開発現場の実態に基づいたピアレビュー手法改善と改善効果の定量的分析」，

SEC Journal，Vol.1，No.4, pp.6-15 (2005) 

 

[4] Mutsumi Komuro and Norihisa Komoda: A model to explain quality improvement effect of peer 

reviews, IEICE Trans. INF. & SYST., Vol.E93-D, No.1, pp.43–49 (2010). 

 

[5] 小室 睦，薦田憲久：ピアレビューデータに基づく品質予測モデル，電子情報通信学会論文誌 D， Vol. 

J94-D,No. 2, pp. 439–449 (2011). 

 

[6] Wheeler D. A., Brykczynski B., Alexandria V., “Software Peer Reviews”, pp.454-469 in R. 

Thayer (editor), Software Engineering Project Management, IEEE Computer Society Press, 

(1997). 

http://www.jaspic.org/events/sj/spi_japan_2017/
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[7] 鈴木新吾、小室睦: プロセス QA のマネジメント支援への効果、PM 学会春季研究会, pp.152-154（2005）. 
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1B3 「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 (住友電工情報システム) 

 

<タイトル> 

 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 

<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 改善推進部品質改善推進グループ 

 

<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 改善推進部品質改善推進グループ 

 

氏名（ふりがな）： 竹川 和子（たけかわ かずこ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部品質改善推進グループ 

 

氏名（ふりがな）： 川村 明弘（かわむら あきひろ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部プロジェクト管理グループ 

 

 

＜主張したい点＞ 

経営層から求められる改善活動の効率化を実現する為に、どの改善活動でも実施しているデータの収集・分析

時間を OSS を用いて効率化する仕組みを構築した。結果、活動を始めてから約半年という短期間でいくつかの

成果が得られた。 

 

＜キーワード＞ 

改善活動効率化、自動化、Spark、Hadoop、R、R Markdown 

 

＜想定する聴衆＞  

プログラムの品質・生産性改善推進者 

 

＜活動時期＞ 

2017/8 ～2018/3（活動継続中） 

 

＜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 

日本生産性本部が発表した 2017 年度版 労働生産性の国際比較[1]によると、OECD※1データに基づく2016

年の日本の就労者1人当たり労働生産性※2は米国の60%強。順位はOECD加盟35ヵ国中21位となっている。

生産性が高いとは言い難く、働き方改革が叫ばれるのも理解できる状態である。当社では業務効率、生産性改善の

活動が WG、開発・保守プロジェクト問わず活発に行われており成果も出しているが、経営層からは、働き方改革の一

環として、効率よく成果を出すことを要求されている。 

 
※1 OECD（経済協力開発機構）：ヨーロッパ諸国を中心に日・米を含め 35 ヶ国の先進国が加盟する国際機関 

※2 労働生産性：GDP/就業者数 

 

 

2.改善したいこと 

少ない工数、期間で改善成果を出せるようにする。 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

(1) 改善活動の調査 

改善活動の実績を分析すると、WG では問題を把握し対策を決定するまでに時間が掛かかっており、また、開

発プロジェクトでは、多忙故にプロジェクト中に効果を確認して施策の修正を実施することができていなかった。 

(2) 体制 

2017 年 8 月、AI 技術の応用、現状の見える化による CS・QCD 改善支援を目的とした DS チームが結成さ

れた。 

(3) 技術調査 

昨今、AI、Big Data 等の技術が発達したことによってオープンソースソフトウェアが充実し、手軽にデータ分析が

行えるようになった。DS チームでもデータ収集・保管を行うため、当社で利用実績のある Spark、Hadoop、R を

評価した。その結果、Spark、Hadoop、R 共に機能的に十分であると判断した。ただし、R は多機能故にコーデ

ィング技術習得に時間が掛かり、改善活動の限られた時間の中で熟練するのが困難な点が課題として挙げられ

た。 

(4)方針決定 

DS チームがデータを自動収集し、WG やプロジェクトが R を使用して分析する方法も考えられるが、R の習得に

時間が掛かるため、分析環境を提供するだけでは使ってもらえない可能性が高いと考えた。そこで、分析環境の提

供だけではなく DS チームが仮説的な分析を実施し、その結果を WG、開発・保守プロジェクトへ配布することにし

た。WG、プロジェクト担当者はその結果をベースに更なる分析を行う方針とした。 

 

 

4.改善策の内容 

(1)課題 

現在 10 以上の WG がそれぞれ異なるテーマで活動しており、それぞれ異なる分析結果が必要となる。また、開

発・保守しているシステムが約 400 あり、大量の分析結果を提供する必要がある。実現するには以下の課題を解

決する必要がある。 
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① 短時間で新しいデータを自動収集できるようになる 

② 収集したデータを簡単に分析できる 

③ 400 システム分の R スクリプトが容易に作成できる 

④ 400 システム分のレポートが遅くとも 1 晩で生成できる 

⑤ グラフ等を用いて分析結果を直感的に理解できるように出力する 

⑥ 大量データを保管・処理できる 

⑦ 分析結果を各システム担当者・WG メンバーに簡単に配布できる 

⑧ 多種のレポートが簡単に閲覧できる 

 

(2)解決策 

④～⑧の要件は評価した Hadoop、Spark、R で解決できることを確認した。①②③については、既存ツールで

は不十分であった為、ツールを自社開発し、Data Scientist Framework(以降、DS Framework)と名付けた。

表 1 にその関係を示す。 

 

表 1 課題と解決策の関係 

施策（利用技術） 課題 説明 

DS Framework ①、②、③ ・対象データを指定すれば収集用シェルを自動作成 

・Spark への接続等の良く使う機能を部品化 

・R スクリプトの自動生成 

R(R Studio) ②、④ ・グラフ等のライブラリが多数存在する 

Apache Spark 

Apache Hadoop 

⑤、⑥ ・大量データを保管できる分散ファイルシステム 

・分散処理による分析時間の低減 

・CSV ファイルを SQL で JOIN 操作可能 

R Markdown 

システム毎の HP 

⑦、⑧ ・HTML 形式のレポートを出力 

・システム毎にレポート公開ページを開設 

 

 

5.改善策の実現方法 

5.1 ハードウェア・ミドルウェア 

(1) ハードウェア・ミドルウェアの構成 

Spark、Hadoop は、高価なサーバー機が不要で、安価な PC を複数用いることで膨大なデータを効率よく処

理できるツールである。DS チームでも予算 100 万円でデスクトップ PC を複数台購入し、図１に示すような構成で

データ分析基盤を構築した。 
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図１ ハードウェア・ミドルウェア構成図 

 

(2)レスポンス評価 

Spark、Hadoop を使用することによる優位性を把握する為、同一ファイル(約 10GB 7527 万行)をサーバ

ーローカルと Hadoop に配置し、同一の条件で抽出する時間を比較した。結果、Spark、Hadoop ではサーバー

ローカルのファイルに対する操作に比べて 10%以下の時間でデータを抽出できることが分かった。ログファイルの中に

は約 1 億件のデータも存在するが、30 分程度でレポートが出力できる性能である。 

 

5.2 DS Framework による作業の効率化 

5.2.1 課題と施策 

データの収集とレポート作成を行うにあたり、いくつかの解決しなければならない問題が 3 つあった。 

(1) 短時間で新しいデータを自動収集できる 

社内システムデータを横断的に分析する為、50 種以上のデータを自動で収集する必要があった。また、それぞ

れのデータは取得元のサーバーが違い、データ形式もログファイルや RDB 等、タイプが異なっていた。一つずつ取得

方法を検討・作成していくのは非効率であった為、RDB からのデータ取得方法を標準化し、データの取得先とファイ

ルの項目定義を指定するだけでデータ収集シェルを自動作成する仕組みを作成した。(ログファイルは内容の形式が

大きく異なるため個別に調整を行うこととした。) 

 

(2) 収集したデータを簡単に分析できる 

(a)SQL の活用 

Sparkではデータ操作に SQL文が使用できる。当社はSQL文の記述に熟練した者が多い為、この機能は

ぜひ使用したかった。使用する為には、毎度 view の作成が必要であった為、(1)のデータ収集シェル作成時に

使用したファイル定義から view を自動生成できるようにした。結果、分析者は簡単に複数のデータを join して

取得できるようになった。 

(b)共通処理のライブラリ化 

使用頻度の高い以下の処理を共通化した。 

・Spark との接続・切断制御(セッション管理や spark のメモリ確保 等) 

・レポートのヘッダータイトル出力 

・グラフ関係 

・表形式のデータ出力 
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・ログ出力制御 等 

 

(3) 400 システム分の R スクリプトが容易に作成できる 

各グループ協力の元、開発・保守対象システム一覧を整備した。雛形ソースコードを元に対象システム毎のスク

リプトを自動生成できる仕組みを作成した。 

 

5.2.2 成果 

(1)全体構成 

DS チームでは、データ収集の仕組み、ソースコード生成の仕組み、R コマンドの FW を合わせて DS 

Framework とした。データ収集からレポート出力までの流れを図 2 に示す。赤丸で囲った部分が DS 

Framework である。 

 

 
図 2 レポート出力までの流れ 

 

 (2)効果 

DS Framework を使用することで、R に初めて触れる入社 1 年目のプログラマが 2 週間で分析レポートを作

成できた。 

 

5.3 各種レポートを各システム担当者へ容易に公開する仕組み 

R Markdown を利用すれば分析結果を HTML 形式で出力できる。レポートは種類ごとに 400 システム分作成さ

れるが、システム単位にまとめて HP で公開することにした。これを”システムカルテ”と名付けた。レポートは Jenkins を使

用して定期的に作成される。 

 

 

6.改善による変化や効果 

6.1.データ収集の成果 

DS チームが設立されてから約半年が経ち、主要社内システムのデータ取得がほぼ完了している。主要な取得デー

タを表２に示す。 
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表 2 取得データ 

データ種別 内容 

本番 ・アプリケーションログ 

・ディスク残容量 

・CPU 使用率 

・インシデント管理（問合せ、不具合 件数等）   etc. 

開発・保守 ・作業工数 

・成果物規模 

・作込・検出欠陥数 etc. 

 

6.2 データ分析の効果 

取得したデータを分析することにより、社内の改善活動に大きく貢献することができた。その事例を幾つか紹介する。 

(1)分析時間の短縮 

顧客満足度調査の結果、高負荷時のレスポンス悪化の項目がワースト 1 であった。保守付加価値向上 WG

では、システムのレスポンスに対するユーザーの不満解消を狙って、システムログを収集・分析し、自動的に改善が必

要なプログラムを特定する施策を考えていた。 

当初、表計算ソフトで分析を行っていたが、サーバーからログを収集し、表計算ソフトで集計できるようにフォーマ

ット変換をした上で応答時間(最大-平均)を集計する等、合計 12MH の工数がかかっていた。そこで、DS チーム

がサンプルプログラムを提供したうえで R の講習会を実施することで、データ分析が 2.5MH で実施できるようになっ

た。その結果、短時間で改善が必要なプログラムを抽出するスクリプトが開発され、全システムに展開された。 

 

(2)ディスクフルトラブルの未然防止 

当社では、自社開発したサーバー監視システムが稼働しており、ディスク容量、CPU 使用率、メモリ使用率等に

対して閾値を設定しておけば、超過した際に保守担当者へアラートが飛ぶ仕組みになっている。しかし、閾値監視

だけでは、例えば休日に閾値を超過した場合など、すぐに対策が打てず、ディスクフルのトラブルが発生することもあ

る。 

トラブル撲滅を目的とした WG とディスク容量の変動を分析した結果、以下のことが分かった。 

・ログファイルが作成されているパーティションでは、日々ディスクの残容量が減少し、定期的に引き落としを行っ

て容量を確保しているシステムが多い。(図 3-①) 

 月別のグラフで見るとその変動は認識できず、引き落としに失敗した場合トラブルとなるリスクが高い。 

・グラフを見れば数か月後にディスクフルになることが分かるパーティションが存在する。(図 3-②) 

トラブルが発生したシステムでは、担当者はディスク容量がこのように変化していることを認識していなかった。 
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図 3 ディスク使用量推移 

 

図 3 の様なグラフを自動作成し提供することによって、担当者がディスクフルのリスクを認識できるようになり、早め

に対策が実施できるようになった。その結果、トラブルを 4 件未然に防ぐことができた。 

また、ディスクの監視コストが増加することになるが、このグラフを提供することで、施策の実施コストが約 20 人月

/年の削減できた。 

 

(3)保守定例業務の工数削減 

大多数の保守プロジェクトでは、ユーザーへの報告や社内トレース会議の為に毎月数時間かけて、当月発生し

た問い合わせや改善要望、調査対応(以降、インシデント)件数の集計を作成している。DS チームはこの作業工

数の削減を目的として、同様の情報をレポート化し、定期的に自動生成される様にした。既存のインシデント管理

システムに同様のレポートを出力する様に改修を加える場合恐らく1月以上は必要だが、DS Framework を用い

て2週間程でたたき台を作成し、微修正の後リリースすることができた。本レポートの使用を開始したあるプロジェクト

では資料作成工数が 75％(2MH→0.5MH)削減できた。 

 

(4)開発プロジェクト中の改善活動促進 

当社ではプロジェクト開発計画の中で組織目標を達成する為の改善計画を立案することになっている。しかし、

プロジェクトマネージャーは様々な作業を担当している為、時間的余裕が少ない状況にある。そこで自動化が容易

な生産性、品質、複雑度(McCabe 等)のレポートを自動出力できるようにし、プロジェクトマネージャーのデータ収

集や資料作成の負荷を軽減した。削減された工数で、改善計画がより確実に実施できるようになることを期待して

いる。 

 

(5)標準遵守率向上（それに伴うシステム品質の向上） 

当社ではプロセス遵守状況の確認は SQA で行っている。しかしながら、成果物が標準通り作成されているか全



40 

 

て確認することは体制上難しい。成果物が作成されていない場合、システムの品質が悪化していたり、統計資料が

作成できなかったりする問題がある。そこで、文書管理システムのドキュメント構成データを収集して標準と比較し、

文書が正しく作成されているかを確認するレポートを作成した。今後、自動で修正指示を出力する機能や他の

SQA 監査項目のチェック機能を追加し、遵守率を 100%に近づけていきたい。 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

DS Framework で特筆すべきは開発工数の少なさである。通常、保守業務が 20 分早くなる程度の効果ではシ

ステム化は難しく、表計算ソフト等を使って何とか作業の効率化を図る。しかし、DS Framework を使えば表計算ソ

フトを用いるより圧倒的な短時間でレポートを作成でき、展開も容易である。現に、活動を始めてから約半年という短

期間で、6.に示した通り、各種データを収集し、改善効果が出る様な有効な分析が実施できている。 

今後、AI による閾値設定や値の遷移検知等を実装し、より WG、プロジェクトに貢献できる仕組みを構築していき

たいと考えている。 

 

 

A. 参考情報 

[1] 公益財団法人 日本生産性本部 2017 年度版 労働生産性の国際比較 

https://www.jpc-net.jp/intl_comparison/intl_comparison_2017.pdf 
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1B4 「データ分析基盤活用によるＱＣＤ部門の業務効率化」 竹川和子 (住友電工情報システム) 

 

＜タイトル＞ 

データ分析基盤活用によるＱＣＤ部門の業務効率化 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：竹川 和子（たけかわ かずこ） 

所属：住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 品質改善推進グループ 

 

＜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)： 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 品質改善推進グループ 

 

＜主張したい点＞ 

データ分析技術を使って、改善推進部門の業務効率化を行ったこと 

 

＜キーワード＞ 

プロセス実績ベースライン、データ分析、自動化、効率化、業務改善 

 

＜想定する聴衆＞  

QCD 部門の方 

 

＜活動時期＞ 

２０１７年８月~２０１８年２月 

 

＜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 

我々が所属している品質改善推進グループは、弊社の開発部門における QCD の改善が目的であり、主な業務は

WG の支援と統計資料の提供である。その中でも、特に毎年１月と７月に作成するプロセス実績ベースライン作成業務

(３章で解説)は、ハンド作業が多いために１回作成するのに約１人月かかっていた。さらに所属部署の体制変更（＝要

員の減少）もあり、このままではプロセス実績ベースライン作成期間中は改善支援活動がほぼできない状況になると予想

された。そのような状況を回避するため、ハンド作業自動化による定例業務の効率化と業務改善を図ることになった。 

 

2. 改善したいこと 

定例業務であるプロセス実績ベースライン作業に時間がとられ、改善支援活動が滞ってしまうこと。 

 

3. 改善策を導き出した経緯 

 プロセス実績ベースライン(以下 PPB と記載)は、CMMI のレベル 4 で求められているプロセスの統計情報で、プロセス指

標の平均値とバラつきを示したものである。当組織では、工程別に生産性や欠陥密度の PPB を、図１に示すようなグラフ

で表現している。コーディングの作込欠陥密度、コードインスペクションの検出欠陥密度、単体テストの検出欠陥密度等、

合計９種類の文書を作成している。PPB は昨年１月から昨年１２月にリリースされたシステムを対象に、本年１月に作

成する。また、組織目標に向けた改善が進んでいるか確認するため、７月にも作成する。 

  

 
図１．PPB サンプル 

 

 PPB は、以下の手順で作成する。 

・対象プロジェクトの特定 

・対象プロジェクトのデータ収集 

・データの集計 

・PPB の文書化 

・ワークフローによる文書発行 

 

これらの作業は約１人月かかっており、作業内容毎の割合を表１で、その割合をグラフ化したものを図２に示す。 
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次に、作業時間の多くを占めている３つの作業「①対象プロジェクト抽出」 「②データの収集」 「③データの集計」につ

いて、時間がかかっている原因を分析した結果、以下３つの問題があることがわかった。 

(1)対象プロジェクト抽出 

生産性の PPB を作成するには規模と工数のデータが必要となるが、規模は文書管理システムに記録されており、工程

は工数管理システムに記録されている。さらに、プロジェクトの抽出条件であるリリース日は、プロジェクト管理システムに記

録されており、これら３つのデータを連結して処理する必要がある。それぞれのシステムには図３に示すように、紐付けのた

めのコードが登録できるようになっているが、未登録や誤ったコードが登録されていることもある。そのため、PPBを作成するの

に必要な３種類のデータがうまく紐付かず、目視による点検を行い、修正依頼をしている。さらにリリース日からかなり経過

したシステムでは記録データが修正不可能な場合があり、その時は手動で紐付けしたりするので手間がかかっている。 

 

  
                  図３．PPB 作成に必要なデータと記録システム 

 

(2) データの収集 
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必要なデータは、８種類の画面から条件を指定してダウンロードすることができるが、記録システム毎にそれぞれの画面

で、プロジェクトコードやシステムコード＋サブシステムコード等それぞれ別の抽出条件を入力する必要がある。また、データ

修正依頼に伴い、対象プロジェクトが増減することもあり、何度もダウンロードをやり直す必要がある。 

 

(3) データの集計 

データ集計は、効率よく作業するために表計算ソフトの IF 関数や VLOOKUP 関数等を使って自動的に計算できるよう

にしている。主な処理の流れは以下の通りである。 

・工数管理システムと文書管理システムからダウンロードしたデータを、VLOOKUP 関数を使ってプログラム単位で結

合する。同時に、IF 関数で、工数がゼロのデータや生産性又は欠陥密度が異常値のデータを除外する。 

・結合したプログラム単位の明細データを、ピポットテーブルでシステム単位に集計する。 

・システム単位に集計したデータを、IF 関数で異常値を除外する。 

このように、表計算ソフトの関数を多用しているために複雑な構成になっていることやデータの不備により、毎年関数エラー

が発生し、エラー原因調査が必要になり工数がかかっている。 

 さらに、文書管理システムでプログラムのデータがバックアップとして登録されている場合、機械的にどちらが正しいデータか

判断できないため、目視でチェックしている。 

 

上記で記載したような、さまざまな工程で発生しているハンド作業を自動化することによって、時間を短縮できるのではな

いかと考えた。 

 

4. 改善策の内容 

上記の３つの問題点を解決させるための改善策を表２に示す。 改善策の詳細は５章で記載する。 

 

         表２．問題点と改善策 

 
 

5. 改善策の実現方法 

５．１ データの品質改善 

  (1)プロジェクト一覧の整備 

プロジェクト管理システムのシステムコード＋サブシステムコードが未登録にならないようにシステム改修することも考えられ

るが、開発体制等の問題で改修に時間がかかる。一方、プロジェクト管理グループでもデータ分析を活用したＳＱＡの自

動化を検討しており、システム間のデータが結合できないことが問題となっていた。そのため、プロジェクトのＳＱＡ担当者が

業務を通してプロジェクトリーダーから集めた情報を CSV 形式で登録してもらうことで、PPB 対象プロジェクトの抽出ができ

るようにした。また、このプロジェクト一覧 CSV ファイルによって、プロジェクト管理グループのＳＱＡも一部自動化ができるよ

うになった。 
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  (2)データ不備検出の自動化 

工数管理システムには、プロジェクト開発だけではなく間接部門の工数も登録されている。したがって、プロジェクトコード

が登録されていない正常データが多数存在しており、登録してほしいプロジェクトコードを必須項目にすることはできない。そ

のため、プロジェクト管理システムと工数管理システムのデータを目で見比べて登録漏れを検出していた。今回、プロジェクト

一覧 CSV ファイルを整備したことで、機械的に工数管理システムのプロジェクトコード登録漏れが検出できるようになり、自

動チェックプログラムを開発した。その結果、自動化により高頻度でチェックができるようになり、記録データが修正不可能に

なる前にシステムリーダーへ修正依頼ができるようになった。 

 

５．２ データ収集の自動化 

 データ分析基盤の構成図を図４に示す。様々なシステムから CSV ファイルを AI サーバーで受信し、Hadoop に格納す

る。SparkR は CSV ファイルを View 化して SQL でデータを取得したり結合したりすることができるツールである。この環境

を使って、工数管理システム、文書管理システム等から定期的に CSV ファイルを取り込むプログラムを開発し、データを自

動収集できるようにした。 

 

 
                    図４．データ分析基盤の構成図 

 

５．３ データ集計の自動化 

 (1)データ集計の実装 

 集計ロジックは統計ソフト R で実装した。図４に示すデータ分析基盤を使用することで以下のメリットが得られた。 

・複数システムのデータを１SQL でデータ抽出することができる。 

・表計算ソフトでは IF 関数のネストが多く存在し、意図の把握が難しかったが、プログラム言語でわかりやすく記述でき

る。 

・データを毎回ダウンロードしなくてもよい。 

R は今回初めて利用したため、習得するまでに苦労したが、データが毎日更新されるメリットは大きく、効率よく作業できる
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データ分析基盤となっている。 

 

 (2)エラー原因調査の削減 

 これまで発生件数の多かったエラー内容は、データが重複して存在する、規模がゼロ又は未登録、統合テスト前の欠陥

数がゼロといったものである。これらのチェック機能を R で実装し、プログラム毎にエラー内容を出力することで、エラー原因調

査の時間を削減した。 

 

6.改善による変化や効果 

 上記５章で記載した改善策を実施したのち、本年１月に PPB を作成した。その結果、表３に示したように、ワークフロ

ーによる文書発行作業を除いて、それぞれの作業を大幅に短縮することができた。 

 

           ３．改善後の作業削減率 

   
 

 今回、新規開発に関する PPB の自動化を行ったが、今後、派生開発の PPB を作成する計画があり、今回使った仕組

みで自動生成できるようにする計画である。また、検出できていないデータ不備が少し残っているため、検出プログラムの改

善も行っていく予定である。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 PPB 作成の自動化を行うことで約１人月かかっていた作業工数を約 85%削減することができ、１年を通して改善支

援活動ができるようになった。 

 また、データ分析基盤はプロジェクト管理グループでも活用しており、QCD 改善推進部の重要なインフラになっている。 

 

A. 参考情報 

[1] 

 

  



47 

 

1C1 「新しい IT サービス開発への取り組み、DevOps 実践を目指して！」 細美彰宏 (日立ソリューションズ) 

 

＜タイトル＞ 

新しい IT サービス開発への取り組み、DevOps 実践を目指して！ 

＜サブタイトル＞ 

  

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：細美 彰宏（さいみ あきひろ） 

所属：株式会社 日立ソリューションズ 

  

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：田中 一義（たなか かずよし） 

所属：株式会社 日立ソリューションズ 

  

＜主張したい点＞ 

DevOps は IT サービスを要望に応じて、タイムリーに提供する考え方であり、新しい IT サービスへ導入すること

で得られるメリットは多い。しかし、DevOps の適用には、今までの開発方法からのシフトが必要で、課題も多い。

DevOps 適用における課題を共有したい。 

 

＜キーワード＞ 

DevOps、継続的インテグレーション(CI)、継続的デリバリー(CD)、PaaS(Platform as a Service) 

 

＜想定する聴衆＞  

DevOps 等の新しい技術の導入を検討している方、SEPG 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 4 月～ 

 

＜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 

デジタルビジネス・デジタルソリューション市場が拡大し、新事業を生み出したいというお客様の増加、既存商材を活用した

アイデア発想からの協業、PoC でトライ&エラーを繰り返す開発等、取り扱うシステム対象領域の性質が変わってきた。シス

テムとしては、SoE(System of Engagement：お客様のつながりを構築するためのシステム)も注目を集めた。開発手

法においては、アジャイルが大きな注目を集めているように、従来型の開発プロセスでは対応できない世界になっている。 

DevOps は IT サービスをニーズに応じて、タイムリーに提供する考え方であり、品質を確保しつつ、迅速に、繰り返し提供

するような、予測が困難な IT サービスの開発へ DevOps を導入することで得られるメリットは多い。DevOps 適用による

高速開発の実現、デジタルソリューション事業の加速を目指し、標準ツール・プラットフォーム・開発プロセスの整備に取り組

んだ。 

 

2.改善したいこと 

新事業・アイデアの早期実現と開発の生産性向上および、IT サービスの早期市場投入と迅速なニーズ反映を実現するこ

とを目指す。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

高速開発・繰り返し開発の実現に向けて、今までの開発方法からのシフトが必要であり、新しい IT サービスの開発には新

しい考え方・手法を取り入れる必要がある。開発(Dev)と運用(Ops)が一体となり、品質を確保しつつ、ニーズを迅速にリ

リースする、お客様・ユーザーの提供価値を最大限にしたいという DevOps がマッチすると考えた。 

 

DevOps の起源は、Velocity 2009 – O’Reilly Conferences での「10+Deploys per Day: Dev and Ops 

Cooperation at Flicker」、John Allspaw & Paul Hammond で、DevOps の考え方が提唱されて、既に 10 年。 

 

DevOps の考え方に沿って、従来取り組んできたテスト自動化と継続的インテグレーションツール、仮想化とコンテナプラッ

トフォーム技術、アジャイル開発プロセスなど、高速開発に寄与する要素技術を組み合わせ、ホスティングすることで、すぐに

使えるサービスとして提供することを考えた。プロジェクトはこれを使って、アイデアや要件の獲得から、最小限のリードタイム

で開発を立ち上げることができる。動作確認やテスト作業は標準的な作法で自動化され、システム環境構築も予めプログ

ラムされた手続きとして自動化・管理される。開発と運用プロセスは、イニシャルの納期短縮とコスト低減だけではなく、IT

サービスのライフサイクル全体で高頻度のアップデートを可能にし、IT サービスの継続的な改善・更新を、より高速かつ確実

に実現する。このような仮説に基づき、具体的な改善策を検討した。 

 

4.改善策の内容 

新事業・アイデアの早期実現と開発の生産性向上に向けて、標準ツール・プラットフォーム・開発プロセスの整備を実施し

た。ツール・プラットフォームには OSS を活用し、PaaS(Cloud Foundry)と継続的インテグレーションツール(GitLab、

GitLab CI：Continuous Integration、Mattermost)で構成する開発環境・基盤を構築した。これらの開発環境・

基盤を使った開発はアジャイル・スクラムをベースとし、イテレーション計画、チケット着手、ブランチプッシュ、コードレビュー、マ

ージ承認、リリース、イテレーション振り返りを行う開発プロセスを整備した。IT サービスの早期市場投入と迅速なニーズ反

映のために、継続的デリバリー(CD：Continuous Delivery)を実現できるための仕組みと、開発環境と商用環境の標

準化を進めた。 
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PaaS：高速開発に寄与する要素技術を定義した開発環境を提供。開発者は、アプリ部分のみの開発に専念できる。

ハードやネットワーク、OS・ミドルからは解放される。 

継続的インテグレーション(CI)、継続的デリバリー(CD)：動作確認やテスト作業を自動化し、システム環境構築・デプロ

イも予め、プログラムされた手続きとして自動化・管理。プログラム変更リクエスト/レビュー/差分マージ操作をオンライン化。 

 

5.改善策の実現方法 

DevOps 適用を広めるために、標準ツール・プラットフォーム・開発プロセスの整備と並行して、社内外の最新技術・事例

紹介を行うセミナー開催やメールマガジンによる情報発信、実機を使った入門ハンズオン等のトレーニング、開発者・運用

者を集めた交流を行うコミュニティ活動等を行った。 

 

