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1A1 「QMS 活動クリニック」による事業部の改善促進 中西 貴市（TIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 

「QMS 活動クリニック」による事業部の改善促進 

＜サブタイトル＞ 

事業部の健康状態を診断し、Win-Win の関係で成果目標の達成に寄与 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：中西 貴市（なかにし きいち） 

所属：TIS 株式会社 品質革新本部 品質マネジメント革新部 

 

＜共同執筆者＞ 

なし  

 

＜主張したい点＞ 

当社は「Trinity」という名称の QMS（品質マネジメントシステム）を構築し、全社適用している。 

従来の QMS 内部監査をより有効なものにするため、これを見直し、当社事業部のあるべき姿を定義した「品

質改善活動モデル」と「Trinity 活動クリニック」と名付けた独自の診断方式によって、全事業部の品質改善活

動を見える化した。各事業部は「Trinity 活動クリニック」の診断結果（弱み、改善提案、参考事例）をもとに

改善を行い、診断後 1 年以内で弱み（全 126 件）の 8 割が改善されている。改善は弱みの納得と有効な

対策によって行われており、事業部の成果目標達成に結びつく成果を挙げることができている。 

この取り組みが、皆様の組織の改善活動において、少しでもご参考になれば幸いである。 

 

＜キーワード＞ 

QMS、CMMI、内部監査、事業部の改善、改善活動の見える化、成果目標の達成 

 

＜想定する聴衆＞  

・改善推進者 

・品質保証の担当者 

・内部監査の担当者 

・現状の内部監査に悩みをお持ちの方（対立関係、表面的、有効性、改善効果など） 

 

＜活動時期＞ 

2019 年 4 月~継続中 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

当社はこれまで、全事業部に対して「QMS（品質マネジメントシステム）内部監査」を実施してきた。近年では、事業

部が成熟し、従来の遵守プロセスから見た適合性確認では、どの組織もほぼ適合している状態となり、有効な改善につな

げられなくなってきた。また、2015 年より、従来の細やかな全社標準を改め、各事業部が組織特性に合わせて標準を柔

軟に改善できるように変えたことによって、各事業部の標準などの適用状態や改善活動の実態を、全社の立場からは把

握しづらく、このことも有効な改善につなげられない要因になっていた。 

 

2.改善したいこと 

（1）QMS 内部監査の改善 

（内部監査を見直し、全社や事業部において、有効な改善活動につなげられるようにする） 

これまでの QMS 遵守プロセスから見た適合性確認によって有効な改善につなげていくには限界がきているため、従来と

は異なる視点による内部監査を確立したい。 

（2）QMS 活動の見える化   

（各事業部の活動状態を見える化し、「強み・弱み」を認識することで、全社と各事業部の改善につなげる） 

事業部の活動状態を見える化するために、活動状態の具体的な把握方法を確立したい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

2015 年に QMS を見直し、事業部の創意工夫を促す柔軟なマネジメントシステムである「Trinity」を構築したことで、

内部監査も QMS の革新に対応した形に変えたいと考えていた。組織の活動実態を明らかにし、組織の課題を見つけ、

議論し、改善につなげたい、それは、チェックというより、クリニックに近いのではないか。医者と患者は立場が違うが、どちらも

患者の健康改善を目標としている、ここから内部監査の名称を「Trinity 活動クリニック」とし、監査側の本社部門と被監

査側の事業部が目標達成のために協力し合える関係づくりを目指すことになった。 

 

4.改善策の内容 

Trinity 活動クリニックの特徴を、メタボリック症候群の改善のステップと照らし合わせて説明する。 

・メタボ改善では、問診や検査の結果をもとに、診断結果を作成する。これは、「健康状態を見える化」することである。 

Trinity 活動クリニックでも、インタビューや成果指標の実績をもとに、「クリニックレポート」という形で見える化する。 

・メタボ改善では、診断結果をもとに、生活習慣を改善するための保健指導を行い、様々な働きかけやアドバイスを行う。

また、診断後に、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートを行う。Trinity 活動クリニックでも、指摘だけでなく、アドバイス

や改善提言、他組織の参考事例の提供を行う。また、診断後に、事業部支援チームによる改善サポートを行う。 

・メタボ改善では、医療機関から定期的なフォローを受け、定期的に改善状況を確認される。医療機関は、定期的なフォ

ローを行い、受診者の健康改善をアシストする。Trinity 活動クリニックでも、定期的（6 ヶ月毎）に経過観察を行い、改

善状態を確認し、組織の目標達成に近づける。 

 

5.改善策の実現方法 

 当社事業部のあるべき姿を定義した「品質改善活動モデル」と「Trinity 活動クリニック」と名付けた当社独自の診断方

式によって、全事業部の品質改善活動を見える化した。 
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事業部の改善活動状態の見える化 

 

当社の Trinity（QMS）で定義しているプロセス毎の活動状態を把握するために、 

➀対象プロセスは、Trinity で定義している、組織の 4 プロセス、プロジェクトの２プロセス、エンハンスメント（保守運用）

の１プロセスとした。 

②Trinity では、どの組織・どのプロジェクトでも最低限遵守すべき事項を定義しているが、更に高めていくための道筋を提

示するために、CMMI のレベル感を参考に Trinity 活動状態を段階的に定義した。 

③段階をさらに分解するために属性を設定し、活動状態に至っていない場合の原因分析に使用できるようにした。プロセ

ス（ここでは活動そのものを指す）が結果を出すには、「仕組み」があり、仕組みに基づいた活動を「統制」する機能があり、

仕組み・統制できる「人材」が供給されている必要があると考え、どの属性に課題があるかを分析できるようにした。 

④これらのプロセス毎、レベル毎、属性毎に、活動状態を確認するための項目を定義した確認シートを作成した。 

これらの確認結果は、プロセス毎の所見と合わせて、「Trinity 活動クリニックレポート」として書式化し、Trinity 活動クリニ

ックを実施するための手順書を策定した。 

 

6.改善による変化や効果 

・事業部の改善活動実態を見える化できたことで、Trinity の課題抽出につなげられるようになった。 

・全ての事業部で「弱み」が改善され、活動状態が大幅に向上した。（全社の 82％の弱みが解消） 

・事業部とのコミュニケーションが改善した。インタビューがオープンに行われるようになり、「Trinity 活動クリニックレポート」を

ベースに、事業部長と本社部門で、事業部の活動状態と課題を共有できるようになった。 

・事業部長の評価が高い。（分析・整理されているため、組織状態を把握し易い。事業部/部門の改善に活かせるなど） 
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7.改善活動の妥当性確認 

Trinity 活動クリニックにより、課題であった「QMS 内部監査を有効な改善につなげられるようにする」こと、「各事業部

の標準などの適用状態や改善活動の実態を把握できるようにする」ことについては、十分な成果があったと考える。また、

本活動は、その有効性や成果から、経営層と事業部長、事業部の改善推進責任者からの支持を得ており、現在、全社

の重点施策の一つと位置付けられている。今後は、直近では、SI ビジネスだけでなく、サービス型ビジネスにも適用できるよ

うに確認項目を拡充し、中長期的には、本社部門の様々な専門分野に特化した施策や人材を Trinity 活動クリニックに

組み込んだ総合病院に成長させていきたいと考えている。 

 

A. 参考情報 

[1] CMMI V2.0 

 https://cmmiinstitute.com/cmmi 
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1A2 全社 QMS 全面刷新という困難な変化に対して、それを達成するための手法の紹介 江口 達夫（エプソンアヴァシス株

式会社） 

＜タイトル＞ 

全社 QMS 全面刷新という困難な変化に対して、それを達成するための手法の紹介 

＜サブタイトル＞ 

～組織が持つ「変革」への抵抗に対して、どのように立ち向かうか～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：江口 達夫（えぐち たつお） 

所属： エプソンアヴァシス株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

当社では「全社 QMS の刷新」を実施することになった。この一大プロジェクトに対し、組織が本質的に持つ「変

革への抵抗」があることが想定できる。抵抗に対しプロジェクトを成功へと導くために、書籍「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」を参考にし、書籍で紹介されている「変化を乗り

越えるための」パターンを応用して活用した。 

それにより、抵抗は最小限で済み、今後の導入や運用も円滑にすすめられることが期待できている。 

 

＜キーワード＞ 

QMS プロセス改善 変化 イノベーション 経営層の理解 開発現場の理解 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、全社 QMS 管理/改善者、他組織に難易度が高い変革を取り込もうとしている人 

 

＜活動時期＞ 

全体：2021/5～2024/3 

QMS 検討、設計時期：2021/5～2023/3 

QMS 現場導入時期：2022/5～2023/3 

効果検証時期：2023/4～2024/3 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 ■ その他( 改善活動の結果は一部明確になっているが、効果の確認に関してはもう少し先の予定 ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

■背景/目的 

当社では、主に以下の理由により全社 QMS 全体を刷新することになった。 

「刷新」とはすなわち大規模のプロセス改善でもある。 

・顧客が多様化し、現在の QMS では対応できなくなってきている。 

・対応できなくなったことにより、現在の QMS は現場ではほとんど利用されなくなってきている。 

・過去に CMMi を QMS に取り込んだ後、QMS には大きな改善が実施されておらず、現代の 

ソフトウェア開発に対して最適ではない部分が散見されてきている。 

・社員の品質意識が全体的に低下してきている。 

 

■活動の主体と役割 

・活動のコアメンバーは、新 QMS 開発導入チーム（5 名：専任 3 名、兼任２名）、 

部門の SEPG（23 人：全員兼任で FY21 に新規任命） 

・活動については後述する手法を活用して経営層へ必要性を提案し、全社施策という位置づけで推進中。 

・私は本刷新の全体リーダー：PM という立場（言い出しっぺ）という立場。 

 

 

 

2.改善したいこと 

■課題（本プロジェクト進行における課題） 

・経営層の理解をいかにして得るか 

・顧客ごと細かく多様化されてしまっている開発プロセスへの対応をどうするか（全社一律、というのは無理） 

・開発現場の理解をいかにして得るか（いまさらなぜ大きな変革/刷新するのか？面倒なことが増えるのか？） 

・開発現場の自分事感をいかにして醸成するか（自分たちの仕事とうまく結びつかない） 

 

このような不確実性の高い困難な改革をすすめるために、既出のフレームワークや指針を検索。 

今回は、書籍「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」 

を参考にした。書籍で紹介されている「変化を乗り越えるための」パターンを応用して活用すること 

にした。 

 

■効果 

課題が定性的な内容のものがほとんどなので、直近で定量的に効果を確認することが非常に困難。 

さらには現在ソフトウェアのメトリクスをほぼ測定しなくなってしまっているので、さらに定量的な効果確認 

が困難。 

まずは定性的だが、施策開始前と施策完了後に開発現場メンバーにアンケートをとり、仕事のやりかたや 

意識がどのように変化したかを確認する予定。 

 新 QMS 稼働後ソフトウェアメトリクスがある程度蓄積できたところで時系列的な推移をみながら定量的な 

 効果測定の予定。 
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3.改善策を導き出した経緯 

・利用する手法について 

「2.改善したいこと」で明記したとおり、今回は、書籍「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」を参考に、書籍で紹介されている「変化を乗り越えるための」パターン 

を応用して活用することにした。 

本書籍は新しいアイデアによる組織の変化や変革について、必ず発生する抵抗に対する進め方を 

「パターン」化してガイドしてくれている。今回の取り組みにガイドとして最適だと考えた。 

 

特に困難な変化について、そんな中で変革をすすめるチェンジエージェントを担う人達のための 

フレームワーク（パターン集）が本書籍で紹介されている。 

それらを活用することで人の変革への抵抗をやわらげ、変革を成功に導くことができる。 

 

  パターンの内容をベースとし、自社での実施に際しパターンをテーラリング及びカスタマイズし、 

  QMS 刷新という大きな変革を成功させることとした。 

 

 

 

4.改善策の内容 

■解決方法 

QMS の刷新プロセスを、書籍と同様に時系列で大きく以下のブロックに分割。 

  ・始まり：施策骨子の決定と会社としての承認 

  ・認められてからの第一歩：本格的な作業開始 

  ・必要に応じて変化：開発中 

  ・戦略の拡大：現場へのトライアル導入と巻き込み 

  ・維持して進む：現場導入後 

 

それぞれのプロセスで、書籍から活用できそうなパターンを複数取り上げ、内容を 

自社での実施ににカスタマイズして利用した。 

現在（2022/5/12 現在）は、「戦略の拡大：現場へのトライアル導入と巻き込み」を始めるところ 

である。 
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全体計画については以下のようになっている.。 

 
図 4-1 新 QMS 開発スケジュール 

 

