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1A-1 「デジタル時代に求められる自律的にソフトウェアを改善するプロセスとマネージメントのあり方」 西川 俊晴 (富士通) 

 

＜タイトル＞ 

デジタル時代に求められる自律的にソフトウェアを改善するプロセスとマネージメントのあり方 

 

＜サブタイトル＞ 

アジャイル開発の実践現場で機械的組織から有機的組織へ変革させた実践ノウハウとは 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：にしかわ としはる 

所属： 西川 俊晴 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なかがわ たつみ 

所属： 中川 多都実 

 

＜主張したい点＞ 

本プロジェクトはアジャイル開発の実践を通じて、多くの失敗と成功を経験した。ソフトウェアの開発において、本

当に「アジリティ」を出すために機械的組織からどのように有機的組織に脱却したかを実際の実践内容と定量的

な評価結果をもとにプロセスやマネージメントの考え方をノウハウ化。 

 

＜キーワード＞ 

機械的組織、有機的組織、アジャイル開発、オープンコミュニケーション、モチベーション、チャット 

 

＜想定する聴衆＞  

これからソフトウェア開発でアジャイルを活用している方 

ソフトウェア開発の生産性や品質に課題を抱えている方 

 

＜活動時期＞ 

2016 年 12 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 

変化が激しく、予測不可能なビジネス環境において、ソフトウェア開発において、アジャイル開発が注目されている。 

今回のプロジェクトでも、アジャイル開発の経験が少ないメンバーだったが、アジャイル開発で進める事を決定した。 

しかし、プロジェクト初期においては、アジャイル開発のプラクティスを一通り適用し、ツールなども導入したにも関わらず、柔

軟で自律的なチームと言える状態ではなかった。 

 

2.改善したいこと 

「機械的」組織(チーム)から「有機的」組織(チーム)へ変貌し、ソフトウェア開発において柔軟で自律的になる事。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

T. Burns and G. M. Stalker が「The management of innovation [Tavistock Publications, 1961]」で記

載されている「機械的」組織と「有機的」組織の特徴から、チームの現状を分析した結果、チームでは①メンバー間での情

報格差の問題、②権限集中化の問題の２点の問題があることが分かった。 

その結果、この２点に対しての改善策を検討することとした。 

 

 

4.改善策の内容 

①「役割・権限」を変える 

②「コミュニケーション」を変える 

③「マインドセット」を変える 

 

5.改善策の実現方法 

①「役割・権限」を変える 

・各自の役割を変える：スクラムマスタやプロダクトオーナーだけでなく、各自に役割と権限を委譲 

※具体的には品質マスター、自動化マスター、環境マスター、トラブルマスターなど 

・各自がリードする領域(役割)を明確にし、対象領域の権限を委譲し、チーム内で責任を果たしてもらう。 

・調整する人を変える：基本は気付いた人や役割の人がやる 

・見積りを変える：「出来る人」を見積りから外す。 

②「コミュニケーション」を変える 

・ツールを変える：チャット(Mattermost)の導入と徹底（非同期コミュニケーションの導入） 

・会議のやり方を変える：会議への PC 持ち込みを禁止。大型ディスプレイでリアルタイムレポート 

③「マインドセット」を変える 

  ・ミッションの捉え方を変える：ミッション≒チーム全員で達成するコト 

  ・対人関係を変える：上下関係ではなく、チームメンバーとしての関係作り。他人へのネガティブ発言禁止。 
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 ・稼働時間を変える：稼働時間は実際に動ける時間×0.6 で配分 

 

6.改善による変化や効果 

①コミュニケーションの「質」の変化 

 ・会議で話すことが少なかった人物もコミュニケーションへの積極的な参加 

 ・会議の削減：28.4％削減（メールの削減：32.9％削減） 

 

②振返り会の「質」の変化 

・振返り時の気づきと改善提案件数の増加：気づき：22.2％増、改善提案：28.8％増 

 

③バックログの消化の変化 

 ・バックログを前倒しで消化 

・コミュニケーションロスでの手戻りの減少 

 

④その他の変化 

・ 「チームが変わる」ことへの姿勢の変化 

・形骸化しているプロセスの見直し(廃止) 

・フィードバック件数が約 1.5 倍に増加（23 件/月→34.2 件/月） 

・激増したフィードバックの迅速な対応（約 86%が対応済） 

 ・チームメンバーに対する姿勢や思いの変化 

   ・メンバー同士の理解が深まった。 

・不満をため込まず、チームで解決することで協力・助け合いが生まれた。 

・メンバーと一緒に働いていることでモチベーションがアップ。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

再度、「機械的」組織と「有機的」組織の特徴から、チームの現状を分析。 

改善前と比較して、全ての項番でポイントが上昇。「有機的」組織の傾向が強まった。 

特に、施策前のアンケートでポイントがもっとも低かった５つの項番は、増加分がもっとも大きい５つの項番となった。 

 

 

A. 参考情報 

[1] リチャード L.ダフト. "組織の経営学". ダイヤモンド社, 2002, p. 56. 

[2] Jonathan Rasmusson. アジャイルサムライ−達人開発者への道−. オーム社, 2011. 

[3] Burns, T., & Stalker, G. M. The management of innovation. Tavistock Publications, 1961. 

[4] 鈴木勘一郎．“変化即応のためのオープン・スピード経営”．知的資産創造. 2000.7，p. 70-81. 
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[5] BIZHINT．“心理的安全性”．BIZHINT．https://bizhint.jp/keyword/101187，(2018-5-14) 

[6] Slack Technologies, Inc.．“よりシームレスなチームワークを実現する、ビジネスコラボレーションハブ | Slack”．

Slack Technologies, Inc.．https://slack.com/，（2018-7-8）． 
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1A-2 「“品質保証ストーリー”に基づくプロセステーラリング」 泉 友弘（ＮＴＴデータ） 

 

＜タイトル＞“品質保証ストーリー”に基づくプロセステーラリング 

 

＜サブタイトル＞－ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：泉 友弘（いずみ ともひろ） 

所属： 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)：田中 覚（たなか さとる）、三角 英治（みすみ えいじ）佐藤 慎一（さとう しんいち） 

所属：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＞ 

プロジェクトを成功に導くためには、プロジェクトの開発期間を見通した品質保証の進め方を整理し、プロジェクト

特性を考慮した開発プロセス・管理プロセスを定義し実行管理することが必要である。そのためにＮＴＴデータ

では、 “品質保証ストーリー”の考え方を導入している。 

 

＜キーワード＞ 

品質保証，プロセス，プロジェクトマネジメント，SEPG，育成 

 

＜想定する聴衆＞  

プロジェクトマネージャ、SEPG、品質保証の担当者 

 

＜活動時期＞ 

2015 年から検討に着手、2017 年 4 月から全社展開を開始し、現在も継続中。 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

過去に大規模なシステム更改を行った後は、小規模の機能追加プロジェクトが繰り返されるのみで、大規模プロジェクトに

必要な開発プロセス・管理プロセスの定義・実行ができていないまま開発を進め、品質不良等による不採算を起こす案件

が散見された。 

 

2.改善したいこと 

プロジェクトの特徴とリスクを考慮し、開発プロセス・管理プロセスの定義・実行を行う。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

プロジェクトを成功に導くためには、プロジェクトの開発期間を見通した品質保証の進め方を整理する必要がある。 

 

4.改善策の内容 

プロジェクトが目指す品質(サービス時品質)を備えたシステムやサービスを作り上げるために，プロジェクトの特徴から想定さ

れる品質保証に関わるリスクを解決できるよう、各フェーズで到達しておくべき品質と，それを実現するために実施する内容

を“品質保証ストーリー”として策定する。 

 

5.改善策の実現方法 

プロジェクトの PM・担当者向けに、品質保証ストーリーの重要性や策定方法の説明会・研修を実施し、普及・浸透を図

っている。 

 

6.改善による変化や効果 

検証中。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

検証中。 

 

A. 参考情報 

[1] プロジェクト内 SEPG の育成と展開,プロジェクトマネジメント学会 2018 年度秋季研究発表大会 

[2] 「プロジェクト内 SEPG」の育成と展開,JASPIC 2019 年度 第３回例会 事例紹介 

[3] “品質保証ストーリー”の導入と展開,プロジェクトマネジメント学会 2019 年度秋季研究発表大会（予定） 
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1A-3 「新領域の製品・サービスの利用時に起こり得る品質問題解析への STAMP/STPA の応用」 高橋 和博（富士通

クオリティ・ラボ） 

 

＜タイトル＞ 

新領域の製品・サービスの利用時に起こり得る品質問題解析への STAMP/STPA の応用 

 

＜サブタイトル＞ 

利用時品質の評価技術の体系化と新分野での実践 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：高橋 和博（たかはし かずひろ） 

所属： 富士通クオリティ・ラボ株式会社 プロセスコンサル事業部 品質プロセスグループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 小松 隆（こまつ たかし） 

所属：株式会社富士通コンピュータテクノロジーズ ＴＭＰ事業部 検証ソリューション開発部 

 

＜主張したい点＞ 

イノベーションは社会発展のエンジンである。製品の競争力強化、市場拡大、収益最大化、社会貢献に IoT

や AI などを組込んだ新しい領域でビジネスを成功させることは、ICT でビジネス・社会に貢献する企業の最重要

課題である。 

一方、それら新しい領域の製品やサービスでは、利用者が受ける利益は増えるが、同時に安全であることが強く

求められる。複雑システムでは、ソフトウェアがシステムをコントロールしており、どうすればソフトウェアの信頼性を担

保できるか？が大きな課題となっており、複雑なシステムに対しての品質の重要性が年々増加している。 

新しい領域での複雑システムにおける信頼性・安全性を効果的に実現するために、現在取り組んでいる

STAMP/STPA [1] を利用した利用時品質分析モデルの構築を提案するものである。 

その着眼は、要件定義(RD)や概念設計のプロセスにおいて利用者が遭遇するリスクを具体的なアクシデントが

発生する可能性のあるシナリオに落とし込むことであり、新しい領域のシステムやサービスの中から、性質などが共

通するいくつかの項目を類型としてまとめたガイドワード／ヒントワードを用いてハザード誘発要因を特定し、対策

を制御構成図にフィードバックすることで、複雑システムのリスクに関する有意な理解をモデル化することができると

考えている。 

 

＜キーワード＞ 

利用時品質、STAMP/STPA 

 

＜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、SEPG、STAMP/STPA に取り組んでいる方／これから

取り組もうとしている方 
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＜活動時期＞ 

2018 年 4 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 

1.1 プロフェッショナルコミュニティ利用時品質 WG の活動 

当社には、専門分野における高度な技術力を有し組織横断的な技術的課題に対して、イノベイティブな課題解決や技

術の方向付け等を行う、卓越した技術を有する高度技術人材をプロフェッショナルとして認定する PPE（Professional 

Product Engineer）制度がある。そこでは、プロフェッショナルコミュニティが形成され、当社グループ全体に対する技術上

の課題解決に対する部門横断的な貢献という役割を担っている。 

新しい技術、新たしい製品・サービスは、新しい UX 体験、新しい価値を生み出す。それとともに、いままでにない問題や障

害を生じさせることもある。PPE 品質保証技術コミュニティの利用時品質 WG では、品質観点から利用者や UX にフォー

カスすることで、こういったマイナス面を抑止するとともに、新しいプラスの面の創造を目的として活動を続けている。 

 

1.2 新しい領域の製品やサービスでは、従来のシステムよりも不確実性が高く、流動的 

知識や経験が少ない、新しい技術領域での製品やサービスの開発を行うためには、一連の開発プロセスの過程で発生

した問題に改良や改善の手を加えていくが、時として顧客価値を損じることがある。これとは逆に、ユーザの使用方法、

使用環境が変化することで、顧客要件が進化し開発要件の過不足が生じていくことがある。このような課題への対応と

して当 WG は 2018 年 4 月から以下の二つのテーマで活動を行っている。 

1. 新領域の製品・サービス利用時に発生し得る品質問題の解析手法の検討 

◼ 新領域の製品では、従来のシステムよりも不確実性が高く、流動的。人間とシステム、システムとシステム

間の振る舞いを制御と見なし、システム思考の分析を行うことでリスクへの対応策を導出する手法の考案 

2. 利用時品質を阻害する新しいタイプの損害やストレスの発生防止 

◼ 新しいタイプの損害やストレスをリスクとして事前に抽出できるようにするための仕組み(プロセス)の提供 

 

2.改善したいこと 

要件定義(RD)や概念設計のプロセスにおいて新しいタイプの損害やストレスをリスクとして事前に抽出できるようにするため

の仕組み(プロセス) 

 

図 1 利用時品質の改善プロセス（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    出典：IPA, つながる世界の利用時の品質 [2] [3] 

STAMP を使ったリスク分析を上流開発プロセスに適用 
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3.改善策を導き出した経緯 

3.1 当社が開発した新領域の製品（ウェアラブル生体センシング）で発生した市場障害の根本原因分析を実施したと

ころ、組織の経験や実績に基づくデザインレビュー、リスクアセスメント、検証および妥当性確認手法では、経験や実績の

不足している部分でリスクを想定できない可能性が高いことが分かった。 

3.2 当 WG では利用時品質の観点で上記事例の品質をどう扱うべきか議論してきた。 

 

図 2 新領域の製品開発の品質の考え方（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 システム思考に基づく新しい安全性解析手法である STAMP/STPA は汎用性の高い手法であり、明確な「制御構

造」を持たない製品の開発にも適用できるという仮説を立てた。上記事例で STAMP 分析を試行したところ、経験や実績

の不足している部分でもリスクを抽出できることが分かった。（仮説・検証） 

なお、STAMP 分析には安全解析手法「STAMP」のモデリングツール「STAMP Workbench」[4] を用いた。 

3.4 さらに利用時品質を阻害する新しいタイプの損害やストレスの事例を収集し STAMP の試行を続けている。（有効

性検証） 

 

図 3 STAMP 試行事例（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4.改善策の内容 

4.1 「STAMP Workbench」には、品質の問題点を抽出する発想のヒントとなるガイドワード・ヒントワードが用意されて

いる。 これをテーラリングして利用時品質の問題点を抽出するガイド/ヒントワード集を作る。 

4.2 対象となる製品分野を一つ決めて、製品、機能などで分類し起こり得る障害やエラーをまとめる。 

4.3 モデル化（一般化、類型化）してガイド/ヒントワードを検討する。 

4.4 粒度の細かいワード集（問題発見のためのキーワード集）を作成し、それらのガイドワード・ヒントワード集を利用し

保守できるようにする。 

4.5 対象（製品、機能）の範囲を広げる。 

 

図 3 STAMP/STPA 分析の流れとヒントワード 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.改善策の実現方法 

5.1 上記で作成したガイドワード・ヒントワード集はリポジトリなどに登録し、当社の「プロセス資産」として利活用しやすくす

る。 

5.2 ガイドワード・ヒントワード集を利活用した STAMP 分析は、当社の標準プロセスとして規定・ガイドライン化する。 

5.3 組織的なプロセス資産として STAMP 分析の経験やガイドワード・ヒントワード集を利活用することで、ベストプラクティ

スを社内に展開し、組織としての底上げを図る。 

 

6.改善による変化や効果 

試行の第階であり、現時点で効果は未定。 2020 年度までに効果の確認予定。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

試行の第階であり、現時点で妥当性確認は未実施。 2020 年度までに妥当性確認予定。 
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A. 参考情報 

[1] STAMP/STPA, マサチューセッツ工科大学の Nancy Leveson 教授が提唱する STAMP（System Theoretic 

Accident Model and Processes）の理論に基づいた「相互作用する機能単位でハザード要因を考える」新しいハザ

ード分析手法である STPA（System Theoretic Process. Analysis） 

IPA/SEC, 独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター, はじめての STAMP/STPA 

～システム思考に基づく新しい安全性解析手法～,  Ver.1.0 (2016)  

[2] IPA/SEC, 独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 ソフトウェア高信頼化センター, つながる世界の利用時 

の 品質 ～IoT 時代の 安全と 使いやすさを実現する設計～, 2017 

[3] M. Kurosu, Theory of User Engineering, CRC Press, 2016. 

[4] IPA, 独立行政法人情報処理推進機構, 安全解析手法「STAMP」のモデリングツール「STAMP Workbench」 

https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180330.html 

 

https://www.ipa.go.jp/sec/reports/20180330.html
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1A-4 「ディープラーニング適用によるリスクプロジェクトの検知」 常木 翔太（日本電気） 

 

＜タイトル＞ 

ディープラーニング適用によるリスクプロジェクトの検知 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：常木 翔太  (つねぎ しょうた) 

所属： 日本電気 株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 高田 淳司 (たかた あつし) 

所属： 日本電気 株式会社 

 

氏名(ふりがな)： 中田 隆幸 (なかだ たかゆき) 

所属： 日本電気 株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

蓄積したプロジェクトデータにディープラーニングを適用して、リスクプロジェクトを検知する 

 

＜キーワード＞ 

ディープラーニング、リスク検知、PMO、 

 

＜想定する聴衆＞  

PMO 

 

＜活動時期＞ 

2018 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 

 日本電気株式会社は、全社横断的なPMO組織を設置して第三者的な立場でプロジェクトのモニタリング活動を行って

いる。リスクプロジェクトを検知するにあたり、月次でプロジェクトマネージャから報告される「プロジェクト状況報告」を収集して、

品質、コスト、進捗、プロジェクト体制等のプロジェクト状況から不採算になるリスクをもったプロジェクトの検知と対策を推進

している。 

 

2. 改善したいこと 

○ PMO 活動において実現したいこと 

・ 不採算になるリスクをもったプロジェクトを、早期に検知したい 

・ リスクに対して早期対策の推進するため、監視業務の効率化をしたい 

・ PMO 担当者のスキル依存や検知漏れや遅れを防ぐために、同一の条件でリスク検知する仕組みを構築したい 

 

3. 改善策を導き出した経緯 

 前述の通り、『プロジェクト状況報告』の収集、不採算になるリスクをもったプロジェクトの検知、リスク対策の推進といった

一連の活動が定着化したことで、大規模プロジェクトの不採算件数が減少した。 

一方、短期間で状況が悪化して不採算になるプロジェクトが相対的に増加してきた。そこで、リスク対策を実施する十

分な時間を確保するため、効率的なリスクプロジェクトの検知と早期リスク対策の推進が重要となっている。 

 

4. 改善策の内容 

今回は、複数年に渡って蓄積したプロジェクト状況報告をディープラーニングによって学習することでデータ間の特徴や関

係を学習して、プロジェクトに影響を与えるさまざまな要因を考慮した「リスク予兆検知モデル」を構築する。 

また、過去データから得られた「リスク予兆検知モデル」を使って、月次のプロジェクト状況報告から『リスクプロジェクト』を

検知する。 

これによって、「リスクプロジェクトの早期検知」、「PMO 業務の効率化」、「不採算リスクの検知漏れ防止」を目指す。 

 

5. 改善策の実現方法 

ディープラーニングには、過去のプロジェクト状況報告のうち「不採算になったプロジェクトデータ」と「不採算にならなかった

プロジェクトデータ」に、識別ラベルを付与して学習した。 

学習モデルを構築した後は、検証用データを用いて「不採算になるプロジェクトを何ヶ月前の時点で検知できるか」、「誤

検知の数」を確認してモデルの有効性と運用に向けた評価を実施した。 

検証の結果、不採算になる 3 ヵ月前の時点で 8 割ほどのリスクプロジェクトを検知しており、PMO よりも早期に予兆を

検知したプロジェクトも見られた。誤検知は一定数あるものの、運用可能な範囲内に収まっていたため PMO 業務による評

価を実施することにした。 

 

6.改善による変化や効果 

現在は、ディープラーニングでリスクプロジェクトを検知した結果を、PMO に提供して改善効果を検証している。 

 

<PMO からのコメント> 

・ 結果的に不採算にならないプロジェクトであっても、プロジェクト体制や品質によるリスク予兆を検知できていた 

・ リスクプロジェクトを検知した場合、判定理由は不明だか PMO が確認するきっかけになることがある 
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・ ディープラーニングによる検知結果は、人手で検知している場合と比較しても概ね妥当に見える 

 

7. 改善活動の妥当性確認 

 ディープラーニングは、多くのデータからさまざまな特徴を学習することで『精度が高い』というメリットと、データをブラックボック

スに学習するため人間に理解可能な『判定根拠を示せない』といったデメリットを併せ持つ。 

そこで、PMO がリスクプロジェクト検知する際にディープラーニングの結果を参考情報にすることで「早期検知」や「PMO

業務の効率化」、「不採算リスクの検知漏れ防止」といった PMO 業務の高度化に貢献したいと考えている。 

現時点では改善による変化や効果を検証中であるが、上記活動の妥当性を引き続き見極めていきたい。 

 

A. 参考情報 
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1B-1 「指摘を前向きに受け止めてもらうためのレビュー手法提案」 弦間 健（インテック） 

 

＜タイトル＞ 

指摘を前向きに受け止めてもらうためのレビュー手法提案 

＜サブタイトル＞ 

RCS 法（レビューコミュニケーションスタイル手法）の提案 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：弦間 健（げんま たけし） 

所属： 第二金融ソリューション事業本部 ＴＭシステム部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 伊藤 修司（いとう しゅうじ）、辻村 隆二（つじむら りゅうじ） 

所属： ＳＣＳＫ株式会社、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト 

 

＜主張したい点＞ 

レビューアが指摘した意図や期待が伝わらず,レビューアの期待した通りに 

指摘内容が成果物に反映されない問題の解決策として、コミュニケーションスタイルに合わせて 

指摘の伝え方を変えると作成者が期待する行動を取ることがわかった。 

 

＜キーワード＞ 

指摘の伝え方、レビュー戦略，コミュニケーション，コーチング、RCS 法 

 

＜想定する聴衆＞  

レビューを実施する方、レビューを受ける方 

 

＜活動時期＞ 

2019 年 2 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 

 活動のきっかけは，私が部門の品質責任者に任命され,2018 年度の SQiP 研究会[1]にて活動した為である. 

部門内のどのチームにも適用可能か改善活動を実施したいと考え，どのチームでも実施しているレビューについて，改

善活動を実施した． 

 

2.改善したいこと 

 レビューアが指摘した意図や期待が伝わらない課題を改善したい．なぜならば，成果物の理解度や作成者のスキル

が充足していても，指摘の意図が相手に伝わらず苦労する場面に何度も直面しているからである．また，現状を把握

するために，レビューにおける指摘の伝え方に対する意識について，実際のソフトウェア開発の現場でアンケートを実施

した．アンケートの対象と方式は以下のとおり． 

(1)アンケートの対象：ソフトウェア開発の現場でレビューを実施するレビューアもしくは作成者（約 40 名）を対象とし

た．  

(2)アンケートの方式：それぞれの設問に対して，「1.よくある」から「5.まったくない」までの 5 段階の定量評価と，回答

理由についての定性コメントによる評価とした． 

結果は図 1 に示す。回答者の 80%以上が指摘の伝え方の重要さを肯定的にとらえていることが分かった． 
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図 1 指摘の伝え方に対する意識の定量項目アンケート結果 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 レビューにおいて，指摘の意図や期待が伝わらない要因は，作成者が納得のいく説明を受けていないと感じている．

また，修正に至るモチベーションが上がらない説明を受けていると感じているためと考えた．これは, 作成者がレビュー時

にどのように指摘を受け取るか，その指摘をどう解釈するか，「コミュニケーションスタイル」がそれぞれ違うことから生じてい

る． 

本稿でのコミュニケーションスタイルとは，コーチングで用いられる技法[2]を参考にし，「多様性（違い）とその対応を知

る」「伝達の工夫のヒントを得る」ことを目的としている．上記より，レビュー時には作成者のコミュニケーションスタイルに

合わせて，話す内容や話し方を変えると，作成者が期待する行動を取ってくれるようになるのではないかと考えた． 

 

4.改善策の内容 

作成者とレビューア間の「伝達」が適切に行われることを目的として,指摘事項や観点の認識齟齬を払拭し，効率的な

レビューを行う手法として RCS(Review Communication Style)法を提案する． 

RCS 法は前述の「コミュニケーションスタイル」の方針を取り込むことで，レビューアは作成者の説明を適切に理解するこ

とができ,作成者は指摘の取り込み漏れを防ぐことができることから,効率的なレビューを実現する．  

結果として，レビュー効率や成果物に対する品質確保の阻害要因を払拭し，作成者とレビューアに調和をもたらすこと

ができると考える． 

 

5.改善策の実現方法 

(1)レビューア，作成者が「RCS 判定質問」に回答する(表 1）． 

(2)RCS 決定表を使いスタイルの分類を行い(表 2），お互いがどのスタイルに分類されたかを開示する． 

(3)各スタイルの特徴と留意点を鑑みて，レビューを実施する（図２）. 
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(4)診断結果は絶対ではない，レビューの進行や指摘内容の変化に応じて，RCS は変化する点に留意する． 

 

表 1 RCS 判定質問事項                        表 2 RCS 決定表 

 

図２ RCS 法のレビュー戦略 

 

6.改善による変化や効果 

従来の指摘よりも，RCS 法を適用した指摘の方が，作成者にとって，納得度の高い結果となった（図３）． 

 また，指摘の内訳に着目して分類すると，優先度の高い指摘よりも，優先度が中程度の指摘の方が，RCS 法の

効果が大きい結果となった（図４）．これは，優先度の高い指摘は，伝え方がどうあれ対応せざるを得ないが，優

先度が中程度の指摘は，対応にいくつかの選択肢があり，相談や調整が必要な指摘であることが多いからである．実

験で，指摘の伝え方で作成者の納得度に差が出るということを確認した． 

  

  図３ 指摘の納得度                      図４ 優先度別指摘の納得度 

 

 

 質問 回 答 （ Y or 

N） 

  RCS の種類 回答① 回答② 

 論理的にきめることが多いか  a デシジョン RCS Y Y 

b クリエイティブ RCS N Y 
 

物事を決めるのは早いほうか  c ロジカル RCS Y N 

d エモーション RCS N N 
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7.改善活動の妥当性確認 

7.1 課題解決の度合い 

実施結果より，RCS 法を使うと，レビューアが作成者のコミュニケーションスタイルを意識して指摘を伝え，作成者は，

指摘の意図や期待を適切にとらえて前向きに行動し，お互いが納得したうえで成果物を修正することができるのではな

いかという大きな可能性を感じた． 

一方で，実験では，RCS を意識しすぎて,指摘内容が伝わらなくなるケースも散見された.RCS 法を誤って使った例と

いえる.また，簡易診断としたために，RCS は固定であると誤解を招く危険があることが分かった．状況に合わせて動的

に RCS を変化させていくという点について，改善が欠かせないことが分かった． 

 

7.2 今後の展開 

RCS 法を使うことで，メンバーの特徴や得意分野を把握することができれば，レビューアの多様性確保の判断やチーム

ビルディングに応用可能という意見を得た．レビューアの多様性を高めると，レビュー品質の向上やレビューアの育成には

寄与するが，コミュニケーションの難易度が上がる．両者のバランスを適切に保つことがポイントになると考えられる． 

また，チームビルディングについては，RCS 法を適切に応用することができれば，立場や役割に左右されることなく，必

要な発言や指摘ができるようになるという点で，チームの心理的安全を高める[3] ために有効な手法となる可能性を持

っていることが分かった． 

 

A. 参考情報 

[1] 弦間健,伊藤修司,辻村隆二「指摘を前向きに受け止めてもらうためのレビュー手法提案」,SQiP 研究会 2018. 

[2] NPO 法人 Health Coach Japan「コミュニケーションスタイル」 

[3] Amy C. Edmondson「チームが機能するとはどういうことか ― 「学習力」と「実行力」を高める実践アプローチ」，

野津智子訳，英治出版，2014． 
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1B-2 「機能安全開発現場で見えたテンプレ遵守する初心者が陥りやすい設計の改善」 田崎 功一（パナソニック アドバ

ンストテクノロジー） 

 

＜タイトル＞ 

機能安全開発現場で見えたテンプレ遵守する初心者が陥りやすい設計の改善 

＜サブタイトル＞ 

「説明できない設計書」から「安全性が説明できる設計書」へ 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：田崎 功一(たさき こういち) 

所属：パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 システム開発センター 機能安全推進課 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：尾関 英克(おぜき ひでかつ) 

所属：パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 システム開発センター 機能安全推進課 

＜主張したい点＞ 

機能安全開発では、故障に対して十分な対応ができていることを、作業成果物を用いて示す必要がある。そ

のために厳格なプロセスやガイドライン／テンプレートが整備され、順守が求められているが、実際の開発現場に

おいては開発者の設計力や説明力といったスキルが不可欠である。 

ガイドラインやテンプレートに従って作成されたアーキテクチャ設計であるはずなのに、内容を理解するのが難しく

安全性が説明できていない設計書となっていて、レビュー指摘してもなかなか改善しない。そのようなアーキテクチ

ャ設計が難航していたプロジェクトに「設計者」として筆者が途中参加し、機能安全開発の経験の浅い担当者

が陥っていた問題と、現場で行った改善への取り組みについて、実際の事例を紹介しながら述べる。 

 

＜キーワード＞ 

アーキテクチャ設計、OJT、機能安全 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウェア設計者、機能安全開発に従事している方、設計ガイドラインを作成する SPEG 

 

＜活動時期＞ 

2018 年 11 月 ~ 2019 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 

 弊社は、自動車、産業ロボット、パーソナルロボットなど様々な分野の機能安全開発を行っている。機能安全開発とは、

機器の故障や不具合に対して機能的に制御を用いて、リスクが許容できるレベルを達成するものである。そのため、組織と

しては機能安全規格を具体的な活動に落とし込んだ開発プロセス、ガイドラインやテンプレートを整備し、その活動および

成果物が、故障に対しても十分な対策が取られていることを示すための仕組みを構築している。 

 開発者は、この開発プロセスに基づき開発を実施していくが、本活動の対象となった現場では、成果物の完成に時間が

掛かり、計画から大きく遅れる状況となっていた。 

 この状況を打開するため、筆者が上記プロジェクトに設計者として開発途中から参画し、ソフトウェアアーキテクチャ設計に

対する改善を実施した。 

 

 

2.改善したいこと 

 機能安全開発の経験が浅い開発者が作成した設計書は、ガイドラインやテンプレートに示された内容が記載できてい

るかに重点が置かれ、論理的に安全であることを説明することが難しい設計書となっていた。そのため、レビューワが正し

いと判断することができず、レビューが収束しない状況になっていた。 

 そこで、機能安全開発の経験が浅い開発者においても、開発プロセスやガイドラインの真の意図を理解し、「判定した

リスクを軽減し、システマティック故障に十分な対応ができていることの判断」ができる設計書を作成できるようにすることを

目指した。 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

筆者がプロジェクトに途中参画した時点で上記の状況であったため、まずは「ガイドライン通りの活動ができているか」の確

認を行った。その結果、「問題となる対応の不足」はなかった。また、「ガイドラインの不備」も確認できなかった。むしろ、ガイ

ドラインやテンプレートはサンプルなども多く記載され、有識者のノウハウが込められていた。 

そこで、「開発者のスキルや、ガイドラインの解釈に課題があるのではないか」という仮説を立て、現場において改善の取り

組みを行った。 

 

 

4.改善策の内容 

 上記の仮設に基づき、以下に示す 1)、２)の対応を行うことした。 

 1) 設計書およびレビュー指摘の分析 

 2) 設計担当者へのインタビュー 

 

 

5.改善策の実現方法 

1) 確認した設計書およびレビュー指摘の分析 

  レビューが収束しない状況であったため、レビュー指摘の傾向と、実際に指摘されている箇所の確認を行った。 

レビュー指摘：設計の本質や意図が理解できないことに関する指摘が多い 

結果、設計担当者はどうすれば良いかわからないまま修正を繰り返していた 

設計書：実際に設計意図・内容が伝わらない箇所を確認 
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2) 設計担当者及びレビューワへのインタビュー 

 設計者とレビューワにインタビューを行い、レビューに対する視点や指摘に対する考え方を確認した。 

 

以上より、アーキテクチャ設計の問題を起こしている原因を特定した。 

①設計結果のみの記載 

検討は行われているが、設計書には設計結果のみが記載され、適切かの判断がつかない。 

②テンプレートの追従 

テンプレートに示された例の通りに記載されており、適切でない SysML/UML の図が採用されている。 

③不適切な記載レベル 

構造レベルでの設計が求められる箇所で、詳細レベルの振る舞いを記載している。 

設計者が苦労したと思われる箇所は、特に詳しく記載されている。 

④SysML/UML でモデル化した図に対する過剰な説明 

   動作を正確に伝えることが必要と考えて、図面で示した内容が文章でも記載されている。 

   レビュー指摘を受け修正が加えられると、影響が波及して、収束しない状態となっている。 

 

 

6.改善による変化や効果 

 「5．」における①~④の具体例を示して、それらに対する改善の取り組みを述べる。 

なお、改善の取り組みは、筆者が作業の一部を作成した後、担当者が残りを作成することで、担当者が作業の本質を

理解するよう OJT も合わせて行った。 

 

①「設計結果のみの記載」に対する改善 

具体例： 

タスクの設計において、検討は別資料で実施されているが、設計書には結果のみが記載されている。 

問題点： 

設計書の記載情報だけでは、時間制約が満たせているか、ワースト環境下でも成立するかといった判断ができない。 

改善内容： 

①-1：ワースト条件下においてタスク優先度などを考慮した上で、性能が満たせることを説明(図 4-1-1) 
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②「テンプレートの追従」に対する改善 

具体例： 

テンプレートの動的設計例にシーケンス図が記載されていると、全ての設計をシーケンス図で記載してしまう。 

その結果、以下の情報を 1 つの図で表現している。（図 4-2-1） 

・モード遷移(状態遷移図は別途あり)に関するコンポーネント間のやり取りとタイミング 

・モードに応じてコンポーネントが行う処理 

問題点： 

複数の視点でモデル化されるべきものを 1 つの図面で表現しているため、関係性が読み解けない。 

また、テンプレートに記載例が示されることで、「動的設計＝シーケンス図」で記載するといった誤解が生じている。 

 

改善内容： 

②-1：設計する内容には複数の視点があり、適切な図面を選択する必要があることを説明 

②-2：タイミングチャート(図 4-2-2)とアクティビティ図(図 4-2-3)で記載した例を用いて、適切な記載方法を選べ

ば説明が容易になることを説明 

 

図 4-1-1 タスクのスケジュール検証 
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図 4-2-1 改善前の動的設計図 

図 4-2-2 改善後のタイミングチャート 

図 4-2-3 改善後のアクティビティ図 
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③「記載レベルが適切でない」に対する改善 

具体例： 

コンポーネントに分割する以前に、コンポーネントの詳細情報が示される。 

問題点： 

ソフトウェアの内容を知っている人でないと、ソフトウェアの構造を理解することが難航する。 

 

改善内容： 

③-1：テンプレートの章構成を見直し(図 4-3-2) 

テンプレートを作る際に考えられているソフトウェアの複雑度が現状のものと乖離していると考え、以下のように改善 

- ソフトウェアの全体像をとらえるレベル（コンポーネント間の関係を示す） 

- コンポーネントの詳細化をするレベル 

 

  

 

④「SysML/UML でモデル化した図に対する過剰な説明」に対する改善 

具体例： 

シーケンス図と文章で同じ内容が記載されている。図と文章が一致しない箇所もあり。 

問題点： 

図面と文章で不一致を起こした記載箇所でどちらが正しいのか判断ができない。 

自然言語での文章説明が長く、説明が冗長で理解しにくい箇所がある。 

 

改善内容： 

④-1：図面で内容が理解できることを説明 

④-2：図面の情報を補わない文章は、追加しないようにルール化 

 