6.改善による変化や効果 

DevOps を導入することで得られるメリットは多く、現場からの導入の要望も多い。 

・ 開発初期コストの削減：OS・言語・ミドルウェア等は都度構築せず、予め定義された環境(ビルドバックとサービスカタ

ログ)を選んで利用可能。 

・ 開発段階ごとのアプリケーションの更新・切換え、作業オーバーヘッドの削減：開発用のアプリ実行環境を PaaS に一

元化することにより、テスト・デバッグ版、試送版、安定版、といった各ステージでのアプリのビルド更新・配備・切換えを

簡便かつ迅速に実施可能。更に、CI/CD 環境の活用により、一連の操作をあらかじめ定める手順に沿って自動化

可能。 

・ 非機能要件に係る設計や実装ボリュームの削減：死活監視、負荷分散やスケールアウト等を PaaS がサポートし、

運用性、可用性等の非機能要件を標準機能で提供する。開発環境～本番環境まで一貫して PaaS を利用するこ

とで、自前での設計や実装の作業が大幅に省略可能。 

 

プロジェクト管理、品質管理をどうするか、既存資産からの移行、従来型開発からの変更に対する懸念等、DevOps を

導入する上で課題は多い。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

DevOps を実践することにより、高速開発、デジタルソリューションの開発の加速化が実現できると期待している。また、

DevOps を実践できる企業文化を醸成することにより、よりユーザー視点での IT サービスの提供が可能になると考える。 

 

A. 参考情報 

[1]Pivotal.IO 2018、Cloud Foundry and Pivotal Cloud Foundry Operation – 運用の効率化とメリット、日

立ソリューションズ 佐々木 伸也、 

https://omniattend.com/publish/pivotal/io2018-dl/download_material/361 

[2]アジャイル開発を支える PaaS 基盤、東芝ソリューション 池谷直紀 木村隼人 東芝 藤本宏、 

東芝レビュー 2015 VOL.70 NO.10  

https://www.toshiba.co.jp/tech/review/2015/10/70_10pdf/f05.pdf 

 

  

https://omniattend.com/publish/pivotal/io2018-dl/download_material/361
https://www.toshiba.co.jp/tech/review/2015/10/70_10pdf/f05.pdf
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1C3 「ファシリテーション技術を応用したピアレビュー会議の改善」 藤原聡子 (東芝) 

 

＜タイトル＞ 

ファシリテーション技術を応用したピアレビュー会議の改善 

＜サブタイトル＞ 

教育の開発と実施 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：藤原 聡子（ふじわら さとこ） 

所属：株式会社 東芝 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 艸薙 匠（くさなぎ たくみ） 

所属：株式会社 東芝 

＜主張したい点＞ 

心理的な作用が影響を及ぼしやすいピアレビューの会議の進め方に対して課題が多いため、一般的なファシリテ

ーションの考えをピアレビューに導入し、ピアレビューファシリテーション教育として新規に開発・実施した。 

＜キーワード＞ 

ピアレビュー、レビュー、ファシリテーション、職場教育、教育 

＜想定する聴衆＞  

開発現場でピアレビューを実施している開発者、ピアレビューを推進している方 

＜活動時期＞ 

ピアレビューの推進は 2016 年から対象部門 A で開始し、2017 年度にピアレビューファシリテーション教育の開

発・試行を実施、2018 年度はピアレビューファシリテーション教育の展開を予定。 

＜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 

東芝グループ内の様々な部門ではこれまでも品質向上に取り組んできたが、中堅技術者の不足、システムのさらなる複雑

化などに起因して、さらなる品質向上の取り組みが必要となっている。その施策の一つとして、ピアレビュー(*)が再注目され、

ソフトウェア開発に限らず HW 開発部門や本社部門、品質保証部門など、さまざまな役割を対象にピアレビューの強化に

取り組んできた。職場ぐるみの基礎教育の実施、プロセスの定義、プロセス実施のフォロー、直接観察による実践コンサル、

成果効果の把握など、筆者はコーポレート部門として各部門の改善を支援してきた。 

対象部門 A でも、現状の仕組みにおいてレビューのプロセスが設けられレビューが実施されている。しかし、ベテランと若手の

技術力のギャップが大きすぎることによって、若手が育たない、ベテランの作業負荷が高すぎて欠陥を取りきれない、ベテラン

が暗黙知でレビューを実施しており確認箇所の偏りがある・欠陥が漏れる、といった課題が見られるようになり、部門A管理

層からは、技術継承を第一にピアレビューを強化したいと要望があった。そこで、職場ぐるみの基礎教育の実施、プロセスの

定義、プロセス実施のフォローに取り組んできた。 

しかし、ピアレビューの実施が想定外に広まらなかったためワークショップを開催し、部門 A 内のピアレビュー実施における課

題を広く収集した。その結果、人・日時の調整が難しい、時間の確保が難しい、いつ何をレビューすればよいかわからない、

会議の場がうまく進まない、といった課題が挙げられた。そこで、まずは、会議の場の進め方に着目し、ピアレビュー会議のフ

ァシリテーション強化を教育で取り組むこととした。 

 

(*)本活動におけるピアレビューは、Face-to-Face で実施する同僚同士の技術レビューを指し、欠陥の洗い出しを主目

的に実施している 

 

2.改善したいこと 

ピアレビュー会議の進め方に関して、ワークショップにおいて以下のような課題が挙げられた。 

・1 件あたりの指摘が長い。盛り上がりがち、深い議論になりすぎる、作業会になってしまう、解決策を求めてしまう 

・指摘しづらい雰囲気がある、責められているように感じてしまう 

・細かい指摘が多い 

・意見が対立した際に、まとまらない 

・発言しない人がいる、聞き役になってしまう 

・記録係の負担が大きい（聖徳太子的）、頼みづらい 

主に司会のファシリテートスキル不足やファシリテートの難しさによる課題と考えられ、その強化が必要であることが分かった。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

ピアレビュー会議は、一般的な会議同様にファシリテートスキルが求められるだけでなく、ピアレビューによる心理的な作用が

働きやすいため、その特徴を反映したピアレビューのためのファシリテートスキルが必要と考えられる。従来、様々な書籍でそ

のノウハウが述べられてきたが、個人の経験を基にしたポイントなどに留まっており体系的に整理されてはこなかった。一方、

会議運営においては近年まとめられたファシリテーション手法があり、今回その考え方をピアレビュー会議に活用した。 

 

4.改善策の内容 

一般的なファシリテーションの概念を参考に、ピアレビュー会議におけるファシリテーション方法を整理し、ピアレビューファシリ

テーション教育を開発した。一般的なファシリテーションでは、図 1 のように「共有→発散→収束→決定」という 4 つのフェ

ーズを定義し、各フェーズにおいて重要なスキルを示している。本教育では、その考えを用い、表 1 のようにピアレビュー会
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議を 4 つのフェーズで進めることとし、各フェーズでの司会者の役割を定義(表 2)し、テクニックや具体的な文言例などを整

理した。教育テキストの例としてピアレビュー会議の共有フェーズの司会者の役割を抜粋し図 2、図 3 に示す。 

 

 

図 1 一般的なファシリテーションにおける 4 つのフェーズ 

 

表 1 ピアレビュー会議における 4 つのフェーズ 

 
 

表 2 ピアレビュー会議の各フェーズでの司会者の役割 
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図 2 共有フェーズでの司会の役割（１） 

 

 

図 3 共有フェーズでの司会の役割（２） 

 

5.改善策の実現方法 

一般的な会議ファシリテーションとピアレビュー会議におけるファシリテーションを、座学とロールプレイング演習を通して学習す

ることとした。教育の構成を表 3 に示す。体験を通じて良いファシリテーション・悪いファシリテーションを理解したうえで、より

良いファシリテーションの実践に繋げるために、グループ討議や演習を取り入れた参加者主体の教育とした。司会者やレビュ
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イを担当する機会が多い若手・担当クラスだけでなく、レビュアになる機会の多いベテランも受講対象とし、ピアレビュー会議

の参加者としての自らの姿勢をふりかえる機会とした。17 年下期には、まずはベテラン層を対象に試行を実施し、18 年上

期に職場教育として全員受講を目指し計 13 回の教育を実施した。 

 

表 3 ピアレビューファシリテーション研修の構成 

 
 

6.改善による変化や効果 

17 年下期での試行においては、レビュアになる機会の多いベテラン 7 名に対し教育を実施し、アンケートを収集した。総合

評価としては 5 名が「とても良い」と最高評価をし、「本研修は実務に役に立ちそうですか？」という設問に対しては 7 名全

員が「役立ちそう」「まあ役立ちそう」と回答した。「ファシリテートの重要性を再認識した」「全員参加が重要で、傾聴するこ

とが重要と感じた」「出来る限り多くの人が受講した方が良いと思う」といった意見をもらった。 

その後、18 年上期に実施した職場教育では、事前・事後アンケートを収集し、以下のような結果が得られた。 

・満足度：事後アンケート結果では、39.7%が「とても良い」であった 

・理解度：司会者の役割については 97%、参加者の態度・姿勢については 98%が好意的評価であった 

・行動の変化：7 割以上は好意的な回答であった（図 4） 

- 事前アンケートでは、不適切なシーンにあてはまるかどうかを収集し、事後アンケートでは、そのシーンで適切に司会

として振舞えそうかどうかを収集することで、仮想的に評価した 

 



55 

 

 

図 4 事前・事後アンケート比較による行動の変化の評価 

 

7.改善活動の妥当性確認 

アンケート回答や感想から、本教育の実施は概ね有効であった。事前・事後のアンケートの比較をした結果、司会者・参

加者として行動の変化が期待できる。また、風土改革も組織目標としていた A 部門の部門長の強い要望に対し、会議

運営における参加者の姿勢・態度といった観点で職場風土の変化も期待できそうである。しかし、事後アンケート結果のう

ち一定割合以上は否定的回答であり、教育準備・教育コンテンツなど、改善の余地がある。 

今後、ピアレビュー会議の場をうまく進行できるようになったかを検証し、ピアレビューの実践の普及・定着の度合いを確認し

ていく。また、実際にピアレビューが品質向上に貢献したかの効果測定も進めていく。 

 

A. 参考情報 

[1] 堀公俊、ファシリテーション入門、日本経済新聞出版社、2004 

[2] ダニエルＰ．フリードマン、ジェラルド Ｍ．ワインバーグ著、岡田正志監訳、 ソフトウェア技術レビューハンドブック、

TBS 出版会、1987 

[3] Karl E.Wiegers、ピアレビュー、日経 BP、2004 

[4] Tom Gilb、Dorothy Graham、ソフトウェアインスペクション、共立出版、1999 

[5] 森崎修司、なぜ重大な問題を見逃すのか? 間違いだらけの設計レビュー(改訂版)、日経 BP、 2015 

[6] Fran Rees、ファシリテーター型リーダーの時代、プレジデント社、2002 

[7] 特定非営利活動法人日本ファシリテーション協会、ファシリテーション基礎講座、2017 

[8] 中村文子、ボブ・パイク、講師・インストラクターハンドブック、日本能率協会マネジメントセンター、2017/3/2 

[9] 永谷研一、人材育成担当者のための絶対に行動定着させる技術、ProFuture、2015/8/31 

[10] 中原淳、研修開発入門---会社で「教える」、競争優位を「つくる」、ダイヤモンド社、2014/3/7 

 

  



56 

 

1C4 「上流工程文書の記述曖昧性チェックを主目的とした「日本語文チェックツール」の開発と運用」 新森昭宏 (イ

ンテック) 

＜タイトル＞ 

上流工程文書の記述曖昧性チェックを主目的とした「日本語文チェックツール」の開発と運用 

＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 新森 昭宏 （しんもり あきひろ） 

所属： 株式会社インテック  生産技術部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

上流工程文書の記述に曖昧性があると、関係者の誤解を招き、開発の生産性や品質の低下につながる可能

性がある。 

文章の書き方に関するガイドは多く出版されているが、ガイドだけでは現場への浸透が困難であり、チェックツール

が必要である。 

オープンソースのツールを活用しながら、独自の機能を追加した「日本語文チェックツール」を開発し、社内でサー

ビス提供している。 

現時点ではチェック対象の見落としや誤検知もあるが、機械的なチェックが気軽に行えるため、一度利用した人

の 91%が継続利用の意向を示している。 

＜キーワード＞ 

上流工程文書、日本語文の記述曖昧性、チェックツール 

 

＜想定する聴衆＞  

プロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー、開発者、管理者 

 

＜活動時期＞ 

2018 年 1 月～現在進行中 

 

＜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 

要件定義書・基本設計書などの上流工程文書の記述に曖昧性があると、関係者の誤解を招き、開発の生産性や品

質の低下につながる可能性がある。日本語はもともと曖昧な記述が多用されやすい言語であるため、厳密性が求められる

システム開発文書の記述においては注意が必要である。 

レビューにより文書の品質を向上させることがよく行われているが、「てにをは」や誤字脱字などの表層的なチェックに時間

を費やしてしまい、最も重要な内容的チェックが不十分となっているケースが多くみられる。 

 

2.改善したいこと 

上流工程文書の日本語文の記述曖昧性を機械的に指摘するツールを提供することで、文書作成者に注意を促し、

明確で厳密性の高い文書作成ができるように支援したい。レビュー前にツールで文書をチェックすることで、レビューの場では

内容的なチェックに集中できるようにしたい。お客様に提出する前に文書をチェックすることで、誤解を招く表現を無くすこと

に貢献したい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

文章の書き方に関するガイドは多く出版されているが、ガイドだけでは現場への浸透が困難である。文書作成者が自ら

手軽に使うことができるチェックツールが必要である。Word には文書校正機能が標準で組み込まれているほか、商用の文

書校正支援ツールが既に販売されているが、誤字・脱字や表記のゆれのチェックが中心であり、上流工程文書の記述曖

昧性チェックという意味では機能が不足している。 

上流工程文書はOffice文書（PowerPoint/Excel/Word）として作成されることが多いが、それらに加えて、テキス

トファイルや PDF も対象とすることで、利用にあたっての敷居を低くすることができる。 

 

4.改善策の内容 

社内イントラネットに「日本語文チェックツール」サイトを立ち上げ、社内アカウントを持っている人であれば誰でも気軽にチ

ェック対象文書をアップロードしてチェックすることができるようにした。テキストの抽出を行った上で、形態素解析と構文解析

を行った上で、チェック処理を自動実行している。この構文解析処理の部分に時間がかかるため、チェック結果は電子メー

ルで利用者に返す形をとった。 

 

5.改善策の実現方法 

オープンソースのツールを活用しながら、独自の機能を追加した「日本語文チェックツール」を開発した。 

 

6.改善による変化や効果 

2018 年 1 月の試用公開、2018 年 6 月の本番公開以降、250 名以上の人が利用している。無記名でのアンケー

トでは以下の結果を得た（有効回答数＝76 名）。 

・ ツールの使い勝手について： 使いやすい＝71%、使いにくい＝3%、どちらともいえない＝20% 

・ ツールの指摘事項について： すべて納得できた＝43%、一部について納得できた＝41%、 

全く納得できなかった＝3% 

・ 今後の利用について： 使いたい＝91％、使いたくない＝9% 

 

アンケートの自由記述欄には以下のコメントがあった。 
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（プラスのコメント） 

・ アップロードするだけでチェックしてくれるのが使いやすいと思いました。 

・ このようなツールがないかと探していました。word デフォルト機能「スペルチェックと文章校正」チェックでは甘

すぎると思っていましたし、外部のサービスを使うことはできないので、困っていました。 

・ 伝わりにくい日本語表現の部分が参考になった。 

・ 今後とも活用して行き、チェックの負荷を減らして行きたいと思います。 

・ 設計書等の自己レビューツールとして部内メンバーに展開したいと感じました。 

（マイナスのコメント） 

・ 多義性チェック機能が貧弱であり残念でした。 

・ 「典型的な悪文」とされる文章をチェックにかけましたが、悪文たる要因が 1 つもチェックされませんでした。 

・ 手元に設計書が無かったので、既に査読・投稿済みの論文をチェックしてみた。指摘は８つあったが、納得

できるのは１つ。極めて機械的な判定だった。論文には向かないと思った。 

（改善要望） 

・ 「『の』の連続は避けましょう」というアドバイスではなく、「正しい日本語文は xxx です」のような修正案を提

示してほしい。 

・ 異音同義語を指摘してもらえるとありがたい。 

・ 同じ内容で別の言い方をしている箇所を指摘してもらえるとありがたい。 

・ 誤字・脱字もチェックしてもらえると嬉しい。 

・ 表記のゆれをチェックしてほしい。 

・ チェックだけではなく文書の完成度とか伝わる度が点数化されると良い。 

・ メールによる回答でなく、アドオン等その場でチェックできないか？ 対象個所が反転するなど。 

・ 高速化を希望します。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

チェック対象ファイルをサーバにアップロードすることに関する利用者の不安を低減し、利用にあたっての敷居を低くするた

めに、現在はサーバにアップロードされたファイルをチェック後に削除している。このため、「日本語文チェックツール」の利用で

文書の記述曖昧性がどのぐらい低減したかを定量的に評価することができない。現在は、利用者アンケートの継続利用意

向の値が 91％という高い値であるということをもって、ツールの有効性を評価している。 

現状のツールは、日本語解析技術の制限により、チェック対象を見落としたり、誤検知したりすることがある。今後は、深

層学習など最新の技術を取り込んで改善をはかりたい。 

 

A. 参考情報 

[1] 「システム開発文書品質モデル Ver.1.0」, システム開発文書品質研究会（ASDoQ）, 2015 年,  

https://asdoq.jp/research.html  

[2] 清水吉男著, 「要求を仕様化する技術 表現する技術」(改訂第 2 版), 技術評論社, 2016 年 

[3] 上田志雄, 島田悟志, 「IT エンジニアのための伝わる文章力ドリル」, 日経 BP 社, 2016 年 

[4] 独立行政法人 情報処理推進機構, 「ユーザのための要件定義ガイド」（「4.3.3 要件定義文章の品質向

上」）, 2017 年 

[5] 伊藤敬彦, 吉村孝広, 「ドキュメント作成システム構築ガイド」, 技術評論社, 2016 年 

[6] RedPen - A document checker,  http://redpen.cc/  

https://asdoq.jp/research.html
http://redpen.cc/
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[7] 山本和英, 鄭育昌,  「3.15 日本語校正」, 情報処理 「特集 自然言語処理技術の現状と展望」, 情報処

理学会誌, Vol.57, No.1, 2016 年 
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2A1 「小集団改善活動の活性化を促す支援機能」 広田昭彦 (NEC ソリューションイノベータ) 

 

＜タイトル＞ 

小集団改善活動の活性化を促す支援機能 

＜サブタイトル＞ 

支援の仕組みと支援活動の改善 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：広田 昭彦（ひろた あきひこ） 

所属：NEC ソリューションイノベータ株式会社 品質・プロセス統括本部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：野田 留美子（のだ るみこ），饗場 豊（あいば ゆたか）， 

小林 伸隆（こばやし のぶたか）, 野村 小百合（のむら さゆり） 

所属：NEC ソリューションイノベータ株式会社 品質・プロセス統括本部 

 

＜主張したい点＞ 

高品質・高効率でプロジェクトを成功に導くためには、プロセス標準等の組織的な仕組みだけでは十分ではなく、

強い現場を作ることが重要と考えており、組織力強化のための仕組みづくりに加え、2005 年度より現場力を強

化するための現場づくりを小集団改善活動（以降、現場改善活動と称す）として展開している。現場改善活

動を活性化する要素が多岐に渡り、また、当社のような規模の大きな組織においては、現場改善活動を活性

化するための現場を支援する機能は大変重要である。本論文ではその支援機能と改善ポイント、および現場

力強化による QCD 改善や事業拡大等の組織として効果に関して紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

小集団改善活動、現場改善活動、支援機能、現場力、TQM(Total Quality Management)、

SWQC(Software Quality Control) 

 

＜想定する聴衆＞  

改善活動の推進ミッションを持たれている推進スタッフ 

組織活性化に苦労されている組織長や組織幹部 

 

＜活動時期＞ 

2005 年度～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 

NEC ソリューションイノベータ株式会社は、現場力強化による社員と会社の成長を目的として、2005 年から全組織に

おいて経営層、ミドルマネジメント層、および現場層の役職を越えた全員参加で現場革新活動を実施している。この現場

革新活動は、TQM(Total Quality Management)の考え方を基本として、仕組みづくりと現場づくりの 2 軸で推進して

おり（図1）、現場づくりは、現場の活性化や業務のQCD改善等を目的とした現場改善活動として推進している。現場

改善活動は、チームワーク強化による元気で明るい職場づくりや、永続的改善の組織風土醸成をその基盤として、現場

力を高めることによって、自律的な個人と強い組織づくりを行い、最終的には事業成果や顧客への提供価値の最大化を

目指している（図２）。 

現場改善活動を活性化する要素は、現場のチームワーク強化に始まり、改善マインドの醸成、改善手法の習得、定

性・定量での改善成果の確認、および上位方針と改善活動の整合等多岐に渡る。また、当社の様に、社員数 13,000

名、現場改善活動チーム数 1,800 を超える大きな組織においては、各現場の活動環境、活動内容、および活動成熟

度によって画一的な方法論では対応できない場合が多い。各現場が改善活動をスムーズに進めていくために現場を支援

する機能が大変重要である。支援機能としての共通的な仕組みと現場個別の支援活動を改善しながら展開しており、そ

の要点を具体的な事例を交えて紹介すると同時に、現場改善活動による QCD 改善や事業貢献等の組織的な成果の

一部を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 仕組みづくりと現場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 現場改善活動が目指すもの 
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2.改善したいこと 

 過去から SWQC(Software Quality Control)活動に代表されるソフトウェア管理・改善活動等の実践経験はあった

ものの、KAIZEN をベースとしたトヨタ生産方式をソフトウェア業界に応用した活動として現場改善活動を始めてみると、活

動推進基盤が必要であることが最初に分かってきた。この活動の共通的な仕組みとして標準を作り、この標準を維持・改

善してきた。 

 上述の共通的な仕組みとしての標準は、活動推進基盤として非常に重要であるが、それだけで全てのことが現場に伝わ

るわけではない。すなわち、色々なテーマ・内容で改善活動を行っている各現場の困り事は様々であり、各現場を直接支

援する活動も必要である。組織幹部や推進スタッフが現場に対して Face To Face で伝え、各現場を見守り、時には現

場に伴走しながら支援する活動を行い、支援の方法や深さも改善しながら現場を支援してきた。 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 現場改善活動を始めてみると、黎明期：「やらされ感を強く感じるチームがある」、成長期：「活動内容や成果にばらつ

きがある」、および成熟期：「ノウハウは蓄積されているがそれが組織的に共有、活用できていない」といった活動フェーズ毎

の課題が浮かび上がってきた。 

支援の仕組みに関しては、特に黎明期から成長期にかけて、ある程度の標準化が必要と判断し、各現場に正しく現場

改善活動を伝承していくという観点から、以下の 3 つを中心に施策を検討・実現した。 

① 改善活動の進め方かコツを伝承するための標準ガイド 

② 改善活動のマインドと方法論を伝承するための教育 

③ 優良事例を横展開するための仕組み   等々 

 支援活動に関しては、活動フェーズ全般で現場が改善活動を進める上での困り事に対応し、モチベーション高く改善活

動を継続すること、および改善活動を支援することを目的に、下記施策を策定・改善してきた。 

① 組織幹部自らが現地・現物・現実で現場と直接コミュニケーションをとる機会（「現場巡回」と称す） 

② 推進スタッフが悩みを抱え立ち止まっている現場に対して対話型で支援する活動（「みつばち活動」と称す） 

③ その他現場の状況に応じた各種支援活動（改善ワークショップ、ありたい姿策定 等々） 

 

 

4.改善策の内容 

【支援の仕組み（標準）】 

① 現場改善活動標準ガイド 

現場改善活動を推進していく上で、その基本的な考え方や進め方をガイドとしてまとめている。活動開始当初

は一つのガイドであったが、現場が参照すべき内容と、推進スタッフが参照すべき内容は異なるため、現場向け

と推進スタッフ向けに分けて構成するように改善している。また、組織の改善活動の成熟度に合わせて、見せ

方や伝え方を変えて、初級者向けのスタートアップガイド、中級者向けのレベルアップガイドを策定して、展開し

てきた。 

② 現場改善教育 

現場改善活動のマインドや方法論を習得する上で必要な内容を教育カリキュラムとして体系化して整備した

（図 3）。各教育の特性や内容に応じて必須教育と任意教育に分けて展開した。また、マインドや基本方

針等の普遍的な部分は変わらないが、事例・方法論とそれを使いこなすコツは活動の成熟度に伴い変化して
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いくため、毎年コンテンツを見直し改善している。加えて、重要な教育に関しては、WBT（Web-Based 

Training）化し、受講者の自由度とその教育効果を高めるように改善している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        図 3 現場改善教育体系 

③ 優良事例データベース 

チームワークの高め方や目標設定の仕方等の改善の要素を上手く進めている活動事例が存在する。現場改

善活動の優良な活動事例のポイントを横展開することで、効率よく活動を推進することは非常に重要である。

優良事例の横展開を目的として「改善の森ナレッジ」という事例データベースを構築している。事例そのものを

横展開するのは非常に難しいため、事例のお勧めポイントや改善の要点を下記観点でまとめた概要シートを

付加することで、参照者がそのポイントを概念化しやすくして横展開するように改善している。 

 【事例概要シートの観点（図４）】 

●改善による変化（Before/After）、●改善の工夫点・苦労点、●活性度レベル向上のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 「改善の森ナレッジ」事例概要シート 
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【支援活動】 

① 現場巡回 

幹部自らが現場を巡回し、現場と直接コミュニケーションをとる場として現場巡回を行っている（図５）。幹部

や推進スタッフが各現場の活動を認知・理解し、悩みを聴き、活動を継続できるように支援を行っていくことがそ

の趣旨であるが、幹部の期待や本気度を示す機会でもあり、活動当初からドライビングフォースとして進め方やメ

ッセージ発信内容等を改善しながら継続している大変重要な活動である。「現場巡回の歩き方」と呼ぶガイドを

整備することで、組織に体制変更があった場合も、幹部や推進スタッフが現場巡回で大切にすべきマインド、留

意点や進め方を引き継げるように改善している。また、従来は経営トップによる巡回がメインであったが、2012

年度以降は事業部長クラスによる巡回に切り替えることで、よりきめ細かな現場巡回となるように改善した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 現場巡回の様子 

② みつばち活動 

現場改善活動を進める上で、チームワーク醸成、課題把握、改善サイクルの回し方、および目標設定等で現

場が悩みを抱え、立ち止まってしまうこともある。改善を熟知した推進スタッフが、悩みを抱えた現場に対して、

Face To Face の対話型で支援する活動を「みつばち活動」という愛称で展開している。現場に対するアドバイ

スの観点もケースバイケースであるため、推進スタッフの知見・経験を集め、みつばち活動におけるアドバイス内容

や伝え方に関してガイドラインを策定しており、どの現場にも極力同質の支援を行えるように改善した。この一環

として初級の推進スタッフ向けには、よくある現場の悩み事に対する対応を一問一答形式でまとめた初級ガイド

も策定している（図 6）。また、現場の悩み事をスムーズに引き出すためのヒアリングポイントも幾つかあるため、

ヒアリングシートのひな形を策定して改善している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 みつばち活動初級ガイド（抜粋） 
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③ その他支援活動 

上述の「みつばち活動」を主な契機として、より現場に踏み込んだ支援活動に発展する場合がある。代表的な

支援活動の事例は、「改善体験ワークショップ」、「目標設定ワークショップ」、「ありたい姿策定」、「プロジェクト支

援」、および「オフサイトミーティング」等である。それぞれの支援活動において、標準の進め方や定型フォームを整

備しているが、現場の活動環境や悩みの内容は千差万別であるため、各現場に応じて支援内容や支援の仕

方をカスタマイズすることで各現場向けに改善をかけながら展開している。 

 

 

5.改善策の実現方法 

上述の通り、支援の仕組みに関しては、ガイド、教育、事例データべ―スといったアセット化、標準化を実現し、これを定

期的に振り返り、見直すことで、仕組みに対する改善サイクルを回している。 

 一方、支援活動に関しては、各組織の幹部や推進スタッフが現場をどうサポートするのが効果的かを試行錯誤で検討・

実践しながら、意義とその効果を最大化する観点で改善し続けている。 

 

 

6.改善による変化や効果 

現場改善活動の活性度状況を現場改善活動レベルピラミッドという現場の自己評価形式の活性度尺度で計測して

いる（図７）。改善活動の定着している状態を A2 レベル、標準化が進み定量的な成果が出始めている状態を A1 レ

ベルと定義しており、全体のチーム数に占める A2 レベル以上および A1 レベル以上のチーム数の比率の経年変化を以下

に示す（図８）。 

一時的に活性度レベルが停滞する時期はあったものの、現場巡回のやり方の変更やみつばち活動の強化等々、その度

に支援機能を強化・改善することで概ね安定的に活性度の向上を維持してきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 現場改善活動レベルピラミッド                  図 8 現場改善活動の活性度推移 
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7.改善活動の妥当性確認 