ここまで主には、 

「始まり：施策骨子の決定と会社としての承認」 

「認められてからの第一歩：本格的な作業開始」 

のプロセスにおいて、下記の課題に対しての最適な解決方法に対して利用した。 

・経営層の理解 

・開発現場の理解（いまさらなぜ刷新するのか？面倒なことが増えるのか？） 

・開発現場の自分事感（自分たちの仕事とうまく結びつかない） 

※「顧客ごと細かく多様化されてしまっている開発プロセスへの対応」については刷新プロセス 

  ではなく刷新内容そのものなので、今回の発表では触れない。 

 

  利用したパターンは全 30 パターン。 

  まず最初にとても大切だったことは、自分がエバンジェリスト(1)にならなければ 

ならないということだった。自分自身を信じ、熱意をもって進める覚悟が必要だった。 

  自分の提案への信仰心をもっていないなら、草の根で普及させるといういばらの道を踏破することは 

到底不可能と理解した。 

  自分を信じ、導入しようとしているイノベーションを信じ、そして情熱とか熱狂とか信条とか決意というものは、 

チェンジエージェントにとっては必須の要素だと理解した。 

  



10 

 

 

「始まり」プロセスで利用したパターン。()内は書籍掲載のパターン番号。 

 

 

「認められてからの第一歩」プロセスで利用したパターン。 
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「必要に応じて変化プロセスで利用したパターン 

 

 

「戦略の拡大」プロセスで利用したパターン。 

 
 

「維持して進む」プロセスで利用した（予定の）パターン。 
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5.改善策の実現方法 

■具体的な実現方法 

「4.改善策の内容」で示したパターンについて、それぞれの内容をカスタマイズして利用した。 

  以下にパターン利用例をいくつか明記する。 

 

 「予備調査(4)」 

   ～あなたは新しいアイデアに興奮しており、あなたの組織においてエバンジェリストになりたいと 

考えているがどこからはじめていいかわからない。他の人に対していろいろしかけてみる。～ 

→現状の会社の状況を把握するために、サンプリングした一部の社員に対して、現在の会社の 

状況や感じていること、不安などについていろいろヒアリングを実施した。 

 

  「経営層の支持者(28)」 

   ～新しいアイデアに特別な関心をもち、サポートのために指示と資源を提供してくれるであろう 

上層部の協力を得る。できれば経営層が望ましい。～ 

   →自分の上司に対し、「予備調査(4)」の結果を基にした事実と仮説を立案した。 

会社の改革の必要性について、情熱と決意をもって伝え、理解と協力を勝ち取った。 

その結果をもって経営層へ変革を提案することとなった。 

 

 「グループのアイデンティティ(13)」 

   ～活動にアイデンティティを与えるために、活動を特徴づける名前を掲げ、人々がその存在を 

認識できるようする。～ 

   →新 QMS 開発プロジェクトを「Project JEDI」と名付け、フォースとともにありながら会社の平和 

を守ることにした。オンラン会議の背景もすべて公式なルーカスフィルム提供のものに変更。 

 

  「身近な支援者(35)」 

   ～現場のマネジメントの支援がないと大きな変化は起こりえない。現場のマネージャーに新しい 

アイデアを支持してもらう。～ 

   →課長以上の全職制に対し、現在の当社が抱えている問題と、それを解決する新しい QMS の 

素晴らしさを伝えてまわった。（一人ひとり個別に対面で実施した） 

 

  「種をまく(22)」 

  ～人が集まるイベントに、新しいアイデアについての資料を持ち込む。～ 

  →社内で実施されている技術発表会やキックオフイベントなど様々なイベントで、新 QMS についての 

プレゼンテーションを実施（ねじ込み）した。 
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6.改善による変化や効果 

「5.改善策の実現方法」で例にあげたパターン活用によって得られた効果は以下のとおり。 

 

 「予備調査(4)」 

現状の会社の状況を把握するために、サンプリングした一部の社員に対して、現在の会社の状況や 

感じていること、不安などについていろいろヒアリングを実施した。 

  →社員をサンプリングしての調査は、最初は席が近い社員から開始し、課長以上の全職制及び主に 

プロマネを実施している社員へと広げていった。（そういう意味では「ステップバイステップ(3)」や 

「個人的接触(20)」も利用している） 

その結果、現在は自分たちの品質や生産性が不明確になっており、向上している実感も薄く、 

ヒアリングした社員や職制が抱えている不安が起き彫りになった。 

そこから品質に対しての本質的な課題を仮説立案することができた。 

ほとんどが定性的な内容だったが、一部定量的なデータも入手できたので、説得力のある仮設に 

することができた。 

 

 「経営層の支持者(28)」 

自分の上司に対し、「予備調査(4)」の結果を基にした事実と仮説を立案した。 

会社の改革の必要性について、情熱と決意をもって伝え、理解と協力を勝ち取った。 

その結果をもって経営層へ変革を提案することとなった。 

  →上記「予備調査(4)」による仮説を経営層に報告し、「全社標準ではない新しいタイプの QMS」 

への刷新が必要であることを提案、施策推進に対しての GO サインを得ることができた。 

（「根回し(45)」も利用している） 

経営層が現場から感じ取っている不安の１つが、まさにこの部分（現在の QMS のありかた）だった。 

その後、経営層から全社へ施策開始の発信をしてもらい、さらに施策のための資源の提供の約束を 

取り付けた。 

 

 「グループのアイデンティティ(13)」 

新 QMS 開発プロジェクトを「Project JEDI」と名付け、フォースとともにありながら会社の平和 

を守ることにした。オンラン会議の背景もすべて公式なルーカスフィルム提供のものに変更。 

 →活動を特徴づける名前（俗にいうコードネーム）を「Project JEDI」とした。 

「QMS」よりも「JEDI」のほうが親近感と敷居の低さがあり、自分たちの活動を紹介する 

ときにも役に立った。活動のイメージも JEDI の理念と近く、全社により印象づけることができた。 

最初は「JEDI」という単語を口にするのをためらっていた経営層も、途中から堂々と口にするように 

なり、社内に広く知れ渡るようになった。 
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 「身近な支援者(35)」 

課長以上の全職制に対し、現在の当社が抱えている問題と、それを解決する新しい QMS の 

素晴らしさを伝えてまわった。（一人ひとり個別に対面で実施した） 

 →一人ひとり個別に対面で対話を実施することは大変だったが、人それぞれの考え方の違いについて 

より深く現実的な話をすることができ、職制達はマネジメント面で協力（というか一緒に）して 

くれることを約束してくれた。 

職制を巻き込めないと大きな障害になる可能性があったので、今後の推進にあたっての 

大きな成果となった。 

 

  「種をまく(22)」 

社内で実施されている技術発表会やキックオフイベントなど様々なイベントで、新 QMS についての 

プレゼンテーションを実施（ねじ込み）した。 

 →各種イベントでのプレゼンテーションを機会に興味を示してくれる人が現れてきた。 

集うカテゴリやレイヤーが異なる機会で、繰り返し話をしていくことは非常に有益と感じた。 

また、新 QMS には無関係だが、品質に関する相談事や依頼も舞い込み、結果として活動に 

前向きな姿勢を示してくれる人が増加し、様々な情報を拡散する機会も増加した。 

 

他にも多数のパターンを利用し課題を解決中。 

 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

「2.改善したいこと-課題」で上げた以下の課題に対して成果を上げることができている。 

・経営層の理解 

   経営層は本施策の必要性を理解し、大きな変革をすることを決断、そのための経営層からの 

    発信や必要なリソースの手当もしてくれた。 

 

・開発現場の理解（いまさらなぜ刷新するのか？面倒なことが増えるのか？） 

    現場の職制一人ひとりと対話することにより、きめ細かく深く本施策の目的を伝えることが可能となり、 

    施策に対する理解と協力の約束を得た。 

 

ここまでは（定性的には）ほぼ狙ったとおりの成果を上げることができている。 

 

しかし、現場への展開はまだこれからなので、以下の課題については未対応で成果もでていない。 

・開発現場の自分事感（自分たちの仕事とうまく結びつかない） 

  現場は「やることが増える」「今のやり方を変化させる」ことに対し、拒否感を示すはず。 

また、これから現場への導入トライアルの実施についても、導入に利用する新 QMS もベータ版であり、 

本来予定していた導入効果が十分に得られない可能性もある。 
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※発表時までにはトライアルは終了している予定なので、展開についてうまくいっているか 

課題があるかは見えてきているはず。 

 

  この課題については以下のパターンを活用して対応していく予定。 

  ・お試し期間(47)：最初はいきなり全体導入ではなく対象を絞ってトライアル。 

  ・体験談の共有(32)：トライアルが終わったところは導入の感想を次のトライアル対象へ共有。 

  ・やってみる(17)：まずは「やってみようよ！」を強調。 

  ・ステップバイステップ(3)：トライアルでもハードルが高い場合は、少しづつ。 

  ・種をまく(22)：トライアルの状況は他の関係者にも適宜共有。 

  ・定期的な連絡(24)：トライアルの状況は経営層やマネージャー層にも適宜共有。 

  ・小さな成功(2)：現場が、１つでも「やってよかった」部分がでるように。 

 

 

本施策による定量的な効果は、すぐには設定も測定もできていない。全部門導入完了後もすぐには効果は 

出てこないことが予想される。 

それについては発表内容としては不足感もあるが、本発表は、 

 

「困難な変化に対して、それを達成するための手法の紹介」 

 

という現場の改善者たちが共通に持っている課題の解決についてのヒントを提供することにあるため、 

困難な変化を推進するチェンジエージェントたちに少しでも役に立てばよいと考えている。 

 

 

定量的な成果は、新 QMS が完成/導入完了した後、組織の品質系の値や生産性系の値が現在より上昇 

していることや社員の意識が高くなっていることを現場メトリクス及びアンケート等で確認する予定 

である。 

 

 

 

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 

     Mary Lynn Manns (著), Linda Rising (著), 川口 恭伸 (監訳), 木村 卓央 (翻訳),  

高江洲 睦 (翻訳), 高橋 一貴 (翻訳), & 4 その他 

丸善出版 (2014/1/30) 
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1A3 ソフトウェア・プロセス DX の提言 中村 伸裕（住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 

ソフトウェア・プロセス DX の提言 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：野尻 優輝（のじり ゆうき） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部生産技術グループ 

 

氏名(ふりがな)： 岡本 優奈（おかもと ゆうな） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 

 

＜主張したい点＞ 

 近年、企業競争力強化の手段としてデジタル・トランスフォーメーション(DX)が注目されており、当組織では 

ソフトウェア・プロセスの DX を検討してきた。１つのコンセプトとして開発者とペアで設計・開発するデジタル・ 

アシスタントを想定した。仕様書等の入力成果物を JSON 形式でデータ化することで、デジタル・アシスタント 

が仕様を理解できるようになり、設計・開発プロセスの多くの作業が実施できるようになることが確認できた。 

 

＜キーワード＞ 

デジタル・アシスタント、DX、変革、プロセス改善 

 

＜想定する聴衆＞  

開発者、改善推進者 

 

＜活動時期＞ 

2021/11～2022/5 

 

＜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. 概要 

 近年、デジタル・トランスフォーメーション(以下、DX)が企業競争力強化の重要な手段として注目されており、IT 業界へ

の期待が高まっている。一方、ソフトウェア開発における DX はまだ手探りの状態で、一部の先進的な組織が試行し始めて

いる段階ではないかと考えている。我々は独自に IT 技術を活用したソフトウェア・プロセスの変革について検討し、実現可

能性を評価した。本発表では、(1) 変革を起こすのにどのような技術的解決手段が使えるのか、(2) 推進に必要な体

制（人数、投入工数等）の規模はどの程度か、という観点で検討結果と評価結果を報告する。 

 

2. 現状分析と推進方針 

(1) 現状分析 

 ソフトウェア開発ではコストの大半が人件費であるため、従来からツールの活用やソフトウェア部品の再利用といった取り

組みが行われている。特に、アジャイル開発を行っている組織では積極的にツール導入が行われ、効率化が図られている。

しかしながら、開発者の設計、コーディングといった作業のうち、自動化しやすい一部の作業がツールで支援されているにす

ぎず、従来のアプローチでは部分的な小改善しかできないのではないか考えた。IT 技術を活用した変革には従来のツール

化の枠組みを超えた新しい仕組みが必要であると判断した。 

 

(2) 推進方針 

我々は以前からデジタル・アシスタント（以下、D.A.）というキーワードで、優秀なアシスタントが細かい指示なしで作業

を代行してくれるロボットのような存在を検討してきた。これまで複数のシステムに跨がって分散しているデータを収集し、保

守やプロジェクト管理に必要となるレポートを自動作成してきた。この考え方を新規開発にも適用し、開発プロセスを分担

して進められないか検討した。ペア・プログラミングのように開発者と D.A.が協業しながら成果物を完成させていく。D.A.が

仕様を理解するスキルを持っている前提で、SELECT 文作成時の分担を図１に示す。 

 