 

改善効果 1： 

 上記の取り組みを通して、設計者もガイドラインやテンプレートが意図していることを理解し、どの粒度で記載をすれば、

安全であることを示すことができるかを習得することができた。また、設計者の頭の中にある暗黙知や当たり前と認識して

いたことを引き出すきっかけになった。これは、現状の設計に対する間違いの気付きになると共に、さらには、設計者自身

が「安全であることの説明を容易にするような記載方法の提案」という自発的な改善にもつながった。 

 

図 4-3-1 設計書の構成変更前 図 4-3-2 設計書の構成変更後 
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改善効果 2： 

 レビューの指摘内容が、「意味が分からない」「判断できない」といった内容から、「ここはこうなっていなければ、故障にな

る」「この制御の考慮が抜けている」といった矛盾があるかどうかを判断した内容の指摘になった。 

 

以上の効果から、改善のねらいでもあった「判定したリスクを軽減し、システマティック故障に十分な対応ができているこ

との判断」ができる設計書とすることができ、品質の向上が確認できた。 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

今回は、担当者としてプロジェクト途中から参加することで、OJT 的に設計品質を高める活動を行った。プロセスやガイド

ラインだけでは不十分で、それらを活用し応用できる人材を育てていくことが重要である。本活動を通して、機能安全開発

の経験の浅い設計者のレベルを上げ、自発的な改善につながる効果も確認できた。 

今回の改善活動を通して得られた知見を、今後、他のプロジェクトに展開したい。 

 

 

A. 参考情報 

なし 
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1B-3 「若手設計者育成のためのレビュープロセス改善」 鈴木 敦子（デンソーテンテクノロジ） 

 

＜タイトル＞ 

若手設計者育成のためのレビュープロセス改善 

＜サブタイトル＞ 

幸せなレビューを目指して！ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：鈴木 敦子(すずき あつこ) 

所属： 株式会社デンソーテンテクノロジ 第一エンジニアリング部 PF ソフト設計室 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なし 

所属： ― 

 

＜主張したい点＞ 

レビューの場で上がる指摘がセルフチェックで除去できる内容を占め、限られたレビュー時間内にレビューアが確

認したい観点に集中できなくなってきていた。若手設計者はレビュー前にセルフチェックを行っていたが実際は見

逃しが多く、さらに見逃したことがレビューアの負担になっていることに気がついていなかった。そこで若手設計者に

気づきを与え、自ら見逃しを減らす行動をとれるよう活動した。 

若手設計者への気づきにはレビュー記録の分類分けを行い、分類結果を数値化して活用した。 

 

＜キーワード＞ 

レビュー、OJT(経験学習)、振り返り、ナレッジ･マネジメント 

 

＜想定する聴衆＞  

開発チームのリーダやマネージャ、レビューア、SEPG 

 

＜活動時期＞ 

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 

  当部は車載システムの組み込みソフトウェア開発に従事している。近年、燃費性能を追求したエンジン開発が進んでお

り、開発内容はより高度になり、開発規模は年々増加するとともに複雑化してきている。そういった顧客の要求に柔軟に対

応できるようリソース確保を重点的に行っていた。 

リソース数は毎年十数人単位で増加し、若手設計者は教育を実施した後に現場へ投入していたが、品質確保のかな

めとなるレビューで、レビューアから「リソース増加と共に負担が増え、疲れるばかりで本来実施したいレビューができない」と疲

弊した声があがるようになってきていた。 

 

2.改善したいこと 

  レビューアの声を裏付けるため当部の四半期のレビュー記録約 1,000 件を分析した。 

  調査対象は全 13 グループ、設計者数約 150 名分となる。 

(分析の結果分かったこと) 

・誤記や表現などセルフチェックで対応できる指摘(以下、「低レベル指摘」)が全指摘のほぼ半数を占めていた。 

・限られたレビュー時間を低レベル指摘で使用してしまい、設計者はレビューアから製品知識などのノウハウを教えてもらう

機会が減っていた。(スキル向上の機会を失っている。) 

・各グループや製品間で低レベル指摘が占める割合が異なり、さらに調査するとレビュー時の観点を共有できている/でき

ていないの差があった。 

(改善したいこと) 

①レビューの場に持ち込む成果物(設計ドキュメント･ソースコード)の品質を向上させる 

②レビュー観点のばらつきをなくす 

 

3.改善策を導き出した経緯 

①の改善策 

低レベル指摘を受けている設計者へヒヤリングしたところ、セルフチェックは行っているのでレビューの場で受ける指摘が 

レビューアの負担となりレビューの妨げになっていることに気づいていなかった。そこで他社の改善事例を参考にレビュー 

指摘内容を分類分けし、設計力として数値で見える化すれば、現状を理解し低レベル指摘を減少させようと改善の 

サイクルを回せるようになるのではと考えた。低レベル指摘が減れば、レビューアが指摘の背景や根拠を説明する時間 

が確保できるため、レビューアの知見や経験を得ることができ、OJT(経験学習)サイクルを回せるようになることで若手 

設計者のスキル向上につながる。 

②の改善策 

レビュープロセスの改善は各グループ取り組んでいたが、良い事例を展開する場もなくグループ間で取り組みに差異が 

でていた。そこで各グループ代表者が集まり、お互いの取り組み内容を説明する機会を設け、良いところを取り入れる 

形でグループ間の差異を埋め、ばらつきをなくせないかと考えた。 

 

4.改善策の内容 

  2 で述べた改善したい項目ごとに SEPG メンバーと各製品代表者を選出し対策に取り組んだ。 

改善前と改善後のレビュープロセスのフローは説明の後に示す(下図 1)。 

 

① レビューの場に持ち込む成果物(設計ドキュメント･ソースコード)の品質を向上させる 

      レビュー議事録(1指摘1行のリスト形式)に低レベル指摘かどうか指摘を振り分ける欄を追加し、レビューアが指摘
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後に低レベル指摘の有無の振り分けを行って、設計力として設計者へ伝えるようにした。 

設計力の数値化は、低レベル指摘件数 / 全指摘件数 *100 としてレビュー議事録の上部に表示するようにし

た。また振り返り欄を設け低レベル指摘毎に対策検討後、対策状況を上司がフォローできる仕組みとした。(設計

力の数値化については下図 2 を参照。) 

 

プロジェクト毎の振り返りで弱点のコーディングルール･教育資料を学習し直すことで個人の育成を促しながら、若

手設計者の育成に反映するため、半期ごとにレビュー指摘を分析し、弱点内容を共有して標準化(観点集や教

育資料)するナレッジ･マネジメントの仕組みを構築した。(下図 3 を参照。) 

 

レビューの場へ持ち込むドキュメント品質を維持するため、低レベル指摘の振り分けができているかの確認は監査

Gr の協力を得て第三者による監視を行い、また、グループ毎の低レベル指摘率を定期的に計測して低レベル指

摘率が上昇に転じたグループには個別でヒヤリングを行う、改善策の相談に乗るようにした。 

 

② レビュー観点のばらつきをなくす 

      レビュー観点が暗黙知になっているグループ、設計者がレビュー観点を知らないグループなどグループごとの差異をな

くせるよう部内のレビュー観点を 1 つにまとめ自グループへの適用が必要か精査した。1 つにまとめる意図は横展漏

れを防止し、部内で効率よく共有するため。 

 

まとめた観点集(DR ガイドライン)はレビューの場だけでなく、セルフチェックで用いることをルールとした。観点項目に

は何に着目してどのように確認するのかも併記して、経験の浅い設計者でも用いることができるよう工夫した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※DR ガイドライン(レビュー前の準備、観点、レビューの終了基準をまとめたもの) 

図 1. 改善前と改善後のレビュープロセスフロー 
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図 2. 設計力の数値化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.改善後のレビューと教育の仕組み 

 

5.改善策の実現方法 

  4 章に含む。 

 

設 計 力

担 当 A B
担当規模 20 30

レビューイの質 100.0% 11.1% 0.0%

【20%未満時】開発状況と今後の対策を記入

振り分けは 

1 指摘毎。 

設計者毎に指摘件数

から求めて表示する。

点が上がれば 

モチベーションも UP! 
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6.改善による変化や効果 

  全レビューの低レベル指摘率を計測し、効果を確認した。 

参考にクオータ毎にまとめた図を示す(図 3)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3. 低レベル指摘率の推移 

 

  徐々にレビューの場で指摘される低レベル指摘の割合が減るにつれ、後工程で発見される不備も減少しレビューの質が

向上し、レビューアの負担軽減にもつながったと考えられる。 

 

  また、設計者へ行った活動に対するアンケート結果の一部を示す。 

- DR ガイドラインを使用することで、「つい」、「うっかり」を減らすことが出来た。 

- 自分で自分に問いかけるように確認する癖がついて、指摘が減少した。 

- DR ガイドラインの準備、クロスチェックに工数がかかってしまい、工数の削減にはつながらなかった。 

 

レビュー前に成果物を見直す癖がついてきたと言える。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

  6 章でも述べた通り、レビューの場に持ち込まれる成果物の品質が向上したことで、レビューアの見逃し後工程で発見さ

れる不備を低減することができた。レビューアが確認したい観点に集中できるようになったと言える。 

レビューアはレビューの負担が軽くなったことで、次期レビューアの育成に取り組めるようになり、育成が上手くいっているグ

ループのレビューアの残業時間が減るなどの副次効果も出ている。 

 

  今後は弱点分析だけではなく、良い事例も集め DR ガイドラインや教育資料の充実を図っていきたい。 

 

A. 参考情報 

[1]ピア･レビューで技術者を育成する方式～OJT から ORT へ～,竹下 千晶(デンソークリエイト),SPI Japan2012 

[2]技術者のスキル向上につながるピア･レビューに進化させる仕組み,竹下 千晶(デンソークリエイト),SQiP2012 

[3]間違いだらけの設計レビュー(改訂版),森崎 修司(名古屋大学),日経 BP 

[4]SECI モデル(野中郁次郎氏提唱 ナレッジ･マネジメントの枠組み) 
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1B-4 「MFP 用システムソフトウェアの海外拠点主体開発への挑戦」 長野 慎也（東芝テック） 

 

＜タイトル＞ 

MFP 用システムソフトウェアの海外拠点主体開発への挑戦 

＜サブタイトル＞ 

~上流工程移管と海外主体開発プロセスの構築~ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：長野 慎也（ながの しんや） 

所属： 東芝テック株式会社プリンティングソリューション技術部 

 

＜共同執筆者＞ 

なし 

 

＜主張したい点＞ 

規模の異なるプロジェクトが複数走っている中で、多くを占める海外開発拠点の開発者を如何に効率活用し、

QCD を確保できる可能性を高めるか、国内開発者中心で実施してきた上流の要件定義、外部設計作業を

如何にして海外開発拠点に移管したのか、実施するプロセス、体制構築の過程における工夫した点、苦労した

点、更に良くするための点など 

 

＜キーワード＞ 

海外拠点、効率化 

 

＜想定する聴衆＞  

海外開発拠点を使用しており、国内からの指示は最低限に上流から下流まで一気に開発を委託したい会社、

チーム、組織、個人等 

 

＜活動時期＞ 

2018/1~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 

MFP 用システムソフトを国内と海外の拠点（インド中心）で開発している。要件定義/外部設計は国内主体、内

部設計/実装以降は海外拠点主体の開発スタイルで、人数比率も国内 1 に対し、海外は 3 と圧倒的に海外拠点

開発者が多いが、上流工程を国内中心で回している為、海外拠点は日本からの情報が出てこないと設計に着手で

きないため、数多くの開発者工数を開発序盤から活用できていない。更に、上流設計情報を海外拠点に提供して

も質疑応答などの対応や、内部設計情報まで提供して開発を進めるケースもあり、多くのコミュニケーションコストも発

生する。 

また、複数機種の開発が並行で走っている為、人数の多い海外拠点の開発工数を序盤から投入する事で、あるプ

ロジェクトは国内主体、あるプロジェクトは海外主体で回すスタイルで並行開発プロジェクトの QCD を確保していきた

い。 

以下のグラフは、ある期間における当社のソフト開発者の工数実績を示している。 

国内技術者の工数は全期間で平均的に工数を出来ているのに対し、 

 

 

以下海外拠点の開発工数の実績推移を見てみると、工数の谷間があることがわかる 

     

 

この谷間はそれぞれある開発プロジェクトの序盤であり、日本から提供される外部設計書などの上流設計情報を入

手するための待ち時間となっており、情報入手まで開発作業に着手できない状態を表している。 

谷 

谷 

谷 

国内 

海外 
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3 倍の海外拠点開発者を早期の段階で投入（青○部分）することで待ち時間を削減し、外部設計などの上流情

報をドキュメント化し、海外拠点に連絡/質疑応答対応するコミュニケーションコストを削減したい（赤色部分） 

 

<ある製品開発の国内/海外工数実績グラフ> 

 

 

 

 

 

今後の事業戦略としても MFP 用システムソフトの開発（特に派生開発）を可能な限り海外拠点主体で回すことに

より開発コストを抑制するとともに、新規製品開発でも日本からの指示は最低限とし、開発上流から海外拠点が主

体で進められる開発プロセス、体制の構築が急務となっている。 

 

2.改善したいこと 

  1) 海外拠点工数を開発序盤から投入 

  2) 国内からの指示が無くとも自立して開発が可能（指示待ち時間削減、コミュニケーションコスト削減） 

  3) 複数機種開発が並行しても耐えうる体制を構築したい（一方は国内主体、一方は海外主体、など） 

つまり、開発上流で日本が担当している要件定義、外部設計作業を海外で実施する事ができれば、日本側の負荷

やコミュニケーションコストを削減できると共に、海外拠点が日本からの指示待ちが無くなり開発工数の谷間も生まれ

なくなり効率活用可能になると考えた。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

上流工程である要件定義、外部設計を海外拠点に移管する為の必要なタスクの洗い出し。 

- 要件定義プロセス、要件定義書作成/レビュー、外部設計プロセス、外部設計書作成/レビュー… 

これまで国内で回してきた理由の一つに要求元との交渉が日本語中心であることが挙げられる。要件定義書/外部

設計書を要求元に説明する際も日本語でないと要求が反映されているかどうか判断に時間を要する事が多い。 

既に各種帳票の英訳化は実施済で、英語のドキュメントを如何にわかりやすく要求元に正確に伝えられるかをポイン

トにプロセスを開発した。 

 

 

海外 

国内 

海外拠点への情報出しに

かかるコミュニケーショ

ンコスト 

要件定義 外部設計 内部設計 実装/単体/結合 総合/システム試験 

 

日本からの情報待ちで工

数が活用できない 
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4.改善策の内容 

要件定義、外部設計フェーズでそれぞれ実施した内容を如何にまとめる。 

・ 要件定義 

機能追加要望についてはお客様含む様々な要求元（商品企画、品証、製造、サービス）から受領する為要

求元との折衝は一括して日本側で請負う事にした。海外拠点は要求をまとめた情報を入手し、要件定義書に

まとめ、その成果物を日本側でレビューするプロセスとした。 

要求概要説明（日本）⇒要件定義書作成（海外）⇒要件定義書レビュー（日本/海外合同） 

日本側にリリースする前に、海外拠点側で外部設計書執筆予定者も含め Senior 層を入れたレビューを通して

いる状態であるため、日本側がレビュー時に確認するのは要件定義書に必要な情報/前提が記載されているか

どうかのみで日本側は根掘り葉掘り記載内容を追求しない。この要件定義書ベースで外部設計書を書けるかど

うかの判断は海外拠点側に委ねている。 

 

・ 外部設計 

日本から提供される外部設計書（英語）を参照した経験はあるため外部設計書については内容や構成は拠

点側も把握しているが、要件定義書から外部設計書に落とし込むという、執筆者の視点は持ち合わせていない

ため、今回の移管にあたり、日本側が要件定義書ベースで外部設計書をどのような視点で執筆しているかをドキ

ュメント化し、拠点側のリーダクラスに対し教育を実施。外部設計書を執筆できるようになった前提で以下のプロ

セスを開発。 

外部設計書作成（海外）⇒レビュー（海外）⇒合同レビュー（日本/海外）⇒修正（海外） 

 

レビューガイドライン： 

日本側でも曖昧になっていたため、今回改めてガイドラインも見直し。 

要件は漏れ無く記載されているか、参考ドキュメントの記載に不備は無いか、冗長な記載になっていないか、UI の追

加/変更はポリシーに従っているか、文字だけで長々と記載するのではなく、フローチャートや図を使用する、関連する

外部ソフトウェアとの I/F 互換性が考慮されているか、など。 

日本側レビュー時にはこのガイドラインを意識して上流仕様品質のバラつきを低減させる施策として実施。 

 

5.改善策の実現方法 

プロセスは開発したが、いざ本番になって問題が発生するリスクを軽減する為、実開発の前に、一連の要件定義、外

部設計プロセスをトライアルで先行実施することにした。 

8 件の機能要求について、要件定義、外部設計書作成を 2 か月間で作成し終えるスケジュールで計画。 

概ね開発したプロセスに問題はなかったが、やはりレビューガイドラインで定義したような冗長な記述、文字のみでの説

明が多く見受けられたため、その点は本番を意識して改善を検討するように依頼。 

トライアルで実施する中で、外部設計書合同レビュー（テレビ会議）時、海外拠点と議論するメンバが限られており

（英語力の問題）、有効なレビューにならなかったため、合同レビュー前に日本側のみの事前レビューを実施するプロ

セスに変更。 

外部設計書作成（海外）⇒レビュー（海外）⇒レビュー（日本）⇒合同レビュー（日本/海外）⇒修正（海

外） 

 

日本側のレビューで各指摘事項をまとめ、合同レビュー時にはまとめた指摘事項のみを F/B するプロセスとした。合同

レビューにおいても、指摘事項を拠点側執筆者と議論する場合は指摘者が合同レビューに参加するが、基本はレビュ
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ーファシリテータ（本来日本側で外部設計書の執筆を担当）が内容を伝達するプロセスにしたため日本側の負荷も

かなり軽減する事が出来た。 

 

6.改善による変化や効果 

要件定義をしっかり実施しておけば、外部設計書の質は高く仕上がってくることがわかった。 

また、機能説明の簡略化（文字だけではなく表、図、フローチャートを使用する）も拠点側のリリース前レビューでの

確認を徹底しているため、日本側がレビューする際は非常にわかりやすい内容にまとまっていた。 

更に自ら外部仕様設計書を執筆する為、機能全体への理解度も高まり、内部設計、実装などの下流工程での外

部設計ユースケース漏れ、実装漏れなどの後戻り作業が大幅に減った。 

 

また、期待していた開発序盤の工数投入についても、過去開発に比べ大幅に海外工数が投入されており、国内開

発者のコミュニケーション工数も削減されていることがわかる。 

 

<現海外主体開発工数実績> 

 

 

 

<過去の国内主体開発工数実績> 

 

 

要件定義 外部設計 内部設計 

要件定義 外部設計 内部設計 

過去開発の日本側工数実

績ライン 

 

開発序盤から多くの海外

拠点工数が入っている 
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7.改善活動の妥当性確認 

活動自体には効果が大きいことがわかったが、開発自体はまだ中盤に差し掛かるところであり、日本側のサポートが最

低限という事で品質リスクが無いとは言い切れない状態。こちらについても現状施策を実施中 

 

課題としては、今回の海外主体開発は開発部門内だけの活動になる為、他部門（商品企画、品証、サービス、ド

キュメント）との交渉は日本語でのコミュニケーションとなり、日本側の工数が一定量必要になってしまうため完全に海

外で閉じた開発にはできない状態。全社的な協力を得られれば、更に改善効果が波及するのではないか感じてい

る。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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1C-1 「Automotive SPICE に準拠したアジャイル開発の実践」 五十嵐 一成（インクリメント P） 

 

＜タイトル＞ 

Automotive SPICE に準拠したアジャイル開発の実践 

 

＜サブタイトル＞ 

双方の利点を生かすための課題と工夫 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：五十嵐 一成（いがらし いっせい） 

所属：インクリメント P 株式会社 技術統括支援部 技術管理部 第一技術管理グループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

車載ソフトウェア開発のプロセス改善に用いられるプロセスモデル Automotive SPICE では、アジャイル開発

との親和性が長年議論されてきた。現在ではガイドライン等[1][2]で問題なく適用できると説明されているが、理

論を実践的な手段として実装するには難易度が高い。 

当社では実際にアジャイル開発プロジェクトに Automotive SPICE を適用し、アジャイルと SPICE の双方の

利点を生かしたプロセスでレベル 3 を達成することができた。そこにどんな課題があってどんな工夫を行ったかを一

例として共有したい。 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル、スクラム、Automotive SPICE  

 

＜想定する聴衆＞  

Automotive SPICE を導入検討している方 

アジャイル開発に Automotive SPICE を適用するよう求められて困っている SEPG や現場の方 

 

＜活動時期＞ 

2015 年 9 月～2019 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 

当社はカーナビゲーション等で表示するデジタル地図データ開発を事業としている。近年、海外市場において

Automotive SPICE をサプライヤー企業への発注条件とするケースが増加しており、カーナビゲーション用地図データの供

給においても例外ではない。そのような環境に対応するため、社内に「Automotive SPICE 推進プロジェクト」が発足し、

筆者は SEPG リーダーとして参画した。 

Automotive SPICE の適用対象として選定された開発プロジェクトではすでにアジャイル開発（スクラム）を導入して

おり、その利点を損なわずに、また相乗効果を生むように Automotive SPICE に準拠させることが求められた。事前に受

けたアセスメントでは大部分のプロセスがレベル 0 と評価され、そこからレベル 3 を達成することが目標となった。 

 

2.改善したいこと 

Automotive SPICE とアジャイル開発は矛盾しないと言われている[1]。しかし実際に整合を取ったプロセスを構築・実

践する上で以下のような課題を解決する必要があった。 

 

⚫ プロセス課題 

➢ プロダクトバックログは要件になる？ 

スクラムのプロダクトバックログをそのまま要件仕様にしようと考えた。しかし機能・要件・問題・変更が混ざって

いるため、リリース時の状態が一目でわからない。これは Automotive SPICE ガイドライン[2]AGE.RC.3 に

従うと評点を下げられる要因になる。 

 

【参考：スクラムガイド[3]におけるプロダクトバックログの説明】 

「今後のリリースで実装するプロダクトのフィーチャ・機能・要求・要望・修正をすべて一覧にしている」 

 

⚫ 環境課題 

➢ アジャイル環境でトレーサビリティを確立できる？ 

アジャイルソフトウェア開発宣言[4]「包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを」により、トレーサビリティを確

立する意識・仕組みが弱かった。補強するために開発環境の選定を行ったが、条件を満たす適切な開発環

境がなかなか見つからなかった。 

 

⚫ 組織課題 

➢ プロジェクトごとの違いをどう表現する？ 

標準プロセスを他のプロジェクトにも横展開したいが、全プロジェクトが車載向けというわけではない。

Automotive SPICE に準拠しない軽量なプロセスも求められる。 

 

➢ チームの自己組織化をどう維持する？ 

アジャイルなチームは自律的なので、自分たちで仕事のやり方を改善したい。しかし標準プロセスを逸脱しない

ようにする必要がある。標準プロセスを守りつつ自主改善を進めるにはどうすればよいか。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

SEPG には Automotive SPICE とアジャイル開発の両方の知見が不足していたため、前者についてはコンサルタントの

協力を得、後者については社内の認定スクラムマスター保持者に参画してもらうことで補った。これらの関係者間で議論し
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ながらプロセス構築を進めた。 

 

4.改善策の内容 

⚫ プロセス課題 

➢ プロダクトバックログは要件になる？ 

プロダクトバックログ(機能)と要件・問題・変更を分離。さらに要件・問題・変更の関連を明確にし、要件を見

るだけでリリースの状態を把握できるようにした。 

 

⚫ 環境課題 

➢ アジャイル環境でトレーサビリティを確立できる？ 

すでに Atlassian 製品を中心としたマイクロサービスのアジャイル開発環境があり、その一部を拡張(アドオンを

導入、使い方を工夫)してトレーサビリティを確立した。 

 

⚫ 組織課題 

➢ プロジェクトごとの違いをどう表現する？ 

製品特性や品質要求等で分類した軽量なプロセスパターンを複数用意し、プロジェクトごとに選択できるよう

にした。 

 

➢ チームの自己組織化をどう維持する？ 

内部改善はチームに任せ、プロセス変更が必要な場合は SEPG にフィードバックするようにした。また SQA に

よる監査で標準プロセスを逸脱していないかチェックした。 

 

5.改善策の実現方法 

⚫ プロセス課題 

➢ プロダクトバックログは要件になる？ 

プロダクトバックログの内容は「実装する機能」と位置づけ、その機能で何を実現させたいのかを「要件」としてプ

ロダクトバックログから独立させた。また問題・変更は要件へのインプット情報とし、常に要件だけを見れば実現

されるものがわかるようにした。まとめると以下のようになる。 

 「プロダクトバックログ」…実装する機能（およびその実行タスク） 

 「要件」…何を実現したいのかを表す（SWE.1 ソフトウェア要件に対応） 

 「問題」…発見された問題を表す（SUP.9 問題解決管理に対応） 

 「変更」…要件に対する変更依頼を表す（SUP.10 変更依頼管理に対応） 

 

⚫ 環境課題 

➢ アジャイル環境でトレーサビリティを確立できる？ 

トレーサビリティはツール間の連携機能で確立。視認性・操作性を向上させるために一部アドオンを導入した

が、全体として他候補の費用に比べ 1/10 程度に収まった。以下は利用しているツール例。 

 「Jira Software」…プロジェクト管理 

 「Confluence」…ドキュメント管理 

 「Bitbucket」…ソースコード管理 

 「TestRail」…テスト管理 
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 「SonarQube」…静的解析 

 

⚫ 組織課題 

➢ プロジェクトごとの違いをどう表現する？ 

いくつかの軸でプロジェクト特性を分類した。以下が分類例。 

 製品 or 試作品 

 Automotive SPICE 準拠 or 非準拠 

 品質レベル（高 or 中） 

 

➢ チームの自己組織化をどう維持する？ 

以下のサイクルを独立して実施し、相互にインプットし合う。 

 自主改善サイクル：プロジェクト内での改善。スクラムのレトロスペクティブ、プロジェクト振り返り等。 

 標準プロセス改善サイクル：自主改善と監査からのフィードバックをもとに標準プロセスを改善する。 

 監査：SQA（ソフトウェア品質保証）による監査。標準プロセスから逸脱していないかを確認する。 

 

6.改善による変化や効果 

課題を解決したプロセスを構築・実践し、対象プロジェクトの全適用プロセスにおいて Automotive SPICE 3.1 レベル 

3 を達成した。また Automotive SPICE とアジャイル開発の利点が相乗効果を生み、生産性・品質ともに向上する効

果があった。 

 生産性（ベロシティ）：取組前と比較して、+50% 

 不具合流出率（次工程への流出不具合数/人月）：取組 1 年目から 2 年目にかけて、-22% 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 アジャイル開発に Automotive SPICE を適用できること、および公式アセスメントを通じてレベル 3 を満たしていることを

確認できた。また社内の年間業績表彰で「Best Support 賞」を受賞。ソフトウェア開発力向上に寄与するとともに、海

外ビジネスの可能性を広げた点が経営層から評価された。 

 

Automotive SPICE 導入推進メンバーによる総括は以下の通り。 

➢ アジャイル開発を最大化させる目的として SPICE に取り組んだことで、必要性と必然性への腹落ち度が高い自分事

の活動になった。 

➢ プロセスを自分たちで変えられることを理解しているため、受け身にならず当事者意識を持って継続的に改善できてい

る。 

➢ スクラムは構成メンバーを固定することが大事だが、現実問題としてそうはいかない。標準プロセスで基本を揃えたこと

で、メンバーが新規参画してもパフォーマンスを大きく損なわずに済むようになった。 

 

A. 参考情報 

[1] Clarifying Myths with Process Maturity Model vs. Agile White Paper 

https://www.intacs.info/index.php/download-forms/download-directory/newsletter/465-white-pape

r-spice-and-agile/file 

 

[2] QMC ジャパン, Automotive SPICE ガイドライン (初版、2017 年 9 月) 

https://www.intacs.info/index.php/download-forms/download-directory/newsletter/465-white-paper-spice-and-agile/file
https://www.intacs.info/index.php/download-forms/download-directory/newsletter/465-white-paper-spice-and-agile/file
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[3] スクラムガイド日本語版 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Japanese.pdf 

 

[4] アジャイルソフトウェア開発宣言 

https://agilemanifesto.org/iso/ja/manifesto.html 

 

https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Japanese.pdf
https://agilemanifesto.org/iso/ja/manifesto.html
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1C-2 「英語で読み解くプロセス改善」 藤山 晃治（パナソニック） 

＜タイトル＞ 

英語で読み解くプロセス改善 

 

＜サブタイトル＞  

～改善活動具体化のヒントは、何と英語にあった～ 

 

＜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 インダストリアルソリューションズ社 技術本部 プロセスデバイス革新センター 

システム技術開発部 開発２課 

 

＜共同執筆者＞ 

なし 

 

＜主張したい点＞ 

システム製品の開発では、その品質担保のために、より開発プロセスに準拠することが要求される。特に、車

載分野ではその傾向が顕著であり、Automotive SPICE(R)や国際規格の準拠の基礎として、組織自身が開

発プロセスを保持し維持しながらそれに基づいて製品開発を行う必要がある。最近では、事業の新分野に自動

車の運転支援や自動運転を選び、過去に画像処理や通信技術、AI 技術に従事していた技術者が、車載開

発に従事するようになっている。また、それに伴うプロセス改善担当者や品質保証担当者の不足により、技術者

だった人がその役割を担う新部署に配置されている。そのような場合、知識が少なく経験が浅いため、プロセス記

述、規格を読んでも何をどうすればよいのかが分からない、どのような活動を行うことが準拠にあたるのかが分から

ない、分からない記述の内容を相談しようと思っても周りに有識者がいない、という状況に陥り、プロセス改善や

規格準拠につながる具体的な活動を引き出せないという課題に直面する。このような人がある程度自力で理解

を深め、改善を進められるためのアプローチとして、日本語訳のもととなった英語文章、特に英語の動詞の意味

を紐解くことで、具体的な活動のイメージ構築やプロセス改善のための観点などを引き出せたことを、事例を交え

て報告する。 

 

＜キーワード＞ 

プロセス改善、英語、Automotive SPICE(R)、教育訓練 

 

＜想定する聴衆＞  

ここ数年で、新たにプロセス改善や品質保証の担当になった方、あるいはそのようなメンバーを受け入れた部門の

方。国際規格などを英語で読むのが好きな方。 

 

＜活動時期＞ 

2018 年 5 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 
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 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1. 背景 

1-1.システム製品開発の推進と開発プロセス準拠 

弊社では、これまでのデバイスの単体ビジネスから、それらにソフトウェアを組み合わせたり、他のデバイスも組み込んだりし

たシステム製品としての事業を推進している。システム製品の開発では、その品質担保のために、より開発プロセスに準拠

することが要求される。特に、車載分野ではその傾向が顕著であり、自動車業界における品質管理のための Automotive 

SPICE(R)(以下、A-SPICE)や自動車メーカー独自の開発標準、さらには ISO 26262(自動車用機能安全規格)のような

国際規格の準拠の基礎として、組織自身が開発プロセスを保持し維持しながら、それに基づいて製品開発を行う必要が

ある。 

最近では、新分野参入として自動車運転支援や自動運転を選び、これまで画像処理や通信技術、AI 技術に従事し

ていた技術者が、車載開発に従事するようになっている。また、それに伴うプロセス改善担当者や品質保証担当者の不足

により、技術者だった人がその役割を担う新部署に配置されている。そのような場合、以下のようなことが課題となっている。 

1. 知識が少なく経験が浅いため、プロセス記述、規格の記述を読んでも何をどうすればよいのかが分からない。

どのような活動を行うことが、準拠にあたるのかが分からない。 

2. 分からない記述の内容を相談しようと思っても、周りに有識者がいない。 

3. 従って、プロセス改善や規格準拠につながる具体的な活動を引き出せない。 

 

1-2. プロセス記述の理解に関する課題 

ここでは、「知識が少ない」、「経験が浅い」、または「新部署のため周りに相談する人がいない」人のことを、便宜上「初

心者」と呼ぶ。この初心者が直面する上記の課題を、今回の発表で基本としている A-SPICE の、「プロジェクト管理」の記

述の一部を表 1 に引用して具体的に説明する。今回の発表では、特に動詞に注目して説明する。 

 

【表 1 プロセス記述の例[1][2](太字化は筆者が行った)】 

プロセス ID とプロセス名 MAN.3 プロジェクト管理 

プロセス目的(Purpose) 

The purpose of the Project Management Process is to identify, establish, and 

control the activities and resources necessary for a project to produce a product, 

in the context of the project’s requirements and constraints. 

プロジェクト管理プロセスの目的は、プロジェクトの要件および制約内で、プロジェクトが製品を

生成するために必要な活動およびリソースを識別し、確立し、制御することである。 

基本プラクティス 

(Base Practice, BP) 

MAN.3.BP1: Define the scope of work.  

Identify the project's goals, motivation and boundaries. 