活動の活性度状況が A2 レベル以上のチーム数比率が概ね 8 割程度になり、改善活動の定着を確認できた 2014

年度から、活動の軸足を標準化や定量成果に変え、A1 レベル以上のチーム数比率を向上させてきた。この現場改善活

動の活性度状況と全社の不採算プロジェクト発生件数の推移を以下に示す（図９）。 

 勿論、不採算プロジェクト発生件数は、現場革新活動の一環として行われている組織的プロジェクトマネジメントの導

入・成熟や QCD 改善のためのエンジニアリングツールの利活用による効果によるが、現場改善活動の質の向上によってこ

れらを盾と矛として使いこなす現場力が醸成されてきたことも、このような事業成果に貢献できているものと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 9 不採算プロジェクトと改善活性度の推移 

 

現場改善活動の活動テーマに関しては、3 年前までは効率化や品質強化等のいわゆる「出るを制す」活動が多かった。

しかしながら、ここ数年で受注拡大や新事業創出といった「入りを図る」活動が急増している。2017 年度末の活動テーマ

の状況を以下に示す（図 10）。事業成果に結びつくようなありたい姿策定や目標設定の支援等の効果も相まって、現

場改善活動の対象範囲の拡大と、お客様視点の強化といった活動自体の質向上も進んでいることが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図 10 現場改善活動の活動テーマ状況 
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2A2 「行動変容ステージモデルに基づく「見える化」「ふりかえり」の実践と定着」 石井裕志 (東芝インフラシステムズ) 

 

＜タイトル＞ 

行動変容ステージモデルに基づく「見える化」「ふりかえり」の実践と定着 

＜サブタイトル＞ 

プロジェクトファシリテーション導入 1 年間の軌跡 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：石井 裕志（いしい ひろし） 

所属： 東芝インフラシステムズ株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 井倉 正道（いのくら まさみち） 

所属：東芝インフラシステムズ株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 三好 哲也（みよし てつや）  

所属：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 山本 秀樹（やまもと ひでき） 

所属：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 大成 高顕（おおなり たかあき） 

所属：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 吉本 早織（よしもと さおり） 

所属：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 能勢 陽太郎（のせ ようたろう） 

所属：東芝エネルギーシステムズ株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

アジャイルの普及展開活動として、行動変容ステージモデルに基づく「見える化」「ふりかえり」の導入支援方法を

提案し、実践した。行動変容ステージモデルとは、医療の現場で用いられる健康行動モデルで、禁煙など行動

変容を起こす際の過程をモデル化したものである。改善の活動は試行で終わってしまうことも多いが、行動変容

ステージモデルにも基づき、活動の段階に合わせた支援のアプローチを取ることで、活動の定着を狙った。また、プ

ロジェクトファシリテーションを参考にし、チームの業務全体に「見える化」「ふりかえり」を適用することで、アジャイル

を継続しやすい環境を整えた。実際に社内のチームに対し支援を行い、アジャイルの効果を得ながら、活動を定

着することができた。 

 

＜キーワード＞ 
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改善の定着、行動変容ステージモデル、見える化、ふりかえり、カンバン、アジャイル 

 

＜想定する聴衆＞  

SPI 活動の推進者、SEPG、アジャイル開発の推進者 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 3 月～2018 年 9 月(現在も継続) 

 

＜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(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

 

 発表者は、2015年度から弊社のSPI活動の中で、アジャイルの普及・展開活動を行っている[1]。これまで、複数の部

門に対してアジャイルの導入の支援を実施しており[2][3]、試行したプロジェクトでは、開発の後戻り削減やプロジェクトの

停滞防止に効果を得ることができた。特に、「アジャイルの活動によってチームの変化に気づく感度が上がり、自律的に、俊

敏に変化に対応できる」ことに効果を感じ、普及展開の必要性を感じている。しかし、試行プロジェクトが終了すると、次の

アジャイル適用には繋がらず、活動の定着・展開が難しい状況にある。アジャイルを導入したチームが継続的に活動を続け

られる支援方法の確立が喫緊の課題となっている。 

 

2.改善したいこと 

 

当初、アジャイルの普及展開活動では、スクラムの手法をプロジェクトへ適用する支援を行っていた。しかし、スクラムを適

用したプロジェクトが終了すると、アジャイルの活動が適用したチームから無くなり、チーム内に活動が定着しないことが多かっ

た。アジャイルを導入したチーム内で、アジャイルの活動が定着することを目指した。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 

スクラムを適用したプロジェクトが終わると、プロジェクトを実施したチームからアジャイルの活動がなくなってしまう。チームは

複数のプロジェクトを並行して抱えることが多く、他のプロジェクトは従来の仕事の進め方なために元の状態に戻ってしまって

いた。アジャイルを導入したチームが、継続的にアジャイルを実施できる環境が必要であった。 

また、スクラムでプロジェクトを実施したメンバーからは「アジャイルは効果があったけれど、大変だった」とのコメントをもらうこ

とも多かった。アジャイルの効果よりも負担感が大きい状態で活動が終了しており、導入チームが続けたいと思える活動、

支援方法の確立が必要だった。 

 

4.改善策の内容 

 

 以下の２つの活動施策を立案し、社内の１チームに対して改善施策に基づいてアジャイル導入の支援を実施した。 

  

・施策１：「見える化」「ふりかえり」によりチームの業務全体へアジャイルを導入する。 

プロジェクトの終了に左右されないように、チームの業務全体へアジャイルを導入できる方法を模索した。ウォーターフォ

ールのプロジェクトがほとんどのチームでもアジャイルを適用できる手法としてプロジェクトファシリテーション[4]に注目し、プ

ロジェクトファシリテーションの中でも重要な考え方である「見える化」「ふりかえり」を核としてチームの業務全体に適用する

ようにした。これにより、プロジェクトの終了に左右されず、アジャイルを継続しやすい環境となる。 

  

・施策２：行動変容ステージモデルに基づいて支援する 

行動変容ステージモデル[5][6][7]とは、禁煙やダイエットを成功に導く健康行動モデルで、成功率が最も高いモデ

ルの一つとして医療や保健の現場で用いられている。行動変容の準備から定着までを５つのステージで表現し、各ステ

ージにあった周囲のサポートによって行動を変容させ、定着させていくことが提案されている。改善活動における施策の提

案から実施、定着までの流れと対応づけることが可能で、改善活動の支援モデルとして活用可能である。これまでの支
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援内容を５つのステージそれぞれで整理し、適切なアプローチが取れているか確認、必要な支援の追加、見直しを行っ

た。その結果、「ステージに合わせて教育を２回に分けて実施する」、「活動の負担感を軽減できるようサポートする」、

「活動の開始から６か月以上、継続的に関わる」といった支援内容の見直しを行った。 

 

5. 改善策の実現方法 

 

２つの施策に基づいて、「見える化」「ふりかえり」の支援を社内の１つのチームに対し実施した。このチームでは、「個々

のプロジェクトが抱える問題の共有が遅れ、他のプロジェクトに波及する」、「抱えるプロジェクトが多く、チームで取り組むべき

業務の分担が難しい」という課題があり、「見える化」「ふりかえり」によって問題を早期発見し、チームで俊敏に対応していく

ことで、課題の解消を狙った。図１に支援のスケジュールを示す。前半のステージ(準備期まで)は、「見える化」「ふりかえり」

の活動開始前で、活動の効果をチームが知らない状態である。このため、最初は、活動の動機付けのために導入教育を

行い、徐々に活動内容を具体化していった。また、行動を開始してから６か月以内のステージである実行期が最も活動の

負担感を感じやすく、活動が躓きやすい時期のため、支援側が継続的に会議体に参加し、負担感を軽減できるよう会議

体のファシリテーションを行った。維持期では、活動を盛り上げられるよう勉強会を開催した。 

 

 

図 5：支援のスケジュール 

 

 

 

6. 改善による変化や効果 

 

 上記の「見える化」「ふりかえり」の導入チームに対して、適用開始から７か月の時点で、効果測定のアンケートを実施し

た。その結果、「これまでと比べて、工程上の問題（作業漏れ、作業の停滞など）に早く気づけたか」という質問に対して

全員がポジティブな回答をし、「チーム全員で取り組むプロジェクトの工程遅延は減っているか」という質問に対し、75%が

ポジティブな回答をしている。また、「見える化」「ふりかえり」の導入時は２名で分担していたチーム業務を４人で分担でき

るようになった。これらの結果から、「見える化」「ふりかえり」により、アジャイル（＝チームの変化に気づく感度が上がり、自

律的に、俊敏に変化に対応できる）の効果を得られ、チームの課題を解消することができた。また、活動の継続に関しても、

メンバー全員がポジティブな回答をしている。 

 

7. 改善活動の妥当性確認 
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 施策を適用したチームでは「見える化」「ふりかえり」の活動開始から 1 年以上が経過し、その中でプロジェクトの開始、終

了が繰り返されたが、活動を継続できている。チームメンバーも継続に対しポジティブな回答をしている。この結果から、「見

える化」「ふりかえり」のチームの業務全体への適用による継続的に活動できる環境の用意、行動変容ステージモデルを意

識した支援が効果を上げ、適用チーム内で活動が定着したと考えられる。 

 

A. 参考情報 

 

[1]「アジャイル推進活動をアジャイルにやってみた～ SPI 活動もアジャイルに～」伊藤 裕子（株式会社東芝）SPI 

Japan 2017 

 

[2]「品質保証部門とアジャイル開発推進部門が一緒に歩んだアジャイル開発導入～DAD ベースのアジャイル版開発プ

ロセスの構築、実践と課題～」 

新井 和洋（東芝テック株式会社） 、石井 裕志（株式会社 東芝）Agile Japan 2016 

 

[3]「社会インフラシステムにおけるアジャイルの取り組み ～協力会社と進めた初めてのスクラムとその後～」廣瀬 志保 

（株式会社 東芝） 

 

[4]「プロジェクトファシリテーション価値と原則編」 平鍋 健児、天野 勝（株式会社 永和システムマネジメント） 

 

[5]「多理論統合モデル(TTM)にもとづくストレスマネジメント 行動変容ステージ別実践ガイド」津田 彰(久留米大学文

学部心理学科) 

 

[6]「行動変容型生活習慣改善システム」櫻田 孔司 

 

[7]「高齢者の運動と行動変容」Patricia M.Burbank, Deborah Riebe (Book House HD) 
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2A3 「私が始めた“働き方改革”」 石井育美 (デンソー) 

 

＜タイトル＞ 

私が始めた“働き方改革” 

＜サブタイトル＞ 

課題の見える化から始めた仕事と心の改善 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：石井 育美 

所属： （株）デンソー 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：古畑 慶次 

所属： （株）デンソー技研センター 

 

＜主張したい点＞ 

① 仕事に対する課題（もやもや、思い）を見える化し、要求／理由／仕様に整理 

② 要求を満たすプロセスを設計し、プロセスに従って展開したスケジュールを作成・実施 

③ 私のモチベーションをモニタリングしながら心の変化を毎日評価 

 

＜キーワード＞ 

働き方改革、もやもや解消プラン、気持ちパラメータ、USDM、PFD 

 

＜想定する聴衆＞  

・ 課題の抽出、整理の仕方に悩んでいる方 

・ プロセスからスケジュールへの展開に興味のある方 

・ 課題に対する解消方法を検討している方 

 

＜活動時期＞ 

2017 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(                ) 



74 

 

＜発表内容＞  

1.背景 

私が所属する事業部では、社内講師による個人指導（コンサル）を中心とした技術リーダー育成活動を行っている。

私は、その事務局として、社内講師と研修生のコンサル日程の調整や会議室予約・設営を担当してきた。この活動は始

まって５年になるが、最近、私の中で活動への違和感を強く意識するようになった。しかし、具体的にどうしていいか分から

ず、思い悩んでいるうちに、仕事にやる気や興味を感じられなくなり、モチベーションは落ちていく一方だった。 

 

2.改善したいこと 

私の違和感は事務局の存在意義に関するものであった。自分の仕事に対する疑問や思いが整理できないため、自信

が持てず、どうして良いかわからない状態に陥っていた。そこで、私自身が前向きに取り組めるアクションプランを作成し実施

することで、仕事と心の改善へとつなげることを課題とした。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 心の中の違和感や “もやもや感” の対処に途方に暮れていた私は、リーダー育成活動で研修生が 「問題をどうやって

解決しているか」 について個人指導（コンサル）に同席して観察してみた。コンサルでは、講師と研修生とが一体となって、

あるべき姿と現状のギャップを分析した上で、前向きに問題解決に取り組んでいた。その中で、講師と研修生がホワイトボ

ードに書いて熱心に議論していた USDM、PFD は私の改善にも 「使える！」 と直感した。そこで、講師に相談し、私自

身が前向きに取り組める “アクションプラン” を作成、実施することにした。 

 

4.改善策の内容 

問題解決の基本に立ち返り、あるべき姿と現状のギャップである “もやもや感” を整理し、問題と仕事とを関連づけて 

“もやもや解消プラン” と称した改善策を作成して、確実に実施するまでを次のステップで進めることにした。 

  Step1・・・もやもや感の抽出  Step4・・・アクションプランの作成 

  Step2・・・もやもや感の整理  Step5・・・アクションプランの実施 

  Step3・・・仕事との関連付け 

 また、 ”もやもや解消プラン“ を進めていく中でモチベーションの変化を評価していくことにした。 

 

5.改善策の実現方法 

  “もやもや解消プラン“ の各 Step、モチベーション評価の方法を以下に示す。 

 

＜もやもや解消プラン＞ 

・ Step1・・・もやもや感の抽出 

マインドマップ、表、GSN（Goal Structuring Notation）を用いて “もやもや感” を抽出し言葉で表現した。 

まず、マインドマップで自分の考えていることを言葉にした。次に、言葉にした内容を問題／原因／改善案に分け表

に整理した。さらにその後、達成したいこと（ゴール）と方針を GSN で図式化し、改善案について上司と議論した。 

・ Step2・・・もやもや感の整理 

Step１のマインドマップ、表、GSN で明らかになった “もやもや感” の問題／原因／改善案の関係を、KJ 法を使

用して 1 枚に図解化することでより明確にした。 

・ Step3・・・仕事との関連付け 

KJ法でまとめた内容を、USDMを使って要求／理由／仕様に整理した（図１参照）。その後、仕事との関連付
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けを行うために、各仕様（実施項目）の優先順位を上司とのレビューで決定した。 

・ Step4・・・アクションプランの作成 

Step３で自分が実施すると決めた項目のアクションプランを PFD で作成した（図 2 参照）。その際、PFD からス

ケジュールを作成し、PFD とスケジュールに従ってアクションプランを実施した。 

 

 
 図１. 仕事との関連づけ       図 2. アクションプランの作成 

 

・ Step5・・・アクションプランの実施 

スケジュールを使い毎日進捗を確認することで、上司から進め方のアドバイスをもらった。スケジュール通りに進まなく

なった場合には、PFD に立ち戻って別案を考え、再度スケジュールに反映できるように進めた。 

 

＜モチベーション評価＞ 

私の毎日のモチベーションを５段階で数値化しグラフにした。曜日毎にパラメータを使い分け、毎日の出来事／気

持ちを一言残すことで日々の実施事項がモチベーションに及ぼす影響を評価できるようにした。 

 

6.改善による変化や効果 

（１）モチベーションの変化 

モチベーションの変化を、定義したパラメータを使って作成したグラフを図 3 に示す。グラフから、この活動を通してモチ

ベーションは改善していったことが分かる。さらに、毎日の出来事とモチベーションを対応させることで、どういった時にやる

気が UP／DOWN するかも確認できた。 

 

 
図３.気持ちパラメータによる評価結果 

 

（２）課題とゴールの可視化 

USDM により、自分の思いを要求（ゴール）と仕様（実施項目）で表現でき、活動との関係を明確にすることが
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できた。これらにより自分が取り組みたい項目を仕事として定義でき、自信を持って取り組めるようになった。 

 

（３）実行プロセスの見える化 

PFD により、作業を全体俯瞰でき、上司に全体の進め方や作業項目に漏れがないかを確認してもらえるようになっ

た。また、作業の流れを図解化することで作業やドキュメントのムダを省くこともできた。 

 

（４）働き方改革 

この活動を通して、私の役割と実施すべきことが明確になったことで、仕事にやりがいを感じ、毎日イキイキできるよう

になった。また、会社に行くことが以前よりは楽しみとなり、前向きに仕事に取り組めるようになった。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 図３のモチベーションの変化からも分かるように、今回のアプローチは有効であったと言える。特に言葉に表現できなかった

“もやもや感” をマインドマップや GSN、KJ 法で言語化／図式化し、USDM(図 1)で要求／理由／仕様に整理できたこ

とが効果的であった。 

 

8.今後の展開 

 “もやもや感” を言葉にすることが私には非常に難しく、自分の思いを要求／理由／仕様に整理することに苦労したが、

同時に大切さも学んだ。今後、業務を進める際には “実現したいことは何なのか？” を常に考慮し、目的を見誤らず進

めていきたい。また、USDM、PFD は、今回の事務局業務だけでなく他の業務でも展開可能であると考えられる。私自身

の中で他の業務へ展開いくことはもちろん、困っているアシスタントさんがいれば内容を紹介し、みんなをハッピーにしたい。 

 

A. 参考情報 

[1] 石井育美、古畑慶次、私が始めた“働き方改革” ～USDM、PFD で仕事は変わる！～、派生開発カンファレンス 

2018（2018 年 5 月）、http://affordd.jp/conference2018/affordd_conference2018_p3.pdf 
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2A4 「DX を勝ち抜く人材育成」 清水凌 (富士通) 

 

＜タイトル＞ 

DX を勝ち抜く人材育成 

＜サブタイトル＞ 

新人 111 名 30 日間の挑戦 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：清水 凌（しみず りょう） 

所属： 富士通株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

アジャイルの啓蒙はまず初めに “現場の理解”と“上層部の理解” がアイデアとして出てくるが、新人の段階でア

ジャイルの考え方を広めていくことで、より DX に強い組織作りを行うことができる。 

 

＜キーワード＞ 

DX、UX、アジャイル、新人、教育、フィードバック 

 

＜想定する聴衆＞  

人材教育に関わる方、アジャイルをベースとした新人教育に興味のある方 

 

＜活動時期＞ 

2018 年 1 月～７月 

 準備期間：１月～５月 

 研修期間：６月～７月 

 

＜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( アイデア・構想は組織にコミットされており、6 月からの実施を待つ段階 ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

ソフトウェア開発職の新人を相手に、約 1 ヶ月間に渡る教育活動を行っており、自身は 4 年前から講師の立場として教

育に参加している。その中では新人同士がチームを組んで簡単なアプリケーション開発を実施する“グループ演習”を実施し

ており、従来はウォーターフォールプロセスに則ってチーム開発を学んでもらっていた。 

今年から教育内容を大きく変えることを決断。昨今の情勢や組織意識の変化を踏まえ、従来手法は教えつつも新人に

はアジャイルをメインで教えることとした。 

 

2.改善したいこと 

前項で記載したとおり、昨年まではウォーターフォールプロセスを主軸とした演習を実施していた。これは弊社を代表する

ソフトウェア製品のほとんどが従来手法で開発されており、新人の配属後を考慮した上での判断だった。 

しかしここ 1,2 年でソフトウェア開発部門の方向性が徐々に変革、従来手法からの脱却が進みだしたことで、現在の新

人への教育の効果が薄れつつある。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

現在、ソフトウェア開発業界は DX を意識した製品開発に主軸を置いており、その上でアジャイル・UX といった取り組み

を進めている。弊社も例外ではなく、すでに組織上層部の意識改革が進んでおり、また関連する部門（例えば品質保証

部門）も変革が進んでいる。 

この改革を後押しすべく、新人のうちに UX を意識したアジャイル実践をすべきと判断した。 

 

4.改善策の内容 

昨年から既に UX を重視した取組みは新人研修には含んでいたが、従来手法の上流工程部分のみでの採用となって

いた。今年は下記に重点をおくことで、より UX を意識したアジャイル実践を新人に教育することで、顧客価値の高いソフト

ウェアを作ることを意識させる。 

・ カスタマージャーニーマップに代表される UX 技法の実践 

・ 明確なフィードバックサイクル実践 

・ チーム力の底上げを意識して、新人間でカイゼンサイクルを実施 

 

5.改善策の実現方法 

前項を実現するため、下記に取り組んだ。 

【事前準備】 

・ 関係各位への理解（教育担当部門との連携、新人配属先の上層部への説明） 

・ 教育担当部門を巻き込んだインセプションデッキ作成 

・ 社内 UX 技法支援者との連携 

・ アシスタント（開発部門若手）へのアジャイルに関する教育 

【新人への教育内容（6 月からであるため予定内容）】 

・ 1 週間 1 イテレーションとしたチーム開発 

・ UX 技法の実践、およびビジネスを意識した企画立案 

・ 新人による、QCDS を意識したバックログの運用 

・ 講師・アシスタント・UC 技法支援者・デザイン部門による、イテレーションごとの成果物へのフィードバック 
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・ イテレーション毎のカイゼン活動の実施（KPT） 

 

6.改善による変化や効果 

【事前準備】 

関係各位への説明・理解はインセプションデッキを用いることで、計画初期段階から全員が同じ方向性で立案を進める

ことができた。また教育担当部門からの働きかけもあり、上層部から理解を得るのは想定より容易であった。ここからも組織

文化の変革がうかがえる。 

【新人への教育内容】 

乞うご期待！ 

発表時には効果を報告します。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

以下の２点で、妥当性を検証予定。 

・ 毎年新人に協力してもらい取っているアンケートより、新人の理解度・満足度が向上していること 

・ NPS（ネットプロモータースコア）を用いた、イテレーション毎の成果物に対するロイヤリティの見える化 

 

A. 参考情報 

[1] 
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2B1 「海外 IT 部門との協業プロジェクトにおけるプロセスの合意形成の重要性」 上田一平 (ダイキン情報システム) 

 

＜タイトル＞ 

海外 IT 部門との協業プロジェクトにおけるプロセスの合意形成の重要性 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：上田 一平（うえだ いっぺい） 

所属： ダイキン情報システム株式会社 開発４部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

プロセス管理の確立した海外拠点の IT 部門との協業プロジェクト推進において、プロセスに対する 

考え方の違いが大きな課題となった。プロセスについて合意形成が重要であり、それによって課題を解決した。 

 

＜キーワード＞ 

海外、協業、プロセス、合意形成 

 

＜想定する聴衆＞  

これから海外拠点の IT 部門との協業プロジェクトに参画されるプロジェクトマネージャ、プロジェクトリーダー 

 

＜活動時期＞ 

２０１６年５月～２０１７年７月 

 

＜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 

【プロジェクト発足】 グローバルでのアフターサービス事業について横串経営を行うための標準システムを開発し、各国に導

入することを目的としてプロジェクトが発足した。日本の経営陣からのトップダウンの指示で各国の早急な経営状況の可視

化と業務の標準化のための基盤構築がプロジェクトの使命として与えられた。欧州域が第一弾の展開のターゲットとなり、

このプロジェクトでは、その中の１つの販売会社に対してシステムの導入を行った。 

【組織体制】 弊社（ダイキン工業）の欧州域経営は、関連会社（ダイキンヨーロッパ社）が全体を統括しており、各国

の販売会社における事業を管理している。当プロジェクトは、マザーである日本の事業部門（サービス部門）、IT 部門

（ダイキン情報システム）、現地欧州域の事業部門（ダイキンヨーロッパ社 サービス部門）、IT 部門（ダイキンヨーロッ

パ社 IT 部門）の４者が協業した。 

【初の協業推進】 従来の欧州域との IT プロジェクトでは、あくまで現地システムと日本の基幹システムとの情報連携が主

であったため、それぞれ個別のプロジェクト推進を行っていた。今回は、日本の考え方（グローバル標準機能）を搭載した

システムを現地に導入するため、１つのプロジェクトとして日本と欧州域が協業するという初の取り組みとなった。 

【課題の発生】 プロセスとしては従来日本で実施しているものに従って進め、スケジュールやスコープなどを密に現地側に情

報発信していた。進行していく中で、現地側での要件定義が進んでいないことが発覚した。現地 IT 部門に状況確認を行

うと、「欧州 IT 部門の開発プロジェクトには決まったプロセスがあり、日本側の依頼だけでは作業は開始できない。」というこ

とであった。日本側の認識とは異なり、欧州側でプロジェクトとして発足すらしていなかった。 

 

2.改善したいこと 

日本側より要件を提示し、現地側での Fit & Gap と現地要件の定義を依頼したが全く進んでおらず、開発に着手できな

い状況であった。それにより全体として 2 ヶ月の遅れが発生していた。日本の経営陣より早急な展開を使命として受けてお

り、迅速に現地側でのプロジェクトを発足させることが重要な課題であった。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

【根本原因】 現地側のプロセスについて詳細確認を行った。現地のプロセスは PMBOK を現地基幹システム向けにアレン

ジした考え方で定義されていた。日本のプロセスと大きくは異なっていない。しかし、「現地プロセスに従った段取り、成果物

でなければ開発メンバーが動かない」という「ルールに対する遵守/柔軟性」という点で考え方が大きく異なっていた。 

【解決策】 現地入りし Face-to-Face のコミュニケーションの中で、進め方について協議した。今回のプロジェクトのオーナ

ーであるサービス部門と IT 部門だけでなく、営業部門や経理部門、コンプライアンス部門など社内の多くの関係者を巻き

込んだプロジェクト体制が必要であり、日本側のサービス部門、IT 部門からの要請だけでは体制を作ることができなかった。 

現地側の関係者を巻き込んだ体制を作るためには、現地のルールに従ったプロセスでプロジェクトを立ち上げる必要があっ

た。また、日本の経営陣からの納期必達に向け、日本と現地それぞれ個別でプロジェクト管理するのではなく、日本側から

PM、リーダーとして入り込んで、全体の管理を行うこととした。 

 

4.改善策の内容 

現地側のプロセスに従ってプロジェクトを発足させ、開発プロジェクトを進めることとした。 

【①Project Charter の作成】 現地では Planner という専門部隊がプロジェクト計画を行っている。スケジュール、コスト、

スコープ、体制、SLA などを定義し Project Charter として記載する。Project Charter によって現地事業部門、IT 部

門の体制が決定しプロジェクトが正式に発足する。 

【②Business Blueprint Description の作成】 現地では事業部門、IT 部門が協業して要件定義書と概要設計書
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の内容を記載した Business Blueprint Description（以降 BPD と記載）を作成する。Project Charter と BPD

によって各 IT チームの開発（アプリケーション開発、インフラ開発）が着手される。 

【③リリース判定条件】 現地では特定のテスト管理ツール（進捗/課題）を導入しており、そのツールで算出される数値

がリリース判定条件として定義されている。その条件に合格することで現地でのリリースが許可される。 

 

 

5.改善策の実現方法 

現地側の Planner から、現地でのプロセスについて教育を受け、理解したうえで協業にて開発プロジェクトを進めた。 

【①Project Charter の作成】 現地の担当 Planner と密に協議し、スケジュール、コスト、スコープ、体制、SLA などを

定義し、Project Charter を作成した。 

【②Business Blueprint Description の作成】 日本の事業部門、IT 部門、現地の事業部門、IT 部門の４者が協

業して BPD を作成した。早急にインタフェース部分の要件定義、概要設計を行い、BPD の作成を行った。 

【③リリース判定条件】 現地のテスト管理ツールに従って進捗、課題の状況を把握しリリース判定を行った。 

 

6.改善による変化や効果 

【①Project Charter の作成】Project Charter によって現地事業部門、IT 部門の体制が決定しプロジェクトが正式に

発足した。 

【②Business Blueprint Description の作成】 Project Charter と BPD によって各 IT チームの開発（アプリケー

ション開発、インフラ開発）が着手された。 

【③リリース判定条件】 現地のテスト管理ツールの数値を用いた結果報告を行うことで、リリース条件に合格し、現地での

リリースが許可された。 

【プロジェクト結果】 当初の遅れ（２ヶ月）とプロジェクト正式発足後の計画延期（１ヶ月）があり、結果として当初想

定よりも３ヶ月遅れの導入にはなったが、現地との密な連携を構築し、システム導入を実現させることができた。 

費用についても期間延長にともない増となったが、導入後に大きな問題が発生することなく運用を定着させることができた。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

【活動内容の評価】 プロセス管理が確立している拠点の IT 部門は、自社とプロセスに対する考え方が大きく異なっている

可能性がある。特に海外拠点では、現地の国民性など価値観の違いもそれに影響すると考えられる。今回それを事前に

検知することはできなかったが、考え方のギャップを認識し、折衷案として合意を図ることでプロジェクトとして遂行できること

が確認できた。今回は納期を優先し、現地の要望を取り入れた案を採用したが、それが最適解であったかは今後の検討

課題であると考えている。 

今回の取り組みから、プロセス管理が確立した IT 部門との協業において、「進め方という大前提の部分に大きなリスクが潜

んでおり、合意形成を図ることが重要であった」といえる。 

 

【後続プロジェクトの結果から】 当プロジェクトの後続プロジェクトとして欧州域の他販売会社への展開を行った。進め方を

合意し遂行することで短納期（４ヶ月）での本番稼動を実現することができた。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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2B2 「プロダクトライン開発におけるプロジェクト運用効率化のための PM スクラムの提案」 林健吾 (デンソー) 

 

＜タイトル＞ 

プロダクトライン開発におけるプロジェクト運用効率化のための PM スクラムの提案 

 

＜サブタイトル＞ 

協力し合える組織風土の醸成に向けて 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 林健吾（はやしけんご） 

所属： 株式会社デンソー 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なし 

所属： － 

 