 
図 1.SELECT 文作成時の役割分担 
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まず、D.A.がプログラム仕様書の使用テーブルを参照し、テーブル名を FROM 句にコピーする。次に外部仕様書の画面イ

メージから読み込む項目を理解し、テーブル仕様書を参照して項目名を SELECT 句にコピーする。作成された SELECT

文を開発者が確認し、追加項目があれば指示する。D.A.は追加項目の実装名を SELECT 句に追加する。開発者は、

作成された SELECT 文を開発ツールで実行し、動作を確認する。このような流れで作業を進めることができる。 

 

(3) 自動生成ツールとの違い 

 D.A.は開発ツールを置き換えるものではない。図２に D.A.とツールの関係を示す。人＋ツールの上に成り立っているプロ

セスに対して、人が行っている作業の一部を担当し、共同で成果物を作成する。 

 

 
図 2．ツールとデジタル・アシスタント 

 

一般的なツールとの違いは以下の点である。 

 

・ 仕様書等の入力成果物を自分で収集し、理解する。 

・ 自動化ツールよりも細かい単位で作業（サブプロセスの一部）を担当し、開発者とのやり取りが頻繁に発生する。 

・ 設計、開発、保守、プロジェクト管理等、適用範囲が広く、継続的に D.A.のスキル開発を進めることで、継続的に組

織能力を高めることができる。 

 

3. ソフトウェア・プロセスの分析 

(1) 外部設計（画面設計） 

 外部設計で実施する画面設計はシステム企画・要件定義の完成度や設計者の経験によりさまざまなやり方で実施され

ている。よく見かけるのは既存画面を元に新システムの利用技術にあわせて新しい画面を作成し、ユーザー・レビューを受け

るという方法である。ユーザー・レビューでは画面項目の追加・削除やレイアウト変更の要望がでてきて、何度か修正を繰り

返し、完成させることになる。人間でないとできない作業に見える。当組織では Web システムを開発しているが、画面レイ

アウトを表計算ソフトで作成している場合、項目の移動はドラッグ＆ドロップでは済まずに周辺の項目も調整する必要があ

る。照会画面、登録画面、変更画面等、似たような画面をコピーして作成することが多いため、レイアウト変更は画面の

数だけ機械的な作業を繰り返す必要があり、面倒と感じることが多い。 

 一方、要件定義でデータ中心設計(DOA)を実施しているプロジェクトでは現状分析で ER 図を作成している。画面設

計では ER 図から表示項目を選択することになる。新たな管理項目が見つかった場合は ER 図に追加してから、画面を変

更する。このようなブローチを採用すれば、管理項目を抽出する作業は画面設計から切り離され、人間しかできない意思

決定は表示項目の選択と表示順（レイアウト）の決定となる。このアプローチをとればデジタル・アシスタントは ER 図にあ

る項目から初版の画面を提示できるようになり、開発者からの指示（項目、表示順）に従って画面イメージの描画を担

当するといった協業ができるようになる。また、画面レイアウト変更時の清書を D.A.が担当すれば快適な作業になる。 
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(2) プログラム設計 

 プログラム設計は外部仕様書を入力としてコードの作成方法を設計する工程である。使用するテーブルの CRUD を記

述したり、日本語名から実装名に変換したりといった作業が行われる。外部仕様書が自然言語（日本語）で書かれてい

るため、当然、これらの作業は人間が行う必要がある。しかし、使用テーブルの CRUD は外部仕様書の画面設計である

程度決まっており、設計者が自ら決めるというよりも、自動的に決まるものが多い。もし、外部仕様書を D.A.が理解できれ

ば、日本語名を実装名に変換して CRUD を文書化することが可能になる。D.A.が外部仕様書を読んでプログラム仕様

書の初版を作成し、設計者が最適解を選択して仕様を確定するというスタイルが望ましい。 

多くの組織で標準化やフレームワーク、ライブラリの活用が行われているため、これらが実装の自由度を制約している。こ

の制約は、技術解が１つに決まるケースが増えるという点で、D.A.の活躍の場を増加させる。当組織では楽々

Framework と呼ばれる自社開発のフレームワークを利用しており、入力値のチェックは checkInsert() メソッドに実装

しなければならない。デジタル・アシスタントは外部仕様書にエラーチェックがあれば、該当メッセージの表示を 

checkInsert() で実装するように指示することができる。 

このような仕組みが構築できると設計者は従来繰り返し実施していたコピー作業から解放され、技術解の選択が設計

作業であるという意識が強まり、設計品質が高まることが期待できる。 

 

(3) コーディング 

 当組織では前述のフレームワークを利用してコーディングを行っており、部品の再利用によりコード量を大幅に削減し、効

率化を図っている。楽々Framework は開発から 20 年以上経過している為、多くの部品があり、開発者のノウハウが高

い程、再利用量が増えることになる。製造業ではベテランの製造技術を AI で資産化し、ノウハウを継承する取り組みが行

われている。D.A.がノウハウを吸収することでコーディングでも同様の取り組みが可能となる。 

 

(4) コード・レビュー 

 ソースコードのチェックは checkstyle[1] 等の自動チェックツールを活用して効率化しているケースが多い。コーディング規

約の遵守を確認することができる。これはソースコードとコーディング規約の比較であるが、ソースコードとプログラム仕様書の

比較は手動で行っている。ソースコードは機械が理解できる言語であるため、JavaParser[2] 等を使えば、プログラム仕

様書どおりソースコードが作成されているか D.A.が確認することが可能となる。 

 

3.基板となる標準化とソフトウェア部品化 

 プロセス改善でもプロセスの変革でも標準化やソフトウェア部品の整備は重要なプロセス基盤となっている。当組織では、

外部仕様書は自社ツールを使って HTML 形式で作成している。コーディングは楽々Framework を利用しているため、

DX 実現のためのインフラはある程度整っていた。表 1 に当組織で使用している標準ツールを示す。 

 

表 1．標準ツール 

対象 標準ツール 

仕様書 自社ツール isdoc (HTML 形式で仕様書出力) 

ソフトウェア部品 楽々Framework 

コーディング Java, Eclipse, Tomcat 

データベース PostgreSQL 
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4.デジタル・アシスタントの試作 

(1) 前提 

 推進チームは生産技術グループの３名である。投入可能工数は既存の業務もあることから最大 40%程度である。 

メンバー全員が Java、R のコーディング能力を持っている。 

 

(2) 利用技術 

 D.A.は多くのツールと連携し、仕様を理解したり、ソースを分析したりする必要があり、連携インターファースが重要となる。

世の中のツールの多くが JSON 形式での API をサポートしている。そのため、JSON が簡単に扱える JavaScript を開発

言語として選定した。推進チームのメンバーは JavaScript の経験が少なく、十分なスキルを獲得するのに１ヶ月程度要

したが、JavaScript は想定外に生産性が高く、採用してよかったと考えている。 

 

(3) 仕様書の理解 

 D.A.は仕様書を理解できることが必須である。当組織では、仕様書を自社ツールで作成していたことから、文書生成時

に JSON 形式のデータファイルを生成することにした。JSON はテキストファイルであり、生成が容易でサーバーに保存してお

くだけで JavaScript から簡単に読み込むことができる。データベース設計や画面表示項目等のデータをすべて JSON 形

式で保管することで、D.A.が簡単に仕様を理解できるようになる。また、ソフトウェア部品の仕様は Javadoc でマニュアル

を作成する際に、JSON 形式で仕様を生成することにした。前述の checkInsert() 等、予め決められたフレームワーク

が呼び出すメソッドを D.A.が理解できるようになる。今回、JSON 形式でデータ化したものの一覧を表２に示す。 

 

表 2．データ一覧 

データ項目 説 明 

テーブル一覧  

テーブル（エンティティ） テーブル名、項目名、型、桁数、項目説明 

画面一覧  

画面イメージ 項目、表示順、型、桁、入力形式 

プログラム一覧  

プログラム設計 プログラム名、利用テーブル（CRUD）、メソッド仕様 

レビュー結果 レビュー者、レビュー日、指摘内容等 

開発環境 文書 URL、開発メンバー、Tomcat URL 等 

フレームワーク仕様 Javadoc の内容 

 

(4) 構成 

 D.A.の構成を図３に示す。当組織では従来から文書作成ツール(isdoc) を使って仕様書を作成し、仕様書はブラウ

ザで閲覧している。図中①は外部設計の際の様子を示している。HTML 形式の仕様書を生成し、結果をブラウザで確認

する。仕様書を生成する際、同時に設計内容を JSON 形式でデータ化している。図中②はプログラマが D.A.と協業する

様子を示している。プログラマが作成するプログラム仕様書を閲覧し、画面中の D.A.のリンクをクリック（図中③）すると

D.A.との対話画面が起動する。D.A.は JSON 形式の仕様書を理解し、開発者と開発を進める。 
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図 3．デジタル・アシスタントの構成 

 

(5) プロトタイプの作成 

 D.A.構想の検証のため、３ヶ月間、集中的に３名の工数を投入し、表３に示すスキルを開発した。 

 

表 3. 開発したデジタル・アシスタントのスキル 

対象 スキル概要 

外部仕様書 画面作成 ER の項目を選択し、画面を作成。Drag & Drop でレイアウト変更 

外部仕様書 整合性確認 登録、照会、更新、削除画面に表示されている項目の整合性を確認 

プログラム仕様書作成 外部仕様書からプログラム仕様書のひな形を作成 

ソースコード(Java) 作成 プログラム仕様書からソースコードのひな形を作成 

ソースコード(XML) 作成 プログラム仕様書から利用部品の設定ファイルを作成 

SQL 作成 データベース仕様から項目を選択することで SELECT 文を作成 

コード・レビュー 32 のチェック項目を確認 

デバッグ 実行ログを確認し、エラーの発生原因をアドバイス 

 

D.A.との対話に使われる画面のサンプルを図４に示す。この画面は登録画面、検索画面、一覧画面、照会画面、更

新画面、削除画面のそれぞれの画面で表示されている項目をマトリックス形式で示している。橙色の●は表示漏れか確

認して欲しい項目を示している。 
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図 4．デジタル・アシスタントの画面例 

 

5. コード・レビューの試行 

(1) スキル開発 

  今回、開発標準で指定されている 32 項目のチェックリストをすべてチェックできるようにした。表４に、チェック項目の一

部を示す。ネーミング・ルール等、一般的なものは省略しているが、一般的なツールでは簡単に実装できないチェック項目が

含まれている。コードの分析は javaParser[2] を使用しており、使用している変数、メソッド、それらへの参照、分岐・ルー

プの条件式等、詳細な情報が取得できる。利用されていない変数やメソッドは、参照ステートメントの一覧と比較すれば

抽出できる。ただし、フレームワークを利用している場合、フレームワークが呼び出すメソッドはレビュー対象のソース内からは

呼び出されないことに注意する必要がある。なお、当組織の開発では、出荷プログラムが受注プログラム等、別プログラムの

機能を呼び出すことは基本的にないので、別プログラムからの参照は考慮しなくて良い。 
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表 4．コード・レビュー項目の抜粋 

区分 確認項目 

定数 static final を付けて宣言している 

変数 利用されていない変数は削除されている 

メソッド McCabe 20 未満である 

メソッド 利用されていないメソッドは削除されている 

文字列 == で比較しない。ライブラリの SeiUtil を利用する 

If 文 同じ条件が複数回登場しない 

型変換 parseInt() は使用せず、ライブラリの SeiType を利用する 

SQL execQuery() の後 close() している 

SQL getFirstRow() の結果は null チェックしている 

メッセージ プログラム仕様書で指定されたメッセージを使用している 

エラー表示 page.error() メソッドを利用している 

処理分岐 画面区分による分岐は if ではなく、switch を利用する 

 

(2) 評価 

 有効性を確認するためにコード・レビューのスキルを２つのプロジェクトで評価した。その結果を表５に示す。評価はプログ

ラム開発終了後に実施したため、人手によるコード・レビューおよび単体テストが実施されたプログラムであった。 

 

表 5．指摘ありのプログラム本数と改善したプログラム 

プロジェクト 総数 指摘あり 保守性改善 不具合修正 

プロジェクトＡ 18 本 10 本 ― 1 本 

プロジェクトＢ 13 本 4 本 2 本 0 本 

 

プロジェクトＡはプロジェクト自体が終了しており、保守観点の修正は実施されなかったが、不具合が１件見つかり修正

することになった。プロジェクトＢはプログラム開発フェーズの終盤であったため、プログラムの動作に問題はないが、保守性の

悪化懸念からプログラムを２本修正することになった。レビュー済みのコードでも修正に繋がる指摘ができていることから D.A.