MAN.3.BP1: 作業範囲の定義 

プロジェクトの目標、モチベーション、および境界を識別する。 

 

表１から分かる通り、「識別する」、「確立する」、「制御する」、「定義する」といった動詞が見られる。これらの動詞は

A-SPICE 全体を通して頻出する傾向にあり、また他の規格においても同様である。現場でプロセス改善を推進していくには、

そういった動詞を含む上記のような文章が何を意図・意味しているか、そのような動詞がプロジェクト活動において何を指す

かを読み解きながら、存在するギャップから弱みを発見しプロセス改善につなげなければならない。 

ところが、表 1 のような文章に対する理解は読み手のスキルや知識、経験に大きく依存する。経験者は、過去の経験お

よび蓄積された知識から、「識別する」行為がどのようなものであるか、「識別されている」状態がどのようであるかを理解して

おり、自身で実践したり他者に説明したりできる。これに対して、初心者は、これらの文章や動詞が具体的にどのようなこと

を指すのかが十分イメージできない。また、周りに相談できる人がいれば知識を拡充できるが、そうでない場合は、独力で
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理解の幅を広げることも難しい。このような状況にいる初心者としてのプロセス改善推進者が、改善を進められるには、これ

らの文章を具体的に読み解くための特別な手法や補助が必要であると考える。 

 

2.改善したいこと 

今回の発表では、1.1 で述べたように、初心者のプロセス改善担当者に対して、ある程度まで自力で理解を深め、プ

ロセス改善の手がかりを得られることを意図しており、そのために日本語訳に対応する英語文の読み解きを通じて具体

的なイメージや観点を得るアプローチについて説明する。さらに、このアプローチによって、日本語訳からは浮かび上がりにく

い活動のさまざまな違いも理解できるようになることを示す。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

筆者自身もプロセス改善の分野に 2014 年に初めて配属され、初心者であった時代のことをいまだに覚えている。筆者

は幸い良き指導者に恵まれたが、まずは独力でプロセス記述を読み解くことが求められた。筆者はこれまで、プロセス記述を

日本語で理解するうえで、原文である英語文を見比べて理解を促進させることを行っていた。その際に、理解が難しい日

本語の単語(特に動詞)の理解に、英英辞典を用いて対応する英単語の意味を調べた。そうすることで単語の日本語訳に

現れない背景の意味が汲み取れることを体感していた。その過程を通じて、①英単語には、さまざまな意味があること、②

さまざまな意味があるが、一方で共通の背景やイメージのようなものを持っていることが多いこと、を知った。そして、これらの

情報を体系的にまとめることで、第三者にも参考になる教育訓練的な成果物ができるのでは、という結論に至った。これら

の気づきに関して、表 1 のプロセス成果に登場した Define(定義する)を例に取り、表 2 に示して説明する。なお、以後登

場する単語の意味はすべて[3]からの抜粋であり、筆者がそれに日本語訳をつけた。 

 

【表 2 Define の紐解きの例】 

単語 意味と和訳 コアイメージ 作成した補足訳 

Define 

定義する 

1. To say or explain what the meaning of a word or 

phrase is 

言葉・表現の意味が何であるか伝えたり説明したりすること。 

・ 正確にはっきりと示

す、伝える 

・ 境界(線)を持つ 

ある物事を、その境界

を示しながら正確にはっ

きり描写し、相手に伝

える。 
2. To describe or show something accurately 

何かを正確に描写したり示したりすること。 

3. To show clearly a line, shape or edge 

境界線や形、際をはっきりと示すこと。 

 

一般的に、「定義する」は「言葉の意味が何であるかを説明する」という 1.の意味で使われることが多い。そのため、「プロ

ジェクトを定義する」ということは、「プロジェクトを説明する」と結び付けやすい。しかし、Define には 2.や 3.のように「正確に

描写する」「境界線を持つ」という背景(ここではこれを「コアイメージ」と呼ぶ)が浮かび上がる。それらの意味も考慮に入れて

広義に捉えると、「ある物事を、その境界を示しながら正確にはっきり描写し相手に伝える」ことが Define であると導き出さ

れる。特に、この「境界を持つ」というコアイメージは、表１に登場した「作業範囲(Scope)」ととても親和性が高い。そして最

終的に、複数の意味とコアイメージを考慮して、「ある物事を、その境界を示しながら正確にはっきり描写し、相手に伝える」の

ような補足訳を作成した。この補足訳を表 1 の「作業範囲の定義」に当てはめると、「プロジェクトの作業範囲において、そ

の境界を示しながら正確にはっきり描写し関係者に伝える」という訳が生成される。ここまで記述が具体化されると、初心

者でも「境界を明確化する」、「正確に表現する」、「関係者に伝える」という活動がプロジェクトの定義において重要な項

目であることが理解できる。では、次にこういった取り組みをどのように体系的に行ったかを説明する。 
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4.改善策の内容 

A-SPICE や ISO 26262 に限らず、規格系の文書にはさきほどの Define に加え、Identify や Evaluate、Ensure など「頻

出動詞」と言うべき動詞が存在する。つまり、そのような代表的な頻出動詞のコアイメージや補足訳を確立しておけば、そ

の部分を読み替えることでどのような活動が要求されているかをすぐに理解することができるようになる、と考える。そのコアイ

メージや補足訳にたどり着くまでの具体的な取り組み内容を表 3 に示す。 

 

【表３ 本発表での取り組み内容】 

取り組み内容 内容の詳細 

1. 頻出動詞の選定 
A-SPICE を分析し、動詞のランキングを作成したうえで選択した 15 個の動詞を「頻

出動詞」とする。 

2. 頻出動詞の意味の抽出 選定された 15 個の頻出動詞の意味を英英辞書から抜き出す。 

3. 頻出単語のコアイメージの確立 複数の意味を考慮し、単語の理解を深める共通のコアイメージを引き出す。 

4. 頻出動詞の視覚化 そのイメージを視覚化する。 

5. 頻出動詞の補足訳の作成 
最終的に、頻出動詞の補足訳を完成させる。作成した補足訳が、プロセス記述の

内容の理解を促進するかを確認する。 

6. 他の該当記述への適用と補足訳

の妥当性の確認 

実際にその動詞が登場する他のプロセス記述に当てはめ、理解が深まるかを確認す

る。上手く当てはまらない場合は、5．に戻り、補足訳を修正する。 

 

 

5.改善策の実現方法 

本内容は、「日本 SPICE ネットワーク(NSPICE.NET)」の研究会活動の一環として、筆者がリーダーとして開催している

「英語で読み解く Automotive SPICE」の枠組みで行った。表 4 にその概要を示す。 

 

【表 4 研究会活動の概要】 

項目 内容 

名称 英語で読み解く Automotive SPICE 

活動期間 2018 年 5 月～継続中 

活動頻度 月１回 

参加人数 8 名 

参加者の業種・役割 車載開発に従事する技術者やプロセス改善推進、品質保証担当者、機能安全開発支援者など 

 

 では、表３の取り組みについて順を追って説明する。 

 

5-1. 頻出動詞の選定 

図 1 に A-SPICE の動詞登場回数の分析結果を示す。この結果に基づき、①頻出しており、単語訳の意味がつかみにく

いと筆者が感じたものと、②頻出ではないが、具体的な意味がつかみにくいと筆者が感じたものの２つの観点から頻出動

詞 15 個を選定した。 
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1. Define(定義する) 

2. Identify(識別する) 

3. Establish(確立する) 

4. Control(制御する) 

5. Evaluate(評価する) 

6. Develop(策定する) 

7. Maintain(維持する) 

8. Specify(仕様化する) 

9. Ensure(確保する) 

10. Analyze(分析する) 

11. Communicate(情報伝達する) 

12. Monitor(監視する)  

13. Adjust(調整する) 

14. Manage(管理する) 

15. Implement(実装する) 

 

 

5-2. 頻出動詞の意味の抽出 

次に、表 2 の Define のように、英英辞典[3]を使って 15 個の動詞の意味を抽出した。参考になる場合は、その語源に

もさかのぼった。ここでは Establish(確立する)を例に取り、後続の活動を説明する。ここまで筆者が事前準備として行った。 

 

【表 5 Establish の意味(太字化と下線は筆者が行った)】 

意味(英語) 意味(日本語) 

To start or create an organization, a system etc. that is 

meant to last for a long time 
組織やシステムを新しく作ること。その組織は長い間存続するこ

とが意図されている。 

To start having a relationship, especially a formal one, 

with another person, group or country 
別の人やグループ、国と、特に正式な関係を結び始めること。 

To hold a position for long enough or succeed in 

something well enough to make people accept and 

respect you 

人々にあなたを受け入れ、尊敬してもらえるに十分長い地位を

得るか、何かに成功すること。 

To make people accept a belief, claim etc. 人々に進行や要求、習慣を受け入れさせること。 

To discover or prove the fact of a situation ある状況(が説明できる)の事実を見つけ出し、証明すること。 

【語源】 
from Latin stabilire ‘make firm’  

from stabilis ‘stable’ 
しっかりさせる 

安定させる 

 

5-3. 各頻出単語のコアイメージの確立 

 ここから、フリーディスカッションをベースに実際に研究会のメンバーと議論を重ねた。事前に調べられた複数の意味から、

動詞が持つ背景を導き出す。日本語訳では「確立する・構築する」となるが、そこには現れない「(新たに)始まる」「長い」

「受け入れられる」「安定している」という背景があることが明らかになる。そして、参加者での議論を通して、最終的にコアイ

メージを決定する。Establish のコアイメージとしては、「努力して築く」「つながっている」「組織、仕組みとも関係性がある」

「やり方まで含めて受け入れられている、定着している」が得られた。 

5-4. 頻出動詞の視覚化 

  次に合意されたコアイメージを元に、動詞の視覚化を行った。視

覚化の目的は、紐解かれたとはいえ原語情報だけではなかなか共通理

【図 1 A-SPICE に登場する動詞のランキング】 

【図 2 Establish の視覚化】 
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解が得られないことが分かったため、さらにそのイメージを絞り込むためである。できるだけ本質を捉

えた簡単な図で動詞のエッセンスを表現するように努めた。図２に Establish を視覚化したものを示す。

この 3,4 の活動は参加者で分担し、研究会の前までに大まかにまとめてもらい持ち寄る形を取った。 

 

5-5. 頻出動詞の補足訳の作成 

  作成した視覚化のイメージも合わせて、動詞の補足訳を決定する。その際には、できるだけ既存のプロセス記述の動詞

の位置に当てはめる、動詞と入れ替えるだけで使えるような表現を心がけた。Establish の場合は、「機能・能力を築き、そ

れが受け入れられている」とした。 

 

5-6. 他の該当記述への適用と補足訳の妥当性の確認 

  例えば、別表現“Establish bidirectional traceability.(双方向トレーサビリティの確立)”に適用して、補足訳の妥当性

を確認する。「双方向にトレースできる機能を作るだけでなく、それが受け入れられていること」のような形で当てはめると、背

景情報を形式知化した形に発展させることが可能である。その結果、単純に２つの項目のタグ情報をつないでいる状態だ

けでは不十分であることを浮かび上がらせることができる。この一連の取り組みは、例えばプロセス改善チームがメンバー共

同で取り組むことで互いの理解を深める教育訓練的な活動につなげることも可能である。また、研究会では、一連の取り

組みに関して「Automotive SPICE 頻出動詞コアイメージ集」という成果物にまとめ、所有者が自身で参照したり修正した

りできるようにしたが、形ある成果物にしておけば、組織内に展開して共通理解を醸成する使い方もできる。 

 

6.改善による変化や効果 

表３に示した取り組みで得られた動詞に対する知見を活用することで得られる効果に関して三つの事例を紹介する。

一つは、得られた動詞の補足訳からプロセス改善のヒントにつながる観点が得られる例、残り二つは、活動が具体化された

ことによって一見同じに見える活動の違いが認識できる例である。本発表は日本 SPICEネットワークの研究会の活動であっ

たため A-SPICE を中心に説明してあるが、他の国際規格を読む場合においても有効であり、汎用的に応用可能である。 

 

6-1. 活動の具体化がもたらす効果①：その頻出動詞が意図する活動の具体化、観点の明確化 

選出した頻出動詞に対してコアイメージを挙げ、視覚化を行い、補足訳を作成した結果、それらの動詞が指す活動が

具体化された。これらの情報を用いると、ギャップ分析などから弱みを抽出する際の観点などが明らかになることが分かった。

表 6 に幾つかの動詞を挙げてその具体的な観点を示す。この表からも分かる通り、動詞が複数の情報持つ文章に変換さ

れているため、その部分に注目すると細分化された具体的な活動が明らかになる。また、同時に、どのような点に注意すべ

きか、どのような状態になっていればよいのかのような視点が得られることにより、改善のための現場とのディスカッションにも応

用できるようになる。 

【表 6 動詞の補足訳から引き出した活動の観点】 

 日本語訳 作成した補足訳 動詞の具体的活動や観点(以下を明確にする) 

Identify 識別する 

ある集まりから対象となるものを認

識し、見つけて選び、誰でも見分け

られるようにする。 

▪ どのような集まりから選ぼうとしているか。 

▪ どのような観点で選ばれているか。 

▪ どのようにすれば「みんなが分かる」状態になるか。 

Evaluate 評価する 

何か基準を持って、多面的に注意

深く見て、意見をまとめる。 

▪ 評価の基準はあるか、それはどんなものか。 

▪ どのような複数の観点から多面的に見たか。 

▪ 活動の結果、どのような意見が形成されたか。 

Analyze 分析する 

理解し説明するため、細かい部分

に分解し、その特性や構造を詳細

に調べ、それが分かる。 

▪ どのような観点で細かく分けたか。 

▪ 結果、特性や構造でどのようなことが分かったか。 
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 日本語訳 作成した補足訳 動詞の具体的活動や観点(以下を明確にする) 

Develop 
作成する 

策定する 

良い方向に向かわせる必要のある

ものを作り上げていく(一回で完成さ

せなくてよい)。 

▪ 継続的に良くする活動をどのように計画しているか。 

▪ 最終的にどのような形にするのか。 

Specify 仕様化する 
入手した情報を用い、正確に表現

する。 

▪ どんな情報を追加するとより正確な表現になるか？ 

▪ そのような観点はどこかにまとめてあるか？ 

Ensure 保証する 

ある事柄に対して、不安が十分取

り除かれて、それで確実だと思える

状態になっている。 

▪ その事柄に対してどんな不安が挙げられるか？ 

▪ どうすればその不安が取り除かれていることが確認でき

るか？ 

Monitor 監視する 
必要な変更・調整を行えるよう、適

度な頻度で注意深く見る。 

▪ 適度な頻度とはそれくらいが適切か？ 

▪ 見守った結果どのような変更や調整を加えるか？ 

 

6-2. 活動の具体化がもたらす効果②：類似表現の違いの理解 

  表 7 は、同じ目的語「criteria(検収基準、検証基準)」に異なる動詞「Establish(確立する)」と「Develop(作成する)」

が用いられている例である。ここで問題になるのは、「Establish(確立する)」と「Develop(作成する)」は本質的にどう異なる

かである。日本語訳だけを見れば、どちらも「作ればよい」と捉えることができるかもしれない。しかし、実際には表 6 に示した

ように、その意味に大きな違いが見られ、前者であれば、しっかりとした基準をできるだけ早く機能させ、関係者間に受け入

れさせるかがポイントとなるのに対し、後者では、開発部門関係者を中心にして、良い基準を目指していくことが重要である

ことが分かる。このように、初心者でも活動の本質的な違いが理解しやすくなると考える。 

 

【表 7 同じ目的語に異なる動詞が使われている例】 

記載箇所 視覚化の図と補足訳 理解 

法的および管理要件 BP.5 

Establish acceptance criteria 

検収基準の確立 

 

機能・能力を築き、それが受け入れられている。 

特に外部関係者に対して、安定して

いて受け入れられる評価基準を作る

ことが重要。しかもすぐに立ち上げ、機

能することが求められる。 

システム要件分析 BP.5 

Develop verification criteria 

検証基準の作成 

 

より良いものを目指して、段階的に作り上げてい

くことができる。 

より良いものを目指して、特に内部の

関係者でいろいろ継続的に改善して

いくことを意図している。 

 

 

6-3. 活動の具体化がもたらす効果③：異なる英単語に同じ日本語訳が用いられる場合の理解 

  例えば Goal、Objective、Target には同じ「目標」という日本語が用いられている。その使用例を表 8 に示す。同じ日

本語訳であれば同じものを指すように解釈されるかもしれない。しかし現実には下表に示す大きな相違点があり、この背景

を理解することで、プロセス記述の理解がさらに深まると考えられる。 

また、Objective は規格によっては「目的」と訳されることもある。しかし、どのような日本語が来ようとも、元となる英語の

意味を知っておくだけで、その違いを認識し正しく理解し分けられるようになる。 

 

【表 8 異なる英単語に同じ日本語が用いられる例】 
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動詞 使用例 単語の背景 理解のための観点 

Goal 

プロジェクト管理 BP.1:プロジェク

トの目標、(中略)を識別する。 

人生やキャリア、組織の

長期計画と関連付けら

れる。 

プロジェクトの「目標」 

• 最終的に（２～３年先）プロジェクトとし

て「何を」達成したいのかを設定する。 

Objective 

GP.3.1.1:プロセスの実施に対す

る目標を識別する。 

(ISO 26262 では、「目的」と訳

される) 

プロジェクトの一部として

達成したいと希望するも

の。 

プロセスの実施に対する「目標」 

• それを達成すると、何に影響を与えるのか。 

• 他のどのプロセスを関係があるか、などを明

確にする。 

Target 

サプライヤーの能力測定に対す

る具体的な目標レベルを確立

する。 

数字の値や売り上げ数

など数値形を取る。 

能力測定に対する具体的な数値「目標」 

• 目標値として定量化する。 

• 判断のための基準を設ける。 

 

7. 改善活動の妥当性確認 

研究会では、何名かの初心者が参加していたが、参加を通じて以下のような感想をいただいた。これにより、第一に意

図していたことが達成されたことが確認された。 

▪ 自分にとって漠然としか理解できていない部分があったが、頻出動詞について理解できたことにより、活動の本質的

な部分を明確にできた。 

▪ 内容について、参加前は先輩の言葉を鵜呑みにするしかなかったが、参加によって活動が具体的にイメージできるよ

うになり、自分の言葉で自信を持って主張ができるようになった。 

また、ある程度経験を積んでいる参加者からも、Establish での活動を受けて、以下のような感想をいただいた。すでに

知識がある人にも気付きを与えることができたことは意外な喜びとなった。 

▪ 実際のアセスメントで、「トレーサビリティは取っていますか？」という事実確認の他に、「それらがきちんと関係者に受

け入れられ定着していますか？どのように役立てていますか？」という観点の問いかけも重要な要素だと気付いた。 

 

  最後に、組織的な取り組みへの発展について記載する。先述したように、本取り組みは日本 SPICE ネットワークの研究

会活動の一環として行った。プロセス記述の解釈に関しては、解釈が間違っているのではないか、ということを恐れるあまり

自分の意見を主張しにくい初心者も、与えられた動詞に対するイメージを答えたり、そのイメージを視覚化したりすることに

関しては、積極的かつ活発に意見を述べることができたことが印象的であった。 

従って、例えば Agile 開発に関する翻訳された資料を組織内で読み合わせをする場合などにも、いろいろな部門から人

材を集めてブレーンストーミングなどの形態で教育訓練的活動を行うと良いと考える。というのは、研究会でも、頻出動詞

意外にも、一見素通りしてしまいがちな日本語訳や英単語も、英語に立ち返って深堀することで新しい発見が数多く得ら

れたからである。最初は、個人の理解の説明を中心に議論が発散しがちになるものの、最終的に経験者・初心者含めて

腑に落ちる共通認識が醸成できた。実際に研究会で議論が活発化した他の項目を表 9 に示す。 

なお、本報告での活動は、基本的に[3]だけを用いて行えるものである(表 9 にある助動詞の理解や、関係代名詞の理

解などには[4]が有効である)。筆者が行った英単語の翻訳が難しいと感じる人には、[3]の英和辞典版を活用するとその翻

訳作業は不要になるため、英語が苦手な人でも本報告での活動が十分推進できる、と考える。 

 

【表 9 異なる英単語に同じ日本語が用いられる例】 

活動 例 

異なる英語が、同じ日本語に訳される

単語の分析(意味が明確に異なる) 

▪ Ensure と Assure(「保証する」と訳される) 

▪ Appropriate、Adequate(「適切な」と訳される) 
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▪ Functionality と Function(「機能」と訳される) 

類似の英語(意味が明確に異なる) 
▪ Activity と Action 

▪ Solution と Resolution 

具体的に日本語訳されないもの 

(カタカナになる、対応日本語がない) 

▪ Motivation(カタカナで表記されることがあるが、どういう意味か) 

▪ Integrity(対応する日本語がない) 

日本語訳が英語の表現と異なるもの 
▪ Stakeholder と利害関係者(stake も holder も訳されてない) 

▪ Interface と窓口 

一見素通りしてしまう単語 
▪ Requirement(「要求」「要件」と訳されるが、英語は実際に何を意味するか) 

▪ Configuration(「構成」と訳されるが、英語は実際に何を意味するか) 

助動詞の理解 
▪ May/Might, Can/Could, Shall/Should, Must などの助動詞の微妙なニュア

ンスの議論。 

 
 

A. 参考情報 

[1] Automotive SPICE® Process Reference Model Process Assessment Model, Version 3.1, 2017.11.1, VDA 

[2] Automotive SPICE® プロセス参照モデル プロセスアセスメントモデル, Version 3.1, 2017.11.1, VDA 

[3] Oxford Advanced Learner’s Dictionary of current English, Ninth edition 

[4] Oxford Practical English Usage, Third edition 
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1C-3 「CMMI から automotive SPICE への移行による相違点の抽出とシナジー効果」 新海 良一 (日立ソリューションズ) 

＜タイトル＞ 

CMMI から automotive SPICE への移行による相違点の抽出とシナジー効果 

＜サブタイトル＞ 

CMMI と Automotive SPICE のマルチモデル活用事例 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 新海 良一（しんかい よしかず） 

所属： 株式会社 日立ソリューションズ 技術企画部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

近年の日本市場において、CMMI から Automotive SPICE への移行ニーズは大きく、それぞれのモデルの特

徴を生かすことにより、単なるモデルの移行だけではなく、単一モデル以上のシナジー効果を得られることが分かっ

た。 

CMMI V1.3 と automotive SPICE V3.1 のモデルおよびアセスメント（評定方法）の相違点より、それぞれ

のメリット・デメリットを明確にし、どのようなシナジー効果が得られたかを導入事例に基づき紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

CMMI V1.3、CMMI V2.0、Automotive SPICE V3.1、VDA Automotive SPICE Guidelines 

プロセス改善、EPG、プロセスパフォーマンス、プロセス実績, CMMI Institute, VDA, intacs 

 

＜想定する聴衆＞  

プロセス改善を必要とする組織の方々（プロセスオーナー、EPG、プロジェクトマネージャ、開発者等）。 

Automotive SPICE レベル達成を必要としている組織の方々。 

CMMI モデルをベースに改善に取り組み、今後さらなる改善を目指したい組織の方々。 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 4 月～現在も活動継続中。 

 

＜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 

2000 年初頭ごろから、開発参照モデルとして、日本では(開発のための)CMMI が大きく注目され、CMMI に基づくプロセ

ス改善活動を行ってきた組織は多く存在する。しかし、米国や中国での CMMI の継続的かつ急速な普及とは対照的に、

日本での普及はかなり限定的となった。そこにはいくつかの理由が考えらえる。 

１）日本の組織にとって、CMMI 成熟度レベルは必須ではない。外部からのレベル達成の要求もほぼなし(機能安全の

QM レベル要求として、CMMI レベル３（または automotive SPICE レベル３）の達成が必須)。 

２）CMMI は様々な業種（金融、医療、産業、等）、および分野（ハードウェア/システム/ソフトウェア開発）に対応す

るため、モデルの表記が一般的になっている。管理系プロセスは詳細に記載されている一方で、エンジニアリング系プロセス

についての記述内容が乏しい。 

３）CMMI アプレイザル手法（組織の成熟度を評定する手法）は、プロジェクト成果物の収集等、作業負荷が高く、ま

たアプレイザル費用も高い。 

 

その一方、自動車業界の発展とともに、自動車の品質や安全性が重要視され、automotive SPICE レベル達成を必

須要件として要求してくる自動車メーカー(OEM)が欧州を中心に増えている。 

日本の自動車関連サプライヤーは、automotive SPICE レベルを達成することが受注条件となるため、automotive 

SPICE に対応した開発を行い、レベル達成を実現しなければ、受注できないという状況に迫られている。 

このため、CMMI 導入時の状況とは異なり、automotive SPICE を導入する明確な理由がある。Automotive 

SPICE の特徴を以下に列挙する。 

１）automotive SPICE レベル達成は、欧州および日本の OEM より受注条件として要求されているため、日本の自動

車関連サプライヤにとって、レベル達成が必須となっている。 

２）automotive SPICE のエンジニアリングプロセスはシステム開発、ソフトウェア開発を明確に分離し、さらに要件開発、

設計、製造、およびテストプロセスを分離して V 字モデルとして定義している。 

３）Automotive SPICE モデルの記載内容は、CMMI に比べて情報量が少なく、モデルの理解や実装方法、およびア

セスメントによる評定方法について、不明な点が多々ある。また、automotive SPICE の評定手法では、組織レベルでの

評定は認められておらず、プロジェクトごとに評定を行う必要がある。このため、automotive SPICE 導入時の問題として、

組織としてではなく、プロジェクト個々の改善アプローチとなる場合も多く見受けられる。 

 

この２つのモデルを比較すると、日本市場での CMMI 普及を限定的にしていた理由とは対比的に、自動車関連業界に

限定されるが、automotive SPICE は日本で急速に普及することが予想される。また、OEM からの要求に対応しなけれ

ば受注できないため、日本のサプライヤーは、automotive SPICE への早急な対応、およびレベル達成が求められてい

る。 

 

2.改善したいこと 

著者の既存顧客で、CMMI レベル３を継続的に達成してきた組織がある。その組織では、欧州 OEM から automotive 

SPICEレベル３達成（VDAスコープ）が受注条件であると宣告された。これをきっかけに、著者は automotive SPICE 

competent assessor の資格を取得し、その組織のレベル達成支援を行ってきた。 

この組織は、開発現場への負担を最小限にして、短期間にかつ効率的に automotive SPICE レベル３を達成するかが

課題となっていた。 

 

3.改善策を導き出した経緯 
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この組織は、CMMI に基づく組織の標準プロセス、テンプレートが整備され、EPG によるプロセス改善活動が体系的に実

施されており、CMMI 成熟度レベル３を継続的に達成している。この組織に対して、開発現場への負担を最小限にして、

短期間に、かつ効率的に automotive SPICE に対応する方法を検討する必要があった。 

この要望に応じるため、まずは CMMI と automotive SPICE との相違点の洗い出しを行い、既存の組織の標準プロセス

を最大限に生かしつつ、かつ automotive SPICE 固有の要求事項にも対応し、最終的には automotive SPICE レベ

ル３を達成するというアプローチを取った。 

当初の目的は、automotive SPICE レベル３達成であったが、今回の経験より、CMMI と automotive SPICE の両

モデルのメリットを生かすことにより、マネジメント系、エンジニアリング系、サポート系、プロセス系等、すべてのプロセスに対し

てより改善が進み、さらに優れた製品開発、プロセス整備、プロセス改善活動につながること(シナジー効果)がわかった。 

 

4.改善策の内容、および 5.改善策の実現方法 

ここでは具体的な開発のための CMMI V1.3 と automotive SPICE V3.1(VDA スコープ)との相違点、およびシナジー

効果についての一部を紹介する。 

1) 上位管理層の関与 

CMMI では、GP2.1 で上位管理層の組織としての活動方針を明確にし、その方針に従って活動していることを GP2.10

上位管理層とのレビューで確認するという活動が要求されている。一方、ASPICE では、上位管理層の関与が明確に定

義されていない。 

ここでは、CMMI の上位管理層に関するプロセス定義を引き継ぎ、ASPICE の利害関係者の関連プラクティス

(GP2.1.7,GP3.1.3 等)と連携させ、上位管理層を明確に特定し、関与計画、承認作業等を明確に定義することが

できた。 

(参考)CMMI v2.0 では、GOV(Governance)というプラクティス領域が追加され、より明確な上位管理層の関与が定

義された。 

 

2) エンジニアリング系プロセス 

CMMI ではシステム開発とソフトウェア開発をまとめて扱っており、かつ様々な業種に対応するために、非常に抽象的な記

述にとどまっている。 

  ●CMMI エンジニアリング系プロセス 

    要件開発 RD,技術解 TS,成果物統合 PI,検証 VEL,妥当性確認 VAL 

 

ASPICE では、システム開発とソフトウェア開発を明確に分離して定義し、かつ要件開発（分析）、設計、製造、テスト

を別々のプロセスとして扱っている。特に、アーキテクチャ設計を明確にプロセスとして定義している。 

●ASPICE エンジニアリング系プロセス 

 - システム開発：   

   システム要件分析 SYS.2, システムアーキテクチャ設計 SYS.3,  

     システム統合および統合テスト SYS 4, システム適格性確認テスト SYS.5 

 - ソフトウェア開発： 

   ソフトウェア要件分析 SWE１, ソフトウェアアーキテクチャ設計 SWE.2, 

   ソフトウェア詳細設計およびユニット構築 SWE.3, ソフトウェアユニット検証 SWE.4, 

     ソフトウェア統合および統合テスト SWE.5,ソフトウェア適格性確認テスト SWE.6 

 

ここでは、CMMI で記述が不十分なエンジニアリング系プロセスを、automotive SPICE のエンジニアリング系プロセスに合
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わせてプロセスの再構築を行う必要があった。その結果、CMMI ではあまり明確に記述されていなかったアーキテクチャ設計

の作業手順および作業成果物の作成、タイミングチャート等による動的振る舞いの記述等、今まであいまいだった作業をプ

ロセスとして明確に定義することができた。 

 

3) テスト作業 

CMMI では、 技術解 TS(単体テスト含む)、検証 VER、妥当性確認 VAL の３つのプロセスので、すべてのテストおよび

レビュー活動を網羅している。 

automotive SPICE は、V 字モデル開発に基づく左バンクの設計・製造と右バンクのテストのプロセス関連を明確に定義

し、また検証基準を左バンクの要件分析(SYS.2.BP5, SWE.1.BP5)で行うことにより、テスト実現可能性を上流工程

で早い段階で確認する必要がある。またテスト戦略として、再帰テスト戦略を明確に定義することが要求となっている。 

テスト作業では、automotive SPICE をベースにプロセスを再構築することにより、テストの入力・出力成果物、テスト実

施プロセス（テスト手法、開始・完了基準等）がより明確になった。また上流工程で検証基準を作成することにより、要

件分析時にテスト可能性を確認し、要件定義の不備や不明点を早い段階で見出すことができるようになった。さらに再帰

テスト戦略を明確にすることにより、要件変更や不具合修正に伴う修正作業、およびその確認テスト作業の範囲や実施

方法を計画的に実施することができた。 

 

4) 構成管理 

CMMI では構成管理システムを明確にすることが要求されているが、並行開発時のブランチ管理に関しては、特に明確な

記載がない。 

automotive SPICE では、並行開発時のブランチ管理(マージ管理を含む)を含む構成管理戦略を定義し、その戦略に

沿ったブランチ管理が要求されている。 

CMMI では、管理系やサポート系プロセスについては、プラクティス（およびサブプラクティス）として詳細に記載されており、

構成管理活動プロセスは、CMMI の方が大いに参考になる部分が多い。ただし並行開発時のブランチ・マージ管理に関し

ては、automotive SPICE を参照して、ブランチ管理戦略およびその管理手順を明確にすることができ、ブランチ・マージ

管理プロセスを明確に定義し、ブランチ・マージ実施時の不整合を防ぐことに役立った。 

 

5) 問題解決管理 

CMMI では、課題（問題点）を取り扱うのは、PMC SG2(SP2.1,SP2.2,SP2.3)に集約されており、 課題の分析、お

よび解決までの管理が主な活動定義となっている。 

automotive SPICE の問題解決管理プロセス SUP.9 では、BP1 戦略、BP4 原因診断および影響判断、BP5 緊急

解決策、BP6 警告、BP9 傾向分析と詳細に定義されている。さらには、問題解決管理 SUP.9 と変更依頼管理

SUP.10 を紐付けて、問題点から修正作業が発生する場合のワークフローや終結までの管理を明確に定義する必要があ

る。 

automotive SPICE の考え方を取り入れることにより、CMMI ではあいまいだった緊急時対応や傾向分析等、問題の重

要度に応じた迅速で適切な対応、および傾向分析による再発防止活動が実施できるようになった。 

 

6) 要件分析 

CMMI では、要件開発 RD SG3 でシナリオの検討、機能・非機能要件の抽出等は求められているが、どのような観点で

分析を行うかという具体的な記述は少ない。 

automotive SPICE では、システム要件分析 SYS.2.BP3、ソフトウェア要件分析 SWE.1.BP.3 で要件の相互関係、

正確性、技術的実現可能性、検証可能性、およびマネージメントへの影響(コスト、スケジュール等)も含めて、具体的な
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分析の観点が記載されている。 

CMMI での要件分析に加えて、automotive SPICE で記載された分析観点を追加することにより、より具体的でかつ網

羅的な要件分析活動を定義することができた。 

 

7) トレーサビリティと一貫性 

CMMI では、要件管理プロセス REQM SP 1.4 で要件の双方向トレーサビリティを定義しているが、要件からすべての関

連成果物とのトレーサビリティと一般的な表記にとどまっており、具体的な成果物間のトレーサビリティは、明確に記載されて

いない。 

一方、automotive SPICE では、プロセス前後の関連成果物、V 字モデルの左バンク、右バンクの水平方向の成果物

間（例えば、要件定義書とテスト仕様書、等）のトレーサビリティを具体的に定義している。さらには、トレーサビリティでの

紐付けだけでなく、インプリメント時の入力と出力間の一貫性の確認（レビューの実施）が必要な箇所も明確に定義して

いる。また、変更依頼と関連成果物とのトレーサビリティも定義している。 

CMMI でも、上流工程から下流工程にかけて、要件からすべての関連成果物へのトレーサビリティを意識してきたが、

automotive SPICE により、成果物間のトレーサビリティおよび一貫性の必要な箇所がより明確になり、成果物間の整

合性がより強化された。 

 

8) プロセス改善活動と組織のプロセス資産管理 

CMMI では、組織での改善改善活動を重要視しており、組織プロセス重視 OPF による EPG 改善活動プロセスの定義、

組織プロセス定義プロセス OPD により、組織のプロセス資産の構築と維持、組織トレーニングプロセス OT より、組織的な

トレーニングの実施による、組織プロセスの浸透を定義している。 

これに対して、automotive SPICE の VDA スコープでは、改善情報の収集方法の定義 GP3.1.5、及びその収集・分

析 GP3.2.6 が定義されおり、また VDA スコープ以外では、プロセス改善プロセス PIM.3 で CMMI の OPF 相当の活動

定義がされている程度となっている。automotive SPICE を適用する組織のほとんどが OEM の要求である VDA スコープ

のみを適用しているため、EPG 等による組織的な改善活動につながるような定義がない。この結果として、automotive 

SPICE レベル３を達成したプロジェクトは、あくまでも、プロジェクトを中心としたプロセス構築、適用が主な活動となってしま

い、組織的でかつ継続的な改善活動につながらない場合も少なくない。 

このため、組織的な改善活動を体系的かつ継続的に実施するためにも、CMMI の OPF・OPD・OT を継続して活用し、

automotive SPICE の適用も含めた EPG 活動へと拡張していった。その結果として、automotive SPICE アセスメント

対象プロジェクトのレベル達成だけでなく、他プロジェクトも同様にレベル達成に迅速に対応できるような、automotive 

SPICE 対応の組織プロセス資産の整備およびプロセス改善活動体制が整えられた。 

 

6.改善による変化や効果、および 7.改善活動の妥当性確認 

CMMI と automotive SPICE の相違点を活用したプロセス改善の成果として、すでに３つの組織で半年間で

automotive SPICE レベル１を達成し、2019 年８月までに３組織でレベル３を達成予定。これにより、当初のスポン

サーの目的達成に向けて着々と進んでいる。 

また、組織内の今回アセスメント対象となったプロジェクト以外のプロジェクトに対して、automotive SPICE レベル達成が

今後要求された場合でも、組織の標準プロセス（テーラリングガイド含む）が整備され、それを活用するための組織的な

支援体制(EPG 等)も整っているため、他プロジェクトへの展開は、比較的容易にかつ迅速に実現でき、プロジェクトごとの

レベル達成の労力を最小限に抑えられる。 

 

8. 今後の活動 
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(1) INCOSE Systems Engineering Handbook V4 の活用 

Automotive SPICE は、CMMI に比べて、システム開発のプロセスをより詳細に記載しているが、実装レベルではまだ十

分な記載内容とは言えない。現在、日本 SPICE ネットワークでアセスメント実践研究会を立ち上げ、INCOSE 

Systems Engineering Handbook V4 を参照し、より具体的な実装方法を研究している。 

 

(2) CMMI V2.0 の活用 

新たにリリースされた CMMI V2.0 を活用することにより、CMMI のメリットをより生かすことができる。 

1) 共通ゴール、共通プラクティス(GG,GP)がなくなり、代わりに上位管理層の関与GOV(Governance)とインフラの整備

II(Implementation Infrastructure)をそれぞれプロセスとして新たに定義。 

2) プロセス内のプラクティスを成熟度レベル別に分類し、成熟度レベルごとに必要なプラクティスを順に適用できるようになっ

た。 

3) プロセス改善活動による組織の標準プロセスの整備や組織への展開だけでなく、パフォーマンスレポートをアプレイザルの

必須提出物とすることにより、改善活動の成果としてパフォーマンスがどれだけ改善されたかを重視している。 

 