＜主張したい点＞ 

類似のプロジェクトを多数扱うプロジェクトマネージャでチームを形成してプロジェクトマネジメントをチーム運営する

ことでプロジェクト運用が効率化し組織力の向上を果たすことができた．プロダクトライン開発のアプリケーション開

発においてマネジメントと開発を 2 層のスクラムで運用することが効果的である． 

 

＜キーワード＞ 

プロダクトライン開発、Agile 開発、ホラクラシー、プロジェクトマネジメント 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウェアエンジニア、プロダクトライン開発者、組込系技術者、SEPG、プロジェクトマネージャ 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 10 月～2018 年 5 月（以降、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 

 我々の組織では自動車システムの分野で組み込みソフトウェアのプロ

ダクトライン開発に取り組んでいる[1]．プロダクトライン開発を実践する

ために，コア資産を開発するコア資産開発組織と，コア資産から数多

くのアプリケーションを開発するアプリケーション開発組織（以降，主体

組織）の 2 つの組織の体制を構築している．主体組織ではソフトウェ

ア開発は請負会社に委託している．請負会社は Agile 開発の開発フ

レームワークである Scrum を応用して，継続的なソフトウェア開発を推

進している[2]．主体組織のプロパーはプロジェクトマネージャ（以降，

PM）としてプロジェクトを推進すると共に，顧客の代理人として

Scrum におけるプロダクトオーナーの役割を担っている． 

 主体組織立ち上げの黎明期を過ぎ，アプリケーション開発プロジェクト

の増大と共に，プロパーの体制が PM１名（発表者）から，3 名の若手 PM とラインマネージャ（以降，LM）1 名

（発表者）に成長した．改善活動の主体は主体組織の PM 階層である（図 1）．若手 PM が同時並行的に発生す

るプロジェクトに翻弄されている状態を鑑みて自発的に改善活動を開始した． 

 

2.改善したいこと 

 プロダクトライン開発の実践と Scrum の応用によって，年間で 40 回のソフトウェアをリリース可能なアーキテクチャと開発

体制を構築することに成功したが，プロジェクトマネジメントとラインマネジメントにおいて以下のような問題が生じた．各課

題を解決して開発とマネジメントの両面で安定してプロダクトライン開発する体制を実現したい． 

 

＜プロジェクトマネジメント＞ 

 問題：1 人で複数プロジェクトを担当することでプロジェクトマネジメントを遂行し切ることができない． 

 症状： 

・ 自動車システムは，試作から量産まで複数のフェーズ開発（段階的に完成度を高める開発）を経るため，ひとつ

の開発が断続的な複数のプロジェクトに分割される．開発開始時に担当プロジェクトが同一時期に重ならないよう

配慮しても，その後のフェーズ開発で担当プロジェクトが同一時期に集中してしまう状況が生じ得る． 

・ ひとつひとつのプロジェクトのソフトウェアの開発量は小さいが，PMの役割は直接的なプロジェクトマネジメントの他，

他部署との折衝，要求の整理，技術的な課題の解消，請負会社の成果物の受け入れなど多岐に渡る．ある

プロジェクトで問題を抱え込むと，担当する後続プロジェクトも進められなくなり，悪循環を生じる． 

 望ましい状態：PM としての活動が各プロジェクト期間でやり切れていて負債を生じない． 

 

＜ラインマネジメント＞ 

 問題：組織パフォーマンスが LM に大きく依存しており脆弱な組織体制となっている． 

 症状： 

・ 開発ドメインに対して PM としての経験が浅く，スキルも未成熟な人材を同時に 3 名育成する必要がある．デイリ

ーでの集合教育の他，個別の問題をサポートするだけでも時間的コストが大きく掛かる．全プロジェクトを俯瞰した

マネジメントも同時に成立させる必要があり，LM に大きな負荷が掛かる． 

・ 若手 PM が問題を抱え込んだときにサポートできるのが LM のみであり，問題の多重発生に対して脆弱である．ま

 

図 1.開発組織と主体の位置関係 

開発
コア資産開発組織

アプリケーション開発組織

活用

コア資産

開発 ソフトウェア

他組織折衝

要求

請負会社（Scrumチーム）
┗7名

PM階層（主体）
┣ラインマネージャ：1名
┗若手PM：3名
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た，LM のパフォーマンス低下が組織としてのパフォーマンス低下に直結してしまう． 

 望ましい状態：LM は全体俯瞰の役割に集中していて組織の問題に対処する余力を残している． 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 プロジェクトマネジメントとラインマネジメントの

問題は過負荷の状況によって引き起こされて

いる．PM の活動を細分化し，PM と LM に

負荷を与える事象を整理した（表 1）．整

理の結果，自組織における PM は以下 3 つ

の活動に分類できることがわかった． 

・ プロジェクトマネジメント 

・ 折衝 

・ 技術 

 3 つの活動を分類した上で LM にて各分類

同士の負荷の干渉を観察したところ，技術領

域のタスク実行により，その他の活動が圧迫

されていることが認められた．技術領域の活

動は PM としてではなく，アーキテクトとしてのタ

スクである．省リソースの観点から PM がアーキテクトのロールも担っていた． 

 一方，LM の負荷は PM の負荷の超過のサポートの他，プロジェクト間の整合を取るためのタスクに工数が掛かっている

ことが負荷要因の分析から推察された．推察に基づいて，各 PM は個別の活動に従事しており PM 間の連携が弱いため

に LM の補完を必要としているとの仮説を立てた． 

 以上の分析から問題を解決するために 2 つの課題を設定した． 

1. PM からアーキテクトのロールを分離して負荷を分散させる 

2. PM 間の連携を強化して LM の補完の必要性を省き負荷を低下させる 

 2 つの課題はいずれも組織の構造とロールに関連している．組織の構造とロールに関連した以下の研究を参考に改善

策を導いた． 

・ PMO…Project Management Office．プロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う構造システム．プロジェ

クト活動の標準化と共有の促進をサポートする[3]． 

・ Scrum…5～9 人で機能横断チームを形成してプロダクトオーナーとスクラムマスターを擁する Agile 開発フレームワ

ーク．一人ひとりが個別の役割を担うのではなく，優先度の高いタスクを誰でも担うことが求められる[4]． 

・ ホラクラシー…トップダウン型のヒエラルキー（階層組織）を排し，

フラットな組織形態を指向する組織体制の概念[5]． 

 

4.改善策の内容 

 主体組織のアプリケーション開発の PM の役割は，プロダクトライン開

発の性質上類似の活動をとることが多い．設定課題と本性質に基づ

いて，組織の構造とロールを見直した PM スクラムの改善策を立案した．

PMスクラムはPM階層を1 チームの組織構造として実現する（図 2）．

以下にチーム内のロールとサブロールの役割と意図を示す． 

表 1.PM の活動と PM／PL の負荷要因 

 

 

図 2.組織構造とロールの変更 

分類 PMの活動 PMの負荷要因 LMの負荷要因

プロジェクト
マネジメント

情報収集と
計画／進捗監視

メイン活動／日々の状況把握が
必要で個別のタスク完了がない
／その他の活動が手一杯となると
日々の監視の優先度がすぐに下
げられてしまう

プロジェクトで問題が発生すると
PMのサポートが必要となる／プ
ロジェクトを横断した活動の整合
性の監督に工数を要するリスク／問題への対処

公式レビューの開催 品質活動イベントの準備に大き
な工数を要する

審議者／PMの悩みの相談を受
け付ける

折衝

他組織要求の調整
品質情報の提供

他組織向けの資料作成や出張
対応で直接生産に寄与しない工
数が発生して圧迫する

社内外の折衝活動の作法の指
南など／PMの活動停滞時には
問題を収めるために稼働が発生
する

社内他部署への依頼
質問・日程調整対応

その他の活動に圧迫されて依頼
関係が遅延しリカバリが発生する

技術

成果物レビュー 担当プロジェクト推進時に頻繁な
レビューが発生してプロジェクトマネ
ジメント推進と衝突する

PMの負荷が超過した場合はサ
ポートが必要となり負荷吸収で
稼働が上がる

要求分析／設計上の
問題の解決

難易度の高い問題においてまと
まった時間を要すためそのほかの
活動の効率が悪化する

PMへの技術的な指南で稼働が
上がる／別担当のプロジェクト間
で技術解の整合を取るための監
視に工数を要する

主体組織（変更前）

開発スクラム

LM

PMPM PM

Scrum 
Team PO

SA

LM…ラインマネージャ, PM…プロジェクトマネージャ, PO…プロダクトオーナー, SA…ソ
フトウェア・アシスタント, PLO…プロダクトラインオーナー, TL…テクニカルリーダー

主体組織（変更後）

Scrum 
Team PO

PM Team

PM PM

TL
PLO

SA

開発スクラム

PMスクラム
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 [プロダクトラインオーナー] 

 プロダクトライン開発の全体を統括する．各プロジェクトへの投資としての人的リソースの計画を立案・監視する．LM とし

て PM Team がチームで解決できない問題の解決サポート・育成・意思決定を担う． 

 

 [ソフトウェア・アシスタント（SA）] 

 PM Team の運営を支援する．PM Team のデイリーMTG、振り返り・プランニングのスケジューリングや司会など，技術

面以外の活動をサポートする． 

 

 [PM Team] 

 すべてのプロジェクトは PM 個人ではなく PM Team で保有される．プロジェクトの重なりによる個人の負荷を分散し，す

べてのプロジェクトを Team 内のメンバが知ることで知識の共有を促し，自然なプロジェクト活動の標準化を促す． 

＜TL（テクニカルリーダー）＞ 

 PM Team 内のサブロール．Team 内で技術面のタスクを担う．成果物レビューや要求分析・設計上の問題を解決

する．アーキテクトとしての役割を担う． 

 

＜PM＞ 

 PM Team 内のサブロール．Team 内でプロジェクトマネジメントのタスクを担う．公式レビューの準備や問題発生時

の社内の調整，Scrum Team に対する PO の役割など，TL 以外のタスクを実行する．PM Team 内の TL 以外は

すべて PM のロールが割当たる． 

 

＜実 PM＞ 

 TL，PM とは別に個別プロジェクトに対して割り当てられるロール．他組織との折衝の窓口や公式レビュー開催時の

被審議者など．対外的な窓口は一本化されていないと組織外が混乱するため，実体としての PM を割り当てる． 

 

 PM Team 内のロールは 1 週間ごとに次の 1 週間に対して割り当て直す．TL が固定化されると，技術的なスキルが 1

個人に集中して役割が分化してしまうため，ローテーションすることによって経験とスキルの偏りを防ぐ．PM Team として同

レベルで仕事をしている仲間が協調することで，LM への相談の頻度を抑える効果も期待できる． 

 

5.改善策の実現方法 

 改善策で起案した PM スクラムを，Scrum のフレームワークを参考にして PM Team の 3 名の自主運営に任せた．以

下に実現方法として初期のプラクティスのセットと，自主運営で定められたプラクティスのセットを示す． 

 [初期のプラクティスのセット] 

・ 1 週間のタイムボックス…1 週間ごとに実行タスクをプランニングする．タイムボックスごとに PM と TL の役割はローテ

ーションする．但し，ローテーションは順番で決めるのではなく，直近の公式レビューのイベントや推進中のプロジェ

クトによって PM Team 内の合議で決定される． 

・ プランニング…1 週間のタイムボックスで実行すべきマネジメントや技術的なタスクを PM Team の合議で決定する．

タイムボックス内で誰がどれだけの時間を費やせるかを計上する．PM Team と SA（ソフトウェア・アシスタント）に

よって運営される． 

・ デイリーMTG…日々PM Team+SA にて実施するスタンドアップ MTG．MTG の内容は SA にて簡易的な議事

録として発行して PLM に報告される． 
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・ タスクボード…PM 用（2 名まとめて）と TL 用で分類されたタスクボード．A4 の紙に付箋でタスクを貼り付けて運

用する． 

・ バーンダウンチャート…タスクボード上の見積りと消化時間，残時間を折れ線グラフで記述する． 

・ ポートフォリオボード…半年～1 年先までの開発に対する人的リソースのプロジェクトへの割当てを示したボード．

Excel で作成．PLO が 1 週間か 2 週間の頻度で更新する．開発 Scrum も PM Scrum も本ボードに従って

取り組むプロジェクトを確認する．更新するための情報は PM Team からの開発見積りやマイルストーンから得る． 

・ 振り返り…1 週間分のタスクの消化結果と 1 週間以内に発生した事案から，自分たちで改善すべき内容や標準

化，共有化すべき要素を洗い出す．プランニングと振り返りで 3h～4h 程度． 

 

 [追加されたプラクティスのセット] 

・ イベントボード…3 週間～5 週間先の公式レビューや技術課題の期限をカレンダー上にまとめたボード．A4 用紙と

付箋紙で作成する．タスクの優先度の決定や問題発生時の対応検討時に PM Team で参照する． 

・ プランニングのルーティーン…プランニングで実行すべき内容を毎タイムボックスで見直してルーティーン化する． 

・ 残課題リスト…バックログ化した残課題をまとめたリスト．プロジェクトマネジメント上優先度の低い案件は負債とな

るが，負債を見える化するためにバックログとして記録してプランニング時に見返すようにしている． 

・ PFD によるプロセスの標準化…PM Team で繰り返し実行する可能性のあるプロセスで複雑化する場合は，

PFD によってプロセスを定義して，Team 内でレビューして運営に反映している． 

 

 基本的にはすべての運営は PM Team の自主に任せるが，PLO は LM でもあるため，育成面を考慮して協力が必要

となる状況を作り出すことを意識した．例えば，PM が

個別に相談に来たときには，他の PM と協議しているか

を問い合わせる．その他の意思決定においても，独自

解釈や独自決定をしていないかを確認する．技術的な

指導をした場合は PM Team として共有することを指示

する，など． 

 

6.改善による変化や効果 

 PM スクラムによる効果として，一人当たりで関与でき

たプロジェクト数の推移（図 3）と LM の PM Team へ

の育成・サポート工数の推移（図 4）を測定した．各

グラフにおいて，赤色のバーが PM スクラム導入以降の

月を表す． 

 図 3 に関与プロジェクト数の推移を示す．PM スクラム

を導入する前もプロジェクト数は増加傾向にあったが，

導入後はさらに増えている．関与するプロジェクト数が増

えても，各プロジェクトのマネジメントをやり切れている．

各 PM がすべてのプロジェクトに関与するため，関与数が

増えている． 

 図 4 に LM の PM Team への育成・サポート工数の推

移を示す．PMスクラムを導入して以降は導入以前に比

 

図 3.一人当たりの関与プロジェクト数の推移 

 

図 4.LM の PM Team への育成・サポート工数 
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べて 1/2～1/3 以下の工数に収まっている．LM のサポートがなくても，PM Team 内でサポートし合うことによって，関与

プロジェクト数が増えてもやり切れる組織力を備えたといえる． 

 改善したいことの望ましい状態として，LM は全体俯瞰の役割に集中していて組織の問題に対処する余力を残している

ことを実現することができた．PM としての活動が各プロジェクト期間でやり切れていることについては，導入後のプロジェクト

活動はやり切れているが，導入前の負債を返済しながら活動を続けているところである． 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 プロダクトライン開発における開発面にScrumを応用したことで，開発そのものが安定化した結果，プロジェクトマネジメ

ントにボトルネックが移った．ボトルネックの解消のために PM スクラムを提案して本活動を推進した．結果として，プロジェ

クトマネジメント面でのボトルネックは解消し，年間 40 回のソフトリリース，120 のバリエーションソフトのリリースを継続して

実行している．LM の余力が生じたことで，新規事業案件を立ち上げることができるようになり，事業の継続的な成長と

運営に貢献できている． 

 本活動の副次効果として，PM Team の各メンバの自主性，自律性ならびに組織に貢献する意識が高まった．以下

に PM Team のメンバにヒアリングして得た本活動に対する感想を示す． 

・ 1人プロジェクトから脱却できた…PMスクラムで状況を共有しているためその他メンバに相談ができ，見ていてもらえる

安心感がある．他の PM の状況にも気を配ってフォローし合えることで精神的な安定を得られた．以前の体制だと助

けてもらうときに自分の状況の説明から始める必要があり，コスト増の印象があって敬遠してしまっていた． 

・ 頼りやすい環境が得られた…以前は知識不足だと誰にも聞かずにタスクを止めてしまっていたが，PM スクラム内で解

消することで実 PM としてのプロジェクトを少しずつ進められるようになった． 

・ 負荷を平準化できるようになった…実 PM としてのプロジェクトの負債を返せる時期に，PM Team としてその他プロジ

ェクトを担う必要が生じることはデメリットのようでもあるが，プロジェクトの経験数も増えることでスキル向上につながって，

最終的にはメリットが大きかった．三者三様のプロセスにならずにプロセスも共有できるようになった． 

 反対に改善が残る面もあるため，以下に本活動での残課題を示す． 

・ 情報量の増大と希薄化…実PMでなくても開発スクラムのデイリーMTGに分担して参加するため，直接的に自分が

情報を入手しないことで伝言ゲーム化することがある．成果物レビューも PM として実施していないため，状況把握が

弱まる部分が生まれる．全プロジェクトに関与するため，メールを始めとした扱う情報量が増えてしまう． 

※処理する内容は増えたが標準化されることで負荷としての跳ね返りは気にならないという意見もあり 

 総括として，SA からの本活動への所感を示す．協力し合う組織風土の醸成として本活動の有意性が認められる． 

・ 良いところを吸収し合ってみんなが高め合っていけているように思う． 

・ 誰かが困っていたら他の人がフォローできているのでチーム活動として上手に機能していると思う． 

 

A. 参考情報 

[1] 林健吾, プロダクトライン開発におけるプロセスのコア資産フィードバックモデルの提案, SPI Japan 2016, JASPIC, 

2016. 

[2] 林健吾, Agile 開発フレームワークを応用した効率的な開発ナレッジの獲得, SPI Japan 2017, JASPIC, 2017. 

[3] PMI, プロジェクトマネジメント知識体系ガイド PMBOK ガイド 第 6 版, PMI, 2018. 

[4] ジェフ・サザーランド, スクラム 仕事が４倍速くなる“世界標準”のチーム戦術, 早川書房, 2015. 

[5] フレデリック・ラルー, ティール組織―マネジメントの常識を覆す次世代型組織の出現, 英治出版, 2018. 
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2B3 「オフショア連携とスクラム開発の両立」 安田康士 (NEC ソリューションイノベータ) 

 

＜タイトル＞ 

オフショア連携とスクラム開発の両立 

 

＜サブタイトル＞ 

～自分ごとで考えるチームを作る～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：安田 康士（やすだ こうじ） 

所属： NEC ソリューションイノベータ株式会社 プラットフォーム事業本部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 狩野 雅生（かのう まさお）、細川 雅貴（ほそかわ まさき） 

所属： NEC ソリューションイノベータ株式会社 プラットフォーム事業本部 

 

＜主張したい点＞ 

オフショア（海外）との文化の違いや物理的に離れた拠点間で、コミュニケーションを重要視するスクラム開発の

プロセスを如何に実施してきたか。 

旧来のウォーターフォールの文化（ピラミッド体制、指示待ちの姿勢 etc.）をどうやって打破してきたか。 

 

＜キーワード＞ 

スクラム開発, オフショア, 自律, アジャイル、コミュニケーション、ファシリテーション 

 

＜想定する聴衆＞  

物理的に離れた場所のチームで製品開発をしようとして苦労されている方 

オフショア活用しようにも文化の違いで苦労されている方 

ウォーターフォール文化が根強く残っている組織・チームでアジャイルへ切り替えようとしている方 

 

＜活動時期＞ 

2015 年 7 月～2018 年 3 月 

 

＜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 

１０年以上に渡ってウォーターフォール開発で製品開発を続けてきたが、開発期間の終盤になって機能実装不足や品質

問題が発生し、解決のためにリリーススケジュールを延期せざるを得ない問題が発生した。開発終盤にならないと動くソフト

ウェアの評価ができず、仕様齟齬の発覚するタイミングが致命的に遅くなるというウォーターフォール開発の問題顕在化を機

に、自分たちの開発の問題点を素早く把握するという課題が明確となった。 

この課題を解決するためにアジャイル開発手法の一つであり、現状を把握するフレームワークであるスクラム開発を採用した

が、日本と中国という文化の違う人同士の、物理的に離れたチーム間で、スクラム開発を進めるためには突破すべき壁が

多数存在していた。 

 

2.改善したいこと 

自分達の開発における問題点を素早く把握するために、特に以下２つの観点を改善したい。 

・ 現場レベルのコミュニケーションを活発化し、部下も上司も立場を関係なく率直な意見で議論ができるようになる 

・ 提案型コミュニケーションを推奨し、「改善したいと考える」文化に改革したい 

 

3.改善策を導き出した経緯 

私達の課題を解決できる開発プロセスを検討し、現状を把握する事に有効なプロセスを探したところ、透明性・検証・適

応の三本柱が特徴のスクラム開発が最適であると考えた。長年慣れ親しんだウォーターフォール型開発からスクラム開発へ

の変更は非常に大きな変化となることから、チーム全体への適用には段階的に実施し、プロセス自体への理解を深めなが

ら進めることとした。 

また、コミュニケーション重視のスクラム開発には不向きとされている物理的に離れたチーム構成である事から、既存のメール

／電話 等によるコミュニケーションでは限界があること、さらに海外を活用したオフショア開発のため、日本人だけのプロジェ

クトの場合よりも文化・考え方の違いが大きく、全員が方向性を同じくして進むためには工夫が必要である。 

そのため、コミュニケーション方法を刷新し、失敗・経験を素早く積み上げていく事を検討した。 

 

4.改善策の内容 

・ コミュニケーション方法刷新のため、チャットツールを導入。スクラム開発を選択した目的・理由をステークホルダ全員で

共有し、フラットな体制であること、意見・変化・失敗を許容・歓迎する事を宣言。 

・ スクラム開発の導入後は、小さな単位(２週間)で失敗と改善を繰り返し、大きな単位（１年）での失敗と改善も

繰り返した。 

・ 新入社員や経験の浅いメンバもメンバ内に居たが、手取り足取り指導するのではなく、あえて小さな失敗も経験させ

た。 

 

5.改善策の実現方法 

・ 従来利用していたコミュニケーションツール（メール／電話）は、やり取りの冗長さ、レスポンス性の悪さ、共有性の低

さの点でスクラム開発のコミュニケーションを支えられないため、これらを補うコミュニケーションツールとしてチャットツールを

導入。 

・ スクラム開発の採用に対して変化を恐れる抵抗勢力も存在したが、スクラム開発の規約（リリース計画書）を共同で

作成することで、共になって変化に挑戦した。 

・ スクラム開発の全面適用の前に、試験的スプリントとして各拠点から１名ずつ選出し３名のスクラムチームを編成し、
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1 スプリントを実施。 

・ スクラム開発全面導入後は、スプリント毎（２週間毎）にKPT振り返りを実施、１プロジェクト（１年）の単位でも

実施。 

・ KPT ふりかえりでは Problem や Try の「改善したいと考えた」結果を重視した。 

・ 失敗することが予測できていたとしても、敢えて失敗を経験させることも選択した。 

・ オフショアのメンバ、特にスクラムマスタの意識改革のため、日本から出張しファシリテーションや各役割・必要なスキルを

F2F で認識を揃え、目的・ゴールを共有。 

 

6.改善による変化や効果 

・ ある程度できてしまうだろうと、ある意味慢心して実施した試験スプリントは失敗に終わった。成果物はゼロだったが、ス

クラム開発自体は銀の弾丸などでは決してないことを体験し、いかにして自分たちは意義のある開発を行うかというマイ

ンドを持って以降のスプリントを実施することができた。 

・ 抵抗勢力だったステークホルダを味方に変え（スクラム開発を絶賛）、このプロジェクトを事例としてガイド作成まで実

施された。 

・ 拠点を超えたコミュニケーションが活性化。メール文化には戻れない。 

・ 新入社員、オフショアメンバーからも活発な意見がでるようになり、自律的活動ができるようになった。 

・ とりあえずやってみよう！という雰囲気が浸透。改善すること、変化することが常識になった。 

・ 目的、ゴール、終了条件を明確にしてから作業／会議をするようになった。 

・ スクラムマスタ（をできる人）が増えた（０人→１年目３人→２年目４人→３年目６人） 

 

7.改善活動の妥当性確認 

次もスクラム開発で行こう！と、ステークホルダ全員が同意した。 

社内で現場レベル及び役員向けに発表し、組織内へ成功事例として浸透。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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2B4 「作業品質向上に向けたプロセス確立」 津田幸一 (NEC ソリューションイノベータ) 

 

<タイトル> 

作業品質向上に向けたプロセス確立 

<サブタイトル> 

作業ミス撲滅に向けた組織的マネジメントの取り組み事例 

 

<発表者> 

氏名（ふりがな）：津田幸一（つだこういち） 

所属： NEC ソリューションイノベータ株式会社 品質・プロセス統括本部 東海技術支援グループ 

 

<共同執筆者> 

氏名（ふりがな）：  

所属：  

 

<主張したい点> 

私たちが作業しているお客様のシステムは、お客様のビジネスを支える重要なものである。そこでの作業ミスは、お

客様のビジネスに影響を与えることになる。そのため作業ミスを発生させないために、作業計画や事前準備状況

および作業終了時の作業結果を記録する「作業予定兼終了報告書」標準帳票を策定し、組織として共有管

理するプロセスを作った。その結果、作業に関わる人の意識改革が果たせ、作業ミスを減らすことができた。 

 

※本対象となる作業の定義 

お客様のビジネスを支えるシステムに対する修正等に関わる作業、およびハードウェア機器の導入や切替、修

理等の作業 

 

<キーワード> 

作業品質、作業ミス、組織的マネジメント、プロセス改善 

 

<想定する聴衆>  

・お客様所有のシステム上で作業を行う、システムエンジニア（以下、”ＳＥ“と略す）、管理者 

・作業品質向上のため、プロセス改善の課題を抱えているスタッフ部門の方 

 

＜活動時期＞ 

201３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 

 NEC ソリューションイノベータ社は、NEC グループが展開する社会ソリューション事業における中核会社として、システムイ

ンテグレーション事業（以下、”ＳＩ“と略す）、サービス事業、基盤ソフトウェア開発事業を展開している。その中で筆者

が所属する東海支社は、地域密着型ＳＩを行っており、長年付き合いがあるお客さまも多い。 

 そうした状況の中、作業ミスをひとたび起こすと、お客様に多大なご迷惑をおかけするとともに、信頼関係も大きく損なわ

れる。そうした危機感から当時の組織長の思い（※参照）もあり、作業品質向上施策を実施することになり、各種事例

の分析結果も踏まえ、作業品質のプロセス確立を行った取り組みを紹介する。 

 ※お客様のシステムは、お客様のビジネスのための高価な資産であり、ＳＥはお客様の合意なしに勝手に作業を行って

はならない。そのため、お客様のシステムへの作業は、組織的に把握管理されるべきで、プロジェクト作業と同じように扱

われ、作業者個人任せにしてはならない。 

 

2.改善したいこと 

 以下の観点で、作業品質の向上を図る。 

 個人作業から組織作業（プロジェクト作業と同じように、管理される作業）への改善 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 作業品質向上施策を開始するために、ある事業部門の全プロジェクトに対し、作業ミス防止状況のアンケートを実施し

た。その結果、作業ルールがないプロジェクトが 4%、作業手順書がないプロジェクトが 43%、作業ミスを起こさないための

システム的な仕組みがないプロジェクトが 35%あることが判明。本アンケート結果も踏まえ、ある部門で活用していたお客

様先で作業を行う際の作業報告書をベースに作業計画や事前準備状況、および作業終了時の作業結果を記録する

「作業予定兼終了報告書」標準帳票を策定した。本標準帳票では、次の内容を盛り込み、運用を開始した。 

 本標準帳票の適用対象 

“お客様の本番運用中のシステムに影響を与える可能性のあるすべての作業“を対象とする。 

 本標準帳票の運用方法 

本標準帳票を次の手順で活用し、エビデンスを残すようにする。 

①作業実施前には、事前に作業者の上司に作業内容・作業手順を説明し承認をいただく 

②お客様に作業内容・作業手順を説明し承認をいただく 

③作業終了後は、お客様に作業内容を説明し、承認をいただく 

 本標準帳票の主なチェック観点 

①作業手順書／作業ルール／作業ミス防止のシステム的な仕組みの確認 

②情報セキュリティ関連の確認 

③予定にない作業実施有無の確認、等 

 

4.改善策の内容 

 「作業予定兼終了報告書」標準帳票を活用した作業品質向上の運用を行っていく中で、いくつかの問題が発生し、原

因分析と改善策を検討した。 

 問題１：ある事例では、作業手順書に作業漏れがあった 

改善策１：作業の目的を明確にし、その目的に沿った第三者による作業の妥当性確認を実施する 

 問題２：ある事例では、急遽、お客様に依頼されたことを上司に連絡もせずに実施していた 
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改善策２…作業時、上司と連絡が取れるよう、緊急時の連絡体制を確立する 

 問題３：本標準帳票の事前の起票確認・漏れを部門長に依頼していたが、約 30 件/月と多く処理しきれない 

改善策３…部門長の代行者を立てるなど、運用を回すための仕組みを作る 

 