によるコード・レビューが有効であると判断できる。 

 

6. 評価 

(1) 実用性 

 コード・レビューの試行では以下の成果が得られ、今回の企画が実用的に実施できそうであることが確認できた。 

 

 ・人手によるレビューが行われているものでも改善点を発見することができた（有効性） 

 ・標準で指定されている 32 項目すべてのチェックが実装できた（実装技術） 

 ・コード・レビューに要する時間は 3～20 秒であった（効率性） 

 

また、外部設計、プログラム設計、コーディングに関しては野尻、岡本が別途応募しているが、いずれもよい手応えを得

ている。 
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(2) スキル開発工数 

 DX の推進変革にどの程度の体制が必要であるかを評価する。一般的に自社でのツール開発は数千万円という単位の

コストが必要であると言われている。今回の開発に要した工数を表６に示す。ただし、初回の１つは JavaScript による開

発が初めてで、技術習得の側面が高かったため除外している。設計スキルの開発は設計者のマウス操作に応じてリアルタ

イムで処理するため、想定の２倍の工数が必要であったが、現行体制で D.A.のスキル開発が継続できることが確認でき

た。Scrum を活用した開発体制を取りたいので、効率化を進め２週間以内にリリースできるようにしていきたい。 

  

表 6．開発工数 

スキル 想定工数 実績工数 

設計 10 人日 約 20 人日 

確認、レビュー 5 人日 約 5 人日 

 

(3) 期待 

外部設計、プログラム設計、コーディング、レビュー、テストと D.A.の守備範囲を広げ、それぞれのプロセスで担当できる

作業を増やしていくことで漸進的に開発者の機械的な作業を減らすことができる。特に入力成果物からおおよそ決まるもの

を D.A.が作成し、開発者が最終決定するパターンが有効である。単なる工数削減だけではなく、利用者への提案活動

等、より付加価値の高い作業に開発者の工数を割り当てられるようにすることで、顧客満足度の向上が目指したい。 

 

7. 将来構想 

(1) 設計変更支援 

 大規模プロジェクトでは開発中にデータベースの設計変更が行われ、画面やプログラム仕様に変更が入ることも多い。開

発中のプログラムに仕様変更が発生した際、プログラマが変更を知らずに古い仕様のまま開発を進めているといったことも発

生している。仕様変更の影響範囲を特定したり、変更内容を開発者に伝えたりできるスキルを開発することで変更に伴う

ロスを最小限にすることができる。 

 

(2) プロジェクト管理支援 

 開発計画を JSON 化すれば、設計、開発の計画実績対比を D.A.が行うことで多忙なプロジェクト・マネージャーの負担

を軽減することができる。また、コーディングではメソッド毎の実装状況等、細かい状況が把握できるため技術的な問題で行

き詰まっている開発者に対して支援要請を出すこともでき、納期遅延のリスクに対応できる。 

 

(3) コミュニケーション強化 

 今回の試行では開発者と D.A.がブラウザ上で対話して開発プロセスを変革する方法を示してきた。一方、我々は過去

の 取 り 組 み で  OSS の プ ロ ジ ェ ク ト 管 理 ツ ー ル で あ る  REDMINE[3] や  OSS の  Chat ツ ー ル で あ る 

Rocket.Chat[4] と JSON API で連携するノウハウを持っている。これらの技術を組み合わせることで、D.A.が開発チー

ムのメンバーとコミュニケーションすることも可能になる。例えば、特定の開発者に REDMINE で作業指示を出し、完了した

かどうかトレースすることが可能である。図５にコミュニケーション・スキルを含めた全体像を示す。 
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図 5. コミュニケーション 

 

(4) トラブル再発防止 

 システム・トラブルの原因は多岐にわたり、再発防止策の徹底は難しい。再発防止策はできれば精神論よりも仕組みで

対応するのが望ましい。D.A.は外部設計、プログラム設計、コーディングの最中にアドバイスすることができるため、トラブル

再発防止に貢献することもできる。例えば、CSV 形式でデータをダウンロードする機能を設計する際、過去のトラブル（検

索条件なしでダウンロードを実行し、システム全体の応答時間を低下させた）を知っていれば、検索条件を必須にするよう

アドバイスすることができる。また、昔、新人が UPDATE 文を WHERE 節なしで実行し、開発環境のデータを破損すること

があったが、WHERE 節漏れをアドバイスすることもできる。このようにトラブル対策をスキル化できればシステムの安定稼働

に貢献できる。 

 

8. 結論 

 今回は、開発者と D.A.が協業しながら成果物を完成させるコンセプトの実現方法を検討し、実現可能性を評価した。

その結果、D.A.は実用的で、３名という小規模な組織でもなんとか継続的に推進できることを確認した。D.A.のスキルア

ップを進めていけばプロジェクト管理やタスク管理のタスクも実施可能となり、ソフトウェア・プロセス全般で活躍できそうである。

今回の提言が各組織のプロセス改善に新たな視点を与え、新しい改善案の導出に繋がれば幸いである。 

 

A. 参考情報 

[1] checkstyle: https://checkstyle.sourceforge.io/ 

[2] JavaParser: https://github.com/javaparser/javaparser 

[3] REDMINE: https://redmine.jp/ 

[4] Rocket.Chat: https://rocket.chat/ 

 

  

https://redmine.jp/
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1A4 プログラム開発における DX 構想 岡本 優奈 （住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 

プログラム開発における DX 構想 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 岡本 優奈(おかもと ゆうな) 

所属： 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 中村 伸裕(なかむら のぶひろ) 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 

 

氏名(ふりがな)： 野尻 優輝(のじり ゆうき) 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 生産技術グループ 

 

＜主張したい点＞ 

プログラム開発における DX の一環として、データ化された仕様書の内容を理解してプログラマの手助けをする、

デジタル・アシスタントと呼称するアシスタントソフトウェアを開発し評価を行った。その結果、従来はプログラマが一

人で実施していたプログラム開発をデジタル・アシスタントとの協業で実施することにより、「機械的な実装を人の

手で一から行っており非効率」「経験者のノウハウが資産化されていない」といった課題が解決可能であることが

確認できた。 

 

＜キーワード＞ 

デジタル・トランスフォーメーション、DX、開発プロセス改善、ノウハウの資産化 

 

＜想定する聴衆＞  

開発者、改善推進者 

 

＜活動時期＞ 

2021/11～2022/05(継続中) 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 ■ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 □ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

 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。しかし、ソフトウェア開発におけ

る DX はまだ手探りの状態で最適解が存在せず、各々が試行を重ねる中でより良い手法を模索している段階にあると考

えている。当組織でも、著者が属する生産技術グループがソフトウェア開発プロセス改善に向けた DX 構想を立ち上げ、そ

の実現のためのデジタル・アシスタント(以降、DA)と呼称するアシスタントソフトウェアの試作と評価を実施した。本発表で

は、ソフトウェア開発プロセスのうち PG 開発プロセスに関する部分についての DA の役割と評価結果を報告する。 

 

2.改善したいこと 

当組織の PG 開発プロセスの現状を改めて見直すと、改善すべき点として以下の二点が挙げられた。 

(1) 仕様書から機械的に確定する内容でも、わざわざ人の手で一から実装しており非効率。 

(2) 経験者が無意識的に活用しているノウハウが資産化されていない。 

そのため、これら二点を改善する PG 開発 DX を目標に、その実現のための DA の開発を試みることとした。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

2.の問題点に対する改善策を導出するにあたり、当組織の PG 開発プロセスにおける「仕様書から機械的に確定する

内容」及び「経験者が無意識に活用しているノウハウ」とは具体的にどのようなものが存在するのか分析することにした。な

お、当組織では自社製の Web アプリケーション開発基盤製品「楽々Framework II(以下、FW)」を用いた組立型開

発が標準となっており、PG 開発プロセスでは XPD と呼ばれる XML 形式の設定ファイルで部品の組立を行い、Java でビ

ジネスロジックの実装を行っている。 

まず初めに「仕様書から機械的に確定する内容」について分析を行った。分析結果は表 1 に示す通りであり、前述の

XPD で設定する項目の一部である表示項目や画面レイアウトなどが該当した。これらは、例えば表示項目であれば

PrintFields というパラメータに画面に表示したい項目を設定する、というように仕様に対する設定方法が単純かつユニー

クに定まるものとなっている。そのため、同じ仕様書からは初心者・経験者問わず同じ成果物が作成されることになる。 

 

表 1 機械的に確定する内容 

確定する項目 項目概要 

表示項目 画面に表示する項目 

入力項目 画面で入力する項目 

DB 更新項目 DB 更新処理を行う項目 

SQL 画面に表示するデータを取得する SELECT 文 

画面レイアウト 一件表示 or 一覧表示、段組み、ヘッダー有無などの画面レイアウト 

 

次に「経験者が無意識に活用しているノウハウ」について分析を行った。ノウハウについては XPD とビジネスロジックの両

方に基礎的なものから応用的なものまで数多く存在すると考えられるが、今回は試作ということもあり、よく使われるノウハウ

を中心に抜粋した。分析結果は表 2 に示す通りであり、例えばエラーチェック(一件)の場合は「入力値を取得→条件判

定→エラーメッセージ表示」という処理フローそのものに加え、「FW を用いる場合の入力値の取得方法、エラーメッセージの

表示方法」といった各処理の実装方法なども包括したものがノウハウであると分析した。 

そして、これらの分析結果を踏まえた上で、2.で述べた問題点を改善するために PG 開発プロセスをどう変革させれば良

いのか、そのために DA はどのような役割を果たすべきかについて、チームメンバーと共に検討を重ねていった。 
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表 2 よく使われるノウハウ 

種別 ノウハウ名 ノウハウ概要 

ビジネスロジック エラーチェック(一件) 入力値をチェックしエラーメッセージを表示 

ビジネスロジック エラーチェック(一覧) 複数の入力値を順番にチェックし、エラーメッセージを表示 

ビジネスロジック 照会処理(値取得) データベースから任意の値を取得 

ビジネスロジック 照会処理(存在チェック) 条件に合致するデータが DB に存在するかチェック 

ビジネスロジック 登録処理(一件) 入力された一件分のデータを DB に登録 

ビジネスロジック 登録処理(一覧) 入力された複数件のデータを順番に DB に登録 

ビジネスロジック 更新処理(一件) 選択された一件分の DB 上のデータを更新 

ビジネスロジック 更新処理(一覧) 選択された複数件の DB 上のデータを順番に更新 

ビジネスロジック 削除処理(一件) 選択された一件分のデータを DB から削除 

ビジネスロジック 削除処理(一覧) 選択された複数件のデータを順番に DB から削除 

XPD キー項目 非表示でもキー項目は必ず DB から取得し Hidden 項目として出力 

XPD 確認画面 入力値を Hidden 項目として出力 

 

4.改善策の内容 

検討の結果、以下のスキルを持つ DA とプログラマが協業して PG 開発を行うことで 2.の問題点を改善できると考えた。 

(1) 外部仕様書や PG 仕様書、DB 仕様書、FW 仕様書を理解する。 

(2) 仕様書から機械的に確定する内容を実装する。 

(3) 経験者のノウハウを蓄積しておき、適用できるものを実装に落とし込む。 

(4) (2)と(3)の実装が完了した状態の成果物の初版を作成し、プログラマに引き渡す。 

(5) 引き渡し後も、代行可能な作業が発生する場合はプログラマと対話しつつ指示に応じて実施する。 

例として、図 1 に DA とプログラマが協業して SELECT 文を作成する様子を示す。 

 

 
図 1 DA を利用した SELECT 文作成フロー 
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まず初めに DA が仕様書を解析して機械的に確定できる内容、今回の例であれば表示項目とキー項目から確定する

SELECT 句や、使用テーブルから確定する FROM 句を実装する。次にプログラマが、仕様書から機械的に確定できない

追加項目や動作確認用の WHERE 句を追加実装して SELECT 文を完成させる。ただし、追加項目の実装については

作業の一部(実装名をコピーして SELECT 句に反映)を DA が代行し、プログラマは項目の指定のみ実施する。このよう

にして、従来はプログラマが一人で全て行っていた 11 プロセスのうち 7 プロセスを DA が担当するようになり、効率的に成

果物を作成することが可能となる。 

また、「SELECT 句には表示項目だけではなくキー項目も指定する」というのは経験者が無意識的に活用しているノウ

ハウの一つであるが、DA はこのノウハウを実装に落とし込んだ状態で成果物の初版を作成してプログラマに引き渡す。それ

により、初心者はノウハウの存在そのものと実装方法を知ることができ、経験者は活用しようとしたノウハウが既に組み込ま

れ実装された状態から残りの実装を進めることができる。つまり、ノウハウを初心者・経験者問わず活用できる資産にするこ

とが可能となる。 

これらのことから PG 開発を DA とプログラマの協業により実施することで 2.で述べた二つの問題点を改善できるとし、そ

の実現のために前述の 5 つのスキルを持つ DA の試作を行った。 

 