これらの CMMI モデルの V2.0 での改善は、automotive SPICE 適用組織にも大いに参考になり、適用できる部分は

大きい。 

 

 

参考情報 

[1] CMMI for Development v1.3 

[2] CMMI V2.0 

[3] automotive SPICE PAM V3.1 

[4] VDA automotive SPICE Guidelines 

[5] INCOSE Systems Engineering Handbook v4 
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2A-1 「KAIZEN 伝道師によるアジャイル伝道パターン」 松浦 豪一（富士通マーケティング） 

 

＜タイトル＞ 

KAIZEN 伝道師によるアジャイル伝道パターン 

＜サブタイトル＞ 

～異常を発生させて改善させる KAIZEN 伝道師アプローチ～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：松浦 豪一（まつうら ひでかず） 

所属： 株式会社 富士通マーケティング  

       ソリューション事業本部 クラウドサービス事業部 アプリケーションサービス部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

環境づくり→ルール適用→実践→改善することにより、説得することなく改善活動を推進することができる。 

協力者を募りながら、伝道師を見つけることができる。 

＜キーワード＞ 

アジャイル、KAIZEN,伝道師、パターン 

 

＜想定する聴衆＞  

改善活動推進者 

 

＜活動時期＞ 

2007 年から現在 

 

＜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 

 働き方改革とアジャイルを結びつけるというテーマで検討し、教育を作成していると、KAIZEN 伝道師のアジャイルパータ

ンが、モダンアジャイルで言われている、心理的安全性が確保されていることがわかった。KAIZEN 伝道師のアプローチは、

従来型のコマンドコントロールとサーバントリーダシップを組み合わせている。また、経験則でわかったことは、展開して、応用

するアプローチをしている。このアプローチについて説明した方が良いと思い、まとめた。 

 

2.改善したいこと 

 改善推進者が改善活動を導入する部分についての取り組みの違いを理解することで、改善推進者のやり方の幅を広げ

たい。 

 ・改善活動を導入するアプローチ 

   →強制的に最低レベルで導入して、異常を発生させて改善させるアプローチ 

 ・他部署の改善活動を展開するアプローチ 

  →他チーム良い活動が発生する状況を作るアプローチ 

 アジャイルに限らず、新しいこと（プロセスだったり、プラクティスだったり）を始めるためには、論理的に説得して、その内容

を現場が理解して実践させようとしている。これまでのプロセスとの違いを大きければ、大きいほど難しい。 

 上手く実践できている人たちは、上手に問題や課題（改善では異常と呼ぶが）にぶつかり、それに適応することで改善

している。そのプラクティスがいくら良くても、問題意識が共有できていないため、実践できない。KAIZEN 活動にしても、ア

ジャイルにしても、異常を検知できる仕組みであり、その状況に適応することで結果的に改善している。失敗しても、自分た

ちで解決策するという形にするのが本来正しい形だと思っている。現場が自分で改善する環境をどのようにつくるかを説明し

たい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

  KAIZEN 伝道師によるアジャイル伝道パターンを考える上で、過去の伝道活動を時系列でふりかえりました。 

１） 上手く行っているアジャイルチームの活動を教育に展開する。 

２） 教育で得られたノウハウを現場に展開する。 

３） 現場で得られたノウハウを教育に展開する。 

４） 現場でのノウハウを、別チームに展開する。 

 

4.改善策の内容 

 KAIZEN 活動を導入し、KAIZEN 伝道師が横展開するアプローチについて説明する。 

 KAIZEN 伝道師の改善の進め方のポイントは、以下の３つである。 

１） ルール・制約に適応することで改善を促す。 

２） 伝道活動中に法則が分かったら、実際にやってみる。 

３） 法則を応用してみる。 

 上記の活動を通じて改善活動を普及させるアプローチは、以下のとおりである。 

１） 伝道活動をすることによって、KAIZEN 伝道師がレベルアップする。 

２） たくさんの現場に広めるために、個別指導の内容を教育に反映する。 

３） たくさんの現場に広めるために、KAIZEN 伝道師を増やす。 
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5.改善策の実現方法 

  アジャイル開発の教育・支援を実践する時に、良い点を KAIZEN 伝道師が学習し、伝道パターンとして追加していく。 

１） 上手く行っているアジャイルチームの活動を教育に展開する。 

→半円型の会議、失敗したと思った瞬間にプラクティスを適用する 

２） 教育で得られたノウハウを現場に展開する。 

→半円会議はチームの状態が見える化される、見える化されるとコントロールしやすい、輪の中に入れば自然

にチームワークがうまれる。（環境づくりをすれば良い） 

３） 現場で得られたノウハウを教育に展開する。 

→教育←→現場でのノウハウは両方で利用できる。展開すればノウハウがたまる。 

４） 現場でのノウハウを、別チームに展開する。 

→教育してからの SNS 支援で現場支援と同等の結果が得られる。数値測定をすることで同じ改善が再現さ

れた。 

５） 現場を直接指導するのではなく、現場に改善を進める人（スクラムマスタ）に指導する。 

→自分たちでやったと思い改善を推進できるようになる。 

 

6.改善による変化や効果 

  ・教育や支援の内容が洗練されてきており、分かりやすい内容になっており、実践しやすいものになっている。  

  ・現場での支援経験を活かし、新しいルールを適用することで同様の改善が行えるようになる。 

  ・教育・支援を実施したメンバは、アジャイルの教育講師になっている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 

 異常を検知する仕組み、状況の見える化を実施し、ルール及び制約を与えることにより、自分たちで適応することにより、 

自然に改善できるようになっている。同じ方式で指導するメンバができており、KAIZEN 伝道師アプローチが効果を出して

いる。 

 

A. 参考情報 

[1]  Fearless Change アジャイルに効く アイデアを組織に広めるための 48 のパターン 
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2A-2 「静的×動的プロセス改善の実践と課題」 安達 賢二（ＨＢＡ） 

 

＜タイトル＞ 

静的×動的プロセス改善の実践と課題 

＜サブタイトル＞ 

共通性×相違性～見つけ方とつなぎ方 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：安達 賢二（あだち けんじ） 

所属： 株式会社ＨＢＡ 

＜共同執筆者＞ 

なし 

＜主張したい点＞ 

技術論だけではうまくいかない～人間特性に着目したアプローチが必要 

共通性だけではうまくいかない～相違性との融合が必要 

静的なプロセス改善だけではうまくいかない～最終的には動的プロセス改善との併用が必要 

＜キーワード＞ 

システム思考 

システムズアプローチ 

デザイン思考 

共通性と相違性 

静的要因分析 

静的プロセス改善 

動的要因分析 

動的プロセス改善 

＜想定する聴衆＞  

経営者を支援する経営層や管理者、またはリーダ 

SPI 実践者 

SPI 実践候補者 

＜活動時期＞ 

2005 年頃～これまで（現在も実践中） 

＜活動状況＞： 

    □ 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 

    ■ 一部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 

これまでに（そして現在も）さまざまな SPI(PI)の取り組みを企画、設計、実践し（その結果はスナップショット的に外部

発表し）てきました。 

また、うまく成果が上がらないプロセス改善活動を行っている皆さんから直接相談を受けて、その支援を行ってきました。 

その対象も多岐にわたります。 

・対象活動：マーケティング、企画・提案、営業、管理、開発、保守、運用、支援 

・対象者：経営層、管理層（PMO、EPG、SQA を含む）、実務層、スタッフ／部門、部署、チーム、個人 

・対象組織：IT 関連企業、物流業、製菓業など 

 

SaPID(*1)と命名したその手法は、関係者が全員参画で現状を構造的に把握し、自ら行動できて効果が期待できる

要因を特定、メンバーの知恵を集めて解決策を策定し、改善を実施することをコア活動としています。 

これらのさまざまな取り組みは、組織・チーム・個人が自律的に、自分事として活動を進め、チーム内、チーム間をつないで

成果を上げるためのものでした。 

そのため、組織・チームとして広く活用できる情報を「共通性」の視点で導出・共有し、活用して成果を上げる活動事例が

存在しています。 

*1：”Systems analysis/Systems approach based Process Improvement methoD”の略語 

 

この手法は、その実践を通じて直面した課題を解決すべく常に内容を改訂しながら進めています。 

今回は、共通性の導出と活用時に陥りやすい罠とその打開方法、有効なプロセス改善にとって共通性だけでは不足する

要素の明確化とその実践事例等を交えつつ、 

これまで自ら実践してきた個々の活動を有機的につないだ静的×動的なプロセス改善の実践方法の一つとその課題を示

したいと思います。 

 

2.改善したいこと 

・共通性、相違性の抽出、活用時の罠を明確にして、効果的に実践できるようにする。 

 その結果、共通性偏重の（相違性（個性や特徴）を活かせない）プロセス改善活動から脱却する。 

・静的な（用語の意味は後述）プロセス改善が中心となっている活動から脱却する。 

 

以上の結果、6.改善による変化や効果の＜今回提案する手法の期待効果＞に示す内容となること。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

これまでのアプローチでとてもうまくいく組織やチームがある一方で、組織的な活動に軸足を置きすぎると結果的に「個の特

化した特徴」を考慮しない状態が内在するケースも散見されました。 

例えば「属人化を打開したい＝問題点→排除する」活動が展開される場合、特定メンバーへの作業集中を解決したいも

のの、一芸に秀でたメンバーの個性で成り立っているタスクを「すごいことだね！」とほめるどころか「それダメ！」と最初から問

題視する、などがそれに当たります。 

別の例では、組織の共通規範となる標準類を取り揃えて展開してみたものの、各プロジェクトでは計画時にそのまま使うよ

うに見せかけ、実際には自分たち独自の開発方法で進めている場合もあります。 

見かけ上、適合性を維持するために、あたかも標準の通りに実践したように見せかけるために部分的な事実だけを残してそ
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の場をしのぐ等など本来の目的にそぐわない活動になっている事例も存在します。 

もちろん推進側はそのことを意図していたわけではありませんが、共通性を抽出した規範を作成しても、思うように活用でき

ていない例の一つになるかと思います。 

人やチーム、部署・部門には個性があるのは当然であるにもかかわらず、組織統制のためにそれを排除する、活かせない、

問題視しかしない動きがあるとすれば、それは本末転倒です。 

ということで、これまでのアプローチに「個の特徴を活かす機能」を意図的に付与するべきなのではないか、と考えるようになり

ました。 

 

また、さまざなま活動を俯瞰してみると、うまくいかないプロセス改善の共通的な特徴の一つが「静的な活動である」というこ

とに気づきました。 

静的とは、第三者が現状把握する際に相当時間が経過した過去の実践状況を対象に分析を行い、その結果からさらに

時間をかけて改善を行うなど、実務実践～改善までのリードタイムが長いこと、そして当事者が参画していないことによりリア

ルさに欠けることを指します。 

（反対に、実務の当事者自らがリアルに状況を把握し、直接プロセスを改善することを動的と呼ぶことにします。） 

 

人間は習慣の動物である、ということも事実ですので、過去の実践状況を把握することで現在の状況を大枠で把握するこ

とは可能だと思いますが、人間の記憶は徐々に薄れていく（忘却特性）ために、時間が経過したものに対する認識は薄

らいでいきます。また、自ら手を染めていないプロセス評価結果に対する思い入れも薄くなる傾向にあります。 

つまり時間が経過してしまったこと、他者が実施したプロセス評価結果に対する思い入れは、多くの場合失われます。 

静的なプロセス改善の効果が低い傾向を示すのはこのためではないかと考えました。 

 

 

4.改善策の内容 

人間特性への考慮をベースに、デザイン思考を活用したシステムズアプローチにより、多様な人たちの集まりであるチームや

組織の実務経験やメンバー、チームの特徴（共通性や相違性）を収集し、それぞれのコンテキストに適した活用方法に

帰着する（統合する）手法の全体像と個別要素を解説し、事例を示します。 

そのことにより、以下の示すポリシーに基づくプロセス改善活動の全体像を提案します。 

 

・トップダウン偏重、推進者依存改善 から 関係者と連携してそれぞれが主役になる自立・自律改善 へ 

・組織の外部認証 から メンバー・チームの成長実感 へ 

・プロセスモデル適用・作業標準化 から 人材育成・実践トレーニングによる個別タスクの継続的適切化 へ 

・属人化排除 から 個人の特徴活用と属人化すべきではない領域の特定と解決 へ 

・第三者アセスメント駆動 より 継続的相互対話による自己評価駆動 へ 

・静的根本原因分析 から 静的・動的要因分析の併用 へ 

 

5.改善策の実現方法 

以下のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄを基本要素として活動を進めます。 

当初は静的なプロセス改善を中心に展開しますが、試行から始めるＤの活動＝動的プロセス改善領域を徐々に拡大し

ていきます。 

今回の発表では、これらの全体像と個別要素の事例を交えた解説、合わせて共通性の導出・活用のポイント、相違性と

の融合の意味などをお知らせします。 
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＜前提と用語＞ 

対象組織には複数のチームやプロジェクトが存在する状態と仮定して記載します。 

終了したプロジェクトを対象として終了後にまとめて分析し、プロセス改善を行うことを「静的分析」「静的プロセス改善」と

呼びます。 

活動中のプロジェクトを対象としてその実施中にその状態をリアルタイム（またはそれに近い状態）で分析し、プロセス改善

につなげることを「動的分析」「動的プロセス改善」と呼びます。 

 

＜Ａ－１：（共通性／一部相違性の活用）＞ 

・組織メンバーから直接ヒアリング、またはコメント収集して組織の特徴（強み・弱みなど）と将来像を明確化 

 共通的なコメントを要素化して構造分析＋部門や部署の特徴の明確化 

   ↓ 

・中期（3 か年）経営計画にその内容を反映し、特徴を活かすための施策を交えて全社展開 

   ↓ 

・Ａ－２～Ｄの毎年の実践、成果状況により向こう３か年の計画を見直しながら進める 

 

＜Ａ－２：直近（過去）のプロジェクト結果による取り組み（共通性の活用）＞ 

・際立った結果（よい結果、悪い結果）となったプロジェクトの静的要因構造分析 

 →対象チームへのフィードバックによるプロセス改善実践 

  ↓ 

・複数のプロジェクト分析結果のサマリ分析による共通パターン分析 

 （個別構造分析結果をそれぞれ論理モデル化して共通パターンを見出す） 

 →組織全体で共通パターンを活用したリスクマネジメント実践 

  （よいパターンの実践＋悪いパターンの打開施策実践） 

  ↓ 

 ※Ｃ：各種トレーニングへの題材、情報提供 

  必要な改善の中でＣ：各種トレーニングのニーズがあれば割り当てる 

 

＜Ｂ：個人の特徴を把握し、仕事に活かすための取り組み（相違性の活用）＞ 

・対象者にパーソナルブランディングワーク（「自分を知るワーク」＋「自分を活かすワーク」）を実施する 

 1)「自分を知るワーク」にて自らの特化した特徴を把握（認識）し、自己宣言 

  （自らのミッションは何か、自らの特徴をどのように活かして実現するのかを明示）を作成する。 

 2)「自分を活かすワーク」にて、自らの得意技を活かすと喜んでもらえる相手と 

  仕事での具体的な活かし方をブランディングシートに明確化する。 

   ↓ 

  実プロジェクトで実践してもらう～ふりかえりながら内容をブラッシュアップしていく 

  →自己宣言とブランディングシートを更新しながら実践を継続する 

 

＜Ｃ：各種トレーニングの提供（共通性の活用）＞ 

実務で活用して効果を獲得することを主眼に、聞いて終わる研修、セミナーではなく、 

事例を活用したワークショップ、または Project Based Learning(PBL)形式で提供。 
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（PBL は実プロジェクトの実践時にノウハウを共有する方法） 

Ｂ：の結果、特化したノウハウを持つと認識されたメンバーは、教材開発・ワーク／PBL 実施を担当する。 

 

（トレーニングメニュー例） 

・業務分析による企画提案実践 

・ビジネスモデル構築・改善実践 

・プロジェクト、業務におけるリスク評価・WBS 構築実践 

・プロジェクト、業務におけるリスクマネジメント実践 

 （未来予想図によるプロジェクト先読み実践） 

・ユーザーストーリーによる要求明確化実践 

・レビュー実践 

・テスト設計実践 

・ふりかえり実践 

・パーソナルブランディング 

 

＜Ｄ：先行試行：動的プロセス改善実践チームの取り組み（共通性の活用）＞ 

準備 1：Ｂを実施したメンバーがいれば、プロジェクト内の役割割当て時に考慮する。 

    チームによる毎日、週末のふりかえりを実践（個別ふりかえり結果のサマリを活用） 

      ↓ 

準備 2：プロジェクト開始後 1～2 週間程度のふりかえり結果を活用した傾向～構造分析による状況把握 

    （静的要因構造分析） 

      ↓ 

実践 1：以降、毎日のふりかえり結果により分析結果の構造体を都度更新しつづける 

    （動的要因構造分析） 

    →週次ふりかえり単位で（＋随時）自らのプロセスを改善 or リスク対策を立案し 

    その実践を継続 

実践 2：日次、週次、月次、四半期、フェーズ、プロジェクト終了時のふりかえりで、 

    実践 1 の内容を含めてふりかえり、以降の活動を改善していく（動的分析に基づくプロセス改善） 

    ※必要な改善の中でＣ：各種トレーニングのニーズがあれば割り当てる 

 

※先行試行であるため、中止（再検討）、このまま継続、改善して継続、展開拡大等を判断して活動を拡大していく。 

 

6.改善による変化や効果 

これまでに実践してきたそれぞれの活動が、今回提案する全体像の要素となっています。 

これら全体をトータルに実践した結果はまだ存在しません（現在も部分実践中です）ので、これまでに獲得した個別要素

の結果・効果を示します。 

（個別事例の効果はリンク先の資料でご覧ください） 

 

Ａ－１：組織要員からの情報収集～状況分析結果を経営計画へ反映して展開 

・SPI Japan2017 投稿事例 

 「自分事化影響要因に着目した中期経営計画立案・展開への共創アプローチ[現状分析～計画立案編] 」 
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 http://www.jaspic.org/event/2017/SPIJapan/session3B/3B1_ID003.pdf 

 

Ａ－２：要因分析結果に基づく改善 

・SPI Japan2012 投稿事例 

 「システムズアプローチに基づくプロセス改善メソッド：SaPID が意図するコト 

  ～プロセスモデルをより有効活用するために／そして現場の自律改善運営を促進するために～」 

 http://www.jaspic.org/event/2012/SPIJapan/session3A/3A4_ID023.pdf 

・SPI Japan2013 投稿事例 

 SaPID 実践事例より～改善推進役がやるべきこと／やってはいけないこと 

 現場が自らの一歩を踏み出すために 

 http://www.jaspic.org/event/2013/SPIJapan/session2B/2B3_ID011.pdf 

・JaSST2018 投稿事例 

 「TPI Next を活用したチームメンバーの問題意識から始めるテストプロセス改善」 

 http://bit.ly/2FLtpHU 

 

Ｂ・Ｃ：組織内トレーニング 

（B は C に内包して展開しているものですので併記します。） 

事例として「自分を知るワーク」についての結果や効果を併記します。 

 

パーソナルブランディング（自分を知るワーク）の受講者評価結果 

 （点数は 5 点満点の平均、その配下に特徴的なコメントを列挙） 

 理解度 4.2 業務への有効性 4.4 満足度 4.6 

・ワークとは別に上司にお願いして「自分が知らない私」を４つの要素で示してもらいました。自分をさらけ出し、整理して改

めて把握するのは思いのほか難しいことだなと感じましたが、そこができれば、今後人とのかかわりや仕事に活かすことができ

ると思えました。 

・自分について深く考えたことがありませんので、もしかすると実は違うんじゃないかとまた違った見方があったり、自分をよく知

るよい機会になりました。さらに深く理解することができると思うので受講回数をもっと増やしたいです。 

 

Ｄ：静的～動的プロセス改善の併用 

・SQiP2014 投稿事例 

 「プロジェクト運営と改善実践の連携・一体化」 

 ～プロジェクトマネジメントにおける SaPID システムズアプローチ活用事例 

 https://www.juse.jp/sqip/symposium/archive/2014/day1/files/happyou_B1-3.pdf 

・SPI Japan2015 投稿事例 

 「自律型プロジェクトチームへの変革アプローチ事例 

   ～チームの価値観変容を重視し、問題モデリングを活用した SaPID 流プロセス改善アプローチ～」 

 http://www.jaspic.org/event/2015/SPIJapan/session3C/3C-3_ID012.pdf 

・SPI Japan2011 投稿事例 

 「ふりかえり実践方法の変遷による業務運営プロセスと成果の改善」 

 http://www.jaspic.org/event/2011/SPIJapan/session3B/3B4_ID008.pdf 

・SS2018 投稿事例 

http://www.jaspic.org/event/2017/SPIJapan/session3B/3B1_ID003.pdf
http://www.jaspic.org/event/2012/SPIJapan/session3A/3A4_ID023.pdf
http://www.jaspic.org/event/2013/SPIJapan/session2B/2B3_ID011.pdf
http://bit.ly/2FLtpHU
https://www.juse.jp/sqip/symposium/archive/2014/day1/files/happyou_B1-3.pdf
http://www.jaspic.org/event/2015/SPIJapan/session3C/3C-3_ID012.pdf
http://www.jaspic.org/event/2011/SPIJapan/session3B/3B4_ID008.pdf
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 「リスク構造化を用いたリスクマネジメント手法の提案と効果分析」 

 ～「未来予想図」を用いたリスクマネジメント PDCA サイクル～ 

 https://www.slideshare.net/AdachiKenji/ss2018-sapidtocpresentation 

 

 

また、今回提案する静的×動的プロセス改善実践の期待効果を示します。 

＜今回提案する手法の期待効果＞ 

・プロセス改善が、毎日の問題発見・解決や計画されたタスクの実施と同様に日常の業務そのもの（の一部）になる。 

・自らの特徴を活かして仕事が進められるので、仕事そのものが楽しくなり、やりがいを感じる。 

・メンバーひとり一人が自らの成長を実感する。 

・自分を大事にする＝他者をも尊重することにより、自分も他者も受容する心理的安全性が確保された場ができやすくな

る。 

・それぞれのメンバーがその特徴を発揮してイキイキと仕事を実施する結果、成果が上がり、お客様も自分たちも、そして会

社もうれしい図になる。＝最終的にプロジェクトの成功確率が高まり、組織の成果につながる。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

妥当性確認は実施中のため今後の課題です。 

ここでは上記のＡＢＣＤをベースにした運営の主な課題と対応の方向性を記します。 

 

・トップダウン偏重組織への導入が困難 

→ポリシーが異なる組織へ無理やり導入することは（他の手法も同様に）お互いに不幸になるためやらないことにしていま

す。その組織内の一部のリーダが自らのチームで行いたい意向の場合はその領域のみで実施を支援し、実績を作り、徐々

に広げます。 

 

・静的、動的分析時に実践する要因構造分析の実践が難しい 

→少なくない方たちがこの壁を越えられずに挫折しているケースがあります。 

身につけられるまでの期間や努力量は個人の力量や普段の思考方法やその傾向に依存します。 

通常、導入当初は有識者であるトレーナー兼ファシリテータが側面支援して進め、徐々に当事者自らが実践できるように

育成します。さらに、本当に身につけたい方たち向けのトレーニング（泊まり込み合宿）や非定期勉強会を通じてそのノウ

ハウを提供しています。 

最近では思考体系やアプローチが類似しているＴＯＣのトレーニングを併用することもトレーニングの選択肢としています。 

 

・毎日忙しいので手が付けられない 

→この状況では当手法に限らず導入は困難です。 

通常忙しいチームが多いため、毎日 10 分の個人ふりかえりからスタートし、定着したチームの事例があります。 

・SPI Japan2013 投稿事例 

 「SaPID 実践事例より～改善推進役がやるべきこと／やってはいけないこと 現場が自らの一歩を踏み出すために」 

   http://www.jaspic.org/event/2013/SPIJapan/session2B/2B3_ID011.pdf 

・SPI Japan2015 投稿事例 

 「自律型プロジェクトチームへの変革アプローチ事例 

  ～チームの価値観変容を重視し、問題モデリングを活用した SaPID 流プロセス改善アプローチ～」 

https://www.slideshare.net/AdachiKenji/ss2018-sapidtocpresentation
http://www.jaspic.org/event/2013/SPIJapan/session2B/2B3_ID011.pdf
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   http://www.jaspic.org/event/2015/SPIJapan/session3C/3C-3_ID012.pdf 

 

A. 参考情報 

[1]システム×デザイン思考とアーキテクチャ思考による新価値創造 

慶應義塾大学大学院 SDM 研究科 白坂成功 

※6.に示した過去の投稿事例については割愛 

http://www.jaspic.org/event/2015/SPIJapan/session3C/3C-3_ID012.pdf
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2A-3 「ユーザーもスクラムチームに巻き込み要望をいち早く実現する」 平川 瑞樹（富士通） 

 

＜タイトル＞ 

ユーザーもスクラムチームに巻き込み要望をいち早く実現する 

＜サブタイトル＞ 

～ユーザーとの協働とフィードバックループの改善によるアプローチ～ 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：平川 瑞樹 

所属：富士通株式会社 サービステクノロジー本部 アプリ技術コンサルティング統括部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：鈴木 真吾 

所属：富士通株式会社 サービステクノロジー本部 アプリ技術コンサルティング統括部 

 

＜主張したい点＞ 

スクラムチームが誠意をもってユーザーに価値を提供し続ければ、ユーザーは協力してくれるようになる 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル開発、スクラム、協働、フィードバックループ 

 

＜想定する聴衆＞  

どなたにでも聴いていただける内容になっていますが、特に下記の方々の参考になるかと思います 

⚫ プロダクトオーナーやユーザーとの協働が上手くいかない方々、協働の仕方に悩みを抱えている方々 

⚫ 社内の共通部門で働き、現場の支援や現場に情報発信を行っている方々 

 

＜活動時期＞ 

2018 年 11 月～2019 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 

 筆者は、富士通の共通技術部門で働いている。筆者のチームのミッションは、現場の SE に役立つ技術ノウハウを普及す

ることである。特に、筆者のチームでは、アジャイル開発や継続的インテグレーション・デリバリー、DevOps、などに関するノウ

ハウをまとめたガイドラインを執筆し、富士通全社へ展開している。すなわち、筆者のチームにおける「ユーザー」は、富士通

社内に在籍している何万人といる現場の SE である。 

 ユーザーである何万人という現場の SE がそれぞれで抱えているプロジェクトは、業種、SI／PKG、新規／既存など多様

である。そのようなユーザーが求めるガイドラインは、多様かつ要望は不明確であろうと捉え、筆者のチームではアジャイル開

発におけるマネジメント手法であるスクラムに則り執筆を行なっている。1 スプリントは 1 週間としている。筆者のスクラムチー

ム構成は以下の通りである。 

⚫ プロダクトオーナー：チームのメンバーから 1 人選出。執筆も行う。 

⚫ 執筆チーム：1～3 人（転入出の都合で、人数は頻繁に変動）。 

⚫ スクラムマスター：チームのメンバーから 1 人選出。執筆も行う。 

 

2.改善したいこと 

2.1.ユーザーが求めるものを提供できていない 

一部の先行ユーザーや本部内の有識者から適宜フィードバックを貰いながら、スクラムプロセスに則り執筆を行なっていた

が、ユーザーである何万人という現場の SE からフィードバックを受け取るタイミングは、ガイドラインを全社にリリースしたあとで

あった。そのため、執筆過程からユーザーの要望を広く取り込みながら執筆することはできておらず、ユーザーが求めるような

ガイドラインを提供できていなかった。ガイドラインに対するユーザーからのアンケートの中には、辛辣な意見も見受けられてい

た。 

 

2.2.ユーザーからのフィードバックを取り込む機会が少ない 

 筆者のスクラムチームでは、ガイドラインを公開／改版する際に、企画検討→企画内容の審査→執筆（スクラムプロセ

ス、1 スプリント=1 週）→リリース判定→リリース準備→全社リリース、といった作業手順を踏んでいた。さらに、作業の過

程で手戻りすることもあり、一度のリリースに 4 か月以上かかることもあった。一度のリリースに要する時間が長かったため、ユ

ーザーから受けとったフィードバックをガイドラインに反映するタイミングも年に数回ほどしかなかった。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 スプリントの終了後やリリース直前にならないと、スクラムチームから成果物が出てこず、そのタイミングでしかユーザーからフ

ィードバックを受け取れない状況であった。スクラムチームが、もっと頻繁かつ継続的に成果物をユーザーに見せられるチーム

に変革できると、より多くのフィードバックを受け取れるようになるのではないかと考えた。 

 

4.改善策の内容 

改善策の直観的なアイデアは以下の通りである。 

⚫ ユーザーをスクラムチームに巻き込み、リリース後にフィードバックをもらうのではなく、フィードバックを受け取りながら

執筆を行う 

⚫ フィードバックを受け取る機会を増やし、個々のフィードバックループを短縮することで、より多くのフィードバックを受

けとれるようにする 
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図 1. 改善策の直観的なアイデア 

 

5.改善策の実現方法 

5.1.ユーザーとスクラムチームの距離を縮める 

これまでは、ユーザーである現場の SE とスクラムチームがやりとりを行える場所として、相談窓口、利用者アンケート、個

別のメールでのやりとりなどしかなかった。ユーザーとスクラムチームが自由なタイミングや自由な形式でやりとりを行えるように

するために、社内の誰でもが参加できるような社内コミュニティを立ち上げた。コミュニティでは、Mattermost[3]という OSS

のチャットツールを活用して、ユーザーとスクラムチームが自由に議論を行えるようにした。また、チャットツールはメールや対面

でのやり取りに比べて情報のオープン性が高く、何万人といる現場の SE をユーザーにして幅広く意見を収集するのに効果

的である。 

 

図 2. Mattermost を使った普段のやりとりの様子 

また、チャットツールを導入するだけではなく、ユーザーとスクラムチームの距離を縮めるために、コミュニティでは下記のよう

な施策も行った。 

(1) 期待のすり合わせ：インセプションデッキを作成し、ユーザーの期待とスクラムチームの活動の方向性についてあらかじ

め認識を合わせた。インセプションデッキでは、ユーザーがどのようなことに困っていて、スクラムチームとして提供すべきプ

ロダクトの方向性はどういったものにするべきかを検討した。実際に、スクラムチームが思い描くようなガイドラインが本当

にユーザーにとって欲しいものかどうか、Mattermost を使ってユーザーにアンケートを行ったりもした。 



76 

 

 

図 3. ユーザーにアンケートを取ったときの様子 

(2) 信頼感の醸成：ユーザーがチャットで発言してくれたら、スクラムチームの誰かがすぐに返信するようにする。そうすること

で、「スクラムチームが必ず反応してくれる」とユーザーに信頼してもらえるようになり、発言を促進できる。 

(3) 誰もが発言できる心理的安全[4]な場を作り出す：チャットツールのようなオープンコミュニケーションの場では、正し

いことを言わないといけなくなるような感覚に陥りやすい。正しいこと／間違っていることを気にせず、スクラムチームで率

先して発言することで、正しいことを言わないといけないような雰囲気をなくした。 

 

 2019 年 5 月時点で、この社内コミュニティの参加者は約 190 名、チャット総投稿数は 3308 回（1 日平均 25 回）

となっている。何万人といる現場の SE という母数を考えるとごくわずかな人数ではあるが、ガイドラインの執筆にリアルタイム

に継続的に意見やコメントしてくれるユーザーがそれだけいると考えると、状況は以前と比べて大きく異なる。また、従来のア

ンケートやメールに比べて、チャットのほうが形式に拘らず自由に発言できるため、ユーザーのことをこれまで以上に詳しく知る

ことができるようになり、ユーザーとスクラムチームの距離を縮めることができた。 

 

5.2.フィードバックループの改善 

 これまでは、ガイドラインをリリースしてようやくユーザーからフィードバックを受け取ることができていた。フィードバックが受け取

れる機会を増やし、個々のフィードバックループの時間を短縮することができれば、これまで以上により多くのフィードバックをも

らえるだけでなく、執筆を行う過程でもフィードバックを受け取れるのではないかと考えた。 

 

5.2.1.コミュニティ版リリース 

ガイドラインをリリースするタイミングでようやく全ユーザーに公開するのではなく、コミュニティの参加者には毎スプリントの終

了後にそのスプリントの成果物をコミュニティ版としてリリースするようにした。 

 

図 4. コミュニティ版リリースによるフィードバックのタイミングの増加 

スクラムチームが執筆内容に集中しながらも、毎スプリント必ず成果物をユーザーに見せられるようにするために、ガイドライ
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ンの執筆作業にも継続的インテグレーション／デリバリー（CI/CD）のプラクティスを取り入れた。スクラムチームで構築した

ガイドライン執筆の CI/CD パイプライン[2]の概要を図 5 に示す。 

 

図 5. ガイドライン執筆の CI/CD パイプライン 

図 5 の CI/CD パイプラインについて簡単に紹介する。はじめに、スクラムチームは各自の端末で Asciidoc という軽量マ

ークアップ言語を活用し執筆を行う。Asciidoc で執筆するガイドラインの資産は Git と GitLab を使って変更管理を行う。

各自が自身の担当範囲の執筆を終えると、Git でコミット&プッシュを行い、GitLab に資産を反映する。GitLab では、

GitLab CI[2]を活用し、RedPen を活用して文章の自動校正、Asciidoctor を活用して資産を自動ビルドし HTML

形式に変換、Ansible を使ってコミュニティ版や正式リリース晩の資産をそれぞれのリリース環境に自動デプロイするようにし

た。また、Git のブランチ戦略を活用して執筆メンバーの複数人が同時並行に執筆をできるようにし、GitLab の Merge 

Request 機能を活用してユーザーや執筆メンバー同時で効率的にレビューを行えるようにもした。 

 ガイドラインのビルド・校正・デプロイ作業を自動化したことにより、ガイドライン執筆後～公開までにかかる時間はわずか数

分で済むようになり、スクラムチームはガイドラインの頻繁なリリースにも対応できるようになった。実際に、2018 年 11 月 1

日～2019 年 3 月 31 日の期間でガイドラインの正式版リリースを 2 回、コミュニティ版リリースを 17 回ほど行うことができ、

ユーザーからフィードバックを受け取るタイミングを大きく増やすことができた。 

 

5.2.2.途中成果物も全てユーザーに公開する 

コミュニティ版としてリリースできるだけの執筆物が揃わないとユーザーからフィードバックを貰えないわけではなく、途中成果

物でもユーザーに公開することができれば、ユーザーからフィードバックがもらえることに着目した。前節で紹介した CI/CD パ

イプラインを改良し、Git でコミット&プッシュされた執筆途中の資産も全てレビュー環境にデプロイして、執筆途中のものも全

てユーザーに公開するようにした。 

 

図 6. 途中成果物も全てユーザーに公開する 



78 

 

これにより、コミュニティ版をリリースする以前の執筆中の間もユーザーからフィードバックを受け取れるようになった。執筆途

中の成果物をユーザーに見てほしい際には、レビュー環境にデプロイされた資産の URL をユーザーに共有することで、ユーザ

ーに途中成果物を確認してもらうことができる。 

  

 

 

図 7. 途中成果物をユーザーに共有する様子 

 ただし、開発者が途中成果物、すなわち、未完成の作業を全てオープンにするには、開発者が自身の作業をオープンに

するような勇気（意識改革）が必要となる。筆者のスクラムチームでは、勇気をもって作業をオープンにするために、以下

の価値観に至った。 

⚫ 手持ちの作業をオープンにするタイミングをできる限り早くする。オープンにするタイミングが早ければ早いほど、必

要な勇気は少なくて済む。 

⚫ ユーザーからのフィードバックに感謝し、フィードバックにすぐに反応する。ユーザーと一緒になってアイデアを広げる。 

⚫ 作業をオープンにすることは、成果物をよりよくするための誠意である。誠意をもって作業をしていれば、ユーザーも

協力してくれる。 

 実際に、2018 年 11 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の期間でユーザーに途中成果物を公開した回数は 1579 回で