5.改善策の実現方法 

各改善策を次の通り実現した。 

 改善策１ 

「作業予定兼終了報告書」標準帳票に、“作業目的”、“作業の妥当性確認者”欄を追加 

 改善策２ 

「作業予定兼終了報告書」標準帳票に、“緊急連絡先”欄を追加 

 改善策３ 

部門毎に部門長の代行者である運用管理者を置き、毎週、起票漏れの確認を行い部門長へ報告するとともに、運

用がきちんとされているかを監視するために第三者である筆者所属の技術スタッフにも報告する運用を作成 

 

6.改善による変化や効果 

 「作業予定兼終了報告書」標準帳票の運用を開始した当初は、ＳＥからは、“緊急時の作業に対して素早い対応が

出来なくなる”、“全作業について、本報告書を作成するのは大変だ”、等、苦情が多かった。しかし、部門毎の運用管理

者による起票漏れの確認を継続した結果、「作業予定兼終了報告書」標準帳票の適用率は 2016 年度上期 85%か

ら 2017 年度上期 99.4%となり、運用が浸透し、組織長の思いは定着してきた。 

また、元々事前説明／終了報告のルールが明確になっていないお客様に対しては、「作業予定兼終了報告書」標準

帳票を活用することで、お客様も巻き込んだ運用になってきている。 

作業ミスの発生割合(年間の自責作業ミス数/作業数)は、2016 年度 0.127%から 2017 年度 0.059%と減少す

るとともに、さらに作業ミスの質の変化が見られた。本運用開始当初は、本運用を守らないことに起因した作業ミス（作業

手順書レビュー漏れ）が発生していたが、昨年は本運用を順守しているにも拘らず、作業ミスが発生するケースがあった。

内容は、システム導入している製品の仕様認識不足等で、事前検証では発見が難しい作業手順漏れによる作業ミスで

ある。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 本運用については、作業ミス発生の都度、真の原因分析を行い、必要に応じて「作業予定兼終了報告書」標準帳票

の改版を含めたプロセス改善を行うことと、本運用が継続されているかを毎週確認することで妥当性を確認している。  

  

 今回のプロセス確立を踏まえると、人が絡む作業については、ミスそのものを０件にすることはなかなか難しいことが分かっ

た。しかし、作業ミスをひとたび起こすと、お客様に多大なご迷惑をおかけするとともに、信頼関係も大きく損なわれることか

ら、本運用の継続と改善を繰り返すことで、作業ミス０件を目指していく。 

 

A. 参考情報 

なし 
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2C1 「IoT がもたらすテスト自動化イノベーション」 伊藤卓也 (オムロンヘルスケア) 

 

＜タイトル＞ 

IoT がもたらすテスト自動化イノベーション 

＜サブタイトル＞ 

さらなる進化への挑戦 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：伊藤 卓也（いとう たくや） 

所属：オムロン ヘルスケア株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 北村 隆（きたむら たかし） 

所属：オムロン ヘルスケア株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

近年の IT システムは複雑化の傾向にあるため、ソフトウェア開発におけるテストの難易度も上がってしまい、

QCD 向上を目的としたテストの自動化の実現はより難易度が上がってしまう。 

 

弊社の Bluetooth Low Energy の通信テストにおいても、テストの難しさが商品開発のボトルネックになること

が予見されたため、昨年、通信テストの自動化に挑戦した。結果として、部分的ではあるがテストの自動化を実

現することができ、プロジェクト全体の QCD を向上させることができた。しかしながら、人間による操作はまだ必要

であり、全自動化には至っていないのが現状である。 

 

そのため、実現済みのテスト自動化の仕組みをさらに進化させて、人間による操作を排除したテストの全自動化

を実現し、さらなる QCD 向上を図ろうと考えた。 

 

しかしながら、テストの全自動化にあたっては、人間によるデバイス操作の代替方法の実現が課題となった。当

初は産業用ロボットで実現可能と考えていたが、ロボット導入費用の回収やシステムの維持管理が困難である

ことが予見された。そのため、一般的な IoT デバイスを活用して、導入費用を抑えた上で、テストの全自動化を

実現しようと考え、結果として実現することができた。 

 

本取り組みを通じて、テクノロジーの進化は私たちの身の回りの生活だけではなく、SPI の活動にもイノベーション

をもたらしている可能性があることを肌で感じ、今までのやり方にこだわらず、視野を広げて新しいことに挑戦する

ことの重要性を本取り組みで再認識した。 

 

本取り組みの考え方や方法が、少しでもソフトウェア業界のテスト自動化の実現の一助になれば幸いである。 

 

＜キーワード＞ 

IoT、イノベーション、Bluetooth、テスト、自動化、ロボット、スマホ 
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＜想定する聴衆＞  

ソフトウェアエンジニア、テストエンジニア、プロジェクトマネージャー、テスト自動化に興味・関連のある方 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 7 月～2018 年 5 月 

 

＜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 

IoT の普及にともない、様々なモノがインターネットに接続されるようになってきている。それにともない、IT システムは単独で

利用されるより、様々なモノや他システムと相互に連携する機会が増えている。 

 

言い換えると、IT システムは近年複雑化し、それがソフトウェア開発の難易度を上げる要因の 1 つになっている。そして、そ

のようなシステムでは、テスト工程の難易度は高くなり、テストの自動化はより難しくなる。 

 

自社においても、ITシステムにおけるテスト自動化のノウハウは十分にあるとは言えず、さらなるQCD向上に向けた継続的

な改善の取り組みが必要である。 

 

2.改善したいこと 

既存の Bluetooth Low Energy の通信テストの自動化の仕組み[1]をさらに進化させ、QCD のさらなる向上を図る。

具体的には、人間の操作を排除して、システムが相互連携するテストの全自動化を実現する。ただし、可能な限り、導入

費用は抑えることを目標とする。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

血圧計やスマホアプリなどの IoT 商品の開発に関わる中で、IoT デバイスの市場調査を行っていた。また、それと並行して、

既存のテスト自動化のさらなる進化の方法を検討していた。その過程で、テスト自動化に利用可能な IoT デバイスを発見

した。そして、この IoT デバイスを活用することで、人間の操作を排除することができると考え、既存のテスト自動化のさらな

る進化が可能と考えた。 

 

4.改善策の内容 

自前主義にこだわらず、世の中にある IoTデバイスやツールを活用し、組み合わせることで、テストの全自動化を実現した。 

 

5.改善策の実現方法 

実現にあたっては、以下 2 つの大きな課題があった。 

① モノやシステムの相互連携方法の実現 

② デバイス操作の実現 

上記①については、UI オートメーションツールを活用することで解決できると考えた。上記②については、産業用ロボットの

導入を考えたが、ロボット導入費用の回収が見込めないことが予見された。そのため、導入費用を抑えるため、一般的な

IoT デバイスが利用できると考えた。 

 

上記を踏まえ、以下 5 つをポイントとして、テストの全自動化を実現した。 

I. デバイスに対する操作は、IoT デバイスが行う。 

II. PC とスマホとデバイスの連携は、UI オートメーションツールが制御する。 

III. Android と iOS のテストは、1 台の PC で実現する。 

IV. 可変テストデータを DB 化して切り出すことで、テストシナリオは 1 つにする。 

V. テスト実施に加え、通信ログなどのテストエビデンスの取得と保存までも自動で行う。 
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6.改善による変化や効果 

テストの全自動化を実現し、以下の結果となった。 

i. 過去と比較し、ロボット導入費用を約 1/100 に抑えることができた。 

ii. 人間が実施した場合と比較し、テストの実施スピードは約 10%の削減にとどまった。 

iii. 人の操作を排除し、人によるテスト実施工数をゼロにできた。 

 

上記の結果より、以下の変化や効果、知見が得られた。 

i. テストの全自動化により、夜間の自動実行が可能となるため、今まで人間がテストしていた時間を他のこと

に充てられる見通しが立った。 

ii. テスト自動化に限らず、商品設計や検証アプリなどに関するフィードバックを得られた。 

iii. 今まで高コストまたは実現不可能だったものが、現在は低コストまたは実現可能になっていることに気づくこ

とができた。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

本取り組みを通して、IoT デバイスの活用により、導入費用を抑え、人間の操作を排除したテストの全自動化の見通しを

立てることができたため、本改善活動は非常に有用であったと考えている。 

 

テクノロジーの進化は私たちの身の回りの生活だけではなく、SPI の活動にもイノベーションをもたらしている可能性があるこ

とを肌で感じ、今までのやり方にこだわらず、視野を広げて新しいことに挑戦することの重要性を本取り組みで再認識した。 

 

A. 参考情報 

[1]SPI Japan 2017 発表資料： 

http://www.jaspic.org/event/2017/SPIJapan/session2C/2C1_ID005.pdf 
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2C2 「TPI-Next®を用いて誰でも簡単にできるテストプロセス改善の実施」 大羽正浩 (テクバン) 

 

＜タイトル＞ 

TPI-Next®を用いて誰でも簡単にできるテストプロセス改善の実施 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：大羽 正浩（おおば まさひろ） 

所属： テクバン株式会社 事業統括本部 エンタープライズ事業部 品質ソリューション部  

品質ソリューション課 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 山内 健司（やまうち けんじ） 

所属： テクバン株式会社 事業統括本部 エンタープライズ事業部 品質ソリューション部  

品質ソリューション課 

 

＜主張したい点＞ 

Web システムを対象に手軽に改善を行うことができるテストプロセス改善ツールを構築した。本ツールを適用する

ことによって、テストプロセスの問題・課題を把握することができた。 

 

＜キーワード＞ 

プロセス改善、TPI-Next®、Web システム 

 

＜想定する聴衆＞  

テスト部門、テスト担当者 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 12 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 

現在弊社では新たにテスト部門を立ち上げ、新サービスの提供を行っている。その中でお客様先への常駐業務が増えて

おり、各現場の業務を常駐担当者に依存している問題がある。また、テスト部門として立ち上がったばかりであるため標準

プロセスが存在せず、各テスト担当者の知識と経験に頼っているのが実情であった。 

著者もまたお客様先へ常駐し、テスト業務とプロセス改善業務を行っている。お客様先では Web システムの開発を行っ

ており、特に納期を意識した改善活動が行われている。その中で、開発のリリース頻度が上がっており、テストもまた開発の

リリースに合わせた改善を行う必要が出てきていた。 

そこで現在の問題点を解決するために、現場の担当者の能力に依存しない高速で問題点を把握し改善できるテストプ

ロセス改善ツールを構築することを目指した。また、弊社では Web 系のシステムへのサービス提供事例が増えているため、

今回は Web サービスに限定したテストプロセス改善ツールの作成を行った。 

 

2.改善したいこと 

・現場の担当者に依存しないテストプロセス改善ツールの構築 

・各テストチームの問題、課題をできるだけ早く可視化する 

・改善活動を高速化することで、改善にかかるコストを下げる 

・改善活動によるテストチームの技術力向上 

 

3.改善策を導き出した経緯 

弊社では Web 系のシステムに対するテスト業務が増えている。Web 業界では不具合を減らすことよりも、納期に間に

合わせることを求められることが多い。そのため、時間がかかるプロセス改善は適用することが難しく、できるだけ改善に時間

をかけない必要があった。また、各お客様先によって現場風土の違いが大きくあり、各現場の状況に応じた改善できること

が求められていた。 

 

上記問題を解決するため、まず現在のプロセス改善技法を調べ、どのような特徴があるのか調査を行った。テストプロセ

スの改善技法をまとめると、TMMi、TPI/TPI-Next®、CTP、STEP、ISO-33063 の 5 つがある。 

・TMMi 

テストプロセスの状況を詳細に把握することができるが、TMMi を熟知したアセッサーの協力が必要である。 

・ISO-33063 

詳細に把握するには ISO29119-2 と ISO/IEC33020 の知識が必要である。 

・TPI/TPI-Next® 

改善項目を状況に応じて選ぶことができるが、チェックポイントの判断が難しい。 

・CTP 

テストを 12 のプロセスに分け改善を行うが、改善のポイントが多い。 

・STEP 

IEEE829 をベースにテスト全体の成果物をまとめているが、現場では詳細なドキュメントを作成できない可能性がある。 
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表 1．テストプロセス改善モデル 

 

調査の結果をまとめると、すでに改善のためのテンプレートが用意されており、個々の問題から改善に取り組め、比較的

工数のかからない TPI-Next®を用いることが最善であると判断した。実施するにあたっては、改善のテンプレートに記載さ

れているチェックポイントに対して、結果を「Y」「N」「NA」で記載する。記載した結果を可視化し、各結果から改善を行いた

い部分を決め改善活動を行っていく。 

しかしながら、TPI-Next®を用いた結果、各チェックポイントが難しくテスト担当者によって解釈が変わる問題が発生し

た。 

例えば、01.c.1 の「利害関係責任者を決定し（必ずしも文書化の必要はない）、テスト担当者に周知している。」の場

合 

・「利害関係責任者」がお客様を指していると判断した場合と、お客様だけでなく自社のリーダーも責任者と判断した場合

があった。 

・「テスト担当者」をテストチームのリーダーと判断した場合と、テストチームの全員と判断した場合があった。 

・周知するだけでなく、きちんとエビデンスまで取っておく必要があると判断した場合があった。 

 

上記例文のようにチェックポイントの意図がテスト担当者ごとに違い、結果としてどこに問題があるのかテスト担当者が把

握できないことがあった。そのため、TPI-Next®のチェックポイントを担当者に依存しないように、あらかじめ解釈を行ことにし

た。例えば 01.c.1 の「利害関係責任者を決定し（必ずしも文書化の必要はない）、テスト担当者に周知している。」の

場合 

・「利害関係責任者」は、お客様、開発、テストチームのリーダーと定義した。 

・「テスト担当者」は、テストチーム全員と定義した。 

・エビデンス等の合意事項は、07.c.2 にチェックポイントがあるため除外する。 

 

4.改善策の内容 

改善活動は以下の順序で行った。 

 

（1）全体計画の作成 

誰がいつまでに何を行うのか、全体のプロセスを作成した。 

 

（2）TPI-Next®の解釈 

Web 案件用にチェックポイントを解釈し、だれでも手軽に使えるテストプロセス改善ツールを作成した。 

 

（3）解釈した TPI-Next®を用いて PJ に適用 

既に完了したプロジェクトの振り返りとしてテストプロセス改善ツールを適用した。 

 

TMMi ISO 33063 TPI/TPI Next® CTP STEP

モデル 段階モデル 段階モデル 複合モデル 連続モデル 連続モデル

導入時の問題点
TMMiを熟知したアセッ

サーの協力が必要

ISO29119-2と

ISO/IEC33020の知識が必

要

チェックポイントが難しい

テストを12のプロセスに分

けているが、詳細をまとめ

る必要がある

IEEE829をベースとしてい

るため、ドキュメント量が

多い

Webシステムを対

象とした場合、改

善にかかる工数

改善規模が大きく、導入に

工数がかかる

ISO29119-2と

ISO/IEC33020の把握に工

数がかかる

改善のテンプレートがダウ

ンロードできるため、導入

が容易

Webシステムに対応するポ

イントを探すのに工数がか

かる

Webシステムに対応するポ

イントを探すのに工数がか

かる
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（4）適用結果のフィードバック 

テストプロセス改善ツールによって得られた結果を、テスト各担当者にフィードバックした。 

 

5.改善策の実現方法 

（1）全体計画の作成 

別途テスト業務の標準化プロジェクトも進められていたため、標準化プロジェクトに合うようにスケジュールを作成した。 

また、プロセス改善ツールは一旦振り返りの手段として実施することとした。 

 

（2）TPI-Next®の解釈 

各チェックポイントが担当者によって解釈が変わることがあったため、解釈の際は以下の点に注意した。 

・主体がお客様や自社のテストリーダー、開発者など統一されないことがあった。 

 －弊社のテストリーダーが使うことを想定し、チェックポイントの主体はテストリーダーと想定した。 

・チェックポイントから想定される状況を細かく解釈すると、別のチェックポイントと被ることがあった。 

 －出来るだけシンプルになるように解釈した。 

 －チェックポイントから複数の解釈が生まれる場合は、一旦複数のチェックポイントに分け解釈した。 

・JSTQB の用語で記載されている場合があり、JSTQB の資格を持っていないと判断できないチェックポイントがあった。 

 －JSTQB の用語を分かり易く解釈した。 

・チェックポイントだけでは、何を指際しているのかわからないものもあった。 

 －成果物からチェックできるポイントについては、対象となる成果物を記載した。 

 

全てのチェックリストを定義し、全体で 194 個の解釈文を作成した。 

 

（3）解釈した TPI-Next®を用いて PJ に適用 

テストプロセス改善ツールを提供する際に以下の点に注意した 

・チェックポイントの意図を分かり易く伝えるために、初回は必ずツール作成者がヒアリングを行いながら実施した。 

・ヒアリングの中でチェックポイントにない問題が発見された場合、次回以降のチェックポイントとしてツールに追記した。 

 

実施の際は、各解釈文に対して「Y」「N」「NA」で回答し、結果をマトリクス上で表示させた。 

 

（4）適用結果のフィードバック 

プロジェクトの振り返り結果をまとめ、各担当者にフィードバックを行った。また、改善活動を行うにあたって以下の点に注意

した。 

・改善活動を行う順序については、現場で特に求められている改善事項を優先する。 

・特に改善事項を求められていない場合は、Web 業界で求められている項目から改善する。 

 

Web 業界で求められている項目の例 

・Web 業界では仕様変更が多く発生し、各ドキュメント間の整合性を保てず不具合となることが多い。 

 そのためで、ドキュメント間の整合性を保つためのチェックポイントである「11．Testware management」を優先する。 

・Web 業界では、リリースを優先的に求められるため、細かいレポートの提出を求められることは少ない。 

 そのためレポートに関する「6．Reporting」の項目は優先度を下げて良い。 
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表 2．Web 業界に合わせた改善順位の例 

 
 

6.改善による変化や効果 

解釈した TPI-Next®を用いて各担当者に実施した結果、以下の効果が得られた。 

・テストチームの問題、課題を把握することができた。 

・問題課題が共有され改善の意識が高まった。 

・TPI-Next®を事前に解釈することにより、担当者の認識のずれが無くなった。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

TPI-Next®を用いたプロセス改善ツールを用いてプロジェクトの振り返りを行うことで、問題・課題を把握でき、改善活

動へとつなげることができた。 

しかしながら、解釈した TPI-Next®を用いて高速で問題課題を把握し、改善のコストを削減できたかどうかについては

現在測定中である。また、プロセス改善ツールの結果をマトリクス上で表現したが、全体を把握しづらく、改良が必要と考え

ている。 

今後は、プロセス改善ツールをお客様の立場からも使えるように改良する予定である。さらに、弊社で AI を用いた実証

実験が別途行われている。そのため、AI を用いたプロセス改善が行えないか現在検討を行っており、幅広いユーザーにスピ

ーディーに現状のプロセスに対して評価が可能な製品作りを目指している 

 

A. 参考情報 

[1]TPI Next®アセスメントツール http://www.tmap.net/tpi-downloads 

[2]Rick D.Craig,Stefan P.Jaskiel、体系的ソフトウェアテスト入門、日経ＢＰ社、2004 

[3]Rex Black、ソフトウェアテスト 12 の必勝プロセス、日経ＢＰ社、2005 

[4]薮田和夫、湯本剛、皆川義孝、TPI NEXTⓇ ビジネス主導のテストプロセス改善、株式会社トリフォリオ、2015 
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2C3 「海外開発拠点も含めたテスト自動化の普及・定着の取り組み」 加藤裕之 (東芝テック) 

 

＜タイトル＞ 

海外開発拠点も含めたテスト自動化の普及・定着の取り組み 

＜サブタイトル＞ 

常時利用可能な統一自動テスト環境の整備と、テスト資産の再利用 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：加藤 裕之（かとう ひろゆき） 

所属： 東芝テック株式会社  

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 佐藤 直哉 (さとう なおや) 

所属： 東芝テック株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：濱本 清志郎(はまもと きよしろう) 

所属： 東芝テック株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

これまで、海外開発拠点を含めたソフトウエア開発部門内でさまざまなテスト自動化ツールを適用してきたが、

個別のローカル活動に留まりテスト自動化の普及・定着が中々進まなかった。 

 そこで、我々は海外開発拠点を巻き込み、常時利用可能な自動テスト環境の整備と、テスト資産の再利用

のしくみを構築した。 

 

＜キーワード＞ 

テスト自動化、テスト自動化ツール、テストスクリプト 

 

＜想定する聴衆＞  

海外拠点を含めたテスト自動化ツールの導入で苦労している部門や推進者 

＜活動時期＞ 

2016 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 

東芝テック株式会社での複合機ソフトウエア開発は、年々高機能化により派生開発(差分開発)を繰り返している。新

しく追加する機能だけではなく、既存機能も変更の影響を受けていないことを確認するための試験を行っており、コードステ

ップ数だけでなく、実行すべきテストケース数も飛躍的に増大している。この問題を解決するために、ソフトウエア開発部門

内で様々なテスト自動化ツールの導入を試行してきた。 

 

2.改善したいこと 

国内・海外開発拠点の複写機ソフトウエア開発各部門が、複写機の新規・既存機能試験のため、それぞれ個別にテ

スト自動化ツールの導入を試みてきた。以下の表に、各部門がこれまで試して来たテスト自動化ツールを示す。 

表 4 これまで導入を試したテスト自動化ツール 

実行部門 機能テスト対象 ツール 

設計部門 結合テスト Ranorex, Cucumber, Sikuli, Selenuim, UWSC, 独自ツール 

設計内評価部門 総合テスト 独自ツール, Sikuli, Selenuim 

品質保証部門 システムテスト 独自ツール 

 

しかし、個別のローカル活動に留まり、知識・ノウハウの共有がされずテスト自動化がプロセスとして十分に定着してこな

かった。そこで 2016 年 4 月から各ソフトウエア開発チームから代表者を集め、テスト自動化専門のワーキンググループ(以

下 WG と略す)を立ち上げた。WG では、各チームで試行したテスト自動化ツールの現状把握(情報収集のヒヤリング)を

行い、テスト自動化が定着しない主な課題を抽出した。 

 

 主な課題：各部門が機能試験の目的でそれぞれ異なるテスト自動化ツールを利用している。そのため、知識や経験

を共有できない。 

 テスト自動化環境を個別のツールで立ち上げているため、都度環境の立ち上げが必要となる 

 テストスクリプトを個別のツール用に作成しているため、テスト資産が集約して蓄積していかない 

 

3.改善策を導き出した経緯 

WG で全チームにヒヤリングを行った結果、テスト自動化の導入に関して次のようなコメントを集めることができた。 

 

 主なコメント： 

 機能試験の大半は、主に複合機の操作パネルと Web ブラウザを操作し機能実行するので、GUI 操作を同時

に自動化できるようにしたい 

 複写機ソフトウエアのコード実装の中心は海外開発拠点(インド)で行っており、デグレード防止確認のため自動

テストをより浸透させたい 

 独自ツール用のテストスクリプトと、独自ツールそのもののメンテナンス工数がかかる。テストスクリプトの再利用が

難しい 

 

次に WG では次のようにコメントと課題を分析した。 

 

 コメントと課題の分析： 
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 各部門共通で使えるためには、 

 ツールの適用範囲(テストの方法)として、UI 操作を自動化するのが広くカバーできる方法だとわかった。 

 国内・海外開発拠点において、テスト自動化ツール環境の統一が必要。統一するためには、海外入手可

能であること、フリーソフトであること、などの条件クリアが必要なことがわかった。 

 統一ツールを使い始めるための敷居を下げるために、誰でもすぐに利用できるようにツールのセットアップが既

に完了して常時利用可能な環境を提供する。 

 チーム・拠点間の展開を容易にするには、 

 ツール、環境の統一だけでは不足していて、さらにテストスクリプトの共通部品化が必要であることがわかっ

た。 

 更に、それを浸透させるには、誰かが質の高い共通部品供給を行う必要がある。共通部品の品質を高め

るため、再利用性の高い部品の粒度を適切に設定する必要がある。また、その粒度指針を供給者内で順

守させる必要がある。 

 

 

4.改善策の内容 

分析の結果、次の２つの改善策を導き出した。 

 

改善策１：海外開発拠点を含め全チームで共通で使えるテスト自動化ツールを再選定し、いつでも自動テストが 

利用できる環境を提供する 

改善策２：テスト資産を共有化し、誰からも再利用できるしくみを提供する 

 

 

5.改善策の実現方法 

 複写機の次機種新製品の開発プロジェクトを対象に、改善策を実行してみた。 

 

 改善策１： いつでも自動テストが利用できる環境の構築 

 統一ツールの提供 

 Sikuli + Selenium + Robot Framework + RIDE の組み合わせを採用した 

 複合機が持つ操作パネルのGUI操作はSikuliで行い、WebブラウザのGUI操作はSeleniumで行い、

その間をシームレスに管理できる Robot Framework を採用した 

 共通部品化のため、部品粒度を Sikuli/Selenum と Robot Framework の間でそれぞれ段階的に定

義することができる 

 Robot Framework で キ ー ワ ー ド 駆 動 の テ ス ト ケ ー ス を 作 成 す る 技 術 者 は 、 Python な ど

Sikuli/Selenium のプログラミング知識が無くても、キーワードの組わせでテストケースが作成できる 

 すべて海外でも簡単に入手可能なフリーソフトの組み合わせ 
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図 6 統一ツールの構成 

 常時利用可能な環境の提供 

 vSphere 上の仮想マシンに複合機のシミュレータと上記統一ツールをインストールし、必要台数を用意。さ

らに、社内 LAN 経由でシンクライアントのような軽い端末からリモートデスクトップで常時利用可能にした。 

(これは、2016 年 SPI Japan 発表の「3C1 仮想化技術を使って、みんなでチャレンジ！」の流れを汲ん

でいる。) 

 

 

図 7 常時利用可能な環境構築 

 

 

 改善策２：テスト資産を共有化し、再利用できるしくみを提供 

 コーディング規約・フォルダ構成ルール・辞書の作成 

 共有部品化のため、テストスクリプトのコーディング規約とフォルダ構成のルールを決めた。 

 再利用性が高い優良な共有部品に仕上げるため、どの粒度で関数／キーワード／テストケースを定義す

るか、入力パラメータはどのように振るか、など、複写機操作として再利用しやすい粒度を WGメンバで議論
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を重ね決定。 

 コーディング規約の命名規則に則った Sikuli/Selenium の関数名、Robot Framework のキーワードを

定義し辞書として管理した。 

 

また、改善策２を実現するため、インドのソフトウエア開発拠点に共有部品作成チームを設置した。共有部品の開発を

適正に行うため、日本⇔インド間の開発プロセスを定義し、運用した。 

 

 共同開発プロセスの構築と運用 

 インド開発拠点の共有部品作成チームと毎週定例会(テレビ会議)を開催。 

 テストスクリプトの共有部品化における品質を一定以上確保するためのコードレビューや、開発状況の進捗確認、

問題点(不具合)の共有と解決を行った。 

 コーディング規約(命名規則)が守られているかを辞書ファイルで定期的にチェックした。 

 

 

図 8 日本⇔インド間の開発プロセス 

 

インド開発拠点はすでに独自のテスト自動化の取り組みを開始しており Sikuli、Selenium を利用したテストスクリプト

作成の知識や、自動テスト運用の経験・ノウハウを持っていたのでこれを活用。また彼らが作成していたテストスクリプトを共

有部品に再利用することにした。当初 WG が提案するツールに置き換えることを渋っていたが、WG が提案する統一ツール

と共通資産化・再利用のメリットを粘り強く説明し説得することで、最終的に WG 提案に賛成してくれた。 

 

6.改善による変化や効果 

海外開発拠点を含め全チームで共通で使えるテスト自動化ツールを再選定し、リモートデスクトップで常時利用可能な

環境を国内・海外拠点(インド)に展開してきた。 

また、共有部品化は、インド開発拠点が個別に行っていたときには共有部分 0%であったが、複合機の主要な基本機

能であるコピー機能とスキャン機能の共有部品を作成し、複写機全体の 14%(コピー：７％、スキャン：７％)が全開発

拠点と共有できた。 
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図 9 共有部品の提供結果 

 

複写機全体の 14%という数値はまだ十分ではないため、今後は機能テストの効果が高い機能から共通部品をさらに

増やして、全拠点での活用を推進していく。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

統一ツールの利用者からは、複合機のエミュレータと共にツールが常時利用できるため、GUI 操作のテスト自動化はすぐ

に始められるので便利である、という声が寄せられた。一方で共有部品の利用の仕方については Robot Framework の

文法取得が必要なため少し時間が必要、との声も寄せられた。 

なお、ソフトウエア開発部門のみではなく、システムテストを管轄する品質保証部やハードウエア部門からも WG 活動を

聞き統一ツールを使ってみたいとの要望があり、ソフトウエア開発部門外での効果も期待ができる。 

 

 

A. 参考情報 

[1] システムテスト自動化 標準ガイド：Mark Fewster, Dorothy Graham 著, テスト自動化研究会 訳, 翔泳社, 

2014/12. 
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3A1 「ビジネスの業態変化を伴うプロセス改善活動の実践」 中村英恵 (NTT データ) 

 

＜タイトル＞ 

ビジネスの業態変化を伴うプロセス改善活動の実践 

＜サブタイトル＞ 

新興国オフショア会社のアジャイル案件で改善活動やってみた 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：中村英恵（なかむら はなえ） 