5.改善策の実現方法 

5.1 DA の動作環境 

試作した DA の動作環境を図 2 に示す。当組織では従来から社内の文書ツールを用いて HTML 形式の仕様書を作

成しており(下図①)、ブラウザで閲覧できるようになっている。本取り組みではこの既存の仕組みを拡張し、HTML 形式の

仕様書と同時に JSON 形式のデータファイルを出力するようにした。DA はこの JSON ファイルを解析することで仕様書の

内容を理解することが可能となる。なお、DA は JavaScript で開発されており、ブラウザ上で動作する。そのため、専用の

動作環境は不要であり、プログラマは仕様書の閲覧ページから DA にアクセスして利用できる。(下図②＆③) 

 

  
図 2 DA の動作環境 

 

5.2 DA の支援例 

(1) SELECT 文 

DA の支援例の一つ目として、SELECT 文の作成例を示す。SELECT 文を作成する際は、まず DA が外部仕様書・

PG 仕様書・DB 仕様書の三種類の仕様書と、キー項目についてのノウハウを INPUT として SELECT 文の初版を作成

する。図 3 に一覧画面に表示するデータを取得する SELECT 文の初版の作成例を示す。
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図 3 SELECT 文の初版の作成例 

 

プログラマはこの初版を元に、仕様書から機械的に確定できない追加項目や動作確認用の WHERE 句を追加実装

することになるが、そのうち前者については DA と対話しつつ協業で実施する。図 4 に DA との協業による追加項目の実

装例を示す。プログラマは追加項目をチェックボックスで選択し、それを受けて DA がリアルタイムに SELECT 文を修正して

いく。そのため、プログラマはブラウザ上の簡単な GUI 操作のみで追加項目の実装を行うことが可能となっている。 

 

 
図 4 追加項目の実装例 

 

(2)エラーチェック 

DA の支援例の二つ目として、エラーチェックの実装例を示す。エラーチェック等のビジネスロジックについては、DA は PG

仕様書と関連するノウハウを INPUT とした Java ソースの初版の作成のみ行う。図 5 はエラーチェックの Java ソースの初

版の作成例を示しており、DA は PG 仕様書のうちノウハウの適用が可能な処理 (青字部分)を解析し、以下の情報を

取得する。 

① 処理内容はエラーチェックであること。 

② エラーメッセージはメッセージ番号 0030_01 のものを使用すること。  

③ エラーメッセージは画面上部に表示すること。 

④ チェック対象項目は team_id であること。 
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 そして、エラーチェックのノウハウ(処理フロー、FW 独自の実装方法)と取得した情報を組み合わせて Java ソースの初版

を作成する。この時、エラー条件判定処理のように DA が完全に実装しきれずプログラマによる追加実装が必要な処理に

ついては、実装漏れ防止の TODO コメントが付与される。プログラマはこの初版を元に DA が実装しきれなかった処理と、

適用できるノウハウがなかった処理を追加実装して PG を完成させることになる。 

 

 
図 5 Java ソース(エラーチェック)の初版の作成例 

 

6.改善による変化や効果 

6.1 評価 

 試作した DA について、過去に開発した 5 本の PG を対象として改善効果を評価したところ、以下の結果が得られた。 

(1) 機械的な作業の効率化 

⚫ 表 1 に示す「仕様書から機械的に確定する内容」の全てを DA が実装できるようになった。 

⚫ 上記に伴い、従来はプログラマが一から全て実装していた XPD の約 64%を DA に任せられるようになった。 

 (2) ノウハウの資産化 

⚫ 表 2 に示す「よく使われるノウハウ」の全てを DA に蓄積し、資産化することができた。 

⚫ 資産化したノウハウを XPD や Java ソースの実装に落とし込み、活用することができた。 

6.2 試行計画 

評価の結果、試作した DA に有用性が認められたため、今年度の新人トレーニング内で実施する新規開発プロジェクト

にて DA を活用した開発 DX を試行し、問題が無ければ全社に向けて順次展開していく予定となっている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

本取り組みで改善対象とした問題点は、以前から何度か改善すべき点として改善策が検討されていたが、効果的な改

善策はなかなか挙がらずにいた。しかし、本取り組みでは「仕様書のデータ化」というこれまでになかったアプローチを取り入れ

たことで、仕様書を理解しプログラマを手助けできる DA が開発でき、開発プロセスそのものを変革するという劇的な改善へ

と繋げることが可能になったのではないかと考えている。また、本取り組みで DA の基盤部分を一通り整えることができたが、

蓄積するノウハウの増加など拡張の余地はまだ存在するため、今後も継続的に発展させて更なる改善へと繋げていきたい。 

 

A. 参考情報 

[1] 
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1B1 IT インフラ運用部門による自動化文化の形成 亀尾 亮平（株式会社インテック） 

＜タイトル＞ 

IT インフラ運用部門による自動化文化の形成 

＜サブタイトル＞ 

～Python を利用した業務自動化への挑戦～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：亀尾亮平(かめおりょうへい) 

所属： ㈱インテック アドバンスト運用サービス部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なし 

所属： なし 

 

＜主張したい点＞ 

プログラミング未経験の SE が多い IT インフラの運用・保守部門において、Python を利用した業務自動化へ

の取り組みが有効であることが分かった。 

 

＜キーワード＞ 

自動化チーム、Python、運用の自動化、高度運用、繰り返し作業自動化、日次作業自動化、手動工数削

減、運用 SE の技術力向上、DevOps 

 

＜想定する聴衆＞  

IT インフラ運用・保守 SE 

 

＜活動時期＞ 

2020 年 6 月～2022 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 

・これまで私は主にデータセンターや IT インフラ・自社クラウドの運用保守を担当してきた。 

・2020 年 4 月より高品質な運用や業務の標準化・自動化など、より高度な運用を目指すべく新しい部署が誕生した。 

・部署全体の活動として自動化チームが結成され、私はリーダを務めることになった。 

2.改善したいこと 

・主に Python を利用して、業務の自動化を推進すること。今回の自動化は自分達(運用 SE)が日頃行っている間接業

務から本番機器の保守業務まですべての業務を対象とした。 

・2020 年 6 月～2021 年 3 月における目標値は手動工数 60 時間/月分の業務を自動化すること。 

・2021 年 4 月～2022 年 3 月における目標値は手動工数 150 時間/月分の業務を自動化すること。 

・組織全体に自動化の文化(自動化をあたりまえに)を形成すること。業務を自ら自動化しようという風土を醸成すること。 

3.改善策を導き出した経緯 

・高度な運用を目指すべく、IT インフラ運用・保守を生業としている部署の SE の技術力を向上させる必要があった。外販

されている自動化ツールを利用すると技術力向上が見込めず、また一般的に高価である。 

・そのため安価で技術力向上も見込め、自動化が可能なプログラミング言語を探した。その中で Python を見つけ、フリー

で利用でき、更にライブラリも充実しているため、様々な用途に対応可能であることが分かった。GUI 操作、表計算操作、

ファイル・フォルダ操作なども非常に得意であることが分かった。 

・また Python は開発後に exe 化して利用者に簡単に配布出来て、特別な環境は必要ない。更にデータ分析や AI と

の親和性が高いなど、将来性のある言語であることが分かった。そのため自動化チームの開発言語として Python を採用

する事に決めた。 

4.改善策の内容 

・Python を利用した業務自動化技術の習得。 

・部署全体の自動化ニーズ発掘及び開発、テスト、展開の推進。 

・部署全体の自動化分野における技術力向上。 

・自動化技術の展開により技術ノウハウ共有、部員マインドの改革 

5.改善策の実現方法 

・チームでの Python 勉強会を実施。また自動化に使えそうな Python モジュールの共有会を実施。 

・自動化チームの各メンバーから自動化ニーズを持ち寄り、３チームに分かれて自動化の開発を実施。 

・Python 3 エンジニア認定基礎試験(資格試験)の勉強を実施。試験への挑戦。 

・若手メンバーについてはチームを組み、有識者をリーダにおいて Python 開発の教育を実施。 

・自動化が完了した案件について、積極的に他案件へ横展開を実施。 

・部署全体部会での自動化技術説明、自動化案件説明。 

・効果の高い自動化対象業務が見つからないチームにおいては、個別に自動化ニーズのヒアリング会を複数回実施。 

6.改善による変化や効果 

・2020 年 6 月～2021 年 3 月においては、手動工数 81.4 時間/月分の手動工数を削減。 

・2021 年 4 月～2022 年 3 月においては、手動工数 149.7 時間/月分の手動工数を削減。 

・のべ 19 人の Python 開発者を育成。部署全体において自動化がブランド化。 

・当部の本活動が他部署にも波及し、業務自動化の取り組みが浸透。 

・習得した Python の技術を用いて監視データの解析や組織全体の最適化を目指したプロセスの自動化の基礎を築くこ

とが出来た。 
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7.改善活動の妥当性確認 

・目標を上回る手動工数の削減を実現でき、その後の調査でも 8 割以上の自動化案件において開発したツールを利用

中との回答を得た。 

・本部全体や会社全体の技術発表会において本活動についての共有を行い、関心を集めることが出来た。 

・Python を利用して日々の業務で扱っている監視データのデータ分析にも挑戦し、新しい領域へ踏み出していく礎を築く

ことが出来た。 

 

A. 参考情報 

[1]なし 
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1B2 設計資産分析による大規模ソフトウェアのエンハンス作業効率化 香西 周作（株式会社 日立製作所） 

＜タイトル＞ 

設計資産分析による大規模ソフトウェアのエンハンス作業効率化 

 

＜サブタイトル＞ 

熟練者/前任者ナレッジの活用 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：香西 周作 (こうざい しゅうさく) 

所属：株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部 ソフトウェア生産技術部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 内田 智也 (うちだ ともや) 

所属： 株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部 ソフトウェア生産技術部 

 

氏名(ふりがな)： 北川 福太郎 (きたがわ ふくたろう) 

所属： 株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部 ソフトウェア生産技術部 

 

＜主張したい点＞ 

長年エンハンスを積み重ねてきたソフトウェア製品の設計資産(設計書、ソースコード、テストドキュメント等)を分

析してナレッジを抽出し、それらをエンハンス作業で活用する 3 つの施策を考案して実プロジェクトに適用した(ド

キュメント関連度分析、コード品質チェックツール分析レポート、テスト観点網羅性チェック)。本施策により開発

を引き継いだ新規開発担当者が開発効率、品質を低下させることなくエンハンス業務を継続できるようになる。 

 

＜キーワード＞ 

エンハンス、ナレッジ、ドキュメント関連度分析、コード品質チェック、テスト観点、KH Coder 

 

＜想定する聴衆＞  

・製品開発担当者(特に長年にわたってエンハンスを積み重ねてきたソフトウェア製品の開発担当者) 

・SEPG 部門の方 

・品質保証部門の方 

 

＜活動時期＞ 

2017 年～継続 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

筆者の所属する事業部ではメインフレーム向け OS や社会インフラの基盤として使用されるソフトウェア製品(DB 製品、

データコミュニケーション製品、アプリケーションサーバ製品等)の開発、保守を行っている。これらの製品は長いもので 1970

年代からエンハンスが繰り返されており、ソースコードの規模もさることながら、エンハンスにあたって把握しておくべき製品固

有のナレッジも膨大な量となっている。 

近年、これらの製品に長年携わってきた熟練担当者の定年退職や、事業シフトにともなう人員の異動等により、熟練

者/前任者不在の状況で、新たな担当者がエンハンス業務を行う場面が増加している。前提となるナレッジの少ない作業

者がエンハンスを行うと作業効率が悪化したり、過去の障害事例にもとづくテスト観点が漏れて品質が低下したりする等の

課題が発生する。 

当事業部で開発する製品は、基幹業務で使用される製品も多いため、障害や作業遅延は許されない。筆者の所属

する部署はソフトウェア開発の生産性向上に長年携わってきており、これらの課題に取り組むこととした。 

 