ある。全ての公開時でユーザーからフィードバックを受け取っていたわけではないが、コミュニティ版でフィードバックを受け取る

よりもはるかにフィードバックを受け取るタイミングを増やせていることがわかる。早期からフィードバックを受け取れるようにする

ことで、ユーザーと成果物のイメージや方向性について早期から議論できるようになり、執筆物の手戻りも小さく済ませること

ができるようになる。 

 

5.2.3.待ち時間の短縮 

 スクラムチームが成果物をユーザーに共有した後、ユーザーがスクラムチームにフィードバックを渡すまでの間の時間は、スク

ラムチームにとっての待ち時間となる。フィードバックループを短縮するには、この待ち時間をできる限り短縮する必要がある。

しかし、ユーザーである現場の SE は別の業務も当然抱えており、必ずしもすぐにフィードバックを行ってくれるわけではない。

待ち時間を短縮するための手段として、これと決まった手法はないが、スクラムチームはユーザーがすぐにフィードバックを行い

たくなるように働きかけることも大切である。 

 

図 8. ユーザーからフィードバックを受け取るまでのスクラムチームの待ち時間 
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ユーザーが進んでフィードバックを行いたくなるように、筆者のスクラムチームではある働きかけを行った。具体的には、ユーザ

ーがフィードバックを送るとすぐにスクラムチームの誰かが即座に反応し、途中成果物やコミュニティ版に即座に取り込み、再

度ユーザーに成果物を共有するというアプローチである。そうすると、ユーザーはフィードバックを行うとすぐにそれが反映された

成果物をすぐに享受でき、フィードバックがすぐに取り込まれた（自分の意見が採用された）という嬉しさを得られるようにな

る。その結果、ユーザーはこれまで以上に積極的にフィードバックを送ってくれるようになる。 

実際に、コミュニティを活用し、ユーザーから即座にフィードバックを受け取れている。早いときには、スクラムチームが成果

物をユーザーに公開してその数分後にはユーザーからフィードバックを受け取れることも珍しくなくなった。別の業務も抱えてい

るはずなのに、スクラムチームにすぐにフィードバックを行ってくれるユーザーが多く、感謝の思いで一杯である。 

 

5.2.1~5.2.3 の実践により、最終的にフィードバックループとリリース頻度は図 9 のように大幅に改善された。 

 

図 9. フィードバックループとリリース頻度の改善結果 

 

5.3.フィードバックタイミングの前倒し 

 成果物が完成する頃までユーザーと議論できていないよりも、設計や実装の段階からユーザーと議論できている方が、

個々のフィードバックは小さくて済み、大きな手戻りも生じにくい。手戻りが生じにくければ、リリースまでの時間を短縮できる

ことは言うまでもない。 

 その実現手段として、筆者のスクラムチームで実践した 2 つの手段を紹介する。 

 

5.3.1. WIP Merge Request 

WIP(Work in Progress) Merge Request[2][5]とは、Merge Request の差し戻しを減らすような GitLab の

Merge Request のテクニックである。通常の Merge Request では、執筆が完了した時点で Merge Request を作成

しレビューを開始する。WIP Merge Request では、設計や素案の段階から Merge Request を作成し、具体的な執

筆内容を書き始める前から設計や素案を公開し、レビューを開始することができる。 

そもそも設計や素案の段階で関係者同士の認識が異なっており、執筆を完了させた後に Merge Request を出すと、大

きな手戻りを生む可能性があるが、WIP Merge Request のテクニックを使うことで、大きな手戻りを防ぎ、初期段階で設

計や素案の方針を議論することができる。 

 WIP Merge Request のテクニックを使うと、設計や素案の段階から自身の作業をすべて公開することになり、作業をオ

ープンにするための勇気がさらに必要となるが、筆者のスクラムチームでは WIP Merge Request を積極的に活用し、執

筆が終わる頃には議論が収束するようになってきている。 
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5.3.2.ユーザーとのモブプログラミング 

モブプログラミング[1][5]とは、1人や2人（ペア）でプログラミングを行うのではなく、複数の開発者やプロダクトオーナー

やステークホルダーが一ヵ所に集まり、その場で議論を行いながらプログラミングを行うテクニックである。関係者がその場に集

まることでレビューにおける作業の受け渡しにかかる時間が無くなり、その場で議論を収束させることができるようになる。より

不確実なものに着手しようとするときや、WIP Merge Request を使うよりもさらに頻繁に議論を行いたいときに、モブプロ

グラミングのテクニックを活用するのが効果的である。 

 コミュニティでも、ガイドラインの新たな章を追加する際や目次レベルの検討を行う際に、スクラムチームがユーザーを巻き込

みモブプログラミングを実践している。ユーザーは別の業務もあり、同じ場所に集合することは困難な場合が多いが、Visual 

Studio Code の Live Share の拡張機能を活用して、執筆メンバーの端末で開いているエディタに他の人も参加して同

時編集を行えるようにすることや、Skype 会議を開催して執筆メンバーの端末の画面を共有し口頭で議論することで、離

れていてもモブプログラミングを行うことはできる。 

 

6.改善による変化や効果 

先述の解決策に記載した内容を実践して、2018 年 11 月 1 日～2019 年 3 月 31 日の間にガイドラインの正式版

リリースを二度行った。二度の正式版リリースを通して、リリースしてからユーザーからフィードバックを受け取るのではなく、リリ

ースする頃にはユーザーからのフィードバックを取り込み終えているようなスクラムチームへと変革した。 

 実際に、ユーザーからのフィードバックを取り込み終えていた件数は、V1 リリースで 11 件、V2 リリースで 20 件である。フィ

ードバックとして起票するまでもなく即座に対応したものまで含めると、実際にはさら多くのフィードバックを取り込めている。 

また、「リリースまでに要する時間が長い」という課題もあったが、今回の二度の正式版リリースでは、いずれも 2 か月ほど

でリリースを行えるようになった。また、その期間にコミュニティのユーザー向けに毎週コミュニティ版リリースを合計 17 回ほど行

えており、リリースまでの所要時間を大きく改善できている。 

また、筆者のスクラムチームにも変化があった。スクラムチームでは、ガイドラインの執筆を通して、途中成果物も全てオー

プンにするなど意識改革を行ってきた。自身の普段の作業を不特定多数の他者にオープンにすることは、とても勇気のいる

ことであり、最初のうちは抵抗を感じているチームメンバーも多かった。しかし、作業をオープンにすることで早期からアドバイス

をもらえるようになり、自身の作業スタイルが改善される体験をチームメンバーは何度も経験した。現在では、チームメンバー

はガイドラインの執筆にとどまらず、日々の業務をオープンに行うようになっており、作業スタイルの変革にも大きな効果をもた

らしている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 今回の二度の正式版リリースでは、ユーザーから好意的なコメントやアンケートをいただけるようになった。当初は「ユーザー

が求めるものを提供できていない」という課題があったが、ユーザーが求めるようなものを提供できるようになってきている。以

下にコメントを一部場抜粋し紹介する。 

⚫ 「すごく良いドキュメントだと思いました。特に富士通の現状のスキームを考慮した書き方になっているのが良いと

思いました。」 

⚫ 「活用させていただきます！今後のリリースが楽しみ」 

⚫ 「渾身の作。書いた人を尊敬する。」 

 

8.考察 

 本稿では、ガイドラインの執筆を題材に、フィードバックループ改善のアプローチや、ユーザーと協働するためのスクラムチー

ムのアプローチを紹介した。これらのアプローチは、ガイドラインの執筆に留まらず、実際のアジャイル開発においても十分に
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応用が可能であると考える。ただし、スクラムチームがユーザーと協働するためにどのように働きかけるとよいかは、これと決まっ

た答えはない。ユーザーと協働できるようになるまでには、スクラムチームの根気が必要である。 

 

A. 参考情報 

[1] 市谷 聡啓，新井 剛．“カイゼン・ジャーニー”．初版，株式会社翔泳社，2018 年，pp.136-pp.142． 

[2] 北山  晋吾．“GitLab 実践ガイド”．初版，株式会社インプレス， 2018 年，pp.134-pp.144，

pp.152-pp.154． 

[3] 根本 祐介, 関塚 甲介．“Software Design 2019 年 4 月号”．初版，(株)技術評論社，2019 年，

pp.96-pp.105． 

[4] Piotr Feliks Grzywacz．“世界最高のチーム”．第 1 刷，朝日新聞出版，2018 年，pp.27-pp.30． 

[5] 和田 卓人，川口 恭伸．“WEB+DB PRESS Vol.102”．第 1 刷，(株)技術評論社，2018 年，

pp.17-pp.41． 
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2A-4 「SEPG の立ち上げと改善活動のアジャイル化」 広田 敦子（インクリメント P） 

 

＜タイトル＞SEPG の立ち上げと改善活動のアジャイル化 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：広田 敦子(ひろた あつこ) 

所属： インクリメント P 株式会社 技術統括支援部 技術管理部 第一技術管理グループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

SEPG チーム立ち上げの苦労・工夫や、開発プロジェクトでなくてもアジャイルのプラクティスが有効な点を共有し

たい。 

 

＜キーワード＞ 

SEPG、チームビルディング、アジャイル、スクラム 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、チームビルディング、アジャイル、スクラムに興味がある方 

 

＜活動時期＞ 

2017 年 4 月～2019 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 

当社はカーナビゲーション等で表示するデジタル地図データ開発を事業としている。近年、海外市場においては

Automotive SPICE をサプライヤー企業の必須条件として要求するケースが増加しているため、2015 年 12 月にレベル

3 達成を目的とした「Automotive SPICE 推進プロジェクト」が社内に発足した。筆者は SEPG メンバーとしてプロジェク

トにアサインされたが、開発未経験者でありウォーターフォールとアジャイルの違いすら知らない状況だった。 

 

2.改善したいこと 

Automotive SPICE 3.0 レベル 3 認証を取得後も、継続してプロセスを改善・維持できる SEPG の体制を構築する

こと。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

SEPG はプロジェクトの発足に伴い、当社に初めて新設された役割である。Automotive SPICE 準拠のプロセス構築

については、社内に有識者が不在だったためコンサルタントの支援を受けることになったが、認証取得後も継続してプロセス

を維持・改善できる体制を構築する必要があった。 

なお、社内事情のため SEPG の実動部隊は 3 名であり、様々なタスクに優先度をつけ、人的リソースを有効活用する

必要があった。 

 

4.改善策の内容 

SEPGチームを立ち上げるとともに、継続的なプロセス改善のため活動自体をプロセス定義・プロジェクト化した。また限ら

れた人員で効率的に活動するため、アジャイル(スクラム)を適用することとした。 

 

5.改善策の実現方法 

前項を実現するため、以下に取り組んだ。 

 

・チームビルディング 

チーム結成時点で SEPG は社内に前例がない役割のため、SEPG メンバー間の認識が統一されていなかった。そこでチ

ームビルディングを実施し議論を重ねながら、役割定義、SEPG のミッション・ステートメントおよびバリュー、ビジョンと戦略等

をドキュメントや図にまとめ、チームとしての共通認識を作った。以降も定期的にチームビルディングを実施し内容を見直して

いる。またメンバーの相互理解促進のため、性格診断などいくつかの取り組みを行った。現在は心理的安全性の向上にチ

ャレンジ中。 

苦労した点として、上位目標に当たる「Automotive SPICE 推進プロジェクト」の目標にステークホルダー間で認識の

相違があり、方向性が不透明だった。そのためステークホルダーマネジメントとして、SEPG がファシリテーターとなり、活動の

目的と価値を再確認するワークショップを行い、方向性を明示した。 

 

・スクラム 

 SEPGの活動を、半年をライフサイクルとする PDCA のプロセスとして定義し、プロジェクト期間中はアジャイル（スクラム）

でスプリントを繰り返しながら活動することとした。開発プロジェクトではないため、一部のプラクティスはアレンジして実践して

いる。一例として、XP のペアプログラミングをアレンジし、改善検討やドキュメント作成をペアワークで実施することで、チーム

としてのスキル底上げと多能工化を図った。現在では jira でプロダクトバックログを管理し、バーンダウンチャートで進捗確認、

メンバーへのタスク割当を最適化するに至っている。 
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苦労した点として、チームが少人数のため SEPG メンバーとスクラムマスターを兼任にしたところ、タスクが集中し 1 名だけ

高負荷になってしまった。そこでメンバーでスクラムマスターをローテーションしながらトレーニングを行い、現在はスクラムマスタ

ーを不在とし全員がスクラムマスターの役割を意識して行動するという体制を試行中である。 

 

6.改善による変化や効果 

限られた人員で効率的に業務できる体制の構築が完了。継続してプロセスを改善・維持できるようになった。 

 

前項との対比は以下の通りである。 

 

・チームビルディング 

議論が行き詰まったときや判断に迷った際に、ミッション・ステートメントやバリューに立ち返ることにより、SEPG として一貫

した方針で判断できるようになった。メンバーの相互理解が深まり共通認識を持って活動できている。 

 

・スクラム適用 

タスクの処理が速くなった。短期間で PDCA が回るため、チームの成長スピードが早い。SEPG 全員が各々スキルアップ

するとともに、平準化も進んでいる。タスクが属人化しておらず jira で可視化されているため、メンバーの急な不在があっても

当日のデイリースクラムでチケットを別のメンバーが引き取るなど、リソースを有効活用できている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 アジャイル（スクラム）のソフトウェア開発プロジェクトに対して、1 年目に Automotive SPICE 3.0 レベル 2 認証を取

得、2 年目に Automotive SPICE 3.0 レベル 3 認証を取得した。また社内の年間業績表彰で「Automotive 

SPICE 推進プロジェクト」が「Best Support 賞」を受賞。 

 

A. 参考情報 

[1] スクラムガイド日本語版 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Japanese.pdf 

 

[2] エムグラム診断 

https://mgram.me/ja 

 

[3] Google「プロジェクト・アリストテレス」 

https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introductio

n/ 

 

https://www.scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Japanese.pdf
https://mgram.me/ja
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/
https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/introduction/
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2B-1 「CICI-FW の提案」 小嶋 秀和（デンソークリエイト） 

 

＜タイトル＞ 

CICI-FW の提案 

＜サブタイトル＞ 

簡単かつ早く検証自動化を進めるための手法 

 

＜発表者＞ 

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 

 

＜共同執筆者＞ 

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 

氏名(ふりがな)：白井 正人（しらい まさと） 

所属：株式会社デンソークリエイト 

 

＜主張したい点＞ 

・プロダクトライン開発の考え方を参考に、自動化資産を蓄積・利用することで、簡単に自動化が実現できる 

・アジャイル（スクラム）の考え方を参考に、決められた期間で実現可能な改善アイテムを決めることで、早く自

動化の価値が得られる 

 

＜キーワード＞ 

継続的インテグレーション、CI、検証、テスト、自動化、改善、アジャイル、スクラム、プロダクトライン 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、プロジェクトマネージャ 

 

＜活動時期＞ 

2018/4/1～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 

我々のプロジェクトでは、組込みソフトウェアを開発している。プロジェクトには以下の特長がある。 

・ 派生開発 

・ 短期間（1～2 ヶ月）での開発 

・ 各リリースで以下のような多数の検証活動をリリースする 

- 機能テスト（変更箇所に対するテスト、回帰テスト） 

- 静的コード解析（コーディング規約チェック） 

- 性能計測 

等 

 

図 1開発期間のイメージ 

 

検証工数と手戻り工数の削減を図り、今まで以上に開発期間を短縮するために、検証活動の自動化に取り組む必要が

あった。理想は、検証活動がすべて自動化され、継続的に検証が行われ、早期に設計・実装へのフィードバックが行われる

姿である。 

 

図 2 理想の姿 

 

 

2.改善したいこと 

過去にも自動化の取り組みは行ってきたが以下の 2 つの問題があった。 

(A) 既存ツールの変更が難しすぎる 

・ 既存ツールは、スピード第一で開発し、変更容易性は二の次になりやすい。 

・ 既存ツールは、開発者以外では、変更できない。 



87 

 

 

図 3 問題の例（A） 

(B) 自動化環境の開発から利用までにかかる期間が長すぎる（遅すぎる） 

・ ツール開発者は、最初から完全な自動化環境を立ち上げようとする。 

・ ツール利用者は、改善活動を後回しにしてツールをすぐに使わない。 

 

図 4 問題の例（B） 

 

問題を解決するために、我々のプロジェクトでは、「検証の自動化が「簡単」かつ「早く」できる手法を構築する」ということを

課題とし、取り組みを行った。 

“簡単かつ早く”自動化を実現することで、多くの価値を得ようという取り組みである。図 5 のように、自動化の仕組みの活

用が早ければ、価値が得られる期間が長くなる。すぐに役立つ仕組みを作り・すぐに使うことがポイントとなる。 

 

図 5 自動化に必要な期間と得られる価値の関係 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

プロダクトライン開発の考え方とアジャイル（スクラム）の考え方をもとに解決策となる手法を考案した。 

具体的には以下の 2 つの方針で、手法を考案した。 

(A) プロダクトライン開発の考え方を参考に、自動化資産を蓄積・利用することで、簡単に自動化を実現する 

過去の自動化資産（ツール）の開発方法は、派生開発であり、既存資産のコードを把握して、変更する必要があ

った。この、既存資産のコードを把握する行為が、自動化資産（ツール）の開発者以外では非常に難しい行為であ

った。自動化を簡単にするため、再利用可能な資産を蓄積し、把握して、組み立てる方針とした。 
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図 6 プロダクトライン開発のイメージ 

(B) アジャイル（スクラム）の考え方を参考に、決められた期間で実現可能な改善アイテムを決めることで、早く自動化の

価値を得る 

過去の自動化資産（ツール）の開発では、改善すること（アイテム）を決めたうえで、決めたアイテムが開発可能な

期間を決めるというやり方であった。これにより、自動化を実現できるまでに、長い期間が必要となることが多かった。自

動化の価値を早く得るため、リリースまでの期間を決めたうえで、その期間で開発可能なアイテムを決める方針とした。 

 

図 7 スクラムのイメージ 

 

4.改善策の内容 

開発環境 FW とプロセス FW からなる「CICI-FW」を構築した。「CICI-FW」は、継続的インテグレーション（CI）環境を

継続的に改善（CI）する手法である。図 8 に手法のイメージを示す。 

 

図 8 CICI-FWのイメージ 

開発環境 FW は、自動化資産リポジトリを活用した手法である。検証を自動化するための IDE（統合開発環境）と CI
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環境を構築するために、自動化資産リポジトリから、検証自動化に必要な資産を取り出し組付ける。IDE では実装とセル

フチェックを行い、CI 環境ではプログラムを結合した状態での検証を行う。IDE 及び CI 環境から検証ツールを実行可能と

する。 

プロセス FW は、２W 改善スプリントを活用した手法である。2 週間の決められた期間で改善サイクルを回し、検証自動

化の価値を毎週継続的に得る。自動化資産開発と開発した資産を活用した検証自動化は、１週間で完了できることし

かやらない。 

 

5.改善策の実現方法 

開発環境 FW について詳しく説明する。 

開発環境 FW は、図 9 に示すように、自動化資産の組付け先となる IDE と CI 環境を固定化し、そこに繋げる自動化

資産を蓄積・利用する。IDE としては Visual Studio を使用し、CI 環境としては Jenkins を使用した。 

 

図 9 開発環境 FWの全体像 

 

また、利用する自動化資産を選択しやすくするために、自動化資産リストを用意した。自動化資産リストは組付けやすさを

意識し、実行するジョブとそのジョブの可変性（利用するツールの違い、入力とするファイル形式の違い、等）を軸とした。

一連の検証作業の中の一部の作業のことをジョブと呼ぶ。複数の異なる検証作業で、同じジョブを実施することがある。 

 

図 10 自動化資産リストのイメージ 

自動化資産を利用することで、検証自動化環境を構築する人は、オプションを設定して自動化資産を IDE と CI 環境に

組付けるだけとなる。 
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図 11 自動化資産組付けのイメージ 

 

次に、プロセス FW について詳しく説明する。 

プロセス FW は、図 12 に示すように、スクラムの考え方を参考にした手法である。自動化資産開発と検証自動化を１週

間で実施し、用意した検証自動化の開発環境を、その翌週の設計・実装・検証作業ですぐに活用するというサイクルを回

す。開発の振り返りでは、以下を実施し、改善アイテムを決める。 

① ツールで検出すべき誤り（開発ソフトウェアのバグ）を特定する 

② 削減したい面倒なことを特定する 

③ ①,②の結果もとに自動化することを決定する 

④ 改善作業が 1 週間で完了できるように、改善アイテムを切り出す 

 

図 12 プロセス FWの全体像 

振り返りでは、自動化することを特定するために、何を見える化するかがポイントとなる。欠陥数を確認しても具体的に何を

自動化すべきか特定しにくいため、「誤りの種類」を共有する。工数を確認しても具体的に何を自動化すべきか特定しにく

いため、「面倒なこと」を共有する。そして、図 13 のように「誤りの種類」と「面倒なこと」を共有するための仕組みを用意し

ておく。 
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図 13 振り返りの視点と見える化の仕組みのイメージ 

 

6.改善による変化や効果 

組込みソフトウェアの実開発プロジェクトにおける検証自動化活動に、考案した手法（CICI-FW）を適用し、効果を確

認した。自動化資産開発は選任者が実施し、自動化資産を使った検証自動化は開発を行うメンバが兼務する体制とし

た。 

評価の観点は以下の 3 点である。 

(A) 簡単に自動化環境構築ができるか？ 

自動化資産開発者以外で CI 環境の立ち上げができることを確認する。 

(B) 早く価値のある自動化環境構築ができるか？ 

毎週、開発環境が改善・リリースされ、利用されることを確認する。 

(C) 自動化資産を再利用できるか？ 

自動化資産開発していないプロジェクトでも再利用できることを確認する。 

 

以下に、評価結果を示す。 

評価の観点は以下の 3 点である。 

(A) 簡単に自動化環境構築ができるか？ 

自動化資産開発者以外のメンバ２名が、自動化資産リポジトリを活用し、サポートなしで CI 環境を構築できた。 

(B) 早く価値のある自動化環境構築ができるか？ 

開発環境の改善・リリース・利用を 11 週間連続で継続できた。開発環境は、改善した翌週には利用されている。 

(C) 自動化資産を再利用できるか？ 

自動化資産のリファクタリングが必要なプロジェクトでは、再利用できなかった。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

手法適用前と手法適用後で、「開発環境の改善～利用までに要した期間」、「未活用開発環境の割合」が、表 1 のよ

うに変化した。開発環境が改善されても利用されない／利用されるのが遅いという状況は、発生しなくなった。 
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表 1 CICI-FW適用後の変化 

 

考案手法を適用することで、“簡単”かつ“早い”自動化が実現できることを確認した。 

今後は以下の活動を進める。 

・ CICI-FW を活用し、検証活動の自動化を更に進める 

・ CICI-FW 適用により、他プロジェクトでも効果がでるかを確認する 

・ 開発した開発環境 FW（自動化資産リポジトリ）を社内・社外展開する 

 

A. 参考情報 

[1]ポール・M・デュバル, スティーブ・M・マティアス, アンドリュー・グローバー，「継続的インテグレーション入門」，日経 BP

社，2009 

[2]スクラムガイド（https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-Japanese.

pdf） 

[3]林好一,「プロダクトライン開発の本質～その様々な開発形態の共通性と可変性～」，SWEST，2013 

[4]https://jenkins.io/ 

[5]https://visualstudio.microsoft.com/ja/ 

[6]https://www.gaio.co.jp/products/coveragemaster/ 

[7]https://www.toyo.co.jp/ss/products/detail/qac 

[8]https://www.mattermost.org/ 

[9]https://www.lightning-review.com/ 

 

 

https://jenkins.io/
https://visualstudio.microsoft.com/ja/
https://www.gaio.co.jp/products/coveragemaster/
https://www.toyo.co.jp/ss/products/detail/qac
https://www.mattermost.org/
https://www.lightning-review.com/
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2B-2 「Excel で簡単設計！スクリプトジェネレータを活用した組み込みソフトのテスト自動化」 田中 泰史（アイシン・コムク

ルーズ） 

 

＜タイトル＞ 

Excel で簡単設計！スクリプトジェネレータを活用した組み込みソフトのテスト自動化 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：田中 泰史(たなか やすし) 

所属：アイシン・コムクルーズ株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

組み込みソフト開発における統合開発環境デバッガを使用したテストを自動化・効率化するために、Excel ワー

クシート上のコマンド選択肢に応じてデバッガ操作スクリプトを自動生成するツールを実用化・導入した。 

 

これによりプログラミングスキルを必要とせず自然言語感覚でテストスクリプトを作成することが可能となり、比較

的短時間で多くのテストエンジニアに展開可能かつテスト生産性も高いことが確認できた。現在では定着も進み、

テストシナリオの資産化とテスト実施工数の削減に成功している。 

 

＜キーワード＞ 

組み込みソフト、統合開発環境、デバッガ、Excel、スクリプティング、テスト、自動化 

 

＜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 

 

＜活動時期＞ 

2016 年 1 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 

アイシン・コムクルーズ株式会社では ECU に搭載する車載組み込みソフトを開発している。ECU に求められるソフト要

件は年々増加の一途を辿り、それに伴いプログラム規模およびテスト規模も増大している。 

 

従来のテストでは Excel 上に実施手順および合否判定基準を記したテスト仕様書を作成し、テストオペレータがそれに

従ってテストを実施、Excel 上に結果を記入していた。（下図参照） 

ターゲット
ECU

ネットワーク
アナライザ

オシロスコープ
統合開発環境
(デバッガ)

RAMモニタ

テスト環境

<<読む>> <<書く>>

<<操作する>>

テスト仕様書(Excel) テスト報告書(Excel)

 

 

これは一般的な手法ではあるが、属人的判断が入り易い、ケアレスミスが混入しやすい、実施に多大な工数が掛かるな

ど、幾つもの問題を抱えている。 

 

これらを改善するにはスクリプティングを用いた自動化が有効であるが、現実にはスクリプト作成に対し特有のプログラミン

グスキルが必要であることから、大多数のテストエンジニアに対し適用できるものではなく、これがテスト自動化導入にあたっ

ての障害の一つとなっていた。 

 

2.改善したいこと 

テストエンジニアが新たなプログラミングスキルを習得することなく、スクリプティングによるテスト自動化が行える仕組みを構

築し、テストの QCD 向上、特に回帰テストにかかる工数の削減を図る。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

以下の手順で改善策を導出した。 

① テスト仕様書の分析 

既存のテスト仕様書を分析し、実施手順が一意に定まり、かつ合否判定に属人的判断が介在しないものを抽出した。

その結果、統合開発環境に組み込まれたデバッガを手順書に従って操作し、変数やレジスタのウォッチ結果を目視判

定するタイプのテストに対して適用することが現実的であり、かつ効果が高いと判断した。 

② 統合開発環境でのスクリプト言語および適用範囲の調査 

組み込み開発ではマイコンが先に決まり、次にそのマイコンに対し適用できる開発環境が決まる。今回は複数の ECU

で使用している統合開発環境をターゲットとして、スクリプト言語は何か、および、スクリプトによりどのような操作を自動

運転可能か調査した。その結果、Python 言語により①で対象とした分野を自動化できることが判明した。 
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③ Excel からの Python スクリプト生成技法調査 

Python プログラミングのスキルがないテストエンジニアが②を適用するには、プログラミングレスでスクリプトが生成できる

システムを構築する必要がある。そこでExcelおよびVBAに着眼し、セルに記述したデバッグコマンド名称から Python

スクリプトの断片を出力するアイデアを考案した。 

④ 統合開発環境の無人操作技法調査 

実際のテスト運用では多数のテストケースを逐次実施する必要があるため、テストケースの開始および合否判断を無

人運転（プログラム）で実現しなければならない。これらの要素技術を考案し、実証実験を積み重ねることで目途付

けした。 

 

4.改善策の内容 

上記の分析結果および要素技術より、以下の 2 つのツール（以下「本ツール」）を開発した。 

A) スクリプトジェネレータ（テストケース→Python スクリプトへの変換） 

本改善の核となる Excel VBA ブックである。 

テストコマンド一覧表にリストボックス形式のデバッグコマンド選択肢を設け、その選択肢に応じて Python スクリプトを

生成する。生成された Python スクリプトはサポートライブラリと結合され、これにより以下の機能を持つ。 

⚫ 各々のデバッグコマンドに対応したデバッガ操作機能 

⚫ スクリプト実行時ログ記録機能 

⚫ 画面キャプチャ保存機能 

この利用イメージは下図のようになる。 

 

ターゲット
ECU

統合開発環境
（デバッガ）

ログファイル

画面キャプチャ

PythonスクリプトPythonコード断片

サポートライブラリ

テストコマンド
一覧表

テスト環境

<<生成する>> <<結合する>> <<実行する>> <<記録する>>

<<保存する>>

 

 

B) スクリプトエグゼキュータ（複数のテストケースを収集・Python スクリプトへの変換・連続実行） 

複数のスクリプトジェネレータ（＝複数のテストケース）を管理する Excel VBA ブックである。以下の機能を持つ。 

⚫ 指定フォルダ階層下に存在するスクリプトジェネレータをリストアップする 

⚫ リストアップ結果に対し、一括して Python スクリプトを生成する 

⚫ リストアップ結果に対し、一括して Python スクリプトを実行する 

 

5.改善策の実現方法 

本ツールの開発により、 3.改善策を導き出した経緯の①に該当するテストについて自動化が可能となった。これに対し

以下の手順で導入を行った。 

 

<STEP1 先行導入> 
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(1) 技術説明会の開催 

本ツールはプログラミングレスでの運用が可能であるが、テストエンジニアが前もって使用方法に習熟しておく必要がある。

そのため技術説明会を実施し、特に回帰テストの実施工数が削減できる部分を強調した上で、先行導入に参加す

る意欲を持つテストエンジニアを募集した。 

(2) 既存テストケースの変換事例提供 

具体的なテストケース設計事例を示すため、テストエンジニア向けに既存の Excel実施手順書をスクリプトジェネレータ

で書き直したサンプルを提供した。 

 

<STEP2 試行プロジェクトでの導入> 

(3) 顧客同意の取り付け 

STEP1 で先行導入を行った結果、テストエンジニアから「正式業務で運用したい」との声が挙がった。ただしそのために

は顧客に対し本ツールを導入することの同意を得る必要がある。現場テストエンジニアの意見を伝えた上で、コスト及

びスケジュールのメリットを強調した結果、顧客の同意を取り付けることができた。 

(4) 試行プロジェクトの選定とトライ 

STEP1 を経験したテストエンジニアが担当し、かつメリットが出やすいプロジェクトを試行対象と選定し、導入と検証を

行った。その結果、テストケース設計にかかる工数を考慮しても、テスト全体の工数を削減できていることが明らかにな

った。特に回帰テストを実施する場合は顕著に効果が現れた。 

 

<STEP3 適用範囲の拡大> 

(5) 他プロジェクトでの運用 

試行プロジェクトでの検証結果を受け、他プロジェクトでの運用を開始した。ただしプロジェクトによっては統合開発環

境以外の機材を必要とするテストが一定数を占める、スクリプトによる自動合否判断が難しいケースがあるなど、そのま

までは適用できないケースもあった。これに対し技術面での検討を行い、機能拡張で対応できると判断した部分は本

ツールのバージョンアップで対処し、そうでないケースは従来通りの手動によるテスト実施とした。 

(6) 他チーム・他部署への展開 

社内発表会にて事例発表を行ったところ、他チーム・他部署から「どういうものか詳しく教えて欲しい」あるいは「実際に

導入したいので支援して欲しい」との声が寄せられた。これに応える形で本ツールの展開および事例紹介を行い、ユー

ザ（ファン）を増やしていった。 

(7) 異なる開発環境への応用 

これまでは特定の統合開発環境をターゲットとし、その内蔵デバッガ向けの Python スクリプトを生成するものであった。

ただし、根本的な考え方・発想は選択肢式の一覧表からプログラミングレスでスクリプトを生成するというものであり、こ

れは特定の環境に依存するものではない。この考え方に沿って、他の統合開発環境向けスクリプトや、HILS 

(Hardware-In-the-Loop-Simulation)環境向けスクリプトにも応用範囲を拡大し、順次実用化を図った。 

 

6.改善による変化や効果 

 

 改善により以下の効果が得られた。 

(ア) テスト工数の削減 

本ツール導入によるテスト工数の増減は以下のとおりである。 

＜工数増加要素＞ 

⚫ テストエンジニアに対する一定の初期導入教育および習熟が必要となる 
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⚫ 従来の Excel 仕様書を置き換える場合、仕様書に書かれたテスト手順を解釈し、スクリプトジェネレータに移し

替える作業が全テストケースについて発生するため、その工数を要する 

＜工数削減要素＞ 

⚫ テスト実施仕様とスクリプトジェネレータが直結しているので、テストケースの設計がそのままスクリプトに落ちること

になり、日本語による手順記述の工数が削減される 

⚫ スクリプトジェネレータで設計したテストケース群をスクリプトエグゼキュータで自動一括実行することができる 

⚫ テスト結果のエビデンス（証跡）としてログファイルおよび画面キャプチャを利用できる 

上記より、工数増加要素を考慮したとしてもトータルでは工数を削減できた。実際のプロジェクトでは手動実施とスク

リプト実施の双方を実施しているケースは無いため単純比較はできない。その前提で手動実施とスクリププト実施のそ

れぞれで無作為に抽出したプロジェクトを比較するとテストケースあたりの工数が 32%減少、すなわちテスト生産性が

1.47 倍に向上していることがわかる。 

 

なお上記プロジェクトでは双方とも回帰テストを行っていないが、スクリプト実施の場合 8 時間で延べ 2000 件のテス

トケースを自動実行したというデータもあり、回帰テスト実施時は一層の工数削減効果が見込める。 

(イ) テストケースの資産化 

従来の Excel 仕様書では 1 つのワークシートに自然言語で大量のテストケースが書かれていたため、その一部を切り

出して再利用することが困難であった。本ツールでは 1 テストケースがスクリププトジェネレータの 1 ブックに対応するため、

テストケースに対する他のプロジェクトへの流用が単なる Excel ファイルのコピーで行えるようになった。 

(ウ) テストエンジニアのモチベーション向上 

導入前には予想していなかった効果として、テストエンジニアから「テスト設計が面白い作業に変わった」という声が寄

せられた。本ツールはプログラミングレスとはいえ選択肢から実施手順を選択してパラメータを記述していくというプログラ

ミング的要素・パズル的要素があり、作成後にすぐに結果を見ることもできるので、従来に比べてテスト設計の面白さ・

やりがいを感じやすくなっている。 

(エ) テスト自動化に対する意識向上 

従来型の手動テスト実施しか経験したことのないテストエンジニア・プロジェクトマネージャにとっては、当初「何がメリット

なのか？」「なぜ変える必要があるのか？」という意見も寄せられた。ただし上記で述べた効果が目に見えて出てくると

意識が変わってゆき、逆に「次のプロジェクトではスクリプトジェネレータを適用できるのか」「現状できないのであれば、

改良して何とか使えるようにして欲しい」という声が出てくるようになった。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