所属： 株式会社 NTT データ 品質保証部 品質マネジメント担当 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 矢部 智(やべ さとし) 

所属：株式会社 NTT データ 品質保証部 品質マネジメント担当 

 

＜主張したい点＞ 

・人材提供型のビジネスから請負型のビジネスへの転換に伴うプロセス改善活動においては、プロセス整備だけ

ではなく、「技能を提供するのではなく成果物を提供する」という、組織としてのプロジェクト管理に関する認識変

化の意識づけも行う必要がある。 

・アジャイル案件のプロジェクトにおけるプロセス改善支援経験がなく、加えてプロセス改善担当者自身が改善活

動初心者であったため、アジャイル案件を考慮した CMMI の勉強会やギャップ分析等のための証跡収集のため

の収集様式に工夫を加えることにより理解度を高めながらにプロセス改善活動を実施できた 

・本社の管理標準を子会社が適用することで、およそ 1 年で CMMI レベル２を達成することができた。 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル、CMMI、改善初心者 

 

＜想定する聴衆＞  

CMMI に基づく改善活動を実施している方、改善活動を支援している方 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 5 月～2018 年 4 月（継続実施中） 

 

＜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 

  とある新興国にある子会社ではシステム開発案件に人材を提供するビジネスを展開しており、最近では急成長を遂げ

ている。当該会社の中長期的な事業戦略として請負業務を増加させデリバリセンタ化を目指すという目標を掲げており、

これに伴うプロセス整備が必要という認識があった。CMMI に基づくプロセス整備を実施したいという意向により筆者の所属

する本社品質保証部から支援することとなった。本社品質保証部としても子会社の品質保証レベルを向上する施策を展

開しており、現状把握として事前調査を行うところからスタートした 

改善活動のスコープとしては、アジャイルによる開発案件を主流とする事業部門をプロセス整備対象としたいとの要望を受

け、本社としても初めてのアジャイル開発に対する改善活動の支援を実施することとなった。 

 

2.改善したいこと 

事前調査の段階では、対象となる事業部門ではいわゆる準委任契約を主とする業態であるために、開発や管理プロセス

は顧客に依存している。 

たとえば、請負契約に際しては契約条件の根拠となる、自社のプロジェクトに関する情報の理解が必須だが、作業範囲や

期間、コスト見積り、体制など、組織としてのプロセス管理に関するルールや手順が明示的に存在していない。今後も増え

続ける人員や請負型案件に対応するためにも、早急なプロセス整備が望まれていた。 

 

「プロジェクト」の概念についても自社のプロジェクトという認識は浅く、顧客が管理するプロジェクトの一員であるという認識

が強かった。たとえば、プロジェクト内のスクラムチームではリーダは顧客の指定するプロセスに基づいてチームの管理はしてい

たが、自社で担うプロジェクトの範囲の認識や自社全体としての管理プロセスは実施していなかった。 

CMMI に基づくギャップ分析結果においても、プロジェクト管理系のプロセス領域において実装がされていないか不十分な

部分が多くみられ、よりどころとなるプロセス整備が必要であった。 

また、SEPG としてアサインされたメンバの改善活動経験がなく、各人のバックグラウンドは多様であったため、アジャイル開発

の目線合わせのほか CMMI の基礎知識や改善活動の手順についても理解度を高める必要があった。 

CEO ほか上層部メンバは CMMI ML3 を直近の達成目標としたい意向を示していたため、中間目標としてまずは開発案

件数の多いアジャイル案件のプロジェクトを対象としたプロセスの改善活動を開始することにして、CMMI 成熟度レベル 2

を目標に定めた。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

1．事前調査による品質保証レベルのチェック 

・ 品質保証の取り組み状況を把握するためにインタビューを実施。プロジェクト管理面や組織的な品質保証の取

り組みなどのカテゴリ別にそれぞれの観点別に実施状況を分類しレーダーチャートに示すことで現状のレベル感の

意識合わせを実施した。その結果、プロジェクト管理面では顧客プロセスに依存している実態が明らかになり、ま

ずはプロジェクトレベルのプロセス整備に焦点を当てることとした。 

 

2. ギャップ分析による改善点の洗い出し 

・ 2件のアジャイル開発プロジェクトを対象に、CMMI成熟度レベル２のプロジェクト計画やモニタリング、要件管理

などプロジェクト管理に関する６つの領域についてギャップ分析を実施した。その結果、プロジェクト管理、要件管

理、プロセスと成果物の品質保証の４つの分野について、合計およそ 100 件の指摘事項が抽出された。また、

それぞれのプロジェクトでは指摘にばらつきが見られた。 



112 

 

 

4.改善策の内容 

１．メンバ向け教育 

SEPG にアサインされたメンバのアジャイル経験が多様であったことと、アジャイル開発といっても多くの手法が存在

しており、当該会社の案件で採用される手法は不明であったため、目線合わせを行った。(参考文献[1]) 

CMMI Institute からは Agile での CMMI の適用をサポートするためのドキュメント(参考文献[2])が公開さ

れているため、アジャイルの基本的な用語や開発の流れを前提に、該当するプラクティスをマッピングした図を作

成し、これと対比しながら、CMMI のプラクティスを説明する方法をとった。 

また、本文献を中心に、アジャイル開発におけるプロジェクト管理プロセス整備の目安についても意識合わせを行 

った。 

 

２．プロジェクトのプロセス整備 

プロジェクト管理プロセスは元々存在しなかったため、本社（著者とは別組織）で展開している標準手順を 

組織の標準プロセスとして整備し、これをベースに各プロジェクトでのギャップ分析の指摘事項に対応した。 

 

5.改善策の実現方法 

メンバ向け教育は、段階的に理解度を向上させることを狙いとして、概要説明、ギャップ分析のための証跡収集、公式トレ

ーニングの３つのタイミングを考慮した。 

導入としてアジャイル開発の目線合わせを行い、アジャイルのプラクティスや成果物例を対比しながら CMMIのプラクティスを

概説する勉強会を実施した。続いてギャップ分析の証拠収集の際に、専用の収集用シートを作成して提供した。このシー

トではCMMIのプラクティスに対して関連しそうなアジャイルのプラクティスを対応付けており、ドキュメント名を記述するほか、

開発メンバから SEPG が聞き取った作業プロセス情報を記入する欄を設けた。これにより、CMMI とアジャイルのプラクティス

と実際の証跡を対応付ける作業を実施することになるので、SEPG メンバ向けトレーニング兼ねたものとなった。ある程度慣

れたところで、CMMI の入門コースを受講してもらい、知識の体系化を図り評定に備えた。 

 

プロジェクト管理プロセスの実装に向けては、まず本社側からギャップ分析で出た指摘の対応方法の考え方、たとえば見積

であれば、対象はスクラムチームメンバとそれ以外でプロジェクトに携わるメンバの両方の観点があること、スクラムチームの進

捗管理で使う尺度を決定してデータをとるなどの指針を示した。現地の SEPG は指針に従って各プロジェクトの管理プロセ

スを整備した。一方のプロジェクトで運用されている様式や管理のやり方を、もう一方のプロジェクトに適用するなど、既存の

資産の活用も薦め、実施は現地 SEPG,、本社は対応方針に関する Q&A と進捗ステータス管理を行った。 

実際に整備した例に挙げると、開発側ではプロセス改善の一環として発注元を巻き込み、プロジェクトにおける自社の責任

範囲を顧客に確認し、最終顧客向けのプロジェクト計画書の更新を実施し顧客に承認された。プロジェクト見積りについ

てはストーリーポイントに基づくプロジェクトの見積り実施方法として定めた。とくに、1 ストーリーポイントの定義やストーリーポ

イントを分割する基準値も当該実施方法に定義した。プロジェクトの進捗管理については、顧客向けマイルストンをベース

にスクラムチームの内部作業状況をベロシティ等を使って管理するルールとして定めた。また、見積りや進捗管理のための尺

度（ストーリーポイント、ベロシティ）、作業実施上の定義やルールをプロジェクトの管理実施要領として文書化した。プロ

ジェクトメンバからの“なぜルール化をする必要があるのかという疑問”は現地の SEPG が本社とのこれまでの議論を踏まえて

粘り強く丁寧に説明を繰り返すことでメンバの理解と協力を得ていった。 

 

また、プロセス整備に際しては、NTT データグループ全社で統合された開発方法論にもとづき、NTT データグループ向けに
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提供しているガイドラインや様式を活用することとした。本社からは段階的な実装が可能となるよう、CMMI 成熟度レベル

２に対応するタスクやテンプレートを提示した。 

実装したプロセスの適用については、SEPG メンバが開発プロジェクトのメンバに対してギャップ分析の指摘事項を解説し、

標準手順やテンプレートを利用した対応実施をサポートした。開発メンバは顧客への説明や了承等、自社プロジェクトとし

ての管理活動を実施する環境を整えていった。本社では開発標準の整備チームが連携しプロセス整備のサポートを実施

した。 

プロセスと成果物の品質保証については本社の実例をベースにプロセスを整備し、品質保証のためのガイドラインとして完

成させた。 

 

6.改善による変化や効果 

プロセス整備を実施しプロジェクトに適用した結果、CMMI 成熟度レベル2を達成した。また、開発メンバの意識が、顧客

のプロジェクトへの参加という意識から自社プロジェクトの成果の提供という意識の変化が見られ、顧客のパートナーとしての

ポジションでありたいという建設的な意識が芽生えた。 

さらに、CMMI 成熟度レベル 3 の達成を将来的な目標としていることを踏まえて、プロジェクト管理プロセスは全社プロセス

としての実装としたことは、次の改善活動の足掛かりとなった。 

副次的な効果として、プロジェクトマネージャの役割を担うメンバが、他のプロジェクトでも自律的にプロセスを適用し始めた 

 

7.改善活動の妥当性確認 

本社で展開している標準手順を活用することでスピーディーに、当初目標であったプロジェクト管理プロセスの整備を実施

できた。また、CMMI に基づく改善活動を通じて、自社プロジェクトを実施し管理する、というプロジェクト管理の概念を意

識づけすることができた。今後は今回プロジェクトで定めた実施要領を他のプロジェクトでも参照する等の浸透を図るほか、

品質管理実施要領の制定などにも着手していく。 

一方で、CEO の意識としては、成熟度レベル２の達成では中長期目標は達成できないため引き続き組織プロセスの整

備が必要であるという認識であったため、引き続き改善活動を実施する。 

・ 

A. 参考情報 

[1] アジャイルサムライ, Jonathan Rasmusson(著)、西村 直人 (監訳), 角谷 信太郎   (監訳), 

[2] A guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI, CMMI Institute 
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3A2 「生涯バグの統計的予測による品質水準値の算出方法の標準化および汎用的な統計的品質分析シートの構

築」 中村泰幸 (ＮＴＴデータアイ) 

＜タイトル＞ 

生涯バグの統計的予測による品質水準値の算出方法の標準化および汎用的な統計的品質分析シートの構築 

＜サブタイトル＞ 

なし 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：中村 泰幸（なかむら やすゆき） 

所属： (株)ＮＴＴデータアイ 第三事業部 第六システム担当 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

  

生涯バグの統計的予測による品質水準値の算出方法について高い精度での標準化ができたこと。 

統計的品質分析シートを構築することにより、統計的手法に関する知識がない担当者 

でも品質分析を行えるようになったこと。 
他の組織でも適用可能な汎用的な統計的品質分析シートが構築できたこと。 

 

＜キーワード＞ 

統計的手法、品質水準、品質分析、予測モデル 

 

＜想定する聴衆＞  

高成熟度組織の方、SEPG、品質管理担当者 

 

＜活動時期＞ 

2014 年 4 月～ 

 

＜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 

 

2013 年度まで CMMI 活動における統計的な予測モデルの構築は、個々のシステム開発ごとに策定し、プロセス改善活

動を実施する仕組みであった。プロセス改善の成果はあったが、システム開発ごとに統計的な予測モデルを構築することは、

開発グループ、プロセス改善グループ双方に検討、運用にかかる負荷が大きく、組織全体で使用できる標準的な予測モデ

ル構築が急務であった。標準的な予測モデル構築に当たり、プロセス改善目標を設定する必要があるため、開発グループ

のプロジェクトリーダーと調整し、改善目標はサービス開始後 6 か月バグ密度として、その改善目標を達成するための統計

的な予測モデルを構築することとなった。 

 

2.改善したいこと 

 

① 個々のシステム開発グループごとに異なっている品質水準値の算出方法を標準化し、統計的手法により品質水準値

の算出が行えるようになること。 

② 統計的な予測モデルにより、サービス開始後 6 か月バグ密度目標を達成できるようにコントロール可能であること。 

（現状、精度が高い 6 か月バグ密度目標に対する実績値のコントロールができているわけではないため） 

③ 統計に関する知識がなくても品質分析できる統計的品質分析シートを構築すること。 

（統計分析は敷居が高く、だれでも使用できるものではないため） 

④ 他組織でも使用可能な汎用的な統計的品質分析シートを構築すること。 

（他組織の同じ課題も解決するため） 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 

以下の課題から改善策を導き出した。 

 

① 品質水準値の算出方法は、個々のシステム開発グループごとに異なっており、標準化する必要があった。 

② サービス開始後６か月バグ密度の目標を達成するために統計的手法を使い、精度が高いコントロールを行う必要性

を感じていた。 

③ 統計分析は敷居が高く、だれでも使用できるものではないため、統計に関する知識がなくても統計分析できる仕組み

が必要であると感じていた。 

④ 同じ課題を持つ他の組織にも展開できるように汎用化した統計的品質分析シートを構築したいと考えた。 

 

4.改善策の内容 

 

① 過去の実績データから生涯バグを統計的に予測するモデルを最初に構築した。さらに過去の実績データから算出した

工程毎のバグ摘出比率を算出し、生涯バグに掛けることで工程ごとに摘出するバグ数を算出する仕組みを構築した。 

② ①で算出した工程毎のバグ数を摘出するために必要な試験項目数を算出する統計的予測モデルを構築した。 

③ ①、②の統計分析について、統計ツールを使わなくても算出できるようにエクセルに統計処理するための数式を埋め込

んだ。（重回帰分析、管理図作成など） 

④ 他組織にも展開できるように、使用するデータ項目は、どの組織でも収集しているデータ項目に限定した。また、工程

も自由に変更可能にした。 
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5.改善策の実現方法 

 

以下の条件のもとに統計的予測モデルを構築することとした。 

 

① 改善目標との関係が数式的に結びついている統計的予測モデルであること。 

② コントロールできるパラメータが１つ以上あること。 

③ １つ以上のパラメータは、管理図でばらつきをコントロールすること。 

④ 統計的予測モデルは、９５％以上の精度があること 

⑤ 過去に収集したデータ項目の範囲内で統計的予測モデルを構築すること。 

⑥ 統計的予測モデルのパラメータ数は、最小限とすること。 

（パラメータ数が多いと実運用時、開発グループのデータ収集に負荷がかかるため） 

⑦ 予測モデルは、一般的に知られているものをベースにすること。 

 

検討した結果、生涯バグは、対数正規分布に従うことがわかったため、生涯バグ数を対数変換したデータを使用し、重回

帰分析で生涯バグ数を予測するモデルを構築した。予測モデルのパラメータは、候補となったデータの中から最も精度が高

いものを選択した。 

また、目標とするバグ数を摘出するための試験項目数も単回帰分析で算出するモデルを構築した。 

 

6.改善による変化や効果 

 

現時点、検証中のため、従来の品質水準値と統計的に算出した品質水準値（統計的予測モデル）は併用しているが、

高い精度で工程毎の摘出バグ数の予測を予測しているため、適切な品質管理が行えるようになった。また、統計的な予

測モデルは、個々のシステム開発ごとに策定することがなくなったため、開発グループ、プロセス改善チームの検討負荷が削

減された。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 

改善活動は、ＣＭＭＩレベル４モデルに準拠して行っており、改善活動のプロセスは適切であったと考える。 

また、今後、構築した統計的予測モデルを更に使いやすいものにするため、品質データのＤＢと連携して統計的品質分

析シートに自動インポートする機能を追加するなど改善を図っていく予定である。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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3A3 「CMMI ギャップ分析による ERP パッケージを使用したシステムの開発プロセスに対する評価」 加澤繁信 (NTT

データ) 

＜タイトル＞ 

CMMI ギャップ分析による ERP パッケージを使用したシステムの開発プロセスに対する評価 

 

＜サブタイトル＞ 

ERP 知識ゼロからの挑戦 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：加澤繁信（かざわしげのぶ） 

所属： 株式会社 NTT データ 技術革新統括本部 品質保証部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：矢部智（やべさとし） 

所属： 株式会社 NTT データ 技術革新統括本部 品質保証部 

氏名(ふりがな)：中村英恵（なかむらはなえ） 

所属： 株式会社 NTT データ 技術革新統括本部 品質保証部 

 

＜主張したい点＞ 

近年のソフトウェア開発には、高品質で効率的な開発を行うために、外部より購入した品質が確保されている

汎用パッケージを使用したり、既存の実績のあるソフトウェアを組み込んでシステムを構築するケースが増えてい

る。 

今回、広く利用されている ERP パッケージを使用したシステムの開発プロセスに関して、作業の効率化、品質の

向上に取り組むために CMMI ギャップ分析を行うこととなり、その支援を実施した。 

ギャップ分析を行う評価対象組織選出メンバー、支援メンバーとも ERP パッケージの実務経験がなく、かつ開発

を行った技術者も次の業務へ移行し調査が困難を極める中、計画通り3か月の期間で分析を実施し、改善へ

のガイドラインを提案することができた。 

 

＜キーワード＞ 

プロセス改善、CMMI、ギャップ分析、ERP パッケージ 

 

＜想定する聴衆＞  

プロセス改善推進者、SEPG、CMMI ギャップ分析担当者、ERP パッケージを用いたシステムの品質改善担当

者 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 12 月～2018 年 3 月 

 

＜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。 
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 □ 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 

高品質なシステム開発を行うために、開発プロセスの重要性が叫ばれている。最近ではシステム受注のための入札条件

として ISO9000 や CMMI の開発プロセスを遵守していることが必要とされている案件も多く発生してきている。 これに従

い社内での開発プロセスの重要性に対する認識が高まってきている。 

 コーポレート品質保証部としては以前より、ISO9000 品質監査や CMMI に従ったプロセスの評定支援活動を実施して

いる。一方開発の現場では、高品質なシステムの開発を行うために開発プロセスを整備し実践することにより、お客様満

足度の向上、安定運用を実現するという目標がある。 

 

2.改善したいこと 

 ERP パッケージを使用したシステムの開発プロセスの評価を行うため、CMMI ギャップ分析を実施することとなった。評価

対象組織には CMMI に沿った開発プロセス分析、評価の経験がなく、支援側にも ERP パッケージを使用したシステムの

分析、判定ノウハウがなかった。評価対象部門では共通部門主体で結成されたメンバーがギャップ分析の担当に割り当て

られた。支援側を含めてギャップ分析メンバーには ERP パッケージを使用した実務経験がなく、まず現状の作業内容自体

の把握からのスタートとなった。 

評価対象組織からのギャップ分析実施のための要望期間は 3 か月であり、効果的、効率的に分析を進めることが必須で

あった。コーポレート品質保証部としても、今後も増加すると予想される ERP パッケージを使用したシステムの分析、評定

のためにノウハウを蓄積し、ギャップ分析や判定のためのツールやテンプレート、トレーニング材料を充実させることで、分析、

判定の枠組みの強化を目標とした。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 評価対象組織では現在、社内で規定された組織内でのプロセス標準が運用されている。経営層からは、中期計画がト

ップダウンで展開されており、①お客様満足度の向上、②問題プロジェクト抑制、③コストダウン（社員の余計な負担を減

らす）の 3 項目が重要課題として挙げられている。まず最初に現状を分析するために、現在運用されている開発プロセス、

品質プロセスをソフトウェア開発業界一般の標準での位置を判断する必要が出てきた。そこでプロセス標準のベストプラクテ

ィスである CMMI の基準で評価、分析を行い、過剰な点を把握し取り除くことによりコストダウンを図り、不足している内容

や改善項目の対策を検討実施することで、品質の向上を図ることを目指した。 

 

4.改善策の内容 

①ERP パッケージの知識習得 

ERP パッケージの知識習得のため、開発元のポータルサイトを参照したり、社内外の事例の収集などにより早期に知識

を得るようにした。また、実際のプロジェクトの開発ドキュメントを調査したり、インタビューでのヒアリングにより理解するよう

にした。 

②メンバーのトレーニング 

ギャップ分析では支援メンバーが必ず共に参加できるようにミニチームを編成し、CMMI ギャップ分析に必要な知識をトレ

ーニングしながら、不明点に関してはサポートを行い、分析、評価がスムーズに進められるようにした。 

③ギャップ分析の実施 

  ギャップ分析での証跡収集、インタビュー実施、確認作業を予定期間中に完了するよう、関係者とスケジュール調整を

行いながら、効率よく分析、評価が完了できるようにした。 
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5.改善策の実現方法 

①ERP パッケージの知識習得 

早期に以下の点に取り組んだ。 

・ERP パッケージ開発会社ポータルサイトからの情報収集を行う。 

・社内の他部署の情報の入手、国内、海外での発表事例を調査する。 

  ・評価対象組織でのギャップ分析証跡収集時に、既存ドキュメント調査からの情報を得る。 

  ・ギャップ分析でのインタビュー時に開発有識者から直接ヒアリングを実施する。 

  また、より早く開発案件の前提事項の理解を行うため、開発マネージャに依頼を行い、ギャップ分析メンバー全員に対

して、開発プロセスの基本情報のレクチャを受ける時間を 2 回設けた。さらに、開発プロセスで不明点が発生した場合に解

説を得られるように、開発関係者に事前に時間の確保をお願いしておいた。これらにより、実際のデータ整理統合時に誤っ

た理解のまま判定することを防ぐことができた。 

  その後、ギャップ分析で CMMI の各プロセスエリアの内容ごとに ERP パッケージとの関係性や、ERP パッケージがプロセス

エリアにどのような影響を及ぼしているのかを調査した。ERP パッケージでの開発は、パラメータ設定による ERP パッケージの

機能選択が大きな部分を占め、ERP パッケージでサポートされない業務特有の部分をアドオンで独自開発を行い、全体

システムとして統合が実施されることが分かった。また、構成管理、システム統合の機能も有しており、これらの機能をツール

として位置付けると各プラクティスに当てはめやすいことがわかった。 

②メンバーのトレーニング 

メンバーは、評価対象部門より 3 名と支援メンバー2 名の 5 名で３つのミニチームを作成し活動を実施した。 

ミニチームは、担当プロセスをプロジェクト管理領域、エンジニアリング領域、組織系及び支援系の 3 つとした。 

支援メンバーはすべてのミニチームに参加するようにし、評価対象組織メンバーに対しCMMIモデルの各プラクティスのトレー

ニングと合わせ、証跡データを収集する際の INPUT となるように、各プラクティスの対して実際の成果物の対応の説明も実

施した。このことにより証跡とするドキュメントにあらかじめ当たりをつけることができ、集める証跡内容のレベル合わせも同時

に行え、収集のスピードアップと証跡の精度向上を図ることができた。 

また、インタビュー実施前にギャップ分析チームで懇親の場を持つこともでき、目標に向けてのベクトル合わせを行った。 

③ギャップ分析の実施 

  ギャップ分析作業が予定期間中に完了するよう、関係者とスケジュール調整を行い、計画を柔軟に変更しながら、効

率よく分析評価が完了できるようにした。 

ドキュメント証跡の収集は、組織のプロセス文書、プロジェクトの成果物とも組織、プロジェクトで特定されたサーバに格納さ

れていた。評価対象組織メンバーは ISO監査も担当していたので、順調に証跡の収集は実施できた。但し、ERPパッケー

ジ関連で不明な証跡に関してはインタビューの場で直接確認していくことにした。 

証跡のレビューとして、収集した成果物をベースに、CMMI のベストプラクティスと照合させ、解説を繰り返し行った。データ

整理統合時には、担当者自ら PA 名アルファベット 3 文字で表現し CMMI モデルを自分で調査できるレベルまでになるこ

とができた。 

インタビュー実施に対しては、開発メンバーのスケジュールを優先して計画を行ったが、マネージャ層、PM 層を最初に行う

ことにより、システム全体の構成や、ERP パッケージを使用した開発のプロセスのヒアリングにも時間をあてることができた。開

発プロセスの理解ができたことにより、開発担当者、構成管理者へのインタビューも効果的に実施することができ、有効な

証言を得ることができた。 

以下はギャップ分析の結果として分かった ERPパッケージが関連するCMMIの各プロセスエリアに照らし合わせた評価結果

である。 

・CM：ERP パッケージ自体がバージョン管理を行う移送機能を有しており、バージョン管理は機械的に行われる。一方、
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配布物の正当性を確保する部分は人手に頼っている。 

・IPM：ERP パッケージから出力される成果物をプロジェクトでのタスク・成果物に紐づけ一覧を作成することでテーラリン 

グすることにより、成果物の管理が行え、PJ管理に用いることができる。しかし収集した実績値が組織の品質、コ

ストに関する見積もりの手順や標準値として整備されておらず、PM やレビュア―個人の経験やスキルに依存し

ている。 

・MA：資源は ERP パッケージの標準ツールに準拠することができる。 

・OPD：ERP パッケージから出力される成果物をプロジェクトでのタスク・成果物に紐づけ一覧を作成することでテーラリ 

    ングすることにより、成果物の管理が行える。しかし収集した実績値が組織の品質、コストに関する見積もりの手 

順や標準値として整備されておらず PM やレビュア―個人の経験やスキルに依存している。 

・PI：ERP パッケージ標準ツールの移送で実現され、手順も ERP パッケージで規定されている。一方統合の正当性を

確保する部分は人手に頼っている。ERP パッケージに負荷をかける機能がある。これを使用してジョブ負荷をか

ける試験を実施している。 

 ・PMC：ERP パッケージから出力される成果物をフェーズ毎の成果物と紐づけて管理ができる。 

・TS：ERP パッケージ標準のカスタマイズを行い、ERP パッケージのサポートパッケージにより実現される。設計時の開発

ソリューション等の正式選定基準がなく、選定の経緯が文書化されていない。 

・VAL:ERP パッケージに負荷をかける機能があり、これを使用してジョブ負荷をかける試験が可能である。 

 

6.改善による変化や効果 

 ギャップ分析は、当初計画通りに完了し、CMMI−DEV の 17 個のプロセス（SAM を除く）に対して、レベル３のプラク

ティス全体で 85%以上を S 判定（満たしている）と判定することができた。 発見事項の発表ではいくつかの強み、弱み、

改善の機会の提示を行った。 

また、分析した評価対象組織のプロセスの傾向、弱みの指摘内容に関しては、スポンサーの認識と一致しており、この点か

らギャップ分析活動の効果は妥当であったといえる。 

ERP パッケージを使用することにより、開発プロセスが自動化されて効率化されている部分は多くあるが、実施の正当性確

認や、組織のプロセス資産への展開に関しては人手に頼るところが残されていることが分かった。得られた知見は、従来から

使用しているギャップ分析のインタビュー項目などのテンプレート、トレーニング材料への反映を行いノウハウとして整理し、以

降の同様なプロセス評価に活かしていく。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

ギャップ分析の結果として提示した、弱み、改善の機会をまとめた発見事項のサマリは、評価対象組織においても、課

題解決への INPUT とされ、改善に向けたアクションプランの検討がなされており、お客様満足度の向上、品質向上による

安定運用につながるものと考える。 

コーポレート品質保証部としても、開発プロセス評定の支援活動の対象の幅を ERP パッケージなどの汎用パッケージを用

いたシステムに広げ、CMMI 評定対応を通して効果的にプロセス改善を推進していくことにより、お客様のご要望に応え、

信頼される組織となることを目指す。 

 

A. 参考情報 

[1]CMMI for Device V1.3(CMMI Institute) 
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3B1 「ソースコードの品質向上に向けたレビュープロセスの改善について」 木村慎吾 (インテック) 

 

＜タイトル＞ 

ソースコードの品質向上に向けたレビュープロセスの改善について 

＜サブタイトル＞ 

プルリクエストを利用したソースコードレビュー 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：木村慎吾（きむらしんご） 

所属： インテック ネットワークソリューション部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

プロダクト開発を開始して約 9 年が経過し、過去のソースコードの品質の問題によってバグ改修や機能追加

対応に影響が出てきた。今後同様なことが起こらないように、ソースコードの品質を上げる手段として、ソースコー

ドのレビュープロセスの改善を行った。 

具体的に行った改善としては、プルリクエストを導入することにした。導入の結果、プロセスは改善され、ソース

コードの品質も向上できた。改善の効果はあったと考えている。 

このプルリクエストを用いた開発手法は開発者の中では既にデファクトスタンダードな方法になっている。ただし、

マネージャ層への認知が低いことや、開発ツールなどの変更があるため、導入に踏み切れていない開発チームも

多いと認識している。 

プルリクエストはソースコードの品質向上に有効な方法なので、この方法を採用した開発チームが増えてほしい。

そのため、事例としてマネージャ側からみた有益なポイントについて説明していく。 

 

＜キーワード＞ 

・ソースコードレビュー 

・Git 

・プルリクエスト 

 

＜想定する聴衆＞  

・開発チームのリーダやマネージャ 

 