2.改善したいこと 

課題の内容をより詳細に把握するため、複数の製品開発プロジェクトにおける開発マネジャーや開発担当者(熟練者、

新任担当者)にヒアリングを実施した。ヒアリングの結果、「前提となるナレッジ」という暗黙知の有無が、エンハンス業務を引

き継いだ際に大きな課題となることがわかった。残されたドキュメント等に記述されている内容であれば、引き継ぎ後に調査

することも可能である。しかし、作業者の頭の中しかない暗黙知は、ドキュメント等には記載されておらず、何かしらの問題

に直面した際に、熟練者/前任者に逐一確認する必要がある。ヒアリング時に把握した主な課題を以下に示す。 

 

表 7 引き継いだ製品のエンハンス作業における課題 

工程 主な課題 

設計 設計変更時に、どこに影響するかが作業者のナレッジになっており(設計書に書かれていない情

報もある)、変更影響箇所の調査に時間がかかる 

実装 引き継いだソースコードの品質状況が把握しづらい(コード全体の品質状況を把握するために、

コード品質チェックツールをかけるが、母体ソースの規模が大きいため指摘件数も多く、どこから手

を付ければ良いのかわからない) 

テスト 必要なテスト観点の抽出が、熟練者/前任者のナレッジに依存する面が大きい。事業部標準の

テスト観点集もあるが、観点数が多く、全てを把握してテスト観点を抽出するのが困難 

 

3.改善策を導き出した経緯 

表 1 であげた課題に対し、多くのプロジェクトでは、引き継ぎ期間を設けて熟練者/前任者からノウハウをレクチャーしても

らったり、一時的に熟練者/前任者をプロジェクトに参画させ作業を支援してもらったりする等の対策を実施している。しかし、

少数の熟練者/前任者が限られた期間で全ての作業をサポートするのは困難である。 

  そこで筆者らは、長年の開発で蓄積された設計書やソースコード、テストドキュメント等の設計資産に着目した。当事業

部では開発時に設計書を作成・改訂しプロジェクト内および品質保証部門とレビューを実施する規則となっている。テスト

作業についても、開発時にテスト観点を洗い出してテスト仕様書やマトリクスチェックリスト等のテストドキュメントを作成して

いる。これらのドキュメントは各プロジェクトで開発バージョン毎に作成され、保存されている。 

  実際に引き継いだ開発担当者にヒアリングを行うと、担当者は、熟練者/前任者が不在の状況下でエンハンス作業を

行う場合、まずは過去に作成した設計書やテストドキュメントを手がかりに調査を行っているとのことであった。 

そこで、蓄積された設計資産を分析して熟練者/前任者の持つナレッジを抽出し、抽出したナレッジを機械的に活用で
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きる仕掛けを整備することで開発担当者が、熟練者/前任者不在の状況でも効率良く、品質を低下させることなくエンハ

ンス作業を実施できるようになると考えた。 

 

4.改善策の内容 

  筆者らは、表 1 にあげた課題に対して工程別に改善策を立案した。 

 

4.1 設計工程向け施策：ドキュメント関連度分析技術の活用による設計書調査/マニュアル開発作業効率化 

  長年エンハンスを継続する中で、設計書の量は肥大化している。その結果、エンハンスで機能変更等を実施する際の

影響範囲調査に時間がかかるようになってしまう。 

  そこで、筆者らは自然言語処理の技術を活用し、設計書の記述内容から、設計書間の類似度を分析し設計者に提

示する仕掛けを構築した。変更内容に対して、類似度の高い(=関連性が高い)設計書から順に調査をしていくことで、影

響範囲の調査作業時間を短縮することが可能となると考えた。 

 

4.2 実装工程向け施策：コード品質チェックツール結果分析レポート 

  コードの品質状態把握のため、市販のコード品質チェックツールをソフトウェア全体に適用することがある。しかし、ソフトウ

ェア全体をチェックすると、長年のエンハンスでソースコードの規模も大きくなっているため摘出される指摘の数も膨大となる。

熟練者/前任者がいる場合は、過去の経験により膨大な指摘の中から必要な指摘をより分けて探し出すことができるが、

引き継いだ担当者には、その経験がないため、膨大な指摘を分析するのに時間がかかってしまう。 

  そこで、市販のコード品質チェックツールが出力する指摘の結果を品質特性や不良の性質等の観点で分類し、ツール利

用者が目的に応じて見るべき指摘を絞り込めるようなレポートを提供する施策を考案した。本施策により、膨大な指摘の

中から、目的に応じて、必要な指摘に絞り込み結果を参照できるようになる 

 

4.3 テスト工程向け施策：テスト観点網羅性チェック 

  当事業部では、過去の障害事例等を元に、再発防止のため、事業所共通のテスト観点集を作っている。しかし、その

テスト観点集は規模が大きく、また、長年開発している製品は機能も多く複雑なため、必要なテスト観点を全て抽出する

のには過去の経験にもとづく判断が必要となってくる。 

  そこで、筆者らは OSS のテキストマイニングツールである KH Coder を活用し、事業所共通のテスト観点集をどの程度

網羅しているかチェックする仕掛けを考案した。本施策では、設計者の作成したテスト仕様書やマトリクスチェックリストが、

事業所共通のテスト観点集に記載のテスト観点をどの程度網羅できているかを可視化する。 

本施策のチェック結果にもとづき、該当製品で必要なテスト観点が網羅できているか確認することが可能となり、観点が

不足している場合は、テスト項目の追加を検討する等の対策を実施することでテスト観点の漏れを防止することが可能と

なる。 

 

5.改善策の実現方法 

 

5.1 ドキュメント関連度分析技術の活用による設計書調査作業効率化/マニュアル開発作業効率化 

  設計書間の類似度分析にあたっては、分析対象の文書群から単語を抽出し、Bag of Words(以下 BoW と略)の

形式に変換した。BoW とは、文書群を、文書とそれに含まれる単語群との行列で表現する形式のことである。これにより

文書群をベクトルとして処理できるようになる。 

  次に BoW に変換した文書間の cos 類似度を総当たりで計算した。cos 類似度はベクトルの類似度を計算する手法

である。「cos 類似度の値が高い」ほど、「単語の出現傾向が類似している」ということになるが、事前の検証により、単語の
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出現傾向が近い文書は、内容も近い(関連性が高い)ものが多いという傾向が見えていた。そこで、cos 類似度の値が高

い順に、文書を設計者に提示することで、より関連性の高い文書から設計者が調査を行うことができるとようになると考え

た。 

  また、当部署の独自の工夫点としては、以下の 2 点がある。 

⚫ プロジェクト固有用語の考慮 

設計書にはプロジェクト固有の用語が多数含まれる。そこで、文書からの単語抽出時は一般的な単語だけでなく、

プロジェクト固有の用語も抽出するようにした。これにより正確に類似度の算出ができるようになる 

⚫ 文書を章/節/項で細分化して cos 類似度を計算する 

設計書は 1 冊でもページ数の多いものが多く、文書全体同士の類似度を提示しても、設計者の調査する範囲が

広く、調査作業の軽減につながらない可能性があった。そこで、文書を章/節/項に細分化し、細分化した単位で

cos 類似度を計算するようにした。これにより、設計者の調査時間をより短縮することが可能となった 

   

 
図 6 ドキュメント関連度分析技術の活用による設計書調査効率化 

 

5.2 コード品質チェックツール結果分析レポート 

  本施策では、分析対象のソースコード一式を設計者から提供してもらい、市販のコード品質チェックツールにかけて、その

指摘を分類・分析してレポートにまとめ設計部署に返す(対応言語：C,C++,Java)。 

  分析結果のレポートは、ツールの指摘を品質特性や不良の性質等の視点で分類し、さらにその結果をグラフで可視化

したものである。分類の検討にあたっては、IPA SEC から発行されている「組み込みソフトウェア開発向けコーディング作法

ガイド[C 言語版]」を参考にした。本書籍ではコーディング規則が品質確保の視点で整理されており、この分類に沿ってコ

ード品質チェックツールの指摘を分類することで、開発者に分かりやすく結果を伝えることができ、かつ結果を受け取った開

発者が品質分析を容易にできると考えたためである。さらに、言語の特性により一部の分類に指摘が偏ってしまうこともある

ため、そのような言語については、個別に分類軸を追加することで対応することにした。分類の構成を以下に示す。 
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図 7 コード品質チェックツール分析レポートにおける指摘の分類 

 

  また開発者が実際に修正作業で利用することを考え、レポートに示すグラフの元となるデータ(CSV 形式)も提供してい

る。 

本レポートは、まず開発リーダーが、グラフを見てどの指摘に対処するかを見極め、その結果にもとづいて、各担当が CSV

データを元に指摘の発生箇所について対策を実施するというユースケースを想定し構成している。 

 

5.3 テスト観点網羅性チェック 

  本施策の全体像を以下の図に示す。 

 

 
図 8 テスト観点網羅性チェック施策の全体像 

 

(1)チェックの仕掛けの構築 

  当事業部のテスト観点集には、過去に発生した障害事例の情報と、同様の障害の発生を防止するためのテスト観点

とその解説が記載されている。これらの情報からテスト観点毎に主要な語を抜き出し、それらのキーワードがテストドキュメン

トに含まれているかをチェックすることで、テスト観点集に含まれるテスト観点がどの程度、テストドキュメントに含まれているか

を確認することができるようになる。 

  語が含まれているかのチェックは、OSS のテキストマイニングツールである KH Coder の「コーディングルール機能」を活用

している。この機能は、複数の語の論理式で表現される「コンセプト」を数え上げる機能である。例えば、「異常処理」という

コンセプトに対して、( プロセス and ( 強制停止 or 強制終了 ) )のような論理式を定義しておくと、「プロセス」と「強制

停止」や「プロセス」と「強制終了」のような記述を抽出できる。 
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  本施策において、「コンセプト」には、テスト観点集に記載されている、「テスト観点」を設定した。また、このテスト観点(コ

ンセプト)毎にテスト観点集から抽出した語を用い、いくつかのプロジェクトで試行しながらコーディングルールの論理式を作

成した。 

 

(2)チェックの実行 

  本施策では設計者にチェック対象となるテストドキュメントを提供していただく。それらのドキュメントから当部署にてテスト

項目の記述を抽出し、KH Coder でテスト観点毎に何件のテスト項目が含まれているかをチェックした。 

  チェックした結果は、テスト観点を縦軸にしてチェック項目数を棒グラフで示した表の形式にまとめ、テスト観点の有無やテ

スト項目の多寡が一目でわかるようにした。また、他の類似製品との比較を行って、不足しているテスト観点があれば、それ

らを別途報告資料にまとめ、設計者に伝えるようにした。 

 

6.改善による変化や効果 

 

6.1 ドキュメント関連度分析技術の活用による設計書調査作業効率化施策/マニュアル開発作業効率化の適用効果 

  本施策を当事業部のマニュアル開発業務に適用した。マニュアル開発業務の担当者は、製品開発者の作成した設計

書にもとづいて製品マニュアルを作成している。製品がエンハンスされた場合、設計書の改訂内容に合わせてマニュアルも

改訂の必要がある。しかし、設計書、マニュアルともに複数冊あり、記述が必ずしも 1 対 1 に対応しているわけではないた

め、設計書の変更時にマニュアルのどの個所を変更するか、マニュアル開発担当者はエンハンスの度にマニュアルを調査する

必要がある。また、設計書変更時に、マニュアルのどこを修正するかはマニュアル開発業務担当者のナレッジとなっており、

担当者が変更になると、そうしたナレッジも失われてしまう。 

  そこで、設計書群とマニュアル群の類似度を分析し、マニュアル開発業務の担当者に提示した。マニュアル開発業務担

当者は、設計書の変更があった個所(章/節/項)と類似度の高いマニュアルの記載個所(章/節/項)を優先的に調べるこ

とで、マニュアル調査作業を効率的に実施できるようになる。 

  実際のマニュアル開発に適用した結果、以下の効果が得られた。 

⚫ マニュアル改訂箇所の 1 件あたりの調査時間が 1/2 に短縮できた 

⚫ 新規マニュアル開発担当者も熟練者/前任者のサポートなしにマニュアル改訂箇所の候補を摘出できるようになった 

 

6.2 コード品質チェックツール結果分析レポート施策の適用効果 

  本施策は当事業部の基幹製品に適用している。適用プロジェクトからは、指摘の分類により、動作不良や不具合に直

結するような指摘に絞り込まれており、結果の確認がしやすくなったとの評価をいただいている。また、適用プロジェクトに結

果を説明する際も、プロジェクトが最も関心のある信頼性確保に関する指摘に絞って説明ができるため、結果の説明がス

ムーズに実施できるという感触があった。 

  その結果、1 度適用したプロジェクトからは、繰り返し適用の依頼を受ける等、ユーザー満足度の高い結果となっており、

障害周辺見直し等でも活用されている。 

  また、本施策については、関連会社等の他の生産技術部門からも引き合いをいただいており、ユーザーへの結果説明で

納得性の高い説明ができるようになる等、高く評価いただいている。 

 