本改善により、限定的ながら車載組み込みソフトに対するテスト自動化を実現し、テスト実施に要する工数を削減でき

た（スケジュール及びコストに寄与）また、属人的要素の排除によりケアレスミス防止につながった（品質に寄与） 

また、本改善は高価な外部調達品を使用することなく手作りの「からくり」によって実現しており、導入・展開コストを抑え

ることに成功している。 
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 これらは上層部・品質管理部門・顧客からも高い評価を受け、今後の更なるテスト効率化に向けた足がかりを作ること

ができた。 

 今後は社内およびグループへの一層の普及を図るとともに、オシロスコープ連携・RAM モニタ連携などの外部連携機能を

強化し、適用可能なテストケースの範囲を拡大していきたい。 

 

A. 参考情報 

[1] 千葉修一、「シミュレーションを活用した組み込みソフトウエアテストの改善」、 JaSST’12Tokyo、2012 

http://jasst.jp/symposium/jasst12tokyo/pdf/B5-3.pdf 

 

http://jasst.jp/symposium/jasst12tokyo/pdf/B5-3.pdf
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2B-3 「ソフトウェア構造とソフトウェアメトリクスに着目した派生開発におけるテスト設計事例の紹介」 増子 聡（リコーIT ソリ

ューションズ） 

 

＜タイトル＞ 

「ソフトウェア構造とソフトウェアメトリクスに着目した派生開発におけるテスト設計事例の紹介」 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

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 

 

＜共同執筆者＞ 

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 

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＞ 

従来派生開発のテスト工程では、ソースコードの変更による影響範囲を特定することが難しく、全数テストや探

索的テストによってテストスコープを決定している。そのためテストに多くの時間を費やしたり、また経験的予測に

頼ったりと、効果的にテストを行えていない。本発表では SPI Japan 2018 において紹介したソフトウェア構造

とソフトウェアメトリクスより算出した欠陥リスクを用いてテストスコープを決定する手法の派生開発への応用を行

ない、派生開発におけるテストスコープ決定の効果的な手法を示す。 

 

＜キーワード＞ 

派生開発、テストスコープ、ソフトウェア構造、ソフトウェアメトリクス 

 

＜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 
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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 

ソフトウェアの派生開発では、継続的に変更が行われ、かつ開発期間が短期化された結果、ソフトウェアの欠陥混入リ

スクが徐々に高まっている。また様々なソフトウェアエンジニアがソースコードを変更することを繰り返しているため、開発当初

には意図していない修正が入りやすく、ソースコードの変更に対する影響範囲を見極めることが難しくなっている。 

派生開発のテスト工程では、変更箇所に対し、決められた時間内に網羅的にテストを完了することが求められるが、実

際には短期間の全数テストを余儀なくされたり、あるいは、過去に発生した市場障害や類似クレームを基に欠陥発生箇を

予測する探索的テストなどの経験値ベースのやり方でテスト範囲の絞り込みを行ったりしている。しかしどちらの場合も、ソー

スコードの変更と無関係な箇所をテストすることもあり、効率的なテストが行えているとは言い難い。 

 

2.改善したいこと 

① 欠陥混入リスクの高いソースコードの変更箇所を早く的確に見つけたい。 

② 見つけたソースコードの変更箇所から、システム上影響するパスを早く的確に見つけたい。 

③ 直感や経験に頼らずに、テストスコープの優先付けを行いたい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

SPI Japan 2018 の発表［1］では、ソフトウェアの複雑度、欠陥密度のシミュレーション結果及びソフトウェア内部構造

を数値化したメトリクスを組み合わせることで、欠陥リスクが高い箇所を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）で識別する方法（以下、ソフトウェア構造解析テスト設計法）を提案した。 

この手法を派生開発に適用し、変更前後のソースコードのソフトウェアメトリクス及び欠陥リスクをそれぞれ計測し、相互

比較することで、変更後の欠陥リスクが高いソースコードだけでなく、変更によって欠陥リスクに変化があったソースコードが、

重要あるいは優先的なテストスコープとして特定できると考えた。 

また、上記で特定したソースコードを通るパスを、ソフトウェア要件とソースコードの紐づけを基に絞り込むことで、ソースコ

ードの変更により影響するソフトウェア要件を特定しテストスコープを決定できると考えた。 

 

4.改善策の内容 

① 変更前と変更後のソースコードに対し、ソフトウェア構造解析テスト設計法を適用する。変更前後の解析結果

を比較することで、変更済ソースコードを容易に特定できる。（直接的テストスコープの決定） 

② ①で特定した変更済ソースコードに依存するソースコードを階層的にソフトウェア構造図上あるいは DSM 上で

追跡することで、変更済ソースコードの影響範囲を容易に特定できる。影響範囲中の最上位のソースコードと

紐付いたソフトウェア要件がテスト実行すべきテストパスとなる。（間接的テストスコープの決定） 

③ ①②で決定したテストスコープに相関する欠陥リスクの値で、テストスコープの重要度、優先度を決定できる。 

 

5.改善策の実現方法 

① ソフトウェア構造解析テスト設計法により変更前と変更後のソースコードのテストメトリクス、ソフトウェアメトリクス、

欠陥リスク、DSM1を集計したテストメトリクスレポート（表 1）を取得する。変更前と変更後の 2 つのテストメトリ

クスレポートを比較し、ソフトウェアメトリクス（複雑度、コード行数等）に変化があったソースコードを変更済ソー

スコードと判断する。 

                             
1 DSM（Dependency Structure Matrix） 
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② 設計意図発掘ツール2あるいはアーキテクチャ分析ツール3を使い、①で変更済みソースコードと判断したソースコー

ドを中心に、呼び出し関係の階層をコン

ポーネント構造図あるいは DSM で追跡

し、最上位となるソースコードを見つける。

変更後のテストメトリクスレポートを参照

し、見つけたソースコードに紐付いたソフ

トウェア要件を変更済ソースコードが影

響するテストパスと判断する。 

③ 変更後のテストメトリクスレポートを参照

し、欠陥リスクが高いソースコードをテスト

の優先度あるいは重要度が高いもの判

断し、テストスコープを決定する。 

 

6.改善による変化や効果  

① ソースコードの変更前後のソフトウェアメ

トリクスの変化を見つけることで、変更があったテスト対象を素早く絞り込むことが可能となる。 

② 変更があったソースコードと依存関係にあるソースコードを構造図や表で追跡することで、変更があったソースコー

ドの変更が及ぼす影響範囲を絞り込む作業が容易になる。 

③ ソフトウェアメトリクスより算出した指標である欠陥メトリクスを使い、テストスコープの優先度・重要度を決めること

が可能となり、勘や経験に頼らず効果的にテストスコープを決定することが可能となる。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

設計意図発掘ツールの新規機能追加のテストにおいて、本改善策を実施し、効率的にテストスコープを決定することが

できることを確認している。 

 

A. 参考情報 

[1] 森 孝司、増子 聡、狩野 薫、山田大介、ソフトウェア構造解析のテスト設計への応用、SPI Japan 2018、

JASPIC、2018 

http://www.jaspic.org/event/2018/SPIJapan/session3C/3C1_ID006.pdf 

 

                             
2 設計意図発掘ツール（製品名：AtScope、販売：ビースラッシュ株式会社） 
3 アーキテクチャ分析ツール（製品名：Lattix、販売：テクマトリックス株式会社） 

表 14 テストメトリクスレポー

ト 



103 

 

2B-4 「なぜはじまらない？テスト駆動開発」 小坂 淳貴（クリエーションライン） 

 

＜タイトル＞ 

なぜはじまらない？テスト駆動開発 

＜サブタイトル＞ 

認定スクラムデベロッパーと考えるレガシーコード改革 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 小坂 淳貴（こさか じゅんき） 

所属： クリエーションライン株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

テスト駆動開発はテスト手法ではなく、品質の高いソースコードを構築するための開発手法だということ 

ペアプログラミング/モブプログラミングは生産性の高いプラクティスであるということ 

 

＜キーワード＞ 

TDD、テスト駆動開発、リファクタリング、レガシーコード、 

ペアプログラミング、モブプログラミング、スクラム、チーム 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウェアエンジニア（特に、TDD/テスト駆動開発という言葉を知らない方） 

 

＜活動時期＞ 

2017 年～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. 元々は組み込みファームウェアのエンジニアとして、レガシーコードに括られる、過去の製品を継ぎ接ぎしながら構築され

たソフトウェアをベースとした開発を行っていました。イベントドリブンで状態遷移表を元にソースコードを構築していると、

コピー＆ペーストして一部のみを書き換える、といった処理も多数存在しており、一つを変更しても波及範囲がわからな

かったために別の場所で問題が発生したり、同様の理由で、リファクタリングを実施するというのは恐怖しかないことから

技術的負債が放置されたままになったり、という課題を抱え続けていました。 

 

2. なんとなくレガシーという言葉を使っていましたが、レガシーコード改善ガイドの「レガシーコードとは、単にテストのないコー

ドである」の一文に衝撃を覚えて以来、コードにはテストが必要だという意識がとても強くなりました。 

 

3. テストに関心が高まった頃、テスト駆動開発を知り、Kent Beck 氏の『テスト駆動開発』が改めて和訳されることとなり、

すぐさま手に入れました。「Red → Green → Refactoring」の流れを写経することで、リファクタリングがこんなに安

心して出来ることに感激しました。 

 

4. そして 2019 年、認定スクラムデベロッパー研修で David 氏から発せられた「ビジネスになってしまったアジャイルをソフト

ウェアエンジニアの手に取り戻したい」という強いメッセージに強く共感しました。そしてテスト駆動開発の 3 ステップを

「Red → Green → Gold」という表現をなさっていたのも印象的でした。 

 

5. 認定スクラムデベロッパー研修では、コーディング作業を全てペアプログラミングで実施しました。まだ、Agile Japan 

2018 でも Woody 氏がモブプログラミングを通じて経験されたことをたくさんご教示くださりました。こういったメッセージを

通じて、日本でも複数名によるプログラミングの価値が少しずつ浸透してきていると思います。 

 

6. なぜソースコードにはテストが必要か。なぜ複数名でコーディングをするのか。XP から産まれたプラクティスと、アジャイル

やスクラムとの相性が良いのかなどを、上記の経験を踏まえながらお話できたらと思います。 

 

A. 参考情報 

[1] レガシーコード改善ガイド マイケル・C・フェザーズ  (著), ウルシステムズ株式会社 (監修, 監修) 2009/7/14 

翔泳社 

[2] テスト駆動開発 Kent Beck (著), 和田 卓人 (翻訳) 2017/10/14 オーム出版 

[3] テスト駆動開発入門 https://speakerdeck.com/yattom/tesutoqu-dong-kai-fa-ru-men 

[4] 認定スクラムデベロッパー研修 https://www.jp.agilergo.com/csd-bernstein-201904 

[5] テスト駆動開発による組み込みプログラミング James W. Grenning (著), 蛸島 昭之 (監修), 笹井 崇司  

(翻訳) 2013/4/24 オライリージャパン 

[6] エクストリームプログラミング Kent Beck (原著), Cynthia Andres (原著), 角 征典 (翻訳) 2015/6/26 翔

泳社 

https://speakerdeck.com/yattom/tesutoqu-dong-kai-fa-ru-men
https://www.jp.agilergo.com/csd-bernstein-201904
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2C-1 「メトリクスに基づくデザインレビュー活動と品質保証制度の確立」 井本 英作（日本テクノストラクチャア） 

 

＜タイトル＞ 

メトリクスに基づくデザインレビュー活動と品質保証制度の確立 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：井本 英作（いもと えいさく） 

所属： 日本テクノストラクチャア株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

トップマネジメントを関与させた組織ぐるみの品質保証制度の確立と継続的実践。 

 

＜キーワード＞ 

ＱＭＳ、メトリクス、ゾーン分析、デザインレビュー、プロジェクトマネジメント 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウェア開発技術者、SEPG、SQAG、品質保証系管理者 

 

＜活動時期＞ 

2015 年～2019 年 

 

＜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 

 2015 年頃までは緩やかなＰＷＦ（プロセス・ワークフロー）を展開していたが次のような課題があった。 

 

①開発標準についてはＰＷＦを定義しているが各種手順や基準が無く、ゆるい仕事の流れを決めているだけである。 

 従って、各部門間だけでなくプロジェクト間でも独自のやり方で実施されており、仕事の反復性は確保されていない。 

②プロセス改善に関する手順はなく、一貫した活動は実施されていない。 

③プロジェクトの各種活動データが活かされていない。 

④ＵＩ(User Interface)の記載粒度が粗く、その曖昧性から下流工程での手戻りが多い。出荷後の品質問題が多く、

その改修コストも収益を悪くしている。 

 

2.改善したいこと 

 プロジェクト管理標準、プロセス・ワークフロー標準を導入・展開し、人～プロセス～スキルの三位一体で組織力アップを

図り、出荷後の品質問題を撲滅させる。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 これまでマンネリ化とともに形骸化しつつあったＱＭＳを活きたものにするため、テンプレート化し、組織全体で遂行するよ

うな風土を醸成する必要があった。このため、2015 年に新ＱＭＳを策定し、プロジェクト管理標準、プロセス・ワークフロー

標準欠陥前倒し率の導入、デザインレビューの完全実施等を 1 年間かけて準備した。 

 併せて、過去の収集データを分析し、品質問題を出したプロジェクトのメトリクスも判るような「Project ベンチマーキング」

を Excel データで提供し、デザインレビュー前のフェーズレビューで自分たちのプロジェクト活動の結果がどの位置にあり、それ

が妥当なのかを事前評価するしくみも導入した。 

 

4.改善策の内容 

①過去の緩やかなプロセス・ワークフローを廃止し、新たなＱＭＳを策定・展開する。 

②プロジェクト管理標準、プロセス・ワークフロー標準を策定・展開する。 

 

③デザインレビューをＵＩ～ＳＴ(System Test)までの次工程に移行する段階で実施し、このとき必ず、メトリクスベース

のベンチマーキングでどの位置にあり、それが何故なのかを考えさせ、前工程に一旦戻ることや記載粒度の見直し、テス

ト観点の追加による検証項目の掘り下げなどを行う機会とする。 

 

④デザインレビューで、今後、品質低下・収益悪化・納期遅延（ＱＣＤ）する可能が高いと判断した場合、品質保証

部門がプロジェクト・アラートを経営幹部に発信しリスクを共有の上、経営幹部が必要な支援を考える機会とする。 

⑤品質問題の再発防止に向けた「なぜなぜ分析」から得られた知見をノウハウ DB に登録し、設計の WBS から参照でき

るようにする。 

 

5.改善策の実現方法 

①サイボウズ プロジェクト管理アプリを活かすために、ワン・ストップ・サービスでプロジェクト管理、デザインレビュー計画・実

施管理、キックオフ～クロージングまでの各種データ、メトリクス、受託リスク管理、第三者による牽制、プロジェクト・アラー

ト発信などをできるようにする。 
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②プロジェクト管理標準、プロセス・ワークフロー標準をシンプルで利活用できるようにしいつでもサイボウズで参照できるよう

にする。 

 

③Project ベンチマーキングとして、2013 年から 2018 年までのメトリクス （規模・開発期間、UI～ST までのレビュー

密度・エラー密度及び試験密度・欠陥密度のゾーン分析図、単体試験～ST までの規模（対数）・欠陥密度の関

係図、UI～ST までのライフサイクルの各種メトリクス全体の活動を俯瞰できるように一つの図にする）で、自プロジェクト

の位置付けがどこにあるのかを判るようにするとともに、過年度に品質問題を発生させたプロジェクトのメトリクスを特別な

マークで判るようにする。 

 「Project ベンチマーキング」の一部を以下に示す。 

 

 

 ＵＩ～ＳＴまでのソフトウェア・ライフサイクルのメトリクスで全体の傾向を把握するグラフ例。 

 

 規模と欠陥密度を対数表示することで欠陥の数も判るようにしたグラフ例。 
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④デザインレビューで気が付いた「今後ＱＣＤに影響を与えかねないプロジェクト」に対して、品質保証部門が理由を添え

て「プロジェクト・アラート」をプロジェクト関係者以外に、経営幹部層にも発信し、ＱＣＤに影響を与えるリスクの高いプ

ロジェクトの共通認識と問題解決への支援の機会をつくる。 

 

⑤出荷後に発生した品質問題をサイボウズ 品質問題アプリに登録するとともに再発防止に向けた「なぜなぜ分析」から

得られた知見をノウハウ DB に登録し、設計の WBS から参照できるようにし、経営幹部をはじめ全社員で共有できるよ

うにする。なお、これらの知見を導出するため「欠陥特性を付与した欠陥モデル」を取り入れる。 

 欠陥モデルを利用したノウハウ情報の一部を以下に示す。 

 

 

6.改善による変化や効果 

①トップマネジメントの関与を皮切りに、全てのプロジェクトが開発標準をテーラリングし、プロジェクト特性に合った計画、デ

ザインレビュー、メトリクス分析、次回への改善活動に結びつけるようクロージング活動を行える風土を醸成することができ

た。また、UI～ST までのソフトウェア開発の各工程に亘る活動結果を可視化し、リスク低減及び品質向上のためのプロ

ジェクトマネジメントを行えるようになってきた。 
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②出荷後の市場品質問題が５年前と比較し激減した。（件数で７８％減、品質問題対応コストで９０％減） 

  

 

③メトリクスベースのベンチマーキングで自プロジェクトがどの位置にあり、それが何故なのかを考えさせ、前工程に一旦戻る

ことや記載粒度の見直し、テスト観点の追加による検証項目の掘り下げなどを行うようになってきたことにより、デザインレ

ビューで長い時間をかけたＱ＆Ａが少なくなってきた。 

 

④工数管理アプリの工程単位での工数集計結果とプロジェクトで計画した工数との比較をデザインレビューの場で確認す

ることで、開発現場が実績工数を意識することになり、残業や休日出勤が減ってきた。 

  

 

7.改善活動の妥当性確認 

①サイボウズ プロジェクト管理アプリをワン・ストップ・サービスとして位置付け、プロジェクト情報、各種標準、社内のデータ

白書、教育資料などをいつでもどこからでも参照できるようにしたことで、新人から経営幹部層まで共有できるようになっ

ていることは、改善活動の風土を醸成するベースになっているということが言える。 

 

②これまで悩ましい課題であった出荷後の品質問題がこの５年で激減していることは、経営幹部はじめ全社員が体感し、

残業時間や休日出勤も減ってきているということも、これまでの活動を愚直に実践してきた成果であると言える。併せて、

なぜなぜ分析による再発防止対策を日々の再発防止チェックシートに反映させ、デザインレビューの場で対応状況を確

認するなど、当たり前の活動になってきている。 

 

A. 参考情報 

[1] ソフトウェア品質知識体系ガイド －SQuBOK Guide－ 品質座標 

[2] 続 定量的品質予測のススメ(SEC BOOKS)  ゾーン分析 

[3] ソフトウェア開発データ白書 2018-2019 世の中のメトリクス 

[4] ソフトウェア品質シンポジウム 2016（SQiP) 欠陥モデル 

    B3-3 ソフトウェア開発における欠陥情報移転法の提案 
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2C-2 「データ分析技術を活用したプログラム開発の生産性向上」 豊田 裕智（住友電工情報システム） 

 

＜タイトル＞ 

データ分析技術を活用したプログラム開発の生産性向上 

＜サブタイトル＞ 

  

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：豊田 裕智(とよた ひろとも) 

所属： 住友電工情報システム 

 

＜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 

 

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 

 

氏名(ふりがな)： 坪井 洋明(つぼい ひろあき) 

所属： 住友電気工業株式会社 

 

＜主張したい点＞ 

生産性の高低は開発プロセスと成果物の複雑度に主要因があると考えた。「仕様確認、コーディング、テスト」の

1サイクルにかかる時間をサイクルタイムと定義し、開発者のアクティビティを記録・開発経験別にサイクルタイムを比

較することで、サイクルタイムは短い方が、生産性が高いことを確認した。また、450 以上のシステムのソースコード

を収集し、生産性の情報と紐付けることで、ソースコードの複雑度が生産性を悪化させることを確認した。これらの

要因を改善する案を検討し、シミュレーションを行ったところ、生産性を向上させる見込みが得られた。 

 

＜キーワード＞ 

生産性向上、データ分析、サイクルタイム、McCabe 

 

＜想定する聴衆＞  

システムエンジニア、プログラム開発者 

 

＜活動時期＞ 

2019/1 ～ 2019/5(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 

近年、IT 技術を活用したデジタル・トランスフォーメーションが注目されているが、データ活用によりソフトウェア開発の改革

を進めるため、2018 年 7 月に生産技術グループ(以下、生技 G)が設立された。生技 G では図 15 のような”Digital 

Assistant 構想”を掲げ、450 以上あるシステムのディスク容量や、アクセスログ、ソースコード、仕様書などの情報を 1 つ

のデータベースへ集約し、データ分析した結果を自動的にフィードバックする仕組みを構築することで顧客満足度と生産性

の向上を目指している。その中で私は開発者の生産性向上を狙う開発 assistant を担当した。 

 

 

図 15. Digital Assistant 構想 

 

2. 改善したいこと 

コーディング中のアクティビティとプログラムの複雑さを分析することで、プログラム開発の生産性を悪化させる要因を明らか

にし、対策が打てるようにしたい。 

 

3. 経緯 

これまでの分析で生産性の高い人と低い人ではプログラム開発や修正、テスト時間などを合計すると、2 倍以上の時間

差があることがわかった[1]。当時、さらに細かく作業を分類すべく、操作者の PC の操作履歴などを取得するツール(以下、

アクションログツール)が開発されたが、大量のデータを分析する基盤がなく、活用することができなかった。私はアクションログ

データに注目し、当社で構築したデータ収集・分析基盤[2]を活用することでコーディング中のアクティビティを調査し、生産

性を向上させられる施策を見つけ出せると考えた。 

 

4. 仮説 

生産性の高低は(1)プログラム開発のプロセス、(2) 成果物の複雑度、(3)経験時間の 3 つの要素が主要因だと考え

た。 

プロセスに関しては 

仮説 1．生産性の高い開発者と低い開発者はコードを書いている時間に大きな差ははく、テスト実行時のデバッグに悩

んでいる時間で生産性が決まる。 

複雑さに関しては 

仮説 2 ソースコードの複雑さを表す指標である McCabe が高ければ生産性は悪化する。 

という仮説を立てた。 

経験時間に関してはコントロールすることができないため、先送りにした。 
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5. 仮説検証 

5．1．開発プロセスの分析 

(1)準備 

アクションログツールはすでに開発されていたものの、展開されておらずデータが集まっていなかった。そこで、若手・中堅・

ベテランの経験別にアクションログツールを導入してもらい、アクションログデータを収集した。 

 

(2)検証方法 

テスト実行時のデバッグに悩んでいる時間で生産性が決まる仮説を検証するために、「仕様理解、コーディング、テスト」

の 1 サイクルにかかる時間をサイクルタイムと定義した。サイクルタイムの短い人のソースコードはこまめにテストができるよう

な構造になっており、テスト後にデバッグをする際、コードのごく一部を確認することで解決することができ、悩む時間が少な

くて済むため、生産性が高い。サイクルタイムの長い人のソースコードはこまめにテストができない構造になっており、テスト

後にデバッグをする際、コード全体を確認する必要があり、悩む時間が長くなるため、生産性が低いと考えた。サイクルタイ

ムの長短によって生産性に差がでるのであれば、デバッグ時に悩む時間差によって生産性が決まることを検証することがで

きる。 

アクションログデータは図 16 左のグラフのように横軸時間を取り、縦軸にソースコード行数で可視化した。サイクルタイム

はソースコードの成長量とイベントの発生タイミングを見て手動で判別した。 

また、生産性の高い開発者と低い開発者はコードを書いている時間に大きな差がない仮説についてはコードが成長し

た時間を測定し、比較することで検証することとした。 

 

 

図 16.サイクルタイム測定方法 

 

(3)検証結果 

実際にアクションログを可視化して測定したグラフを図 17 に示し、サイクルサイクルタイムの測定結果を図 18 に示す。

表 1 にサイクルタイムの平均時間とコーディングの合計時間一覧を示す。今回の検証では、中堅が最も生産性が良く、

ベテラン、若手の順で生産性が良かった。 

コーディング時間については、表 1 に示す通り、若手と中堅とベテランで差がなかった。 

サイクルタイムについては中堅とベテランは約 30 分だったのに対して、若手は 55 分であった。中堅とベテランはプログラム

構造がこまめにテストできるようになっているため、デバッグ時に悩む時間が少ないが、若手はプログラム構造がこまめにテス

トできるようになっていないため、デバッグ時間が長くなり、このような結果になったと考えられる。 

以上の検証結果から、生産性の高い開発者と低い開発者のコードを書いている時間に大きな差はなく、テスト実行時

にデバッグで悩む時間によって生産性が決まる仮説を検証することができた。 
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図 17.実際のアクションログデータ 

 

 

図 18.経験別サイクルタイム 

 

表 2. 経験別サイクルタイムとコーディング時間 

 

 

5．2．McCabe と生産性の分析 

(1)準備 

McCabe を測定するためにはソースコードを収集する必要があるが、当社ではシステム開発サーバを一元管理している

ため 450 以上のシステムのソースコードをすぐに集めることができた。収集したソースコードの McCabe はオープンソースの

Lizard を用いて測定した。また、McCabe が生産性に影響することを検証するために、ソースコードごとの開発工数実

績についても収集した。実績についても当社では文書作成ツール(以下、isdoc)で管理されているため、すぐに収集する

ことができた。 

 

(2)検証方法 

McCabeを測定したソースコードと生産性を紐付け、グラフ化をすることで McCabeが生産性にどのような影響ができる

のかを検証することができる。 
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(3)検証結果 

図 19 に McCabe と生産性に関する箱ひげ図を示す。生産性はプログラムの規模を作業工数で割って算出する。

McCabe が基準値以内に収まっていると、生産性は基準値を上回っているが、基準値を超過すると、生産性が基準値

を下回る傾向結果が得られた。従って、McCabe が高ければ生産性は悪化する仮説を検証することができた。 

 

 

図 19.McCabe と生産性の関係 

 

6. 改善案 

検証された仮説に基づいて改善策を検討した。全社のプログラムから、McCabe が高いプログラムを抽出し、生技 G 内

で改善策を議論し、生産性を向上させられると考えられる施策を 3 つにまとめた。 

 

6．1．サイクルタイムの低減 

(1)メソッド分割 

メソッドを 100 行以内で収まるように分割して実装していくことでこまめにテストすることができ、悩む時間を抑えることが

できる。 

 

6．2．McCabe の低減 

(1) メソッド内の共通処理の切り出し 

メソッド内で同じ条件分岐処理などが記述されていると、McCabe が高くなる。条件処理を別メソッドに切り出し、その

メソッドを使って判定することで McCabe を低減させて複雑なコードにならないようにする。 

 

 (2)複合条件の効率的な実装方法 

複合条件を結合し、1 つの条件にすることで、IF 文を大幅に減らすことができる。また、条件に範囲指定がある場合で

も 2 次元配列を用いることで評価項目数と同じ IF 文で実装することができる。 

 

 

7.  効果予想 

(1)McCabe 低減効果 



115 

 

McCabe が 96 のプログラムに対して改善案を適応し、低減することができるかシミュレーションを行ったところ、8 まで低

減することができた。図 19 の McCabe と生産性のグラフの関係から、McCabe が基準値内のプログラムと McCabe が

基準超のプログラムに分けて生産性の中央値を計算すると表 3 のようになる。McCabe が 20 超のプログラムを基準値

以下まで McCabe を低減させることができた場合、全体の生産性は約 3.4%向上する見込みを得ることができた。 

 

(2)サイクルタイム低減効果 

改善案によって 1 本あたりの工数が削減されることから、短くなることが予想されるが、具体的な数字はシミュレーション

できていない。 

 

表 3.McCabe の値別統計 

 

 

8. 今後の予定 

今回はデバッグで悩む時間の対策を実施した。今後は経験時間によって発生するロジックの実装方法を調べる時間差

を短縮するために以下の施策を検討している。 

・Chatbot を用いた開発者ひとりひとりに適切なアドバイスをリアルタイム通知 

・SQL 文の自動生成 

Chatbot を用いることで、気づきを与え、サイクルタイムや悩んでいる時間だけではなく、調べる時間の短縮を行い、更な

る生産性の向上を狙う。アドバイスを実現するためには作業分類を自動化することが課題である。そのために当社のシステ

ム開発に使用されている楽々Framework II の開発部と連携し、開発中のページや発行された SQL、更新されたデータ

なのログ情報の強化や、楽々Framework II に関する問い合わせの記録や、Q&A サイトのアクセスログ・検索履歴の収

集も進めている。 

また、SQL の入力時間を短縮するために、isdoc で SQL の自動生成や Java で利用できるような変換機能を実装し、

開発効率を向上させることも検討している。 

今回の施策は大型の新規システム開発チームと協業し、プロジェクト・マネージャや開発担当者と議論しながら適宜修

正・最適化しながら進めていく予定であり、10 月の発表時に結果を報告する予定である。 

 

A. 参考情報 

[1] 原田大輔(2016). ビデオ撮影及び画面キャプチャによる分析プロセスの改善. SPI Japan 2016. 

[2] 野尻優輝(2018). 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. SPI Japan 2018. 
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3A-1 「リーンとアジャイルが導いたエンタープライズ組織の変革と成長」 橋永 ローズ（CI&T） 

＜タイトル＞ 

リーンとアジャイルが導いたエンタープライズ組織の変革と成長 

＜サブタイトル＞ 

CMMi5 取得 SI 企業が変革エージェントに変身するまでの軌跡 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：橋永ローズ 

所属： CI&T 株式会社 オペレーションズ・ディレクター 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：川渕洋明 

所属： CI&T 株式会社 マーケティング・マネージャー 

＜主張したい点＞ 

● 信頼性・安定感のある大規模アジャイル開発に必要なもの 

● 業務・振る舞いを変えるメトリクスの重要性 

● 顧客価値を起点にリーンとアジャイルで進める文化変革 

 

＜キーワード＞ 

リーン、アジャイル、プロセス、エンタープライズ、メトリクス、組織変革、企業文化、人材育成 

 

＜想定する聴衆＞  

● アジャイル導入を検討／着手している方 

● デジタル時代に合った組織文化をつくりたい方 

● アジャイルで品質や期日の担保に困っている方 

 

＜活動時期＞ 

● 1995 年 創業 

● 2006 年 CMMi5 取得 
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● 2007 年 リーン＆アジャイル導入（現在に至る） 

● 2015 年 Lean Digital Transformation（LDT, リーン・デジタル変革）と名付け組織変革フレームワーク

として外部に提供開始（2016 年より南米最大のイタウ銀行に数百名規模の変革支援に着手） 

 

＜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＞  

◉ご紹介 

2 年半前、ブラジル CI&T の HQ から家族（夫・子供 2 人）で日本オフィスに転勤してきました。日本からの移民だっ

た祖母から古い日本語や風習をたくさん習いましたが、渡米も嫌だった自分が日本に移住したのは人生最大級の驚き

です。 

 

CI&T はリーンを基礎としたグローバルなエンタープライズ・アジャイル・エージェンシーです。プロセスを大切にする文化をも

ち、日々アジャイルを顧客やチームに合わせて運用しています。 

 

私は 15 年以上 CI&T でウォーターフォール時代からプロセスの改善に努め、長年 Johnson & Johnson 等でアジャイ

ルチームをスケールさせてきました。 

 

国内ではアステラス製薬や大手メーカー様など、すでに私たちの予測性・安定性のある Scale Agile with Control に

触れ、価値・ビジネスに直結するアジャイルの力を理解いただき、変革の伝播が始まっています。 

 

今は持てる知見・経験を皆さんにシェアし、日本の更なる成長に貢献したいと思っています。日夜、ソフトウェア開発プロ

セス・品質の向上や組織変革・改善に取り組まれている SPI Japan 来場の皆さんのヒントになるものをお伝えできたら

幸いです。 

 

 

◉登壇構成（仮） 

1. PMP 認定プロマネが学ぶアジャイル 

2. CMMi5 認定チームがアジャイルで遭遇した困難 

3. リーン・メトリクスによる品質管理と人材育成 - Scaled Agile with Control -  
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4. Lean Digital Transformation と名付けた変革フレームワーク 

5. 変化した企業文化、社員、顧客 - 終わりなき旅 -  

 

 

◉登壇構成詳細（仮） 

 

1. PMP認定プロマネが学ぶアジャイル 

私は 10 年以上前、PMP 認定プロジェクトマネージャーとして CI&T のウォーターフォール開

発プロジェクト（図 1）を率いていました。そしてある日、突然 CEO が全顧客プロジェクトを

アジャイルに切り替えると宣言したのです。当時、私は CMMi5 認定を獲得したばかりで、ア

ジャイルな日々がどんなものか想像することもできませんでした。 

 

SPI Japan の聴衆にも似た状況にいたり、デジタル時代においてユーザー価値を提供すると同時に品質や期日を担保

する手法を探している方は多いのではないでしょうか？ 

図 1. CI&T HQ オフィス例（当時様子） 

 

2. CMMi5 認定チームがアジャイルで遭遇した困難 

私たちのウォーターフォール開発プロセスは 450 工程が規定されていました。これを規律をもって運用できるチームであった

のは幸いですが、アプローチの異なるアジャイルに取り組むとなると、それはもう最初は困難ばかりが待ち受けていました。

もちろん最初は CSM 認証などのスクラム関連資格取得やトレーニングに取り組んだり、皆さんが通る道を通ってきました。

そして形どおりのことをやっても、日々直面するうまくいかない現実。誰もが混乱の中にいました。 
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3. リーン・メトリクスによる品質管理と人材育成 - Scaled Agile with Control -  

私たちはアジャイルだけでなく、リーンをソフトウェア開発に取り入れました。リーンはトヨタ生産システムが抽象化された概

念ですが、すべては価値の創造を起点に動きます。ユーザー価値をに基づき要件を整理し優先度づけ。複雑性を測る

Business Complexity Point 、そして企業・事 業のビジ ネス方針に基 づき価値を 重み付けする Value 

Engineering（図 2）を用いビジネス価値を見える化。顧客との健全な議論をサポートします。 

 

そして計測とカイゼン文化の定着。価値創造する開発者の手は止めないよう各工程（バリューストリーム）を平準化。

コードやデプロイに問題があればすぐに判明する CI/CD の適用。そして、計測・メトリクスによる生産性や品質のリアルタ

イムな状況把握と定量的な判断。チームが、組織が、安定感を感じるようになりました。 

 

 

図 2. Value Engineering 例 

 

4. Lean Digital Transformation と名付けた変革フレームワーク 

リーンとアジャイルを導入したことで、より顧客価値にフォーカスし、短期サイクルで品質の高いソフトウェアを提供できるよう

になりました。さらに、マネジメント層やリーダーシップには「現地現物」「A3 方針」「守破離」といった概念を導入、組織と

して成長できるようになりました。 

 



121 

 

いち旧来的なソフトウェア企業がデジタル時代の波に乗れた稀有な例、他企業の CEO・経営層からの相談が増え、その

価値に気づき Lean Digital Transformation と名付け変革フレームワーク（図 3）として提供を開始しました。今で

は、本国ブラジル（図 4）では南米最大のイタウ銀行に数百人規模で変革支援や、国内でも支援着手するなど、その

効果を実証し始めています。 

 

 

図 3. Lean Digital Transformation フレームワーク 

 

 

5. 変化した企業文化、社員、顧客 - 終わりなき旅 -  

こうして、私たち CI&T は自身の企業文化をつくりあげてきました。私自身も変わりました。そして、会社も私も「成長」す

ることができました。それを可能にしたのは顧客です。常に何か課題があり、真の課題をともに探し、気づきを得ながらビジ

ネスに貢献し、成長してきました。どんな会社もその会社独自の文化があるはずです。それはそこにいる方々が作り上げる

ものです。 
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そしてブラジルから日本に来日し、さらに国という文化の違いにも遭遇しました。日本オフィス（図 5）、そして顧客企業