＜活動時期＞ 

2016 年４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) 
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 □ 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 

 

今回改善を実施したチームは自社製品開発を行っている開発チームで開発開始から 9 年目になる。長年開発を続け

ていることで、バグの修正や機能追加に時間が掛かることが多くなってきた。その原因としては、対応したい個所だけでなく

関連する箇所など影響範囲が拡大していることにあった。これらについて検討した結果、過去の開発においてソースレビュー

不足があった個所の多くにソースコードの品質に問題があり、それが原因のきっかけとなっていることが分かった。 

 

2.改善したいこと 

 

ソースコードの品質の問題としてソースレビュー不足があったため、ソースコードレビューのプロセスを改善することにした。改

善に向けては次の２つ点をポイントと考えて改善することにした。 

１：レビュータイミング 

２：品質向上に向けた意識 

 

１：レビュータイミング 

ソースレビュー不足の主な原因として以下のようなレビュータイミングに関連するパターンがあった。そのため、それが改善で

きる仕組みづくりを目指した。 

・多くのメンバが締め切りまでローカル環境におき、ぎりぎりにマスタにコミットするので、最低限のレビューだけになる 

・リリース日が時間的プレッシャーとなり、時間優先となりレビューなしで進めてしまう 

 

２：品質向上に向けた意識 

ソースコードレビューを実施したからといって、それだけでソースコードの品質が向上できるようにならない。そのため、以下の

効果が出るような仕組みづくりを目指した。 

・レビューによって品質を作り込む 

・レビューによってチームの暗黙知を共有させたい 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 

ソースコードレビューのプロセスに関しては、過去にも改善を実施していた。例えば、レビューの徹底といったような施策を

考え改善を進めたこともあった。ただし、その改善に関しては定着することができない状態であった。ソースコードレビューのプ

ロセス改善はプロセスにしっかりと組み込まれたものでないと、定着できないのではないかと感じていた。 

そのなかで、開発者の中で流行ってきているやり方があるので取り入れたいという、開発者からのボトムアップ的な提案を

受けた。それがプルリクエストであった。この方法はプロセスに組み込んで利用できるため、効果を定着できると思い、この方

法で改善を進めることにした。 

 

4.改善策の内容 

 

開発プロセスにプルリクエストを導入して開発を行うことにした。プルリクエストは開発者が自分の環境で作成したコードを

直接メインのマスタにコミットすることはせずに、一度別のブランチを作成し、その内容をアップする。アップしたことは他の開発
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者に通達される。その内容を他の開発者がレビューをして、問題なければマスタに反映させる仕組みである。 

メリットしてはアップされたソースコードの変更点などがわかりやすく表示されたり、コメントを簡単にかけたりするのでレビュー

がやりやすくなる。また、リアルタイムでレビューがおこなえるのでコミュニケーションも活発になる。 

ただし、この方法を採用するにはバージョン管理ツールに Git を採用し、プルリクエストに対応しているツールを使うに必要

がある。そのため、どんな開発現場でもすぐに導入できるという方法ではない。 

また、プルリクエストを採用してもルール次第でいろいろできるため、チームとして以下のルールを作り、目指していた改善

が実現できるようにした。 

・継続インテグレーション（CI）のテストが通過ことでマスタに反映できるようにする 

・さらに、最低 1 名がレビューし OK を出すことで、マスタに反映できるようにする 

 

5.改善策の実現方法 

 

実際のプロジェクトへプルリクエストを導入するために、私たちのチームでは次の２ステップで進めることにした。 

１：プルリクエストを利用した開発プロセスの習得 

２：バージョン管理ツール・開発ツールの変更 

 

１：プルリクエストを利用した開発プロセスの習得 

   開発プロセスの流れが変わるため、チームメンバ全員がちゃんと理解できていないと、逆にバージョン管理環境を荒らし

てしまい、逆効果になってしまうことが想定できた。そのため、準備段階のフェーズを設けることにした。 

具体的に準備段階のフェーズでは、まずは基本的な使い方の勉強会を 2 週間ほど実施して、概念やツールの使い方

を学習させた。その後、製品開発から派生した小さなプロジェクト使って検証を行った。これらによりプロセスの概念を押さ

えることができ、製品開発へ導入する目途がたった。 

 

２：バージョン管理ツール・開発ツールの変更 

   プルリクエストを採用するためには利用しているツールを変更する必要があった。そのため、ソース自体を新たなリポジト

リに移行しなければならなかった。 

具体的には、私たちの開発ではバージョン開発ツールに Subversion（SVN）を利用していた。一方で新しい環境

として Git 対応の Github の利用を検討していた。そのため、その Github への移行が必要になった。検討した結果、

SVN から Git へ変換するツールがあり、それを活用して移行できることがわかった。 

実際の移行作業までに検討期間として 3 週間程度要したが、移行自体はスムーズ完了し、すぐに利用可能な環境

を作り出すことができた。 

 

6.改善による変化や効果 

 

プルリクエストは作業ごとに管理され、そこで変更されたソースコードは Web 上でみることができる。さらに、そのソースコー

ドにピンポイントで指摘事項を明記できるため、とても効率よくレビューできるようになった。そのやりやすさからレビュー頻度は

増えた。作業ごとにソースコードと指摘事項がまとまっているため、なんでこんなこんな方法にしたのかなどの過去に検討した

内容についても見つけやすくなった。 

マスタのソースコードに直接コミットしないので、途中の段階でソースコードをアップすることができるようになった。そのため、

早めのレビューが出来るようになった。これによって、時間がないので今回は指摘しないでおこうというようなことが少なくなり、
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教育的な指摘も多くできるようなった。 

 

 さらなる効果して、OSS に対してパッチ提供できるメンバも出てきた。これはプルリクエストを使った開発が OSS 界隈では

デファクトスタンダード方法であるため、お作法を覚えたことで対応できるようになった。このように技術力の向上においても大

きな影響を与えることができたと感じている。 

 

一方で、実際に運用してからいくつかの問題にも遭遇した。それらについては都度改善を行っていった。問題とその改善

方法について、よく起こりそうな２つの事例を記述しておく。 

 

 問題１：レビューのやりとりは Web 上の文章になるため、指摘が思ったよりきつく感じてしまう 

 改善１：文章だとニュアンスが伝わりづらいので、絵文字などを積極的に活用したり、語句を工夫するようにした。 

       ・文字だと伝わりにくい気持ち的なものは☺マークなどいれて、気持ちの共有をする 

       ・指摘が一方的にならないように、「対応ありがとう」とか一言いれるようにする 

 

問題２：テスト時間が掛かりすぎるため、マスタ反映への待ち時間が増えた 

改善２：CI で設定されているテストを通過しないとコミットできないようにしたので、レビューが OK でもマスタに反映でき

ない。そのため、複数の作業を同時にしていると反映待ちが増えてしまった。そこでそれらを解消するために以

下の工夫を実施した。 

・テスト範囲を調整し、不必要なテストの見直しを実施した 

・速度が向上するように CI 環境自体をリプレイスした 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 

製品開発の開発プロセスにプルリクエストを導入し約半年が経過した結果としては、当初改善ポイントとしていたことにつ

いては以下のように対応できたと考えている。 

 

１：レビュータイミング 

・制約を入れることでレビューなしでマスタに反映されるソースコードが 0 になった 

・マスタを汚さないため、早めにソースが公開でき、ぎりぎりでの公開はなくなった 

 

２：品質向上への意識 

・レビュー記録が書きやすくなったため、後輩への指導が簡単となり教育場として機能した 

・プルリクエストのコメントとして仕様を決めた経緯などもかけるため、修正の意図が後からでもわかりやすくなった 

  

 これらのようにソースコードレビュープロセスが改善できたことで、レビューが徹底され、修正時にも対応しやすいコードに直す

ことができるようになってきた。そのため、問題であったソースコードの品質については向上できていると判断している。 

 

最後に、プルリクエストを用いた開発プロセスは開発者側では一般的な方法であるが、まだまだ導入されていないチーム

が多いと認識している。マネージャ層などには知られていないこともあるし、ツール変更によって一時的に時間が取られること

もあり、採用に至っていないチームが多いと考えている。ただし、上記で述べたようにソースコードの品質向上やさらに技術力
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向上にも有効な方法であるので、ぜひ多くのチームで採用を検討していただきたい。 

 

－ 以上 － 

 

A. 参考情報 

[1] サルでもわかる Git 入門, https://backlog.com/ja/git-tutorial/ 
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3B2 「コードレビューとコードメトリクスを活用したコード品質改善活動」 広石達也 (ソニーネットワークコミュニケーション

ズ) 

＜タイトル＞ 

コードレビューとコードメトリクスを活用したコード品質改善活動 

＜サブタイトル＞ 

～開発エンジニアが高品質なコードを目指す～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：広石 達也（ひろいし たつや） 

所属： ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 緒方 信（おがた しん）、小原 優（こはら ゆう） 

所属： ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

開発エンジニアが主体となり、高品質なコードを目指して下記のような施策を実施した。 

 

1. コードレビューのルール化 

- Pull Request のタイトルに prefix を付ける 

- レビューの意図を明確にするために reaction を付与する 

2. コードメトリクスの計測 

- Pull Request の master マージごとにコードメトリクスを計測 

- 計測したメトリクスの内、保守性にかかわるパラメータを継続的に観測 

 

これらの施策により、コード品質を可視化し、コードレビューの指摘が品質向上に貢献し得ることを示した。 

 

＜キーワード＞ 

ソースコード、コード品質、コードレビュー、コードメトリクス、開発エンジニア、GitHub、Pull Request、

TypeScript, JavaScript、Rocro 

 

＜想定する聴衆＞  

開発エンジニア、プロジェクトリーダ、プロジェクトマネージャ 

 

＜活動時期＞ 

2016/04 ～ 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 
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 ■ 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 

2014 年頃、部署内の複数の開発プロジェクトに対し、第三者による外部レビューが実施されたところ、問題点を多数指

摘された。そのため 2015 年度、部署の目標の一つとして「ソースコードの品質向上」が掲げられた。コード品質の向上は、

ソフトウェアを継続的に運用・保守するうえで重要なテーマであるが、コード品質に対する意識は部署内メンバごとに差があ

った。そこで、実際に開発に携わっていた数人のエンジニアが主体となり、「コード品質向上に対する意識を部署内の文化と

して根付かせる」ための活動（以下、コード品質改善活動）が始まった。 

 

2.改善したいこと 

コードレビューによるコード品質改善活動は、下記のようなステップで活動を進めた。 

- コード品質の向上を実感する 

- コード品質の向上を可視化する 

- コード品質の向上を評価する 

 

3.改善策を導き出した経緯 

コード品質改善活動では、活動の開始当初、まずは部署内の各開発プロジェクトに対して継続的なコードレビュー実施を

お願いした。その結果、コードレビュー自体は広く実施され、一定の効果があることは部署内メンバの共通認識となった。し

かし、コードレビューの指摘が品質向上にどれくらい効果があったのかを評価がすることはできなかった。そこで、後から振り返

られる形でコードレビューの記録を残し、コードの品質を定性/定量的に評価する方法を模索した。 

 

4.改善策の内容 

コード品質改善活動では、下記のような施策を実施した。具体的な内容については以降の章で述べる。 

- コード品質の向上を実感する: 「コードレビューのルール化」による定性評価 (2016/04/01 - 2017/03/31) 

- コード品質の向上を可視化する: 「コードメトリクスの計測」による定量評価 (2016/04/01 – 2017/03/31) 

- コード品質の向上を評価する: リファクタリングによる効果測定 (2017/07/01 – 2017/09/30) 

 

5.改善策の実現方法 

コンシューマ向けスマートフォンアプリの新規開発プロジェクトで、「コードレビューのルール化」と「コードメトリクスの計測」の施

策を実施した。このプロジェクトは下記のような体制で開発が進められていた。 

- 開発に携わるメンバは 3 名 (アーキテクト 1 名、メンバ 2 名) 

- 開発期間は 2016/04 – 2017/03 

- 開発言語は TypeScript (JavaScript) 

- ソースコード管理は GitHub を使用 

- Pull Request ごとにコードレビューを実施 

 

【コードレビューのルール化 (図 1)】 

- Pull Request は種類に応じてタイトルに prefix を付与する 

  - 狙い 1: 変更の意図を明確にする 

  - 狙い 2: 後の振り返りで集計しやすくする 

- レビューのコメントは意味に応じてリアクションを付与する 
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  - 狙い 1: コメントの意図を一目で理解しやすくする 

  - 狙い 2: 後の振り返りで集計しやすくする 

 
図 10: コードレビューのルール 

 

【コードメトリクスの計測】 

- JavaScript のコードメトリクスを計測するツール “plato”[1] を導入 

- 計測可能なメトリクスの内、保守性に関するパラメータである “maintainability”[2] の推移を観測 

 

6.改善による変化や効果 

上記の施策による変化や効果は、下記の通りであった。 

 

【コードレビューのルール化】 

- レビューによるポジティブなフィードバック (前述の [+1] リアクション) がエンジニアのモチベーションアップにつながった 

  - フィードバックコメントの例) 「良い対応だと思います。その書き方は参考になります。」 

- レビューによる改善の指摘 (前述の [heart] リアクション) が効果的に作用した 

  - 指摘コメントの例) 「連続して初期化しているため例外が発生する可能性があります。修正が必要です。」 

  - レビューする側: 指摘事項がどのように改善されたかを追いやすい 

  - レビューされる側: コメントの意図が明確なので改善点に注力できる 

- プロジェクトの振り返りで Pull Request のタイトルとレビューコメントを集計し、コードの変化を見ることができた 

- 時系列ごとの Pull Request 数から、プロジェクトの忙しさを振り返る 

- 検証フェーズで修正が増えるなど、プロジェクトのフェーズごとにどのような変更があったのかを再確認 

- 良いと思ったコードの書き方を他のプロジェクトと共有しようという動きもあった 

 

【コードメトリクスの計測】 

- 時系列でコードメトリクスがどのように変化しているのかを可視化できた 

  - 開発フェーズでは、全体のコード行数が比例的に増加し、 maintainability は不規則に増減した 

  - 検証フェーズでは、コード行数や maintainability の値が一定値に収束していった 

- 同一のソースコードやモジュールのメトリクスを時系列で追うことで、相対値の変化から気づきを得られるようになった 

  - ある時期に maintainability の値が急に下がった場合、そのときに何か不都合な変更が入った可能性がある 

- 一方で、異なるソースコードやモジュールのコード品質を比較する指標として使うことは難しいこともわかった 
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  - 難しい機能は maintainability の値が低くなる傾向があるが、他の機能と比べて品質が低いわけではない 

 

7.改善活動の妥当性確認 

【リファクタリングによる効果測定】 

コードレビューの指摘が品質改善に寄与しているのかを確認するため、前述のスマートフォンアプリ開発プロジェクトとは別の

アプリ開発プロジェクト (新人研修の一環で 3 ヶ月程度) において、「コードレビューのルール化」と「コードメトリクスの計

測」を実施した。 

 

- コードメトリクスを観察する中で、あるファイル (以下、MapView.ts) のコード行数が大き過ぎることに気付いた 

- コードレビューにて、「肥大化した MapView.ts のコードを複数ファイルに分割したほうがよい」という指摘がなされた 

 

これを受けて、実際に MapView.ts を分割するリファクタリングを実施し、その実施前後でコードメトリクスがどのように変

化したかを計測した。その結果、アプリ全体の maintainability は 69.83 から 70.85 に増加し、コードレビューの指

摘によって実際にコードの保守性の値が向上したことを確認できた。 

 

また、今回のコード品質改善活動について、事業部長や上長からは下記のようなコメントをいただいた。 

- 「可視化・計測した情報をもとに具体的なアクションを起こし、結果を出せたのは良かった」 

- 「引き続き活動を続け、継続的に品質改善活動に取り組んでほしい」 

 

参考までに、6 章のアプリ開発プロジェクトのソースコードと、業界内で実績のある OSS のソースコードの 

maintainability を比較した(図 2)。その結果、内製のソースコードは他と比べて maintainability が特別低いわけ

ではないことがわかり、開発エンジニアの自信向上にも効果があった。 

 
図 11: 内製ソースコードと OSS の maintainability 比較 

 

今後の活動方針としては、下記のようなことを検討中である。 

- ソフトウェア開発支援サービスである ROCRO INSPECODE[3] を活用したコード品質の計測 

- 基本設計・詳細設計におけるソフトウェア品質向上施策 

 

A. 参考情報 

[1] es-analysis/plato, https://github.com/es-analysis/plato (2018/05/20 引用) 

[2] conorm, Maintainability Index Range and Meaning – Code Analysis Team Blog, 

https://blogs.msdn.microsoft.com/codeanalysis/2007/11/20/maintainability-index-range-and-

meaning/ (2018/05/20 引用) 

[3] INSPECODE, ROCRO, https://rocro.com/inspecode (2018/05/20 引用) 
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3B3 「派生開発における影響分析の自動化に向けた取り組み事例」 柏原一雄 (デンソークリエイト) 

 

＜タイトル＞ 

派生開発における影響分析の自動化に向けた取り組み事例 

 

＜サブタイル＞ 

解析指向プログラミングアプローチの考案 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：柏原一雄（かしわばらかずお） 

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)： 小嶋秀和（こじまひでかず） 

所属：株式会社デンソークリエイト 

 

氏名(ふりがな)： 村上雅哉（むらかみまさや） 

所属：株式会社デンソークリエイト 

 

＜主張したい点＞ 

 影響分析におけるソースコード解析を自動化することにより、人手でソースコード解析を実施する場合に発

生するミスがなくなり、影響範囲の特定誤りを防止することが可能となる。 

 ソースコード解析による影響分析の自動化は、どのようなソースコードでも解析可能な高度なツールを用意

するのではなく、利用するツールが解析可能なコーディングをするほうが、現実的に実現可能であり効果的

である。 

 ツールが解析可能なコーディングをするために、開発者が納得するコーディング基準を定義し、定着させるた

めの仕組みを構築する。 

 コーディング基準に対するフィードバックの仕掛けを設け、ソースコードだけでなくコーディング基準も改善す

る。 

 

＜キーワード＞ 

派生開発、影響分析、ソースコード解析、静的コード解析、コーディング基準、自動化、影響波及パス、

CRUD マトリクス 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG 

プロジェクトマネージャ 

ソフトウェアエンジニア 

 

＜活動時期＞ 
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2017 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 

派生開発では、ソースコードの変更箇所だけでなく変更の影響箇所に潜在する欠陥の流出を防止することが重要である。

短納期の開発で影響箇所に潜在する欠陥を見逃さず検出するために、変更に対する影響範囲を確実に特定する必要

がある。 

我々のプロジェクトでは、ソースコード解析により、変更に対する影響範囲を特定しているが、影響範囲の特定漏れを完全

に防止することはできていなかった。特に、機能とデータの関係の把握が漏れ、影響範囲を特定できていないことが多かっ

た。 

これは、人手でソースコードを解析していることに起因していた。大規模なソースコードを対象に、処理と機能の関係を人手

のみで理解するには限界がある。データを参照する関数は複数あり、その関数を呼び出す関数も複数ある。データ数に対

して、関係を把握すべき関数数は指数関数的に増えるため、人手でベースソフト全体の機能とデータの関係を完全に把

握をするには、多くの工数が必要となる。短期間での開発が求められる場合には、調査する範囲を絞り込むことも多い。絞

り込む調査範囲の判断を誤れば、影響範囲の特定漏れが発生する。 

大規模なソースコードを対象に、影響範囲の特定漏れを防ぐためには、ソースコード解析を自動化する必要があった。 

 

2.改善したいこと 

今回の取り組みでは、影響範囲特定のためのソースコード解析を自動化することを課題とした。 

我々のプロジェクトでは、以下の 2 つの影響分析手法を導入している。この 2 つの手法で利用する「影響波及パス」と

「CRUD マトリクス」をソースコードから自動生成することを可能とする。 

 影響波及パス分析法[1] 

影響波及パス分析法は、想定外のデグレード可能域を絞り込み、未変更箇所で発生するデグレードを防止する

ことを目的とした手法である。変更箇所を起点とした関数コールの繋がりを表現した「影響波及パス」を利用する。

影響波及パスは、変化点関数を末尾として変化点関数から公開関数までの関数名の繋がりを以下のように表現

する。 

  [影響関数名（公開関数）]→[影響関数名]→・・・→[変化点関数名] 

 CRUD マトリクスによる設計影響分析[2] 

「CRUD マトリクス」とは、機能とデータを 2 軸にもつマトリクスであり、機能によるデータアクセス仕様を可視化したも

のである。CRUD マトリクスによる設計影響分析の手法は、機能を関数に、データを変数に置き換えることによって、

関数による変数アクセス仕様を表形式で可視化し、関数と変数の相互作用を分析する手法である。我々のプロ

ジェクトでは公開関数と変数の関係を可視化している。 

今回の自動化のポイントは、既存の静的コード解析ツールでは解析が困難なポインタやプリプロセッサ命令を、解析可能と

することであった。我々のプロジェクトで開発しているソフトウェアには、実際に解析が困難な「関数ポインタコール」、「ポイン

タを利用したデータへのアクセス」、「プリプロセッサ命令（#if 等）による処理（呼び出し関数）切り替え」が存在してい

た。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

松尾谷[3]により検証指向設計アプローチという考え方を提案されている。検証指向設計は、テスト能力の範囲内で設計

をするべき、つまり検証空間が小さくなる設計をすべきという理論である。この理論を応用し、静的コード解析ツールの能力

の範囲内でコーディングをするという方針で課題を解決することにした。つまり静的コード解析ツールでソースコードを解析可

能とするためにコーディング基準を定め、コーディング基準に従ってコーディングすることで、ソースコード解析の自動化を可能



136 

 

とするという考え方である。この考え方を解析指向プログラミングアプローチと呼ぶ。 

解析指向プログラミングアプローチでは、ソースコード解析に必要となる設計情報もソースコード内に残す方針とした。影響

波及パス分析法[1]では、既存の静的コード解析ツールで解析が困難なことは手動で補う方針で、現実的に実行可能な

仕組みを構築している。具体的には、表 5 に示すような設計情報を手作業で作成し、ツールに入力データとして与えてい

る。 

表 5 ソースコード解析に必要な設計情報 

名前 説明 イメージ 

関数呼び出し関係リスト 呼出し元関数と呼出し先関数のリスト。ソース

コードから自動解析できない関数ポインタ等に

よる特殊な関数呼出し関係のみ示す。 
 

データ-アクセス関数マトリ

クス 

データと関数の関係を示したマトリクス。ポインタ

によるデータアクセスも考慮する。 

 

しかし、このような設計情報を整理した成果物は更新されない傾向にあるため、設計情報をソースコード内に記載すること

で課題を解決する。情報が更新されない要因は、後工程であるテストやコーディングの入力にはならない、つまり後工程で

は必要がないことが大きな要因であると考えられる。無理に成果物を増やすのではなく、必ず作成しなければならないソー

スコードに情報を残すほうが、手間は減り、活動が定着すると考えた。 

具体的には、以下の図 12 のように、関数ポインタコール箇所には、プリプロセッサ命令（#ifndef）を使って、直接コール

の形式で、呼び出される可能性のある関数を併記するような施策を取った。 

 

図 12 関数ポインタコールの示し方 

 

4.改善策の内容 

解析指向プログラミングアプローチの考え方のもと、「静的コード解析ツール」「コーディング基準」「コーディング基準チェックツ

ール」の 3 つを開発した。静的コード解析ツールを設計・実装した上で、静的コード解析が可能となるコーディング基準を定

義し、そのコーディング基準を定着させるために、コーディング基準チェックツールを開発した。 

・静的コード解析ツール 

影響分析手法で使用する「影響波及パス」と「CRUD マトリクス」をソースコードから生成するためのツール。 

・コーディング基準 

静的コード解析ツールで解析可能なソースコードにするためのコーディング基準。 

・コーディング基準チェックツール 

コーディング基準を定着させるためのソースコードのチェックツール。 
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コーディング基準は最初から最適な基準にはならないと考え、コーディング基準へのフィードバックを得るための仕掛けを用意

した。ソースコードだけでなくコーディング基準も改善されるようにした。 

 

5.改善策の実現方法 

コーディング基準とコーディング基準へのフィードバックの仕掛けについて説明する。 

コーディング基準には、「基準内容」と「目的」と「判定方法」を示した。開発者が納得できるように、目的を示すことが重要

となる。また、コーディング基準チェックツールで、チェック可能な基準とすることも重要である。 

・基準内容 

コーディングのルールを示す。例外条件、適合例・不適合例を含む。 

・目的 

基準を守ることで、得られる効果を示す。自動化できる作業や削減できる作業を示す。 

・判定方法 

基準への適合を機械的に判定する条件・方法を示す。コーディング基準チェックツールの仕様となる。 

 

コーディング基準へのフィードバックの仕掛けは、「開発者とのレビュー」「コーディング基準チェックツールの開発」「コーディング

基準チェック」の 3 つである。それぞれの仕掛けでどのようなフィードバックを得るかを説明する。 

・開発者とのレビュー 

ソースコードの解析容易性を向上させることで、資源効率性や変更容易性などが低下することがある。解析容易性

以外の視点で最適なコーディング基準であるかを確認し、必要に応じて例外条件を設ける等、基準内容を変更す

る。 

・コーディング基準チェックツールの開発 

コーディング基準チェックツールでチェックできない基準は定着させることが困難である。コーディング基準チェックツールで

容易にチェックできなければ、基準内容を変更する。 

・コーディング基準チェック 

コーディング基準チェックツールで基準の順守状況をチェックすると、修正不要な箇所でエラーが検出されることがある。

コーディング基準チェックの結果を確認し、本当に修正が必要な箇所でのみエラーが出力されるように、判定条件を変

更する。 

 
図 13 コーディング基準とフィードバック（FB）の仕組みの概要 
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6.改善による変化や効果 

今回我々は、アーキテクチャを見直し新規開発を行うソフトウェアに対して、コーディング基準とコーディング基準チェックツー

ルを適用した。コーディング基準は、既存の基準に対して、解析容易性を向上させるために新たに 8 つの基準を追加した。 

定義したコーディング基準はすべて定着し、逸脱箇所はコーディング基準チェックツールにより検出可能され、ソースコードが

修正される状態が維持されている。 

更に、コーディング基準へのフィードバックの仕掛け（「開発者とのレビュー」「コーディング基準チェックツールの開発」「コーディ

ング基準チェック」）もすべて機能しており、コーディング基準は一度定義して終わりではなく、改善が繰り返されている。コー

ディング基準は、適用を始めてから半年間で、合計 7 回の改訂を行っている。 

また、プロジェクトメンバへのヒアリングの結果、以下の考え方の変化が生まれていることがわかった。 

・コーディング基準は与えられ守るものではなく、自分達作り活用するもの 

・人の目でチェックするのではなく、ツールでチェックできないか考える 

・ツール導入による作業自動化を妨げるような設計書・ソースコードがある場合は、設計書・ソースコードを改善する 

 

7.改善活動の妥当性確認 

「関数ポインタコール」と「プリプロセッサ命令（#if 等）による処理（呼び出し関数）切り替え」は、コーディング基準の定

着により、自動解析可能な状態となった。これに伴い、「影響波及パス」はツールにより自動生成可能となった。 

「ポインタを利用したデータへのアクセス」は、現状自動解析可能な状態にはできていない。「CRUD マトリクス」は、人手で

作成する「データ-アクセス関数マトリクス」を入力としてツールで自動生成している状態である。 

ソースコード解析自動化により、影響範囲の特定漏れが防止できているかについては、今後リリース後不具合の原因を分

析することで、効果を確認する。 

 

A. 参考情報 

[1] 柏原一雄、「統合テストにおいて影響範囲に対するテスト漏れを防止する「影響波及パス分析法」の提案」、ソフトウ

ェア品質シンポジウム 2017、2017 

[2] 加藤正恭、小川秀人、「CRUD マトリクスを用いたソフトウェア設計影響分析手法」、情報処理学会全国大会講

演論文集、巻：73rd、号：1、ページ：1.249-1.250、2011 

[3] 松尾谷徹、「テストから観た実体のモデリングと実装構造の評価」、 JaSST'15Tokai、2015 
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3C1 「ソフトウェア構造解析のテスト設計への応用」 森孝司 (リコーIT ソリューションズ) 

 

＜タイトル＞ 

ソフトウェア構造解析のテスト設計への応用 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：森 孝司（もり たかし） 

所属： リコーIT ソリューションズ株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 増子 聡（ますこ さとし） 

所属： リコーIT ソリューションズ株式会社 

氏名(ふりがな)： 狩野 薫（かりの かおる） 

所属： リコーIT ソリューションズ株式会社 

氏名(ふりがな)： 山田 大介（やまだ だいすけ） 

所属： ビースラッシュ株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

ソフトウェア構造の解析によって影響度・複雑度等のメトリクスおよびソフトウェアモデルを容易に得ることができる。

ソフトウェアテストのテスト設計・実装における、テスト範囲およびテストケースの重要度・優先度等の決定に際し、

これらメトリクスおよびソフトウェアモデルを用い、テスト設計の品質と効率を向上する手法構築の取り組み。 

 

＜キーワード＞ 

テスト設計、ソフトウェア構造解析、ソフトウェアメトリクス、ソフトウェアモデル 

 