6.3 テスト観点網羅性チェック施策の適用効果 

本施策を当事業部の基幹ソフトウェア製品の開発工程に組み込んで適用した。あるプロジェクトでは、開発機能毎にチ

ェックを実施し、各機能の結果を比較したところ、一部の機能で観点の不足を検出できた。また、観点の不足が検出され

なかったプロジェクトにおいても、テスト仕様書の作成、レビュー結果に問題がないというエビデンスが得られたので有用である



41 

 

との評価をいただいている。 

他にも他事業部から移管された製品について、当事業部で求める品質レベルに達しているかの検証のため、過去バー

ジョンのテストドキュメントをチェックしたいという用途や、次バージョン開発のため前バージョンのテストドキュメントをチェックして

観点の過不足をチェックしてほしいという用途等、開発期間中のチェックだけでなく、幅広い用途で活用されている。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

  改善策としてあげた 3 つの施策ともに新規適用プロジェクト数は年々増加している。また、ほぼ全ての適用プロジェクトに

おいて、次のエンハンス時も継続して利用したい旨の依頼をいただいており、施策の適用リピート率も高い。 

  また、ドキュメント関連度分析技術については、当事業部のマニュアル開発プロセスの中に組み込んで利用していただい

ており、コード品質チェックツール分析レポートとテスト観点網羅性チェック施策についても、一部の適用製品で品質向上施

策として毎期正式に採用されている。 

  以上のことから、本改善策は大規模ソフトウェアのエンハンス作業における設計者のニーズに合致した施策であったと考

えている。また、本改善活動については、他事業部や関連会社からも問い合わせがきており、施策の適用拡大やノウハウ

提供等も継続的に実施している。今後はさらに本施策の適用範囲を拡大していく予定である。 
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＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：櫟 彩（いちのき あや） 

所属：TIS 株式会社 ビジネスイノベーションユニット プロジェクトマネジメントビジネス推進部 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

・プロジェクトマネジメント業務にも DX が必要 

・PM／PMO 個人の経験値やスキル頼りではなく、データに基づいた早期のリスク検知や意思決定が 

 プロジェクト成功のカギを握っている 

・当部門のプロジェクトマネジメント業務効率化／高度化の取り組み事例 

 

＜キーワード＞ 

・PM／PMO 

・プロジェクトマネジメント 

・DX 推進 

・リスク検知 

・意思決定支援 

・データドリブン 

 

＜想定する聴衆＞  

・PM／PMO 

・組織長 

・組織内の生産性向上や品質向上活動を担当している方 

・プロジェクトマネジメント業務の標準化・見える化を促進したい方 

・プロジェクトマネジメント人材育成を担当している方 

 

＜活動時期＞ 

2019 年 10 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 
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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 

DX 推進をきっかけに、ここ数年でシステム開発プロジェクト数の増加、先進技術や多様な開発手法へ対応するため

にプロジェクトの難易度も上昇傾向にあります。一方で、労働人口は働き方改革による長時間労働の抑制や少子化

などの要因から右肩下がりです。 

プロジェクトマネジメント業務の専門組織として活動している当部門でも同様の傾向があり、私たちに求められるニーズ

はより高度化し、業務量も増大していると感じています。 

このような時代背景を見据え、生産性向上／効率化・高度化していくためにはプロジェクトマネジメント業務において

も DX 推進が不可欠と考え、2019 年より活動をスタートしました。 

 

2. プロジェクトマネジメント業務の DX 推進で実現したい改善点 

１）自動化による効率化やリアルな状況の見える化で、生産性向上と品質向上 

・レビュー記録や進捗、不具合の集計作業や報告書作成のためにかかる時間を減らしたい 

・人為的なミスや担当者交代などによる成果物品質の差を減らしたい 

２）社内で蓄積されているプロジェクトの実績データを有効活用し、AI を使ったリスク検知や意思決定支援など 

   データドリブンなプロジェクトマネジメント推進 

・PM／PMOの「勘や経験」という属人的な判断基準から脱却し、データに基づき想定されるリスクや問題をでき

る限り早期に検知し、対策案を提示したい 

 

3. 事前検討内容 

１）プロジェクトマネジメント業務の自動化に向けた取り組み 

      ①プロジェクトマネジメント業務について、各業務の頻度／定型・非定型／難易度などを棚卸 

②自動化＝RPA／AI と捉え、ツールを導入できないか製品を試行しながら比較検討 

  ・実施概要：AI/RPA を複数製品・サービスを選定して試行 

              プロジェクトマネジメント業務に導入可能か判断 

      ・検証項目：製品の機能、特性自動化の適用可能範囲、必要となる体制や費用対効果 

  ２）データドリブンなプロジェクトマネジメント推進に向けた取り組み 

     ①社内で蓄積されているプロジェクト実績データから、プロジェクトマネジメント領域に活用できそうなデータの抽出 

     ②AI が活用できそうなテーマを選定 

 

４．事前検討結果に基づく活動内容と実績 

  １）プロジェクトマネジメント業務の自動化に向けた取り組み 

     ①事前検討の結果、以下 3 点を踏まえ、社内で利用しやすい独自のプロジェクトマネジメントツールを開発した 

      ・自動化ツール導入に対する費用対効果 

・社内の既存ツールとの親和性 

      ・システム開発現場への負担 

     ②開発したプロジェクトマネジメントツールについての事例紹介 

      ・レビュー記録やテストケース／不具合など日々発生するプロジェクトデータを自動で集計、報告書を作成 

      ・集計したプロジェクトデータを蓄積することでデータ分析に活用 

     ③プロジェクトマネジメントツールの導入実績と効果 

      ・2020 年より社内の実プロジェクトで試行を開始、2022 年 5 月末現在、社内外 19 プロジェクトへ導入 
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      ・導入前後を比較した結果、プロジェクトマネジメント業務の約 15％工数削減効果があることが分かった 

      

  ２）データドリブンなプロジェクトマネジメント推進に向けた取り組み 

①プロジェクトマネジメントに関して AI が活用できそうな約 40 テーマを抽出 

②現在はさらに絞り込みを行い、リスク検知や意思決定に関するテーマを中心に研究活動を実施中 

 

５．今後の活動について 

プロジェクトマネジメント業務の自動化については、実際に利用しているプロジェクト現場の意見も取り入れながら、 

改良や追加開発を予定している。また、本活動を通じて組織の教育や標準化の観点での気づきも得られたため、引き

続き取り組みを継続し、社外向けにもノウハウとして生産性向上／効率化・高度化支援／組織支援に寄与するため

のトータルサービス化を目指していく。 

 

A. 参考情報 

[1]特になし 
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1B4 プロジェクト成功に向けた提案品質の確保 青木 直子（株式会社日立ソリューションズ） 

＜タイトル＞プロジェクト成功に向けた提案品質の確保 

 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：青木 直子(あおき なおこ) 

所属： 株式会社 日立ソリューションズ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 谷 寿人(たに ひさと) 

所属： 株式会社 日立ソリューションズ 

 

＜主張したい点＞ 

RFP の確認期間が短く品質チェックが満足に行えない課題に対する解決策として、作業簡略化および運用基

準改定の観点で改善を行った事例について紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

 RFP チェック 充足度 

  

＜想定する聴衆＞  

・営業部門・事業部門の提案・見積業務に関る方々 

 

＜活動時期＞ 

・2018 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 

当社では、大口不採算防止・見積時のリスク低減を目的とした提案・見積作成作業をプロセス化して全事業部門に

対して適用している。見積プロセスは PM 部門、QA 部門が役割分担して関与し、提案に関係する成果物の品質確認を

行っている。 

著者らが所属する部門では超上流の対応力強化を目的とした活動を行ってきており、見積プロセス内での著者の主要

業務として、RFP を対象とした要件充足度の確認、レポート発行による事業部門に対する提言の役割(以後、RFP チェッ

クと略す)を担当している。 

 

 図 1 に RFP チェックの作業概要を示す。チェック依頼を受領後、RFP に相当する文書を確認し、要件の充足度をチェッ

クリスト形式で評価し提供する。低充足と判定された項目に対しては提案に向けた対策を検討する必要があり、事業部

門からは検討の補助になる情報が欲しいという要望があった。 

そこで、チェックリストを中間ファイルとして、チェックリストで低充足であった項目に潜むリスク・必要な対策方針などの提言を

チェックレポートに記載し、チェックリストと併せ結果として事業部門に回答している。 

 

                      図 1. RFP チェックの作業概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.改善したいこと 

 対象となる事業部門が拡大するなか、従来の RFP チェックの運用ではチェック着手やチェック期間に支障をきたすようにな

る事象があった。そこで、運用や作業の見直しを考えることにした。 

 

３.改善を導き出した経緯 

図 2 のように RFP チェックの作業を整理した。現状のチェック運用では支障があり改善が必要と思われる課題、およびチ

ェック部門で実行可能な改善策を検討した。 

 

図 2. RFP チェックの流れ 
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4.改善策の内容 

RFP チェックを実施するなかで、事業部門では提案可否の検討状況により、余裕をもったチェック依頼を出せないケース

があった。営業部門が RFP を受領するタイミングでチェック部門にも共有してもらうのが望ましいが、当初はそのような仕掛

けはなかった。そのため、RFP を営業部門から入手する方法を検討した。 

また、顧客からベンダに対する検討依頼が多い案件では、重大なリスクをなるべく早く知って検討期間を長くとり、見積

回答に反映したい、という事業部門のニーズがあった。早期回答の依頼に対しても応える必要があったが、これまでは RFP

チェックの標準納期である 4 営業日を確保できない依頼は断っていた。見積プロセスに対応するため、4 営業日を要する

チェック作業の見直しが必要ではないかと考えた。 

 

5.改善策の実現方法 

①周知・運用基準改定活動 

顧客資料の早期入手にむけて、周知・運用基準の改定をテーマに改善策を検討し、以下の対策を実施した。営業部

門に対しては、会議の調整に入った段階で顧客資料を共有してもらえるように仕組みをかえた。 

 

・イントラサイトの解説ページに RFP チェック実施を明記することによる周知 

・営業部門が PM 部門宛てに送る会議開催依頼メールにチェック部門を Cc 

・営業関係者が出席する連絡会、全社向け説明会にて RFP チェックを紹介 

 

②チェック作業見直し 

 早期回答の依頼対応にむけて、下図のように従来のチェックリストで確認していた要件充足度のうち、チェック項目を限

定して確認することとした。また、要件充足度の回答を優先し、リスク・対応方針を示したチェックレポートの提供は省略す

る(図 3)。チェック品質の低下を避けるため、省略した箇所は後追いで従来チェックを実施している。 

従来の RFP チェックの標準納期が 4 営業日以上であるのに対し、速報チェックでは 3 営業日以内での回答を許容し

ている。このような方針で、チェック作業の簡易化を図った。(従来チェックに対する簡易チェックを、以後「速報チェック」と記

載する) 

 

               図 3. RFP チェック作業の見直し 
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6.改善による変化や効果 

①周知・運用基準改定活動の結果 

運用基準の改定による RFP チェックの流れの変化、および事業部門経由と営業部門経由での資料受領日数の比較

を図 4 に示す。営業部門から RFP を受け取れるようになってから、資料受領日数は従来(事業部門経由)よりも約 4 日

間早く受け取ることができるようになった。このため、余裕をもったチェック期間を設定できる。 

 

                 図 4. 周知・運用基準改定活動の結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②チェック作業見直しによる結果 

図 5 に従来チェックおよび速報チェックのチェック日数の分布を示す。従来チェックでは平均で 3 日程度かかっていたチェッ

ク日数が平均約 1 日に短縮された。速報チェックでは案件の 8 割を依頼が来た当日や翌営業日中に回答していることに

なる。また、速報チェックの運用を開始してから、従来は標準営業日を理由に断っていたチェック依頼に対して 100%回答

することができるようになった。 

 

                図 5. チェック日数の分布(従来と速報チェックの比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、①資料受領日数と②チェック期間を合計した日数については、2018 年の RFP チェック開始当初の期間から約 2

週間短縮できていることを確認できた(図 6)。 

RFP チェックに対する周知度合の向上や運用基準の変更、速報チェックを導入した結果として、RFP 発出からチェック

依頼を受けるまでの日数が短縮されていると考えられる。 

RFP 発出からチェック結果回答までの所要日数の短縮により、事業部門で見積作成・提言に対する対応方針を検討

する時間を確保でき、提案品質の向上に寄与できると考える。 
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             図 6. RFP 発出からチェック結果回答の合計日数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