でも、そこにいる方々・文化に合わせてアジャイルの形も変わります。 

 

そんな環境に触れた顧客自身も変わっていきます。そのような高みを目指しませんか？まさに終わりなき旅ですが。 

 

 

A. 参考情報 

[1] https://www.ogis-ri.co.jp/otc/hiroba/Report/AgileBrazil/index.html  

上記画像一部は 2011 年ごろに CI&T を訪れたオージス総研さん記事から拝借しています。 

 

[2] https://www.slideshare.net/hiranabe/introducing-ci-and-t 

同じく 2011 年ごろに CI&T を訪れた永和システムマネジメント社平鍋氏スライド 

 

[3] https://www.ciandt.co.jp/highlights/blog/lean-agile-and-becoming-an-effective-leader 

弊社ブログより「リーンとアジャイルの違い、そして有能なリーダーとは？」 

 

[4] http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53396 

JBpress 記事（弊社 CEO インタビュー）『イノベーションを阻害する「完璧を求める企業文化」～リーン・アジャイル開

発に舵を切って急成長したブラジル CI&T～』 

 

 

https://www.ogis-ri.co.jp/otc/hiroba/Report/AgileBrazil/index.html
https://www.slideshare.net/hiranabe/introducing-ci-and-t
https://www.ciandt.co.jp/highlights/blog/lean-agile-and-becoming-an-effective-leader
http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/53396
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図 4. CI&T HQ（ブラジル）キャンパスの様子 

 

図 5. CI&T 日本オフィスの様子 
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3A-2 「サービス運用者の UX に着目したサービス品質改善活動の推進」 長谷川 真裕（インテック） 

 

＜タイトル＞ 

サービス運用者の UX に着目したサービス品質改善活動の推進 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：長谷川真裕（はせがわまゆ） 

所属： 株式会社インテック 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

改善活動を始めると「プロセス不備」面に意識が向きがちである。だが、業務プロセスは人間が実践するものであ

り、人間側に不備があっては改善効果も半減してしまう。そこで、運用チームの UX に着目するとサービス品質改

善活動をより効果的に推進できる。運用に携わる人の UX（ユーザー体験）を、心理的安全性の確保、サー

ビス改善のための環境整備、という 2 つの側面から改善した。 

 

心理的安全性が確保されることとは、メンバーが自身の言動や他者の影響などを不安に感じることなく安心して

業務がおこなえるような環境や雰囲気が保たれていることである。DevOps 体制で朝会やふりかえりを一緒に実

施したり、運用チームによる改善活動をファシリテートしたりして、サービス改善を継続するための協力体制を構

築した。 

サービス改善環境の向上とは、サービス運用者が一貫性を以て運用業務をおこなうための作業環境・プロセス

の整備である。チーム運営の基本的なルールを定めたり、ITIL をベースに必要な業務を洗い出したり、現状業

務について ITIL プロセスの実践をしたりした。 

 

UX は一般消費者やエンドユーザーなどの利用者の購買プロセスなどを対象にした場合が多いが、運用業務とい

ったビジネスロジックを対象とすることができる。サービス運用者の UX はチーム内の協力体制や環境などであり、

それらを定性的に把握するための一つの有用な方法である。 

 

＜キーワード＞ 

チーム生産性 

UX 

改善のための改善 

ITIL 
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＜想定する聴衆＞  

サービス運用チーム・システム運用チーム 

品質保証部などの改善活動推進担当 

 

＜活動時期＞ 

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 

セキュリティビジネス向けのサービスの提供を開始して 5 年ほどである。2017 年に当サービスを大々的に機能拡張すること

になり、DevOps 体制になった。そこで UX デザイン手法の一つ、UX マップを用いてサービス運用の実体を見える化しようと、

サービス利用者、サービス運用チームにそれぞれヒアリングをおこない現状把握をおこなった。すると、サービス運用に大きな

課題があることがわかった。属人化した運用業務、メンバー間の無関心、情報の点在化、チーム生産性の低い状況だっ

た。 

 

そこで、今後も継続的にサービス提供をおこなうために、サービス品質改善活動を継続するための改善活動（改善のため

の改善）に取り組むことになった。 

 

※本稿では、「サービス運用チームが様々なツールやコミュニケーションを経て自社サービスを稼働させるために必要な業務

をおこなう」文脈において、人間関係や業務(ビジネス)上の課題を示す表現として UX を用いている。 

UX とは、User eXperience(ユーザー体験)のことである。UI の使いやすさや見た目の良さ、サイトの速さ、デジタルイノベ

ーションなどの文脈で使用されることが多いが、2009 年に Oliver Reichenstein 氏が発表した UX Spectrum で示し

たように、ビジュアル面、技術面、ビジネス面と広義のUXには色々な側面がある (図1参照)。サービス運用、というビジネ

スの側面で、サービス運用にかかわる人的資源、あるいはそれが置かれる環境、つまり運用者の体験（行動）を良くする

ことが、チーム生産性を高め、サービス品質改善活動を推進するための重要なポイントであることを本稿の主張としたいため

このような表現を用いた。 

 

 

図 20 UX Spectrum(出典：参考情報[2]) 

(UX とは技術面（上部）、ビジネス面（左下部）、ビジュアル面（右下部）の 3 つの側面を持つ) 

 

2.改善したいこと 

最終的な目的としては、当サービスにおける IT サービスマネジメントを確立して、顧客の要望や市場の動向に素早く対応

できるようにすることである。 

 

UX マップを作成するにあたっては、ふせんやマインドマップを使って現状の業務を洗い出した。その後、チーム内で課題分析

したところ、営業、技術、業務運用、システム運用などの様々な課題があった（図 2参照）。まずは、改善活動をおこなう

ためのベースを構築しようと、図 2 で挙げた課題を 2 つの要因に分類した。 

 

⚫ 心理的安全性”不足”について 
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✓ お互いの担当や業務、体制を理解していない 

✓ 定例会などが実施されないのでメンバーそれぞれの状況や今後の予定の見通しが共有されていない 

✓ メンバー各々が知っている情報がバラバラである 

✓ 要員計画が顧客個別対応に依存している 

✓ DevOps 間の情報共有が不十分 

 

⚫ サービス改善環境”不整備” 

✓ 問い合わせや要望の個別対応ばかりである 

✓ サービスメニューが決まっていない（説明できない） 

✓ 日々の業務が属人化されていて代打対応しづらい 

✓ サービス計画がないので、サービス改善の見通しが立たない 

✓ 顧客の依頼事項（変更要望）に対して、メンバー間で情報共有されていない 

✓ 引き継ぎ事項は口伝が多い 

 

 
図 21 課題分析の内容を営業/技術、業務・システムに分類 

 

3.改善策を導き出した経緯 

自サービスの運用業務について ITIL で説明できるようになることを目標とした。上述の個々の問題、各々が抱える課題に

対して個別の解決を求めるよりも全体最適を目指した方が良い、という方針からだ。その理由は以下のとおりである。 

 

1. 自社には ITSMSにおけるサービスマネジメントの推進部門がある。当サービスもそれに則ってサービス運用す

ることになっているが、できていない部分、メンバーが説明できない部分がある。 

2. これまでサービス運用の不備により大きな問題になったインシデントはない。だが、業務がフレームワーク化さ

れていないため、毎回ゼロから対応しなければならない。 

 

また、今後、DevOps 体制でサービス運用することを念頭に置き、運用チームとして自立することも目標とした。サービス品

質改善のための重要なポイントの一つに ITサービスマネジメントに携わる人の人的側面や企業文化の成熟度があるからだ

(参考情報[1])。生産性の高いチームにとって重要なのは「『誰がチームのメンバーであるか』よりも『チームがどのように協力

しているか』」という調査結果もある(参考情報[3])。 

 

さて、UX マップはサービス運用に関わる人とその人の行動の流れ、つながりを 1 枚の絵で表したものだ（図 3 参照）。UX

マップでは関係者は誰か、どんな業務があるか、どういう順番でおこなうか、どんな手段（紙、メール、Web など）があるか、

などあるべき姿のイメージを全員で共有した。一方、現状の課題、流れていない業務フローやコストがかかっている業務など
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もメンバー間で問題意識を共有した。運用チーム 4 人、開発チーム 7 人が一堂に会してサービスついて話し合うのは初め

てだった。システムやツールの話ではなく、「業務」について議論しているはずが、途中で技術的な実現性や今後の技術発

展の予測、ツール選定の細かい話になってしまったこともあった。 

 

 
図 22 サービス運用者の UX マップ（抜粋） 

 

4.改善策の内容 

① ITIL をベースとした業務プロセスの見直し（トップダウン的な視点） 

✓ 各々が ITIL の概要を理解する 

✓ 自事業部門で推進している ITSMS のサービスマネジメントをベースに必要な業務を理解する 

✓ 要求管理や変更管理のプロセスを実践し、サービスライフサイクルを回せるようにした 

② 日々の業務を棚下ろし、業務プロセスを確立（ボトムアップ的な視点） 

✓ 直近の展開作業についてリリース管理プロセスを実践 

✓ 改善活動のための定例会を開催し、継続的サービス改善を実践 

✓ 暗黙的な業務や日々の決まり事などの業務ルールを情報共有ツールに集約 

③ DevOps の実践 

✓ サービス開発チームと運用チームのふりかえりを合同で実施 

✓ サービス開発チームと運用チームで朝会を合同で実施 

✓ サービス開発チームからサービス運用チームの定例会にファシリテーターとして参画 

 

5.改善策の実現方法 

⚫ DevOps の実践 

A) 開発・運用チームでふりかえりをおこない、2 週間サイクルの PDCA を実行 

B) 開発・運用チームで朝会をおこない、日々の業務について PDCA を実行 

C) 開発チームからファシリテーター（2 名）が運用チームの改善活動・週次定例に参画 

D) 運用チーム内で改善定例を実施 

 

⚫ ITIL の実践 
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A) 自事業部門で推進されている ITSMS のサービスマネジメントから必要な業務を洗い出し 

B) 日々の業務を棚卸して、ITIL ベースの業務プロセスに落とし込み 

C) 実際の運用業務について、リリースプロセス、インシデント管理を実践 

 

6.改善による変化や効果 

活動開始後しばらくは以下の反動、保守的な動きがあった。 

・ 現在進行中の運用業務との整合性が合わず思うように改善が進まない 

・ メンバー離脱の際に十分な引き継ぎがなく、状況を正確に把握できない、または適切な判断ができない 

・ ある課題に取り組もうとすれば別の大きな問題が発覚する 

・ 会議だけで 2、3 時間かかってしまい、本来の業務遂行に影響がある 

・ チームメンバーの誰もがサービス運用は初めて、ということもあり、サービス運用とは顧客の要望に応えること（個別

対応すること）という意識が抜けない 

・ 当事者という意識が低く、やらされ感を感じる場面がある 

 

しかし、改善活動のゴールや、現在のチームの状態、日々の状況が見える化が進むと、徐々にチーム全体の一体感が感じ

られるようになった。サービス運用を自分ごとと捉え、自分たちがどうすれば運用しやすくなるかを意識して、理解、共有、改

善、フィードバックが活発におこなわれるようになった。 

 

チームが安心して業務に取り組む体制、協力関係が構築できたことで心理的安全性が確保されたこと、また、業務や計

画の見える化によりサービス改善環境が整いつつあると考えられる。言い換えると、運用チームの UX 上の課題がクリアされ

てきたと考えられる。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

サービスの継続的な発展のためには、機能拡張や安定稼働などサービス品質改善活動を継続することが不可欠だ。そこ

で、サービス運用を支える人、チームの「UX」に着目した。UX マップから見出した UX 上の課題は、体制構築と環境整備、

2 つの因子に分類し、ITIL、DevOps の実践を試みた。それにより、心理的安全性が確保され、また相互信頼などチーム

の協力体制が構築できた結果、チーム生産性が向上し、また、運用業務のフレームワーク化が始まったことにより改善活

動がより推進された(図 4)。 

 

 
図 23 本改善活動のイメージ 

 

この改善活動が本格的に開始されてから 8 ヶ月が経過した。開発・運用チーム間の朝会、各自のタスクや進捗状況の報

告、相談のための進捗定例、改善活動のための改善定例が定着し、チームの協力体制はほぼ確立した。会議の回数や

時間は以前より 50％程度増えたが、各々が個別に悩み、作業が滞ってしまうような時間はなくなった。 

さらに、ITILを参考にしたトップダウンでの、また、現状業務の棚卸しによるボトムアップでの、サービス改善環境の向上に務

めた。改善活動にかかる時間やコストは 1 人あたり全体工数の 10％程度必要だが、将来的なコスト削減につながると期
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待している。 

 

一般的に UX とは、一般消費者やエンドユーザーなどの利用者を対象にしている場合が多いが、サービス運用者を対象と

することもできる。今後もサービス運用者の UX を定性的に考え、改善活動を続けていきたい。また、本来の対象であった

サービス利用者へも拡大し、継続的なサービス品質改善活動につなげていきたい。 

 

A. 参考情報 

[1] https://www.unisys.co.jp/tec_info/tr106/10602.pdf 

[2] https://ia.net/topics/the-spectrum-of-user-experience-1 

[3] 

https://rework.withgoogle.com/jp/guides/understanding-team-effectiveness/steps/identify-dy

namics-of-effective-teams/ 
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3A-3 「WaterFall × Scrum」 坂井 勝彦（永和システムマネジメント） 

 

＜タイトル＞ 

WaterFall × Scrum 

＜サブタイトル＞ 

受託開発でスクラムイベントチャレンジ（自己組織化を目指して） 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：坂井 勝彦（さかい かつひこ） 

所属： （株）永和システムマネジメント IT サービス事業部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 岡島 一樹（おかじま かずき）、藤田 みゆき（ふじた みゆき） 

所属： 同上 

 

＜主張したい点＞ 

私達は 2 年前からお客様と Waterfall による一括請負での受託開発を行ってきました。現在までに 5 回目の

大きな開発を実施しています。1 回目の開発は対外的には成功でしたが、開発メンバーの達成感、幸福度的

には失敗でした。そこで打開策として振り返り・朝会などの Scrum イベントを徐々に開発に取り入れてきました。

本発表これまでに私達がお客様、現場メンバーと共に歩んできた苦労と喜びの軌跡を共有し、みなさんにも新し

いチャレンジへの勇気を持って帰って頂きたいと思います。 

 

＜キーワード＞ 

ウォーターフォール、アジャイル、スクラム、自己組織化 

 

＜想定する聴衆＞  

・PM、PL 等、プロジェクト運営を行っている方 

・受託開発（ウォーターフォール）でスクラムイベントをこれから導入、または導入している方 

・開発チームのモチベーション向上、自己組織化を醸成したい方 

・お客様と信頼関係を構築したい方 

 

＜活動時期＞ 

2017/6~2019/8（約２年） 

 

＜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 

私達は 2 年前からお客様と Waterfall による一括請負での受託開発を行ってきました。現在までに 5 回目の大きな

開発を実施しています。1 回目の開発は対外的には成功でしたが、開発メンバーの達成感、幸福度的には失敗でした 

。お客様に価値（プロダクト）を安定的に提供し、信頼関係を更に強化するためには、何らかの対策を講じる必要が

ありました。 

2.改善したいこと 

  ①開発メンバーのモチベーション・幸福感の醸成（心理的安全性の担保） 

  ②ガントチャートからの脱却 

  ③自己組織化されたチーム（T 字型人材の育成） 

3.改善策を導き出した経緯 

大規模なふりかえりを実施し、プロジェクトの問題点と改善策を抽出しました。 

※プロジェクト外の第３者（スクラムマスター）にファシリテーションを依頼 

4.改善策の内容 

  主な改善策は以下の通りです（改善したいこと①~③の改善策） 

・プランニング 

・朝会 

・ふりかえり 

5.改善策の実現方法 

    ・プランニング（各工程開始時） 

      ベースはウォーターフォールの為、開発、結合テスト、総合テストといった 

工程開始時の対象工程のバーンダウンチャートを作成します。 

バーンダウンチャートのポイントは見積もり時の工数を参考にします。 

   ・朝会 

     タスクかんばんの前で毎日朝会を実施します。 

当番制の談話（お題はランダム）から始まり、前日と本日の作業内容を共有します。 

個人の課題や進捗を共有する場ではなく、チームの結束（意気）を高める目的です。 

最後に、バーダウンチャート（紙）に前日の実績を記入し、チーム全体で現状（どこにいるか）を共有します。 

   ・ふりかえり 

     毎週金曜に、前週のふりかえりの TRY の状況確認、 

今週の作業ふりかえり（Keep/Problem/Try 抽出）をチーム全体で行います。 

Problem に対しては必ず Try を設定します。Try として挙がったもので優先が高いもの１つピックアップします。 

   ・プランニング（週次） 

     毎週金曜に、次週の作業、及び ふりかえり でピックアップした TRY（改善タスク）を 

バックログとしてタスクかんばんに張り出します。 

合わせて、（工程別）バーンダウンチャートに前週の実績記入、 

次週の（スプリント）バーンダウンチャートを作成します。 

これはチーム全体で行い、チーム全体で次週のゴールと優先を共有します。 

個人のタスクではなくチーム全体のタスクであることを浸透させることが重要です。 
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6.改善による変化や効果 

   ・朝会 

→各メンバーの作業内容を共有することにより、アドバイスしやすい環境が生まれた 

   （この機能はこの機能のこの部分が流用・再利用できるよ！etc） 

→チーム内のコミュニケーションが活発になった（気軽に話しかけれる雰囲気） 

→バーンダウンをチーム全員で見ることで、チーム全体としてゴールへの責任感が強くなった 

（品質や期限は、個人ではなく、チーム全体でコミットするもの＝心理的安全性の向上） 

   ・振り返り 

     →継続的に問題を改善できるきっかけとなった 

     →過去分の Try も含めて、リファインメントを行い、優先度の高い改善を抽出できるようになった 

   ・プランニング 

     →チーム全体としてゴールへの責任感が強くなった 

（品質や期限は、個人ではなく、チーム全体でコミットするもの＝心理的安全性の向上） 

     →ガントチャートからの脱却（※お客様には工程別バーンダウンチャートにて進捗報告） 

     →継続的な改善活動 

 

   ※上記全体として自己組織化されたチームとして成熟してきたと認識しています 

 

7.改善活動の妥当性確認 

  現在も、活動は継続中ですが、約 2 年という長い月日をかけ、チームは確実に変貌を遂げたと思います。 

  労務観点からも稼働は安定しており、メンバーはモチベーション高く、活動しています。 

  特に若いエンジニアのスキル（ヒューマン、テクニカルスキル）向上が顕著であり、 

部署内では育成に最適な環境（プロジェクト）として認識されています。 

また、お客様との信頼関係も良好であり、お客様の別案件（アジャイル開発）受注につながりました。 
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3B-1 「『ディープアシストトレーニング』による現場課題を解決できる人材の育成」 北村 透（パナソニック アドバンストテクノ

ロジー） 

 

＜タイトル＞ 

「ディープアシストトレーニング」による現場課題を解決できる人材の育成 

 

＜サブタイトル＞ 

機能安全開発は規格を満たすだけでなく、コストも踏まえた現実解が求められる 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：北村 透 

所属： パナソニック アドバンストテクノロジー株式会社 システム開発センター 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 ISO26262 に準拠した開発ニーズに伴い、社内研修などで機能安全規格を理解で

きる技術者の育成を行っている。しかし、実際の開発においては、プロジェクトによって様々な制約があり、規格

通りに実現することが困難なケースは多様にある。こういった現場の実態に近い育成は Off-JT による集合研修

ではなく、OJT で行われるのが一般的であるが、プロジェクト内にその人よりも高いスキルを持つ人が居ないと対

応は難しく、今まさに現場で起きている課題に対しては育成を待っていられないというケースも多い。 

そこで、Off-JTと OJT の欠点を解決した「ディープアシストトレーニング」というメソッドを構築した。ディープアシスト

トレーニングは、以下のような特長がある。 

・ 機能安全と技術の両面におけるプロフェッショナルがトレーナーとしてプロジェクトに入り込み、育成対象者の

開発活動をアシストする 

・ 育成対象者自身がアシストを受けながら現場で今起こっている課題をリアルタイムに解決する 

これまでもコンサル活動などディープアシストトレーニングに近い形で限定的に実施してきたが、今回はトレーニン

グ体系を整理してディープアシストトレーニングを計画的に実施した。 

 

 

＜キーワード＞ 

機能安全、人材育成、トレーニング、OJT、Off-JT 

 

＜想定する聴衆＞  

人材育成の計画・実施に携わる方、機能安全開発者 

 

＜活動時期＞ 

2018 年度下期実施 
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今後展開を検討中 

 

＜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 

弊社では様々な分野の機能安全の委託開発を行っているが、委託の拡大に伴って人材の育成が急務となっている。

特に特定のキーマンに負荷が集中しているため、次の世代を育てたい。 

Panasonic グループでは機能安全に関する研修が提供され、弊社でも多くの社員が受講しているが、実際の開発現

場においては、より実践的な課題に対応できるスキルを持つ人材が必要とされる。 

弊社では 2018 年に機能安全推進課を新設し、プロジェクトに対する直接支援や教育体系の整備などの間接支援な

どを通じて、現場の人材育成を行ってきた。 

 

 

2.改善したいこと 

 Off-JT では機能安全規格を網羅的に理解することができるが、現場課題を解決できるスキルは得られない。現場の課

題を自力で解決できる機能安全開発スキルが身につくような実践的なトレーニングを構築して、組織の機能安全スキルを

レベルアップしたい。 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

プロジェクトが多様化し、プロジェクトの課題も様々になると Off-JT による育成には限界があり、一方で OJT によって育

成するにはプロジェクト内にその人よりも高いスキルを持つ人がいないと難しく、キーマンの負荷が高い状況では、プロジェクト

に任せての育成は制約が多い。このため、現場課題に対してコンサル的に支援するも、すぐに最適解が得られることによって、

技術者が自分で考え育つ機会を失う結果となってしまっていた。 

 

表 1 Off-JT、OJT、コンサルの特長と問題点 

 特長 問題点 

Off-JT 網羅的、汎用的 

複数人の育成が可能 

プロジェクトの実課題に対する改善策が得られるとは限らない 

開発工数以外の研修時間が必要 

OJT 意図的、計画的、反復的 プロジェクト内に計画的に指導できるスキルを持つ人がいないと、

場当たり的になる 

コンサル 現場課題の解決 

専門家による最適解の提示 

答えは得られるが、教えてもらうことで考える機会を失う 

 

 

何をできたらステップアップできたと言えるのかを明確にするため、機能安全スキルレベルと、レベルごとに必要なトレーニン

グを検討した。その結果、現在提供されている研修を補間する個別のトレーニングが必要と判断した。特に、担当範囲に

ついては機能安全について理解した上で実際の活動に落とし込めるようになる実践的なトレーニングが必要と考えた。また、

機能安全規格に対する考え方を身につければ、異なる機能安全課題であっても考え方を適用できるようになると考えた。 

 

実践的なトレーニングをするには、以下のような課題や制約がある。 

・ 規格に関して困っていることはプロジェクトによって様々で、汎用的な研修では対応が難しい 

・ 説明だけでは不十分で、実際にやってみないとスキルとして身につかない 

・ キーマン自身が育成にとれる工数の捻出が難しいため、プロジェクトに任せた OJT での育成は難しい 
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・ 育成対象者も業務があるので、それに支障がないように育成する必要がある 

 

一方で、我々のこれまでの活動において、以下のようなアドバンテージがある。これらを活かした改善を行う。 

・ 機能安全関連のプロジェクトに対しては計画承認やリーダ会議などに同席し、状況を把握している 

・ 一部のプロジェクトに対しては直接支援として、機能安全推進課のメンバが開発者として参画している 

・ 多くのプロジェクトに対してコンサル的な支援として、計画作成や課題解決に向けた相談を受けている 

 

 

4.改善策の内容 

 Off-JT と OJT の欠点を解決したディープアシストトレーニングというメソッドを構築した。ディープアシストトレーニングは、以

下のような特長がある。 

・ 機能安全と技術の両面におけるプロフェッショナルがトレーナーとしてプロジェクトに入り込み、育成対象者の開発活動

をアシストする 

・ 育成対象者自身がアシストを受けながら現場で今起こっている課題をリアルタイムに解決する 

 

トレーニングは以下のような手段で構成する。規格書やプロセス／ガイドラインから課題を解決するストーリーを作ることで別

の課題も同じ思考でできるようにする。 

① 組織としての育成戦略を立て、育成対象者を決める 

② トレーニングチームを構築し、役割を決める 

③ トレーニングチームは役割に応じて育成対象者のプロジェクトに参画し、プロジェクト課題や育成対象者のレベルを

把握し、トレーニング課題およびトレーニング計画を策定する(目的の合意) 

④ 育成対象者はトレーニング計画を参考にプロジェクトの課題解決に取り組み、状況をレポートする(トレーニング:実

践)  

⑤ トレーナーは育成対象者の課題対応状況をレビューし育成対象者をアシストする(トレーニング:指導) 

⇒④へ 

⑥ 育成対象者は課題解決の結果のレポートをまとめ、関係者に報告する(完了の合意) 

 

このようなトレーニングはこれまでも限定的に実施してきたが、組織レベルで計画的に実施しようとすると、特に③はプロジェ

クト毎／育成対象者毎に違うものとなるため課題を設定するのが難しい。今回の取り組みでは、機能安全推進課のアド

バンテージを活かし、今現在の課題や、今後発生する可能性がある課題について複数のテーマ案を上げておき、最終的に

育成対象者と相談して決定した。 

現場で悩んでいる課題の多くは、規格の解釈に関するもので、例えば、以下のようなものである。 

・ 独立性の証明においてどこまで確認すれば大丈夫と言えるのか 

・ OS の一部が QM で規格を満たせていないけど、どうすれば良いか 

・ 他の ECU からの信号が ASIL 対応されていないけど、どうすれば良いか 

 

これらは単に規格を勉強しても製品の制約などのため答えを導き出すことは難しく、規格で要求されていること、それが意

図していることを理解した上で、客観的にこれで大丈夫と言える論証が必要となる。現実的には、規格通りの要求を満た

せないケースもあり、代替手段などで、安全上は大丈夫という論証をすることもある。上記⑤を実施するには、機能安全規

格に関する知識だけでなく製品開発に関する技術を持ったトレーナーが必要となるため、機能安全推進課のメンバがトレ

ーナーとなり、育成対象者の課題解決をアシストした。 
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5.改善策の実現方法 

機能安全関連プロジェクトの中からトレーニング対象者を選抜し、トレーニング対象者のプロジェクト課題に対するレポー

ト作成をトレーニングとして計画し実施した。 

 

1. トレーニングの課題設定 

・ 機能安全関連プロジェクトの計画承認レビューや進捗会議に参加し、プロジェクト概要および技術課題を把握 

・ トレーニング参加者のプロジェクトの課題から、レポートが ppt で 1 ページ程度、3 ヶ月で 15h 程度くらいとなるよ

うな課題を設定 

・ レポートに規格およびガイドラインの該当箇所を記載するルールとして、規格との紐付きを意識付けした 

 

 

 

図 1 課題レポートの事例 

 

2. 進捗管理とフォロー 

・ 機能安全推進課が 1～2week に 1 回進捗会議を実施して内容をフォローし、悩んでいるところの相談、軌道

修正 

・ トレーニングの終了を明確にするために、全員での報告会を設定 

 

 

6.改善による変化や効果 

 参加者に対するトレーニング後のアンケートからはポジティブな回答を得られた。アンケートの結果を抜粋する。 

・ 「一般論的に書かれた規格から、実際のプロジェクトでの作業/考え方への落とし込み方法を経験することができた」 

・ 「現在のプロジェクトでの課題の解決と関連付けて進めることができたので、実践的に知識を身につけることができた」 
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・ 「規格書、顧客プロセスの再確認、深掘りする良い場となった。それにより、顧客プロセス上の課題に気づくことが出来、

今後はプロセス上の課題の抽出/対策を意識的に実施出来るのではと思った」 

 

 実際に、本トレーニングの課題とせず、且つコンサル的な支援もしなかった場合、プロジェクトの当初の計画通りに結論に

たどり着けなかった可能性もあり、プロジェクトへの成果も含めた効果は高かった。 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 アンケートの回答からは、規格の解釈や考え方についての記述があり、規格を「知っている」レベルから「考えて、使える」と

いうレベルになるきっかけにはなったと考えるが、今後に向けては以下のような課題がある。 

・ トレーニングの課題設定のために、各プロジェクトの状況を知っておく必要がある。今回は機能安全推進課の課長が

各プロジェクトの計画承認レビューに参加して状況を把握していた 

・ 今回は試行として、トレーニング対象者を 5 名としたが、トレーニング対象者を増やした場合、トレーニングの進捗管

理およびフォローの担当者の負担を考慮する必要がある 

・ ピンポイントのトレーニングなので、システム、ソフトなどの広い範囲での育成との組み合わせが必要 

 

 

A. 参考情報 

[1]なし 
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3B-2 「IT エンジニア組織における BA(ビジネスアナリスト)の育成と可視化」 珠野 知子（日立ソリューションズ） 

 

＜タイトル＞ 

IT エンジニア組織における BA(ビジネスアナリスト)の育成と可視化 

 

＜サブタイトル＞ 

「超」上流から取り組む人財育成 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：珠野 知子（たまの ともこ） 

所属：株式会社日立ソリューションズ 技術革新本部 技術企画部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

2010 年、超上流対応力強化の取り組みが会社方針となるも賛成する意見ばかりではなかった。そこで当時

の推進組織では「組織」「人」「テーマ(内容・意味)」のつながりに着目し、ビジネス目的の共有、共通言語の整

備、組織・人の連携スキームの共有に努めてきた。会社方針(ビジネス)に沿ってステークホルダ・エンゲージメント

に留意し企画・要件定義を行う、「超」上流から取り組む人財育成であった。当時の活動が現在のビジネスアナ

リスト育成・認定活動の礎となっている。その一連の活動内容・経緯と、取り組みの中で学んだことをお伝えす

る。 

 

＜キーワード＞ 

超上流、REBOK(要求工学知識体系)、BABOK®(ビジネスアナリシス知識体系)、ITSS(IT スキル標準)、 

企画、システム化の方向性、システム化計画、要件定義、認定制度 

 

＜想定する聴衆＞  

IT エンジニアの組織で上流力の育成に悩んでいる方、組織にとって新しい分野に取り組むことになった方 

 

＜活動時期＞ 

2010 年 4 月～2019 年 10 月（超上流への取組開始～ビジネスアナリスト認定制度(推進中)） 

 

＜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 

2010 年、IPA/SEC(独立行政法人情報処理推進機構ソフトウェア・エンジニアリング・センター)が『超上流から攻める

IT 化の原理原則 17 か条』を発表し、企画・要件定義を「超上流」工程と呼称してその重要性を提唱した。同じ頃、IT

ベンダが「超上流」に取り組んだ記事が複数出始めていた。 

 

当社は従来から「要件定義」工程に従事してきた。しかし、主にシステムの要件定義からであった。業務要件定義以前

の工程(超上流)に従事する社員はいたが、個人のノウハウで遂行していた。そこで、当社は、超上流に関する全社ワーキ

ングを立ち上げ、社内の課題・取り組みを整理した。その結果、会社方針として「超上流」に取組むことになり社内に新組

織「超上流プロセスエンジニアリングセンタ」が立ち上がった。私はその組織の一員として主に人財育成施策に携わった。 

 

当初、個人としては工程で区切った「超上流」という名称があまり好きになれなかった。また、要件定義に携わった経験

が少なく超上流推進メンバであることに自信が持てなかった。しかし、推進するにつれ、当社にとっての超上流工程の重要

性が理解でき、「超上流を担う人財が活躍できる環境を作りたい」と前向きに取り組めるようになった。 

 

本発表は、IT エンジニア組織で超上流への取り組みを開始し率いた方々や引き継いできた関係者への敬意を込め、

一部を担ったメンバとして報告するものである。 

 

2.改善したいこと 

 超上流に関する社内状況を整理した結果、主に以下のような問題と改善点が挙がった。 

①ヒアリング・提案がうまくいかない→多様なステークホルダへの対応力・要求抽出力の強化 

②超上流の失敗による赤字プロジェクトが存在する→要求品質の向上、分析・仕様化・評価力の強化 

③超上流を遂行できる人財が少ない・もしくは不明確→人財を育成し可視化する仕組みづくり 

 

3.改善策を導き出した経緯 

「2.改善したいこと」を検討した結果、問題①②については「プロセス体系の整備」・「プロジェクト支援」施策として、問

題③については「人財育成」施策として取り組むことになった。 

 

以降、人財育成施策について言及する。 

 

私たちは以下のように取組んできた。 

(1)超上流工程を進める上で共通言語・ツールがない（→フェーズ１） 

・人財像の定義、社内手法体系の開発・整備と研修の立上げ 

(2)実務者が受講できるようにしたい。研修習得内容を業務活用に密につなげたい（→フェーズ２） 

  ・事業部選抜や研修内容の実務活用のための工夫、研修科目の追加 

(3)経験・スキルのある人財が明確に把握できていない（→フェーズ３） 

・人財を可視化するための認定の実現と審査委員会の立上げ・運用 
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4.改善策の内容 

「フェーズ１．立上げ:人財定義と研修開発(2010～2011 年)」、「フェーズ２．定着化:研修の体系化と普及(2012

年～2015 年)」、「フェーズ３．可視化:認定の実現と運用(2016 年～現在)」の３つのフェーズに分けて紹介する。 

 

■フェーズ１「立上げ:人財定義と研修開発 ～過去と現在/社外と社内の知恵をつなぐ～」 2010～2011 年 

①課題：当社のビジネスモデルに合う超上流の研修が必要だった 

②具体策： 

・超上流に対応する人財像、スキル、タスクを定義 

・手法体系開発と並行して研修を開発 

③工夫点： 

・ITSS(IT スキル標準)の複数職種の人財像を参考にして人財像を定義 

・社内の近接職種(プレ SE 等)育成推進者の協力を得、当社の実情(他職種)に合せた人財像を定義 

・各現場でロールモデルとなる(既に超上流工程の経験がある)社員の選抜を事業部に依頼。 

選抜されたメンバを初回研修受講者とし、当社の超上流推進の核になってもらうべく「コア人財」と呼称 

・手法体系や研修カリキュラムが当社実情から乖離した内容にならぬよう「コア人財」の意見を確認 

・初回研修受講者の受講時間分の工数を超上流推進部門負担に 

（経理と相談し、社内ルールに合う形で現場負担を少しでも軽くするようにした） 

・受講者が実務経験を相互共有するワークショップを研修カリキュラムのコンテンツに 

④結果：人財像を明確にし、超上流プロセス・手法体系と、研修が整備できた 

 

■フェーズ２「定着化:研修の体系化と普及～上下/組織間をつなぐ～」 2012 年～2015 年 

①課題 ： 

・超上流工程経験が少ない受講者が増え、実務で習得内容を活用するための支援が必要となってきた 

・将来的に活躍する層(サブリーダ層)向けの育成研修が必要となってきた 

②具体策：人事、事業部、教育ベンダと連携した選抜スキームづくりと、研修コンテンツの継続的ブラッシュアップ 

③工夫点： 

・組織的アプローチ（事業部企画部門から展開する選抜や、受講中社員への選抜候補の推薦依頼「Next 自分」） 

・受講者上長の巻込み（アクションプラン作成の機会を使った上長との対話の促進、励ましメッセージの上長への依

頼） 

・社内コンサルメンバの研修参加による受講者との接点づくり（実務で専門家に相談しやすい関係づくり） 

・実プロジェクト部門メンバへの受講打診（OJT 支援チームとの連携） 

・超上流の基礎知識・スキルを学べる科目を開発し、一部をサブリーダ層の必須研修に 

④結果： 

・プロジェクト支援による OJT と、研修実施を関連付けることができ、研修を実務に生かせるパターンが作れた 

・ワークショップを有償受注する、後続案件を受注するなど、ビジネス上の成果に結びつくケースがでてきた 

 