＜想定する聴衆＞  

テストエンジニア、ソフトウェアエンジニア、品質保証の担当者 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 10 月より活動継続中 

 

＜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 

ソフトウェアのテスト、特に結合テスト以降のテストでは、ソフトウェア要件、ソフトウェア構造図と欠陥発生予測を基に、

テスト範囲やテストケースの絞り込みを行う。しかし実際には、ソフトウェア構造図がなかったり、あったとしてもソフトウェア

構造図とソースコードが一致していない、欠陥発生予測も曖昧だったり不十分な情報だったりしている。そのような場合

には、テストエンジニアがソフトウェアエンジニアにインタビューするなどして手間と時間をかけ絞り込みを行っている。またソフ

トウェアエンジニアの協力が得られない場合やソフトウェアエンジニアの対象ソフトウェアに対する理解が十分でない場合に

は絞り込みがさらに難しく、テスト範囲を拡げたり、テストケースを増やして対応しているが、実際には開発期間の制約を

受け必要なテスト期間を取れず、十分なテストが行われていない現状がある。とりわけ派生開発を繰り返しているソフト

ウェアテストではこのようなことが起こりがちになっている。 

 

2.改善したいこと 

① 設計文書がない、ソフトウェアエンジニアの協力が得られない状況に於いても、ソフトウェアの内部構造を把握したい 

② 設計文書がない、ソフトウェアエンジニアの協力が得られない状況に於いても、欠陥発生箇所を予測したい 

③ ①②で得られたソフトウェア内部構造と欠陥発生予測よりテスト設計の十分さを客観的に判断したい 

④ テスト設計の質を上げつつ、テストエンジニアの負担を軽減したい 

⑤ テスト活動の成果として、ソフトウェア設計の改善につながるものをソフトウェアエンジニアに提供したい 

 

3.改善策を導き出した経緯 

ソフトウェアの欠陥を予測する方法として、Daniel J. Sturtevant の“Technical Debt in Large Systems : 

Understanding the cost of software complexity”のなかでソフトウェアの複雑度と欠陥密度の関係について検

討が行われ、「ソフトウェアの複雑度が増すと欠陥密度が増加する」ということとソフトウェアの複雑度と欠陥密度のシミュ

レーションが示されている。 

またソフトウェアの内部構造を把握する方法として、ソースコードからソフトウェアの内部構造をモデル化するソフトウェア

構造解析ツールが知られていて、これらのソフトウェア構造解析ツールはソフトウェア構造を図表化する機能とあわせて複

雑度等のソフトウェアメトリクスを計測する機能を有している。 

欠陥密度のシミュレーション結果とテスト密度/テスト網羅度をあわせて分析することで、欠陥リスクが高い箇所を重点

的に、テスト密度/テスト網羅度の高いテストケースを優先的に、というように、効果的にテスト実装することが可能となり、

テスト実行作業が効率化できると考えた。また欠陥リスクとテスト密度をソフトウェア構造図上に示すことで、テスト対象と

あわせてより具体的に示すことが可能となり、ソフトウェアエンジニアとテストエンジニアの間でテストスコープの共通理解を

効果的に行うことができると考えた。 
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4.改善策の内容 

① ソースコードをソフトウェア構造解析ツールで解析し、必要なソフトウェアメトリクスを計測する 

② 計測したソフトウェアメトリクスの構造複雑度、関数複雑度を元に、Daniel J. Sturtevant の欠陥密度シミュレー

ションを用い、欠陥リスクを算出する 

 
図 14 複雑度と欠陥リスク 

③ テストケース数とコード行数よりテスト密度を、テストケース数と関数複雑度よりテスト網羅度を算出する 

④ 要件、テストケース、DSM、計測したソフトウェアメトリクス、算出したメトリクスを一つの表に一元化する 

⑤ ソフトウェア構造解析ツールが出力する構造図上に構造複雑度、欠陥リスク、テスト密度を表現する 

 

5.改善策の実現方法 

テストエンジニアの作業を最小限にする方法で実現す

る。 

① アーキテクチャ分析ツール（Lattix）とソースコー

ド解析ツール（Understand）でソースコードを

解析した結果より必要なメトリクスを API で取得

し、エクセル様式に出力する。 

② 当該エクセル様式に事前に埋め込んだ数式により

欠陥リスクを算出する。 

③ テストエンジニアがテストケースの件数を当該エク

セル様式に入力すると、エクセル様式に事前に埋

め込んだ数式により、テスト網羅度、テスト密度を

算出する。 

④ 当該エクセル様式をソースコードを設計意図発掘

ツール（AtScope）に入力し、構造図（ソフト

ウェアモデル）上に欠陥リスク、テスト密度等を埋

め込む。 

⑤ テスト密度/テスト網羅度がテスト設計の完了条

件を満たしているか否か、ソフトウェアモデルの構

造/欠陥リスクに対し、テスト密度/テスト網羅度

が十分であるか否か、等を客観的な判断指標と

してテスト設計・実装を行う。 

欠陥リスク定義 構造複雑度定義

高 7 10 13 16 High 中 高

中 5 9 12 15 Low 無 低

低 3 6 11 14 Low High

無 1 2 4 8

無 低 中 高 Low：影響度/依存度それぞれの閾値(最大値の1/2)より小さい場合

High：影響度/依存度それぞれの閾値(最大値の1/2)を超えた場合

関
数

複
雑

度

依存度

(VFO)

影響度

(VFI)

構造複雑度

図 15 コンテキスト図 

図 16 帳票例 
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6.改善による変化や効果 

① ソースコードの構造（コンポーネント、クラス、ソースコード）の単位で、欠陥リスクを識別することが可能になり、テス

ト対象の絞込みが容易になる 

② 欠陥リスクとテスト網羅度、テスト密度より、テスト設計時の重要度、優先度の識別が容易になる 

③ これまでソフトウェアの品質改善は過去に発生した欠陥の件数やテストで発生する欠陥の件数を元にしたものであ

ったため、プロジェクト実行中の品質改善には限界があったが、本改善策では欠陥リスクの予測によってプロジェクト

計画時に品質改善の計画立案ができるようになる。 

④ プロジェクトの進行状況と同期して本改善策を実行し、その時点のデータを記録として残すことで、プロジェクトが進

むとともに、欠陥リスクの推移を識別できるため、品質劣化に対し早期に手を打つことが可能になる 

 

7.改善活動の妥当性確認 

現時点では方式の実装までと「6.改善による変化や効果」の①が確認できているだけであるが、今後実際のプロジェクト

でそのほかの効果を確認する予定としている。 

 

A. 参考情報 

[1] “Technical Debt in Large Systems : Understanding the cost of software complexity”, Daniel J. 

Sturtevant, Ph.D., MIT SDM Webinar May 6, 2013 
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3C2 「品質を落とさずにウォーターフォール開発から徐々にアジャイル開発へとシフトしてみる」 伊藤潤平 (ウイングアー

ク１ｓｔ) 

＜タイトル＞ 

品質を落とさずにウォーターフォール開発から徐々にアジャイル開発へとシフトしてみる 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：伊藤 潤平（いとう じゅんぺい） 

所属： ウイングアーク１ｓｔ株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

今までウォーターフォールで開発していた開発チームがスクラムを導入し、今後はアジャイルで開発することが決ま

った。開発チームがアジャイル開発を行っている場合、品質は開発者のテスト能力に左右され、テストの専門家

がそこに関与できるケースが少ない。当社に於いても品質保証部門に課されたミッションは品質を落とさずにアジ

ャイル開発に合った品質保証活動であった。今までウォーターフォール開発で構築してきた品質保証プロセスをス

クラム型に改造し、SET（Software Engineer in Test）という QA スペシャリストをスクラムに参加させることに

より、スクラム内で品質確保のための条件の定義や、テストプロセスを構築し、スクラムチーム全員の品質に対す

る意識改革を実践できた。 

 

＜キーワード＞ 

SET（Software Engineer in Test）、クオリティゲート、スクラム（Scrum）、テストレベル、プロダクトリスク、

受入テスト、リグレッションテスト 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウェアエンジニア、品質エンジニア、スクラムマスター（SM）、プロダクトオーナー（PO） 

 

＜活動時期＞ 

2016 年 9 月～ 

 

＜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 

当社ではソフトウェアパッケージ製品の開発および販売を行っている。今までウォーターフォール開発を行っていた開発チーム

がスクラムにプロセス変更したが、品質保証部門は従来のウォーターフォール型の品質保証プロセスで行った。結果的に開

発リリース物の品質が悪いため、品質保証工程を開始できない問題が発生した。 

当社の品質保証プロセスはテストレベルを「ステージ」と呼び、クオリティゲートとなるクライテリアを定義した上で、当社独自

の受入テスト（以下、「受入テスト」と表記）をステージ毎に実施して、これに合格することで各ステージの開始判断をする。

開発チームではスクラムを始めてから、設計や実装のタスクに追われるばかりでテストを意識出来ていなかった結果、QA リリ

ース物について品質が足りていなかった。その結果、品質保証工程でのクオリティゲートを通過できず、何度も受入テストを

行うことによって、スケジュール遅延等のプロダクトリスクが発生していた。 

 

2.改善したいこと 

品質保証部門から品質のスペシャリストである Software Engineer in Test（以下、「SET」と表記）を開発部門にアサ

インし、ある程度の品質をスクラム内で確保したい。最終的にはスケジュールリスク等のプロダクトリスクをリスクヘッジできるよ

うな仕組みを構築し、早期の問題解決及び品質保証工程の効率化を実現して、全体の品質改善になるようにしたい。

またスクラムのフレームワークを通して開発チーム内にテストプロセスを構築し、開発メンバー全員が品質に対する意識を向

上するように教育したい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

テストについて開発メンバーにヒヤリングすると、開発者によってはコードの実装のみでコンポーネントテストを実行していない

メンバーもいることが分かった。また開発者によっては自分の実装環境でしかテストしておらず、バックエンドとフロントエンドの

結合テストレベルも不十分なため、要件とする機能が全く動作せずに QA リリースされるパターンもある。ウォーターフォール

開発時は品質保証工程での受入テストがあるため、結合テストを意識したテストを開発工程の後半に行っていたが、スク

ラムでは結合テストが曖昧な状態で見積もられるため、結果的に時間に追われてテスト未実施の状態でQAリリースされて

いた。 

性能においてはウォーターフォール開発時も同じであったが、品質保証部門のメンバーがテストしてくれるだろうと言った他力

本願のマインドがあったため、どうしても後工程で不具合が発見されてしまい、結果的に原因調査のために品質保証メンバ

ーと開発メンバーの工数を大きく取り、プロジェクトの後半でスケジュール遅延のリスクになっていた。 

開発工程内ではコンポーネントテストや結合テストのフェーズは存在するものの、クオリティゲートや品質に関するルール等の

概念がなく、テスト密度やテストの十分性は開発者によって異なり、どこまで品質が積み上がっているのかが見えない状況

であった。 

 

4.改善策の内容 

スクラムが導入されることによりスプリントを実行する過程で、問題の早期解決及び品質保証工程の効率化を目指すには、

スプリント毎に細かいクオリティゲートを設置すれば、開発プロセス内である程度の品質が担保されて品質の積み上げが可

能なことに気づいた。またそのためには開発メンバーに対する品質の教育が必須なことがわかった。 

 

5.改善策の実現方法 

5-1 スプリント内で開発者がどこまでのテストレベルを実施するかを定義付ける。 

今までのウォーターフォール開発ではテストの工程は「コンポーネントテスト」、「統合テスト」、「システムテスト」、「受け入れテ
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スト」とあるうちの開発者が実施するのは統合テストまでとしていたが、実際はコンポーネントテストまでしか行っておらず、メン

バーによってはテストを実行していない場合もあった。また品質保証部門のメンバーが行うテストは、システムテストだけでは

保証できる品質ではないと判断しているため、実情は統合テストも実施している。 

スクラムではテストの工程を 1 段階増やし、「コンポーネントテスト」、「結合テスト」、「機能テスト」、「システムテスト」、「受け

入れテスト」とし、SET メンバーを含め、開発者は結合テストまでを必ず実施するルールとした。また、Definition of Done

（「完成」の定義）で結合テストレベルまでテスト実施されていることと、バグ０件（不具合がない状態でスプリントを完了

する）を定義した。これにより品質保証部門では機能テスト以降を実施し、品質に問題ないと判断した場合には、テスト

の省略化を可能としている。 

 
図 17 

 

5-2 スクラムにクオリティゲートを設定する 

①ユーザーストーリーのアクセプタンスクライテリアがクオリティゲートとなり中間成果物として品質の担保となる（機能完全性

及び利用時の品質の担保） 

ウォーターフォール開発では開発途中の中間成果物は設計書や仕様書等の内部品質でしか品質を判断できないが、ア

ジャイルではもともとすぐに出荷できる動く製品を重視しているため、中間成果物がプロダクトそのものである。よってユーザー

ストーリーが完了すれば、そこに設定されたアクセプタンスクライテリアをクオリティゲートとして要件を満たすため、ユーザースト

ーリー単位での機能完全性及び利用時の品質が担保できる。 

 

②スプリント内で結合テストを徹底的に実施することによって品質の積み上げが可能となる（機能問題の早期解決） 

5-1 に記述してある通り、Definition of Done（「完成」の定義）で結合テストレベルまでテスト実施がされていること、

及び検出されたバグは全て修正されていることを定義しているため、これがスプリントレビューの時点でクオリティゲートとして

成立し、スプリントを完了する度に品質が積み上がることがわかる。 

スプリント毎にコード実装された後にすぐに結合テストまで実行されるため、機能的な不具合が検出されればスプリント内で

修正されるので問題解決が早い。また結合テストの十分な網羅性や、自動化されたテストセットを毎スプリント実施する等

継続的なテスト実行により、プロジェクト後半で実施される品質保証部門でのテストではリスクが軽減されることがわかる。 

要求分析

仕様策定

基本設計

機能設計

詳細設計 コンポーネントテスト

結合テスト

システムテスト

受け入れテスト

機能テスト

受け入れテスト

コーディング

コンポーネントテスト

受け入れテスト要求分析

仕様策定

基本・機能設計

詳細設計

コーディング

コンポーネントテスト

統合テスト

システムテスト

コーディング
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図 18 

 

③早い段階で性能効率性を担保する（非機能問題の早期解決） 

スクラムでは性能検証においては通常 Undone という未実施タスクが負債として積まれる。Undone として積まれた PBI

は優先度が低いためプロジェクト後半に実施されることが多いが、性能問題は経験上、解決するまでの時間が長いことから

早めに戦略的にテストすることが望ましい。結合テストで構築した自動化されたテストセットを応用して、性能検証用のテス

トセットを作成して、スプリント内で毎回実施しないまでもユーザーストーリーが完了した時点で自動化された性能テストを

実施することは可能である。これにより機能を追加したことによる性能劣化の確認ができ、一つのクオリティゲートとして実現

できる。 

 

5-3 JIS X 25010:2013 の品質特性をベースとする品質保証に関する概念を教育する 

当社の品質保証部門では JIS X 25010:2013 の品質特性を利用し、計画時に副特性を含めた品質要求として定義

し、品質保証プロセスの指標として活用している。品質保証部門から SET を開発部門にアサインすることにより品質保証

の基本概念とする品質特性を使用した指標を開発メンバーに理解してもらい、開発プロセスの中で応用することにより、品

質保証工程でのリスクは軽減されるものと考える。 

先ずは手始めに SET によって結合テストを全て品質特性別にテスト設計し、開発メンバーにレビュー依頼することにより、

品質特性について知ってもらうことができる。 

 

6.改善による変化や効果 

①開発メンバーの品質に対する意識の変化 

SET がスクラムチームに入ることにより、品質特性を利用したテスト設計、結合テストの十分な網羅性、クオリティゲートを

通過するための条件のクリアを開発メンバーに教育することにより、問題の早期解決に対する意識や、スプリントレビューで

のデモや検証エビデンスの確認に対する意識が高まった。また、開発メンバーが基本設計書を作成する際に品質特性をベ

ースとした品質目標を作成してメンバーの共通認識を持つことを心がけるようになり、意識の表れが効果的に表面化してい

る。 

②品質を落とさない 

SETはQAスペシャリストとしてスクラムに入っているため、品質保証工程での経験を活かして開発工程内でクオリティゲート

を設定する。そのため SET が実施するテストは結合テストレベルの位置付けだが、実際は機能テストレベルやシステムテス

トレベルまでをカバーできるテスト内容になっている。開発工程内でのテストの十分性や網羅性が高いため、ある程度の品

開発工程

品質保証工程

開発工程

品質保証工程

Sprint#1～4 Sprint#5 Sprint#17～20 Sprint#21～24

要求分析＆仕様策定＆基本設計 機能設計&詳細設計

コーディング

コンポーネントテスト

結合テスト

機能テスト システムテスト RCテスト

Sprint#6

機能設計&詳細設計

コーディング

コンポーネントテスト

結合テスト

・・・

αステージ β1ステージ β2ステージ β3ステージ RCステージ

要求分析＆仕様策定＆基本設計

機能設計&詳細設計

コーディング

コンポーネントテスト&統合テスト

統合テスト システムテスト RCテスト統合テスト

QG QG

QG QG QG

QG QG

・・・
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質を確保しており、品質保証工程内では品質が足りていることを判断しスムーズな検証作業が実現できている。 

③プロジェクト後半でのリスク軽減 

開発段階で細かいクオリティゲートを設置することにより品質は開発段階で積み上げられる仕組みになったため、ウォーター

フォール開発時に問題となっていた、品質保証部門へのリリースができないスケジュール遅延等のプロダクトリスクが軽減され

た。実際に SET が入ったプロジェクトでは品質保証工程に入る前のクオリティゲートを一回で合格できたので、ある程度の

品質がある状態で品質保証部門にリリースができた。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

前回と今回のプロジェクトにて、開発規模に対する不具合密度を計測したところ、開発工程内で検出された不具合が、

品質保証工程内の検出よりも多く、反対に品質保証工程内の検出は前プロジェクトよりも少なくなった。 

 
グラフ 1 

 

これはSETがスクラムに入ることにより、アジャイルプロセスに合った品質保証プロセスを構築することで開発工程内である程

度の品質確保が実現できたことになる。また品質保証工程では不具合の検出が少ないため、スムーズな検証作業が行え

た。つまりプロジェクト全体の品質改善となるメリットとなることが分かった。 

今後の課題は、品質保証工程で実施する機能テストレベルもスクラムに取り込んで、スクラムチームと QA が一体となった

品質保証作業に取り組みたい。 

 

 

A. 参考情報 

[1] クオリティゲートの通過判断として品質特性を利用した受入テストの導入と効果, 伊藤潤平, ソフトウェア品質シ

ンポジウム 2017 
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3C3 「ユーザビリティ評価の曖昧さを克服」 伊藤浩子 (キヤノン IT ソリューションズ) 

 

＜タイトル＞ 

ユーザビリティ評価の曖昧さを克服 

＜サブタイトル＞ 

検証のプロによる効率的・効果的な評価手法の確立 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：伊藤浩子（いとうひろこ） 

所属：  エンベデッドシステム事業部 

エンベデッドシステム第一開発本部 

エンベデッドシステム 11 開発部 

エンベデッドシステム 11 品質検証課 

 

＜共同執筆者１＞ 

氏名(ふりがな)： 濱野健志（はまのたけし） 

所属： インダストリーシステム事業部 

インダストリーシステム第一開発部 

インダストリーシステム品質検証部 

品質検証１課 

 

＜共同執筆者２＞ 

氏名(ふりがな)： 吉松賢治（よしまつけんじ） 

所属： インダストリーシステム事業部 

インダストリーシステム第一開発部 

インダストリーシステム品質検証部 

品質検証１課 

 

＜主張したい点＞ 

主観によるところが大きい「ユーザビリティ」評価の曖昧さを排除し、かつ効率的に評価する評価手法、および 

第三者検証のプロとしての手法と工夫した点。 

 

＜キーワード＞ 

ユーザビリティテスト、第三者検証、ISO25010、利用時の品質、ヒューリスティック評価 
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＜想定する聴衆＞  

開発者（PM、PL、メンバ）、品質検証担当、品質保証担当、品質推進担当、PMO 

 

＜活動時期＞ 

2015 年 1 月～2017 年 12 月 

 

＜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 

（１） ユーザやサービスの多様化により、「利用時の品質」や「ユーザビリティ」の重要性が、より高まっている。 

（２） 「ユーザビリティ」は、個人の主観によるところが大きく、これまでの「第三者検証」では、評価基準（期待値）の

曖昧さから、定量的な評価、指摘の根拠を明確にした検証が難しかった。 

（３） 被験者の協力を得て行う「思考発話法」などによる「ユーザビリティテスト」は、準備や実施に時間、コストがかか

り、導入のハードルが高い。 

 

2.改善したいこと 

（１） 指摘の根拠や評価基準が明確なユーザビリティテスト手法の確立 

（２） 短期間、低コストで実施できるユーザビリティ評価手法の確立 

 

3.改善策を導き出した経緯 

（１）  タスクチームの発足（2015 年 1 月～） 

課内タスク活動として、第三者検証業務を行っている 3 名で活動を開始した。活動は 1 か月に 1 回程度のミ

ーティングと、各自の宿題で構成。各自の宿題は、業務内に行うこともあれば、読書、自主学習のように、業務

外で行うものもあった。 

 

（２） ユーザビリティおよびユーザビリティテストの学習 

まず、基本的な知識を得るため、ソフトウェアに関わらず、「ユーザビリティ」や「ユニバーサルデザイン」「カラーコーデ

ィネート」などを学習した。その上で、ソフトウェア分野でのユーザビリティ学習を行った。それによって、ソフトウェアに

置き換えた時の「ユーザビリティ」を発想しやすくなった。また、ISO9241、ISO25010 などの国際規格について

も学習した。 

さらに、日常のソフトウェアやシステムにおいて、例えば、券売機やショッピングサイトなどを観察したり、実際に使

用したりして、「使いづらい」「分かりにくい」事例を集めたことが、その後の活動に大いに役に立った。 

 

（３） 市場調査 

我々が目指す「短期間、低コスト」のユーザビリティ評価が妥当なのかどうかを、最終的に見極める判断材料を

得るために、ウェブサイトを活用し、競合他社が行っているユーザビリティ評価手法や、テスト期間、費用の情報

を集めた。それらの情報は、同時に、我々の評価手法の強みや、他社との差別化を明確するための情報にもな

った。 
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（４） 評価手法の検討 

数あるユーザビリティ評価手法の中から、我々の目的（短期間、低コスト）を満たすテスト手法として、チェックリ 

スト法とヒューリスティック評価法を採用した(参考：表１)。 

 

表 1.採用したテスト手法とその特徴 

テスト手法 特徴 

チェックリスト法 評価結果をポイント化することで、評価対象のユーザビリティを定量的に評価す

ることができる。また、大まかな傾向や、改善前後の効果測定、類似製品との

比較に役立つ。 

ヒューリスティック評価法 ヒューリスティック 10 原則に基づき、具体的な改善点を指摘することができる。

実際に操作できるものがなくても、画面設計書や機能仕様書をもとに評価をす

ることができるため、上流工程へのアプローチが可能である。 

 

（５） 評価観点の検討 

＜評価観点（評価軸）＞ 

ソフトウェア分野で広く知れ渡っているという理由から、評価の観点として ISO25010「使用性」とその副特

性を用いることにした。 

ただし、我々の評価に合わせて、適切度認識性は「視認性」と「理解性」に分けるカスタマイズを行った。 

また、最終的な評価の報告者である、ユーザも分かりやすい言葉で表現する工夫を行い、以下の 7つの評

価観点で評価を実施することとした（参考：図１）。 

① 見やすさ 

② 分かりやすさ 

③ 操作のしやすさ 

④ 覚えやすさ 

⑤ 間違いにくさ 

⑥ 見栄えのよさ 

⑦ 多様なユーザの使いやすさ 

 

 
図 1.ISO25010 をカスタマイズした評価観点 

＜評価観点（チェックリスト項目）＞ 

     上記で定めた 7 つの評価観点に、以下のヒューリスティック 10 原則（参考：表２）の観点を組合せ、基本 
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となるチェックリストを作成した。この時、マインドマップを用い、チェックリストの項目へ落とし込んでいった。 

 

表 2.ヒューリスティック 10 原則 

1 Visibility of system status（システム状態の視認性を高める) 

2 Match between system and the real world（実際の利用環境に適合したシステムを作る） 

3 User control and freedom（ユーザに操作の主導権と自由度を与える） 

4 Consistency and standards（一貫性を保ち標準に倣う） 

5 Error prevention（エラーを防止する） 

6 Recognition rather than recall（記憶を呼び起こさなくても、見ただけでわかるようにする） 

7 Flexibility and efficiency of use（柔軟性と効率性を持たせる） 

8 Aesthetic and minimalist design（最小限で、美しいデザインにする） 

9 Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

（ユーザがエラーを認識し、診断し、回復できるように支援する ） 

10 Help and documentation（ヘルプや説明文書を用意する） 

 

  

（６） 評価手順の検討 

チェックリスト法とヒューリスティック評価法を併用した「ユーザビリティ評価手法」の手順概要は図２の通りである。 

 

 
                  図 2.評価手順 

            

下記に評価手順の詳細を記載する。 

 

① ユーザと製品分析 
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評価対象の主なユーザ特性（年齢、性別、IT スキル、対応言語等）と、製品特性を分析し、7 つの評

価観点に優先順位をつける。 

 

② 製品固有チェックリスト作成 

3.改善策を導き出した経緯（５）評価観点の検討で作成した基本のチェックリストに加えて、製品固有 

のチェックリストを作成し追加する。 

このとき、製品の仕様理解図（操作フローなど）を作成し、そこから評価観点の抽出、チェックリストへ落と 

し込みを行う（参考：図３）。 

 

③ チェックリストによる採点 

(ア) チェックリストの 1 項目ごとに 1～3 点で採点する。 

・1 点・・・ユーザビリティに著しく問題があり、改善が必要である。  

・2 点・・・使いにくさ、分かりにくさはあるものの、何とか使うことができる。 

・3 点・・・特に使い勝手が悪いところはない。 

点数は、評価者複数名でつけ、評価が割れた項目に関しては、平均をとるのではなく、評価者同士

の話し合いによって決め、合意するまで話し合う。 

(イ) 7 つの評価観点ごとに点数を合計する。その合計点を、観点ごとの項目数×3 点で割り、点数を参

集する。これは、７つの観点ごとに、チェックリストの項目数が異なるためである。 

(ウ) ②で算出されたポイントをレーダーチャートで表す（参考：図４）。 

 

④ ヒューリスティック評価 

基本のチェックリストと製品固有のチェックリストをもとに、改善が必要な個所を具体的に抽出する。このとき、

画面キャプチャーをとり、改善個所、改善が必要な理由を記載する。 

 

⑤ 報告書の作成 

     チェックリストから算出した点数を、レーダーチャートで表現する。また、ヒューリスティック評価で指摘した改善 

が必要な個所を記載する。その際、顧客の満足度に大きく影響する指摘から順に報告書を記載する。 
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図 3.仕様理解図からチェックリストへ落とし込む例 

 

 

 

図 4.チェックリスト法で算出されたポイントをレーダーチャートで視覚化した例 
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（７） パイロッティング 

我々が考案した「ユーザビリティ評価」が妥当なものであるかどうかを判断するため、実際のアプリケーションを評価

を行った。評価対象としたアプリケーションはフォトブック作成アプリ※である。このアプリケーションを選択した理由は、

弊社が開発に関わったアプリケーションであること、完成品が Web から無料ダウンロードできること、加えて競合他

社による類似アプリケーションが複数あるため、ユーザビリティの比較ができるからである。 

 

 

4.改善策の内容 

  改善策の内容を以下にまとめる。 

 

 

 

5.改善策の実現方法 

  「3.改善策を導き出した経緯」に記載したため、割愛する。 

 

6.改善による変化や効果 

  チェックリスト法とヒューリスティック法を併用することで、目的としていた「指摘の根拠や評価基準が明確なユーザビリティ

テスト手法の確立」「短期間、低コストで実施できるユーザビリティ評価手法の確立」を実現することができた。また、事業

部の中での横展開が進み、これまで曖昧な基準で評価していたユーザビリティ評価を、明確な根拠や評価手法で行うこと

が定着しつつある。ここ数か月だけでも、4 件のユーザビリティ評価のリクエストがきている。 
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7.改善活動の妥当性確認 

① 指摘の根拠や評価基準が明確なユーザビリティテスト手法の確立 

ISO25010「使用性」やヒューリスティック 10 原則を活用して作成したチェックリストにより、具体的な指摘の根

拠を示すことができた。 

また、評価者の主観ではあるが、これまで行っていたユーザビリティテストよりも、多くの指摘をあげられるようになっ

た。 

② 短期間、低コストで実施できるユーザビリティ評価手法の確立 

フォトブック作成アプリの評価は、3 名の評価者で行い、11 日間（29 人日）で行うことができた（報告書の作

成は1人で行うため単純に33人日にはならない）。全く同じ条件で比較できるデータはないが、市場調査では、

被験者を使ったユーザビリティテストは、1 回につき、最低 4 週間、数百万円の費用がかかることが分かっており、

それに比べると、短期間、低コストで実施可能な評価手法であると言える。 

 

A. 参考情報 

   特になし。 

 