■フェーズ３：「可視化:認定の実現と運用～組織と個人をつなぐ～」 2016 年～現在 

①課題 ：研修修了者のリストができたものの、「研修を受けたら超上流に対応できる人財なのか？」「超上流を遂行で

きる人財は何人いるのか？」等の問いに明確に回答できなかった。スキル・経験のある人財の明確化が必要だった 

②具体策：「ビジネスシステムアナリスト」の人財像を再定義し、審査委員会を立上げる 

③工夫点： 
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・日立グループの認定制度に職種を追加する形で認定を実現 

・超上流工程(企画・要件定義)に従事するビジネスアナリストとして職種を定義(過去の人財定義を活かした) 

・iCD(i コンピテンシーディクショナリ)を参考にタスクを整理し一職種として社内キャリア開発システムに掲載 

・PM・IT アーキテクトなど他職種の審査委員に協力してもらい審査プロセス、基準を整備・改善 

④結果：（進行中のため省略） 

 

5.改善策の実現方法 

 主に以下の実現方法を用いた。（改善内容と重複有り） 

・会社・組織方針との関連づけ 

・個人別アプローチと社内キャリア制度との連携 

・現場選抜・プロジェクト支援との連携 

・遂行者のモチベーション・スキル維持 

 

6.改善による変化や効果 

  ・超上流に従事するビジネスアナリストを可視化できてきている 

  ・立上げた職種がビジネスアナリシス従事者のキャリアパスの一つとして組織に認知され、認定者目標数が日立製作所

や当社の人財中期計画に盛り込まれるようになった 

  ・ビジネスアナリストの自己研鑽サイクルづくり(キャリア開発)に貢献しつつある 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 ・日立グループ約８0 名の認定者 

 

参考情報 

[1]IIBA®日本支部（BABOK®を発行をする国際団体 IIBA の日本支部）http://iiba-japan.org/ 

[2]iCD（i コンピテンシーディクショナリ） https://icd.ipa.go.jp/icd/ 
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3B-3 「『攻めのエンハンスメント』を実現するサービスマネージャ育成」 安永 実（TIS） 

 

＜タイトル＞ 

「攻めのエンハンスメント」を実現するサービスマネージャ育成 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：安永 実（やすなが みのる） 

所属：品質革新本部 エンハンスメント革新部  

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

顧客の期待を超えるサービスを提供し続ける会社になるためには、 

「攻めのエンハンスメント」、「魅力的品質」を実践することが重要である。 

それらを実践できる人材（サービスマネージャ）を育成するオリジナル研修を構築。 

 

＜キーワード＞ 

      ・顧客の期待を超える 

・攻めのエンハンスメント 

・サービスマネージャ 

・魅力的品質 

・継続的改善 

 

＜想定する聴衆＞  

・運用・保守に関わる人材育成担当者 

 

＜活動時期＞ 

・2017 年度期初～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 

従来、保守・運用は、障害を起こさない、現状維持など、保守的・後ろ向きのイメージがあり、「顧客の期待に応える」 

「決められたサービスを提供」するというマインドでした。そのため、お客様からは「TIS は決められたことはきっちりやるけど、 

一歩踏み込んだ提案がない」とか「TIS に任せておくと安心だけど、面白みがないんだよね」と言われてきました。 

この状態のままでは、これからの厳しい IT 業界では生き残っていけないため、「顧客の期待を超える」「新たなサービスを 

提案する」というマインドにチェンジし、「競合他社の手本になりたいと」と考えました。 

品質革新本部エンハンスメント革新部では、「保守・運用」という表現をやめて、「エンハンスメント」と呼ぶようにし、「継 

続的改善活動の定着」、「エンハンスメント・フレームワークの整備」、「サービスマネージャの育成」という３つの施策を展開 

しました。今回は主にサービスマネージャの育成について発表します。 

 

2.改善したいこと 

エンハンスメントに従事する社員のマインドを「顧客の期待を超える」「新たなサービスを提案する」に変革するため、「攻 

めのエンハンスメント」「魅力的品質」という考え方を浸透・定着させる。そのために、「攻めのエンハンスメント」「魅力的品 

質」を顧客に提供する責任者であるサービスマネージャのスキルレベルを向上させる。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

社内有識者（ハイレベルのエンハンスメントリーダー）を招集し、ワーキンググループを立上げ、サービスマネージャの役 

割・スキルを定義。 

社内外の既存研修を検証し、サービスマネージャ育成に有効な研修を選定（１０コース）。 

「攻めのエンハンスメント」「魅力的品質」という考え方を浸透させるのに合った既存研修がなく、オリジナル研修を開発する 

必要があることが判明。 

 

4.改善策の内容 

「攻めのエンハンスメント」「魅力的品質」という考え方の注入とマインドの醸成を行う研修を構築し、実施。 

（研修概要） 

  「私たちの仕事のすぐそこにある『魅力的品質』を考える」「『魅力的品質』を実現するためには何が必要か」という 

テーマでのディスカッションを通じて考え方の注入とマインドの醸成。 

（受講対象者） 

  エンハンスメント業務のリーダー及びリーダー候補 

 

5.改善策の実現方法 

外部研修業者にワーキンググループに参画してもらい、オリジナル研修を共同で開発。 

開発したオリジナル研修をワーキンググループに真っ先に受講してもらい、意見を反映してよりよい研修にした。 

現場のエンハンスメント業務で使用している顧客向け報告書を題材に採用し、身近に感じるようにした。 

 

6.改善による変化や効果 

研修の定量的評価：3.6 点（受講者による４段階評価の平均点） 

研修の定性的評価（受講者の主なコメント） 

：良い意味で期待を超えた研修でした。 

               エンハンスメント業務に光が当たり、投資して頂けることに頑張ろうと感じました。 
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               攻めの意識へ変えることで、仕事を楽しい方向へ変えられると思った。 

   ⇒研修の評価が高いということは、研修の内容を受け入れられるレベルにあるということが分かった。 

過去 12 回開催したが、ほぼ満席であり、認知度・期待度は高い状態。 

⇒攻めのエンハンスメントに対する意識は高まっている。 

グループ会社にも評判が伝わり、すでに 50 名が受講。複数社合同チームを組成して受講させたため、研修以外の話も 

活発に行われた。 

⇒グループ会社間でのコラボレーションが活発化。 

受講後、数か月たった時期に座談会を開催。事前アンケートで以下コメントがあった。 

・業務改善策を含んだ提案を意識するようになった。 

・「魅力的品質」を念頭におきながら、普段の業務を行うようになった。 

・お客さまのその先のビジネスを意識するようになった。 

  ⇒着実に意識の定着が進んでいる。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

  エンハンスメントのビジネスボリュームが拡大し、利益率も大幅改善。 

  時間外は削減傾向であり、働き方改革実現にも寄与。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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3C-1 「データ活用によるソフトウェア開発の改革」 野尻 優輝（住友電工情報システム） 

 

＜タイトル＞ 

 データ活用によるソフトウェア開発の改革 

＜サブタイトル＞ 

デジタル・アシスタントによるデジタルトランスフォーメーション 

＜発表者＞ 

氏名（ふりがな）：野尻 優輝（のじり ゆうき） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名（ふりがな）： 中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 

 

氏名（ふりがな）： 豊田 裕智（とよた ひろとも） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 

 

氏名（ふりがな）： 坪井 洋明（つぼい ひろあき） 

所属： 住友電気工業株式会社 情報技術部 システム技術グループ 

＜主張したい点＞ 

ユーザー満足度を向上させるためには、現在行っている定例作業を自動化し、創造的な作業に投入できる工

数を確保しなければならない。しかし、現状プロジェクトマネージャー（以下、PM）は、トレース会議に向けた資

料作成や、進捗管理資料の作成に追われて他の作業に手を出す余裕がない。当社では、定例作業の自動

化と適切なアドバイスの配信を目的とした“デジタル・アシスタント“という仕組みを作成中である。その仕組みを作

成するにあたり社内システムに散らばるデータを集め分析した結果、PM の行っている業務の内、時間がかかる作

業やストレスに感じる作業を自動化できる可能性に気が付いた。そこで、デジタル・アシスタントの機能を利用し

て PM 業務の自動化、サービス化を図り、実際のプロジェクトで効果を得ることが出来た。 

＜キーワード＞ 

ビッグデータ、デジタルトランスフォーメーション、DX、自動化、負荷軽減、PM サービス化 

 

＜想定する聴衆＞  

QCD 改善担当者、PM、開発者 

 

＜活動時期＞ 

2018/07～2019/06(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．はじめに 

近年、IT 技術を活用したデジタル・トランスフォーメーション(以降、DX)が注目されている。当社でもデータ活用によ

るソフトウェア開発の改革を進めるため、2018 年 7 月に生産技術グループ(以降、生技 G)が設立された。生技 G で

は、以前から社内改善活動に用いているデータ収集、分析基盤を利用した DX として“デジタル・アシスタント”(以降、

DA) 構想を立ち上げ、推進している。その中でデータを集め分析していた所、PM の行っている業務の内、時間がかか

る作業やストレスに感じる作業を自動化できる可能性に気が付いた。DA を用いれば、PM 業務をサービス化することが

可能だと判断し、機能作成を開始した。 

 

２．PM 業務サービス化の目指す未来 

(1)DA 構想とは 

DA 構想は、“担当者個々人に対してタイミングよく作業アドバイスを行うことで、生産性、品質を向上させる“とい

う構想である。また、DA は、データを分析し担当者へアドバイスする AI 部分のことを指す。担当者の作業状況や

必要な知識を各種データから分析し、DA が自動でアドバイスすることによって作業を補助して効率をあげることがで

きると考えた。 

 

図 24 デジタル・アシスタントのイメージ 

 

(2)サイバーフィジカルシステムとは 

サイバーフィジカルシステム(以降、CPS)は、DX の基盤の一つである。これは、電脳空間上に実世界の各種デー

タを集めて仮想世界を作り、これを分析した結果をフィードバックすることによってより良い実世界を早期かつ安価に

実現できるという考え方であり、DA 構想はこれを発展させたものである。 

 

図 25 サイバーフィジカルシステムのイメージ 
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(3)DA による PM 業務の変化 

DA によって、PM の行う作業がどのように変化するのかを図 26 に示す。 

 

図 26 PMaaS適用前後の情報の動きと作業の違い 

(左)適用前  (右)適用後 

 

現在の作業 (図 26 左)では、開発者はタスクを終えるたびに各種社内システムへログインしてデータを登録し、

PM に完了報告を行う。PM は複数の社内システムに対してそれぞれ操作を行い、必要なデータを抽出、場合によ

っては表計算ソフト等を用いて別システムから取得したデータの結合、集計を行う。集計したデータによっては、開発

者に修正や次のタスクを指示したり、タスク未完了者に対してトレースを行ったりする。ピラミッド型の指示構造が出

来上がっており、階層を上がるごとに管理範囲が広がり、業務負荷が高くなってしまう傾向にある。また、作業を依

頼した後も実施トレース等、PM がストレスに感じる作業も行う必要がある。 

それに対して、DA 適用後の作業(図 26 右)では、収集したデータをもとに、DA が、各作業担当者に対してチャ

ットツールと Redmine を用いて作業を自動で指示し、トレースする。図上で PM に対して伸びる矢印の数からも明

らかなように、PM の作業負荷を劇的に減少させることができる。 

このような取り組みが進めば、PM が現在行っている定例的な作業は全て自動化され、ユーザーとの調整やチー

ム作りに注力することが可能になり、創造的な作業も工数を割くことが可能となる。 

 

３．現在実装されている PM 業務サービス 

(1)作業フローの変化 

PM の作業フローがどのように変化するのかを図 27 に示す。各開発者の状況把握やトレース、品質異常の検

知などを DA が実施することで、作業のステップ数が 11 から 3 へ減少する。正確には各工程を何度か繰り返すが、

単純計算でおよそ負荷を 1/4 へと減少させることができる。 
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図 27 PMの作業フローの変化 

 

(2)効果 

PM の作業時間はこれまで定量的な測定を行っていなかったため、削減の実績値が不明だが、利用者から聞き

取ったところ、約 16 時間/月の作業時間削減効果が認められた。また、サービス利用者へのアンケートでは、以下

のような回答が得られた。 

・ストレス軽減や作業時間削減に効果あり 

・対応漏れがなくなった為、入力漏れトレース作業が 1~2 分/週へ減少した 

・サービスの機能が拡大すれば効果がさらに大きくなると思う 

・管理資料をマニュアルで作成する必要がないのは作業時間削減効果大 

・定型作業が減ったことで、他の作業に投入できる時間が増えた 

 

4.実現方法 

PM 業務サービス化を実現するための実現手段として用いる、DA の仕組みについて述べる。 

(1)データ分析基盤 

複数の社内システムや本番環境のサーバーログ、開発者の作業ログ等の大量データを保管・処理する仕組み必

要となるため、当社で利用実績があった Spark、Hadoop、R を利用することとした。 

取込データ定義ファイルから、RDB へ接続して SQL を発行してデータを取得するシェルを自動生成する仕組みを

作成することでデータ収集部分も簡易化した。先に挙げたOSSも用いることで、約100種類のデータを保管・処理

するデータ分析基盤を作成した。 

 

(2)UI（連絡） 

作業に対するアドバイスや指摘は、問題検知後に即通知することが必要である。通知が遅いと対応率が下がる

上に無意味な情報となり、サービス自体を無視するようになる。メールなど既存の通信手段では発信から受信まで

のタイムラグが大きいので、チャットツール（Rocket.Chat）を利用する。 

 

(3)UI（TODO 管理） 

チャットで連絡するだけでは残作業を確認しづらく、管理者や開発者の TODO 管理負荷が増大することになる。
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チャットで指示を発信するとともに Redmine へ自動登録することで残チケットのみを確認することで管理が可能にな

る。 

 

５．まとめ 

当社の実施している DA による DX は、業務自動化にとどまらず、ビッグデータの分析と作業者一人一人との連絡経

路確立によって、作業フローの大改革を行おうとしている。自動化と作業指示の代行によって、PM の作業負荷、ストレ

スを減少させることが出来た。これよる QCD 改善・ユーザー満足度向上への貢献に今から期待が高まる。 

 

A. 参考情報 

 なし 
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3C-2 「メタデータ活用のススメ」 中村 伸裕（住友電工情報システム） 

 

＜タイトル＞ 

メタデータ活用のススメ 

＜サブタイトル＞ 

アジャイル開発における品質・生産性改善の一手 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

システム開発では設計項目（タイトル、項目名等）が外部仕様書、プログラム仕様書、ソースコード、メニュー

画面、マニュアルと次々コピーされることが多い。アジャイル開発では既存機能の変更が頻繁に発生するため、変

更漏れなどにより、機能とメニュー画面、マニュアル等の間で不整合が発生しやすい。利用者に不便な思いをさ

せたり、問合せが発生したりすることもある。設計項目をメタデータとして CSV ファイル等で管理し、簡単なツール

を作成することで、変更作業を省力化し、変更漏れの不具合を削減することができる。また、価値のない問い合

わせを抑制し、新機能の開発に注力できるようになる。 

 

＜キーワード＞ 

メタデータ、生産性、品質、改善 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、開発者 

 

＜活動時期＞ 

2018/1 ～ 2019/5 

 

＜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 2018 年 7 月にデータ分析技術を活用したＱＣＤ改善を推進すべく生産技術グループを設置した。開発・

保守・運用に関するデータを収集し、現状を見える化することでＱＣＤの改善を促進している。データ分析レポート（図

１）は統計ソフト Rを活用し、スクリプトを作成することで、約 450 システムの分析結果を個別に提供している。アジャイル

手法である SCRUM を採用して R のスクリプトをイテレーション開発しており、現在、50 種類以上のレポートを定期的に提

供している。 

 データ分析レポートは利用者の要望応じて柔軟に改善している。レポートの内容だけではなく用途が変更されたり、目的

別に派生させたりするため、レポート・タイトルを変更することも多い。この際、修正漏れによりメニューやマニュアルとレポート

のタイトルがずれたりすることで利用者に不便な思いをさせることがある。また、分析レポートの利用状況（図２）を報告し

ているが、設定ファイルの登録漏れにより最新レポートの利用統計が表示されないこともある。短期間でリリースを繰り返す

アジャイル開発ではこのような作業漏れが発生しやすく、作業の効率化と品質確保が課題であった。 

 

 

             図１．レポートのイメージ 

 

 

       図２．利用状況レポートのサンプル 

 

 



154 

 

2.改善したいこと 

 簡単なツールを開発することで、仕様書や実装、マニュアル、ジョブ・スケジュール等を自動的に変更できるようにし、変更

作業を効率化し、変更漏れを削減したい。また、利用者が快適に利用できるようにし、価値のない問い合わせにより、開

発が遅れることを防止したい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 システム開発の生産性・品質向上の施策として設計情報をデータベース化し、自動生成する考え方は古くから存在する。

しかし、大規模なツールの導入はコストがかかるため、必要最小限の機能を持つツールを自作し、徐々に機能拡張すること

で効率化することを考えた。 

 ここでは設計データベースに格納するデータをメタデータと呼ぶことにする。メタデータはデータに関するデータのことで、業務

データであれば、受注番号は”文字型”、”10 桁”、”営業部門によって採番される”、といったものが具体例となる。書籍で

あれば、作者、発行日、出版社といったものがメタデータとなる。 

 

4.改善策の内容 

(1) 問題分析 

 分析レポートの開発手順は手順書にまとめられていたものの、リリースを最優先するアジャイル開発の文化では、マニュア

ルやジョブ・スケジュール等の作業は後回しにされることが多い。また、レポートのタイトルは開発中にレビューで見直されるこ

とも多く、仕様書の改訂が漏れがちであった。そのため、以下のような問題が発生していた。 

 

・マニュアルと実レポートのタイトルが異なっているため、利用者が戸惑う。 

・Chat ツールと連携し、ChatBot の会話でレポート作成の依頼をすることができるが、マニュアルにあるレポートの種類と

実装に差がでる。 

・定期的に分析レポートのアクセスランキングを報告しているが、新規開発したレポートのＩＤと・タイトルを事前に設定しな

かったため、レポートに利用実績が表示されない。 

 

不整合が発生する成果物は通りであった。これらはレポートが増える度に保守する必要がある。 

 

・分析レポートに表示されるタイトル 

・メニュー画面 

・レポートを表示させる JavaScript 

・JavaScript を生成させる Shell Script 

・分析レポートの利用状況を生成する設定ファイル 

・利用マニュアル 

・Chatbot の script 

・ジョブ・スケジュールの設定 

・レポート作成スケジュールのマニュアル 

 

(2) データ分析レポートのメタデータ抽出 

 上述の成果物に共通するレポートのメタデータとして以下を抽出した 

 

・レポート ID 
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・レポート・タイトル 

・レポート概要 

・レポート区分（システム・カルテ、個人カルテ、組織トレンド） 

・レポート作成の各種パラメータ 

・レポート作成スケジュール 

・レポート作成月数（例：先月、今月の２ヶ月分） 

・レポート作成開始月 

・ChatBot キーワード 

・マニュアル URL 

 

(3) 改善策 

 メタデータはツールが理解可能な設計情報であるため、さまざまな成果物を生成できる。一般的な構成図を図３に示

す。 

 

    

          図３．メタデータ活用の一般的な例 

 

 

 今回、ツール開発に割り当てられる工数は約２人日であったため、非常に簡単なツールとした。構成を図４に示す。水

色の箱が自動生成される成果物である。 
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             図４．今回のメタデータ活用方法 

 

 

(a) プログラム仕様書 

設計データが格納された CSV ファイルからレポート・タイトル等の内容を表示する HTML の部品を生成する。このファイ

ルはブログラム仕様書から include し、更新時に対応できるようにした。 

(注釈) プログラム仕様書は HTML で作成されている。 

 

(b) 分析レポート 

レボートに表示されるタイトル等を変数に格納する R のソースを自動生成し、レポート作成用の R Script から

include することでレポートを生成する。仕様書同様に改訂が入っても自動的に反映できるようにした。 

 

(c) メニュー画面 

分析レポートは月単位で過去のレポートを残している。システム毎に立ち上げ時期か異なるため、システム毎に存在す

るレポートの数は異なる。存在するレポートをShellで抽出し、JavaScriptファイル内にレポート一覧を保持していた。

この情報を利用して閲覧できるレポートの一覧を表示している。今回、レポート一覧を生成する Shell を自動生成す

ることで新レポートに対応できるようにした。また、合わせてブラウザ上にレポート一覧を表示する JavaScript(図５)も

自動生成した。 
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    図５．生成されたメニュー表示用の JavaScript の一部 

 

(d) マニュアル 

不整合の発生しやすいマニュアルは ChatBot のキーワードとレポート作成スケジュールである。メタデータから該当部分

の HTML ファイルを生成し、マニュアル本体から include することで自動的に更新されるようにした。 

 

(e) 利用状況レポート 

(b)の機能で利用したメタデータを格納した R スクリプトを利用し、自動的に対応できるようにした。 

 

(f) スケジューリング 

現在、Jenkins を利用しているため、外部から Job の設定を加えることができていない。今後、別のツールを探し、自

動設定できるようにする。 

 

5.改善策の実現方法 

これらのファイルは当組織で日常的に利用している文書作成ツール（通称 isdoc）に追加した。生成するファイルは機

械的なものであるため、簡単に実装できた。 

 

6.改善による変化や効果 

(1) 定量効果 

  投資工数と削減工数を以下に示す。２ヶ月で回収できる効果が得られた。 

 

  ・ツール開発工数           10MH 

 

  ・新規リリースに関わる作業工数  ▲5MH/月 (6MH → 1MH) 

  ・変更に関わる作業工数      ▲3MH/月  (4MH → 1MH) 

 

 (2) 定性効果 

・レポート公開のための付帯作業が必要最低限となり、レポート開発業務に専念できるようになった。 
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・付加価値を生まない問い合わせが減少し、計画通り開発が進められるようになった。 

・ツール対応した部分は成果物間の不整合が発生しない仕組みとなった。 

（ジョブ・スケジュールは技術的な課題で未対応） 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 CSV ファイルのデータから HTML の部品や JavaScript の部品を生成する簡単なツールであるが、どんなシステムでも

発生している設計情報のコピーをなくすことで不整合を防ぐ取り組みは有効で、その気になれば多くのシーンで活用できる

施策だと考えられる。今後、適用範囲を拡大したい。 

 

 

A. 参考情報 

なし 
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3C-3 「ゴールに繋がるアクションを生み出すデータ分析活動の事例」 柏原 一雄（デンソークリエイト） 

 

＜タイトル＞ 

ゴールに繋がるアクションを生み出すデータ分析活動の事例 

＜サブタイトル＞ 

精度より成果 

 

＜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)：松本 雄太（まつもと ゆうた） 

所属： 株式会社デンソークリエイト 

 

＜主張したい点＞ 

・事実を精度高く把握することを目的に測定をするのではなく、よいアクションを生み出すことを目的に測定をする

ことで、確実に成果が得られる。 

 

＜キーワード＞ 

測定、メトリクス、データ分析、可視化、工数、ニコニコカレンダー、GQM、問題構造図、確率、統計 

 

＜想定する聴衆＞  

プロジェクトマネージャ、SEPG、SQA、PMO 

 

＜活動時期＞ 

2017/4/1～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 

野中[1]は、「事実に基づく管理」の重要性について次のように述べている。プロセス改善を実践する一つの鍵は 「事実に

基づく管理」 である。ソフトウェア品質データを分析して「事実」を把握し、これに基づいて品質目標とその達成方法を計

画し、達成状況をデータで確認し、プロセス改善などの適切な処置をするという PDCA サイクルの実践が必要であり、その

原動力が品質データ分析である。 

我々の組織でも、品質向上・コスト削減を目的として、メトリクスを決め、公式レビュー[2][3][4]で分析する活動を行ってい

る。公式レビューでは、具体的に以下のようなメトリクスを分析している。 

・工数比率 

・レビュー工数比率 

・テスト密度 

・欠陥密度 

・計画工数と実績工数の差 

等 

また、進捗遅れを防ぐために、アーンド・バリュー・マネジメントや実績工数の分析を行っている[5]。 

しかし、データ分析をしても有効なアクションに結び付くことが少なかった。今回我々のプロジェクトでは、測定の結果から適

切なアクションを起こし、確実に成果を出すことを目的とした取り組みを行った。 

 

2．改善したいこと 

過去のデータ分析活動では、以下の問題が発生していた。 

・ アクションを起こしてもゴールに繋がらない 

基準値や計画値と実績値の比較をしていると、問題がないことを主張するために、品質向上・コスト削減というゴール

に繋がらないアクションを起こしてしまう。これは、測定しているデータがゴールと結び付いていないことが大きな原因であ

った。例えば、計画工数と実績工数を比較していると、「実績工数が計画工数と乖離していることの理由を明らかに

する（言い訳を考える）」「見積方法を見直す」等のアクションを起こすことが多い。計画工数と実績工数の差をなく

しても、生産性は向上していないにも関わらず、計画工数と実績工数の比較をしていると、どうしてもこのようなアクショ

ンを起こすことが多い。トップダウンで指示された測定活動を行う場合は、この問題がより起きやすい。 

負のホーソン効果[6]という考え方がある。これは、注目して測定した特徴は見かけ上は改善するものの、意図してい

ない他の重要な側面に悪影響を及ぼすことを指す。人は、ホーソン効果により、どうしても測定しているデータを良く見

せようとアクションをしてしまいがちである。 

 

・ アクションが起こされない（遅い） 

データ分析はしていても、アクションを起こすべきかの判断がつきにくい場合、問題なしと判断し、アクションを起こさない。

これは、データの傾向が把握しにくいこと及びアクションを起こす判断がしにくいことが大きな原因であった。例えば、マネ

ージャが毎週、工数のデータを確認し、メンバの負荷状況を把握する活動をしていても、負荷がたまたま上がっているの

か？定常的に高負荷の状態になっているのか？は判断できず、結局状況を静観するという状態になることが多い。 

人は、認知バイアス[7]により、どうしても自分の都合の良いように考え方を変える傾向にある。データ分析する場合も、

自分の都合のよいほうに分析しがちである。つまり、理由を付けて、アクションをしなくてもよいという判断をしがちである。 
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3．改善策を導き出した経緯 

「アクションを起こしてもゴールに繋がらない」「アクションが起こされない（遅い）」という問題を解消するために、問題構造

図、GQM、確率・統計の考え方を参考にした。事実を精度高く把握することを目的に測定をするのではなく、よいアクショ

ンを生み出すことを目的に測定をすることで、確実に成果が得られると考えた。 

・ 問題構造図[8] 

問題構造図は、関係者・現場が持つ課題・問題事項（事実情報）をベースに、因果関係による問題発生構造

（問題発生システムの構造）を明確化した図である。 

今回の取り組みでは、炎上状態などのなりたくない状態や目指したい姿を問題構造図で表現・共有し、問題構造

図に示された問題とそれを把握するための測定することを結びつけるアプローチをとった。これにより、測定しているデー

タがゴールと結びかないという問題の解消を図った。 

 

・ Goal-Question-Metric（GQM）[9] 

GQM 法は、明確にゴールを見据えて、目標に対して必要なメトリクスを対応付けるゴール指向（目標指向）な枠

組みである。GQM 法では、目標（Goal）を据えたうえで、目標達成を評価する質問（Question）およびその回

答に必要なデータを得るための測定法（Metric）を決定する。 

今回の取り組みでは、Goal に「目的を達成するためのアクション」、Question に「アクションの要否を判断するための

確認項目」と位置付け、必要な Metric を検討した。これにより、ゴールに繋がらないアクションを起こしてしまう問題の

解消を図った。 

 

・ 確率・統計[10][11] 

確率・統計の手法を活用することで、異常な状態か正常な状態かを判断しやすくなる。 

今回の取り組みでは、移動平均や多項分布、多項係数等のテクニックを活用し、データの変動の傾向を把握しやす

くした。これにより、アクションが起こされない問題の解消を図った。 

- 移動平均 

データから日々の偶然誤差の影響を減らし、根底にある大きな傾向を捉える手法。 

- 多項分布、多項係数 

順序尺度であるデータの出現頻度を定量化するために使用した手法。 

 

各 𝑛_𝑖 が非負で 𝑛_1+⋯+𝑛_𝑘=𝑛 のときはこの値，それ以外のときは 0。ただし、 𝑝_1+⋯+𝑝_𝑘=1 

を満たす。 

 

4．改善策の内容 

我々のプロジェクトでは、「問題構造図」「GQM」「確率・統計」を活用した、以下のアプローチ（アクション指向データ分析

アプローチ）を考案し、問題解決を図った。 

① ゴールの共有 

問題構造図を作成し、問題発生のメカニズム（=ゴール）を共有する。 

② アクションの選択 

問題構造図から、実行容易性と得られる価値の観点で、解決する問題（=アクション）を選択する。 

③ メトリクスの検討 

GQM の考え方で、アクションの要否を判断するためのメトリクス（データとその計測方法）を検討する。 
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④ データの可視化 

計測したデータを可視化する。必要に応じて確率・統計の手法を活用する。 

⑤ データの分析 

可視化したデータから、効果を確認する。可視化したデータから、アクションの要否を判断する。 

⑥ 振り返り 

成果が得られていない場合には、ゴール・アクション・メトリクス・可視化方法を見直す。 

我々のプロジェクトでの以下の 2 つの取り組みに対して、考案したアプローチを適用した。 

• 取り組み１：リリース遅れの防止 

計画した品質のソフトを遅れずにリリースするためには、早く炎上の兆候を掴み、手を打つことが重要となる。病気

と同じで、手遅れになる前に兆候が掴めれば、炎上を防げる、炎上から抜け出せる可能性が生まれる。そのため

に、炎上の兆候とそれを検知するメトリクスを検討・活用した。 

• 取り組み２：保守開発における生産性向上 

保守開発における生産性を向上させるために、重要となる要因を洗い出し、継続的に改善を行った。改善が進

んでいるか停滞しているかを確認するために、メトリクスを検討・活用した。 

 

5．改善策の実現方法 

5.1．取り組み１：リリース遅れの防止 

炎上の症状を表現し、共有するために、図 28のような問題構造図を作成した。炎上の症状には因果関係があり、ツリー

構造ではなく循環するような構造となった。 

 

図 28 問題構造図（炎上の症状） 

症状「炎上」に直接関連づいていない、離れた位置にある症状を掴むことで、炎上の兆候を“早く”掴むことができる。 

今回は、『「疲れ・焦り・余裕なし」「高負荷」という症状を解消するために体制・役割分担を見直す』ということを GQM の

Goal とし、表 4 に示したメトリクスを検討し、活用した。 

表 4 GQM（リリース遅れの防止） 

Goal 「疲れ・焦り・余裕なし」「高負荷」という症状を解消するために体制・役割分担を見直す 

Question1 メンバの負荷が異常な状態になっていないか？ 

Metric1 ・毎週のメンバ毎の実績工数 
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・TimeTracke[12]を利用し測定をする 

Question2 メンバの調子が異常な状態になっていないか？ 

Metric2 ・毎日の個人の調子 

・選択肢は「絶好調」「好調」「不調」「絶好調」の 4 つ  

  ※順序尺度 

・ニコニコカレンダー[13]を利用し測定をする 

 

 

図 29 ニコニコカレンダーの例 

順序尺度である「毎日の個人の調子」をそのまま見ていても、どのような場合に“異常”と判断すべきか曖昧であった。そこで、

多項分布、多項係数を利用し、「直近 5 日間の調子の出現状況」を確率で示し、偶然起きたことか否か（異常）を判

断しやすいようにした。判断がしにくい場合には、確率の算出方法や基準値を見直すようにした。 

 

 

図 30 多項分布、多項係数の計算例 

更に、「高負荷」という症状を判断しやすくするために、移動平均を利用し、メンバ毎の工数推移を可視化した。 
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図 31 移動平均を利用した工数推移グラフ 

 

5.2．取り組み 2：保守開発における生産性向上 

保守開発における生産性を向上させるために、重要な要因を洗い出し、生産性向上のためのメカニズムを共有するために、

図 32 のような問題構造図を作成した。 

 

図 32 問題構造図（保守開発の生産性向上のメカニズム） 

この要素の中で、「テスト資産（テストスクリプト、ドライバ、スタブ等）の流用」が特に効果が高いことが分かった。そこで、

今回は、「テスト資産の流用」について、継続的に改善が行われることを目的とし取り組みを行った。 

『テスト資産の流用が進んでいない機能について，テスト資産のリファクタリングをする』ということをGQMのGoalとし、表 5

に示すメトリクスを検討し、活用した。 

表 5 GQM（保守開発における生産性向上） 

Goal テスト資産の流用が進んでいない機能について，テスト資産のリファクタリングをする． 

Question 各機能のテスト資産の流用は進んでいるか？ 

Metric ・テスト資産の流用率 

（テスト資産の流用率=テスト資産を流用できたテスト項目数／テスト実施項目数） 

・テスト資産の流用率は機能毎に算出する 
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テスト資産の流用率は、案件毎の推移を確認できるようにしただけではなく、コンポーネント毎に算出し、どのコンポーネント

のテスト資産の流用率が高いのか？低いのか？を把握できるようにした。これにより、テスト資産の流用率が高いコンポーネ

ントでの施策を、テスト資産の流用率が低いコンポーネントに適用するというアクションを起こしやすくした。 

 

図 33 テスト資産の流用率の推移グラフ 

 

 

6． 改善による変化や効果 

• 取り組み１：リリース遅れの防止 

「疲れ・焦り・余裕なし」という炎上の症状を掴むことが可能となった。定量化し確率を利用することで、明確に異

常の判断ができるようになった。異常を判断した場合に起こすべきアクション（高負荷の解消）も明確にしていた

ため、アクションも起こしやすくなった。 

実際に、チームの負荷分散も図られた。取り組みを始めてから、リリース遅れは発生していない。 

 

• 取り組み２：保守開発における生産性向上 

保守開発における生産性を向上させるための重要な要因である「テスト資産の流用」について状況の変化を掴む

ことが可能となった。テスト資産の流用率を継続的に向上させるためのアクションも起こすことができている。 

これにより、保守開発の工数は継続的に削減できている。以前は、ゴールと繋がらない計画工数と実績工数を比

較しており、生産性向上には寄与しない見積精度向上のようなアクションばかりが起こされていたが、そのような事

象は発生しなくなった。 

•  

• 図 34 保守開発の工数推移 
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7．改善活動の妥当性確認 

今回の取り組みでは、問題構造図でゴール達成のメカニズムを共有し、GQM でゴール達成のためのアクションとそれに繋が

るメトリクスを検討し、アクション要否の判断をしやすくするために必要に応じて確率・統計を活用するというアプローチを適

用した。 

2 つの取り組みを通して、「アクションを起こしてもゴールに繋がらない」「アクションが起こされない（遅い）」という問題を解

消するために、考案したアプローチが有効であることが確認できた。 

有効なアクションができていない場合には、メトリクスや測定方法を見直すことで、成果が得られた。確実に成果を得るため

には、事実を精度高く把握することを目的に測定をするのではなく、よいアクションを生み出すことを目的に測定をするという

アプローチが有効だと考えられる。 
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