見積プロセスの関係者と連携し RFP チェックの運用基準を改定することにより、早期に RFP を受け取ることができるよう

になった。また、チェック作業を改善することにより、回答納期の短いチェック依頼にも対応できるようになった。 

営業部門からは、RFP チェック結果を回答した依頼者のうち数件から顧客との Q&A や交渉のインプットに活用する旨

の返答をいただいている。 

 

A. 参考情報 

なし 
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2A1 オープンソースコンプライアンスのためのプロセスマネジメント標準 ISO/IEC 5230 の適合に向けて 忍頂寺 毅（株式会

社 東芝） 

＜タイトル＞ 

オープンソースコンプライアンスのためのプロセスマネジメント標準 ISO/IEC 5230 の適合に向けて 

＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 忍頂寺 毅 (にんじょうじ たかし) 

所属： 株式会社 東芝 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 田村 朱麗 (たむら しゅれい) 

所属： 株式会社 東芝 

氏名(ふりがな)： 白井 保隆 (しらい やすたか) 

所属： 株式会社 東芝 

氏名(ふりがな)： 小山 貴和子 (こやま きわこ) 

所属： 株式会社 東芝 

 

＜主張したい点＞ 

⚫ オープンソースコンプライアンスのためのプロセスマネジメント標準である ISO/IEC 5230:2020 

(OpenChain Specification)(以下 ISO/IEC 5230) のソフトウェア開発現場への導入検討にあたり、

プロセス改善の手法の有効性を検証した。 

⚫ 従前のプロセス改善と同じく、経営層からの支持、標準仕様の解釈、適合診断のためのインタビューシート、

診断基準やトレーニング教材などを含む各種ツールの整備が有効である。 

⚫ ISO/IEC 5230 は様々な組織で導入できるよう相応に抽象的な内容を含む。そのため、適合のための診

断と支援では、プロセス改善とオープンソースのそれぞれの専門家の協業が有効である。 

 

＜キーワード＞ 

プロセス改善、オープンソースコンプライアンス、ISO/IEC 5230:2020 (OpenChain Specification) 

 

＜想定する聴衆＞  

⚫ SEPG、SQAG、SPI 活動に参加されている方 

⚫ オープンソースを活用する方、主としてソフトウェアの研究開発に従事されている方となるが、調達、営業、

法務・知財、及び経営者並びに管理職なども対象としうる 

 

＜活動時期＞ 

2020 年４月～現在 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 
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 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1. 背景 

ソフトウェア・デファインドなどに見られるように、オープンアーキテクチャとオープンスタンダードを以て市場獲得と技術戦略と

を図る取り組みが盛んである。そこでは、オープンソースを活用して共創によるコスト・シェアリングを実現しつつ、各社は独自

の付加価値提供による競争に取り組むこととなる。東芝が関わるインフラ分野においても、ミッションクリティカルな領域での

オープンソースの活用が増してきている。 

オープンソースの活用においては、オープンソースライセンスのコンプライアンスや脆弱性管理などを例として、ソフトウェアサ

プライチェーンにおけるソフトウェア部品の透明性の確保が重要となる。そうした中、ISO/IEC 5230:2020 (OpenChain 

Specification)(以下 ISO/IEC 5230 [1]) が、オープンソースコンプライアンスのためのプロセスマネジメント標準として

2020 年 12 月に発行され、国内外でその適合を達成する企業が増えつつある。 

ISO/IEC 5230 では、組織がオープンソースを活用するための取り組みとしてオープンソースプログラムの導入を定めてい

る。当社グループは多種多様な産業に貢献する関係会社各社で構成されているため、各社での ISO/IEC 5230 適合

を展開する必要がある。 

 

2. 改善したいこと 

オープンソース活用はソフトウェア開発の一部をなすものとし、SPI(ソフトウェア開発プロセス改善)活動に即して

ISO/IEC 5230 適合を展開していく。具体的には、次に取り組む。 

(1) 経営層との協調、及び、ステークホルダーにおける意識の醸成 

(2) ISO/IEC 5230 の適合方針の策定他、ツールなどの整備 

(3) 適合しようとする組織(以下組織)及び改善支援チームにおける体制の在り方の策定 

 

3. 改善策を導き出した経緯 

 東芝のオープンソースへの貢献は、コンシューマ組込み機器への Linux 搭載に関する貢献などを踏まえると少なくとも

20 年超の取り組みとなっている[2]。近年では、インフラ産業を対象とする例であれば、Linux Foundation のオープンソ

ースプロジェクトである CIP(Civil Infrastructure Platform)にて Linux Kernel の長期サポートや、東芝 IoT リファレ

ンスアーキテクチャーの実装としての HABANEROTS にて Kubernetes などを活用してのマイクロサービスアーキテクチャな

どにも取り組んでいる [2][3]。こうしたことから、オープンソースソフトウェアの利用は第三者に由来するソフトウェアに掛かる

知的財産の一つとし、その扱いに関する規程やプロセス等を定め、適切な利用や貢献の実施となるよう取り組んでいる。

東芝グループは当社と関係会社で構成されるため、当社がおよそ基本となる規程やプロセスを示し、関係会社各社は事

業などの事情に即してそれらを必要に応じてカスタマイズして活用している。また、当社は ISO/IEC 5230 が策定される

以前からオープンソースコンプライアンスを踏まえたオープンソースの活用を重視しており、国際標準化以前から

OpenChain Project の企業会員として普及推進に取り組むとともに、自社においてはオープンソースを含むソフトウェア

資産管理やソフトウェア開発管理を統合する共創ソフトウェア開発プラットフォームの開発と運用と進めている[4][5][6]。 

一方で、SPI は 1980 年代にその端緒があり、今日の SPEG や SQAG での活動につながる。当社の SPI 活動は

RECOCO (研究開発、教育、コンサルティング、コミュニティ) モデルと SPI フレームワークなどを主要な要素としている。こ

のフレームワークでは、プロセス管理に掛かる社外技術の規格/モデルとして ISO9001、CMMI および Automotive 

SPICE (以下 A-SPICE)などを参照することとしている [7]。 

こうしたこれまでの取り組みから、ISO/IEC 5230 適合に向けた展開は SPI の一部として実現しうると考え、取り組み

を開始した [8]。 

その際、ISO/IEC 5230 については、適合のために自己認証や第三者認証など複数の手段があること、同国際標準

規格の仕様における要求事項が様々な産業や規模の組織に適用できるよう相応に抽象的な内容になっていること、また、
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SPI 活動がこれまでに参照している規格における認定審査員、認定アプレイザル、認定アセッサなどのような仕組みがない

こと、などが主な課題として認識された。 

 

4. 改善策の内容 

SPI 活動における RECOCMO モデルと SPI フレームワークを活用すべく、次の点に留意して改善に取り組んだ。 

(1) 経営層との協調、及び、ステークホルダーにおける意識の醸成 

(a)  オープンソースなどの活用に関するポリシーを明文化、各種会議体の活用による周知の展開 

(b) オープンソース関連教育の実施 

(c) SPI フレームワーク 2021 年版[7]にて、社外技術として参照する規格/モデルに ISO/IEC 5230 を追加 

(2) ISO/IEC 5230 の適合方針の策定他、ツールなどの整備 

(a) 認証手段の選択、仕様の解釈及び適合基準の策定、適合計画の策定 

(b) 診断時のインタビューシートの策定、リモートワークにおけるインタビュー手段の検討 

(c) 組織と改善支援チームでの共同作成環境としての GitLab 活用 

(3) 組織及び改善支援チームにおける体制の在り方の策定 

(a) ISO/IEC 5230 が主として扱うオープンソースライセンスコンプライアンスについては、知的財産関連の知見だ

けではなく、ソフトウェア技術やオープンソースコミュニティの動向についても把握している必要がある 

 

5. 改善策の実現方法 

 実現方法は次のとおりである。 

(1) 経営層との協調、及び、ステークホルダーにおける意識の醸成 

(a)  オープンソースなどの活用に関するポリシーを明文化、各種会議体の活用による周知の展開 

⚫ オープンソースの開発スタイルを組織内に導入するインナーソースとオープンソースの活用のための心構えと

なるものを明文化し、技術標準文書とした。 

⚫ その策定の過程をはじめとして、経営層向けにオープンソース活用に関する動向報告を実施、ISO/IEC 

5230 対応の展開について理解を得て進めるようにしている。 

⚫ 管理職やソフトウェア開発の従事者が参加する情報共有会（SPI 分科会や OSS 活用分科会といった

社内の専門家コミュニティなど）にて、適宜動向を共有する。  

(b) オープンソース関連教育の実施 

⚫ ISO/IEC 5230 が要求するオープンソースプログラムおよびライセンスコンプライアンスについて、一定の

知識水準を得られるように学習コンテンツを新たに開発し、展開している。  

(c) SPI フレームワーク 2021 年版にて、社外技術として参照する規格/モデルに ISO/IEC 5230 を追加 

⚫ オープンソースコンプライアンスをどのように SEPG や SQAG の取り組みとしうるかは、まだ議論の余地があ

るが、前記(1)(a)も踏まえて将来の論点としうることを明確にしている。 

(2) ISO/IEC 5230 の適合方針の策定他、ツールなどの整備 

(a) 認定手段の選択、仕様の解釈及び適合基準の策定、適合計画の策定 

⚫ 自己認証を採用することとした。ISO/IEC 5230 では他に第三者認証なども利用しうるが、認証手段

で適合の扱いに別はないとされている。第三者認証ではCMMIアプレイザルのような基準もないため、自

己認証により、SPI のノウハウや、ソフトウェア開発におけるルールやプロセスなどの既存の資源の活用を

活かす方針とした。なお、これまでに適合宣言する組織では、自己認証によるものが多数である。自己

認証の場合、ISO/IEC 5230 のベースとなっている OpenChain 仕様を策定した OpenChain プ

ロジェクトが提供する自己認証のための質問項目について、すべて YES の場合に適合していると宣言で
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きるようになる。 

⚫ 自己認証にあたり、仕様及び質問項目について、オープンソースコミュニティでの動向も踏まえて解釈及

び適合基準を明確にした。ISO/IEC 5230 の自己認証では仕様における要求事項に即した質問項

目が用意されているが、仕様及び質問項目の解釈や適合の基準の細部が明文化されているわけでは

ない。また、オープンソースについては、技術な社会などそのエコシステムを構成する様々な要素の変化に

対応して適切に活用する柔軟さが重要となる。そのため、解釈や基準の策定では、OpenChain プロ

ジェクトだけではなく、関連するコミュニティの動向にも留意した。主に、Linux Foundation が提供する

Open Source の管理運用に掛かる各種オンライントレーニング、SPDX Workgroup における 

SBOM に関する議論、TODO Group で議論される Open Source Program Office のベストプラ

クティス、InnerSource Commons で議論される オープンソースの開発スタイルを組織に導入しようと

する InnerSource を推進するためのベストプラクティスなどを参考にした。 

⚫ 適合について、SPI 活動におけるプロセス診断の方法を踏襲し、全体計画、ギャップ分析、改善計画の

立案、改善計画の実行、適合認証という段階を設定した。本件では、パイロットスタディの協力部門で

の開発計画及び開発内容に配慮するため、余裕をもって実施した。なお事前に ISO/IEC 5230 に基

づき、既存の規程類の位置づけを明らかにし、さらに活用管理活用管理プロセスを整理の上、ギャップ

分析を行った。その結果、不十分と判断された事項への対応方針として、不足部分を補うことを基本と

する方針で十分に改善可能という結論を得た。これは、ISO/IEC 5230 の要求事項に照らしたところ、

プロセスそのものの不存在よりも、明文化されていない暗黙知が散見されたことが散見されたことに基づく

判断である。 

⚫ 改善支援チームにおいては、仕様及び適合解釈について勉強会を開催して理解を深めるとともに、動

向に変化があるときは情報更新するための共有を随時行うようにしている。 

⚫ ギャップ分析およびそれに基づく改善計画は、組織の開発計画に沿って立案し、リリース計画に沿って改

善計画の実施を図った。 

(b) 診断時のインタビューシートの策定、リモートワークにおけるインタビュー手段の検討 

⚫ 前記(2)(a)を踏まえて、インタビュー項目とそれについての回答を記載するシートを PowerPoint のスラ

イドとして作成した。 

⚫ ISO/IEC 5230 の要求事項を考慮し、インタビュー項目は、組織マネージャーと開発マネージャーのい

ずれを対象にするかで振り分けした。組織マネージャーには主として組織にとって総則的な事項について、

開発マネージャーには SBOM やコンプライアンスアーティファクトなどの開発プロジェクトの実態を聞き取る

必要があるものについて、質問するようにした。 

⚫ インタビューは、在宅勤務を前提として実施した。その際、インタビューシートを画面共有し、改善支援チ

ーム側インタビュワーが組織側インタビュイーとのやりとりをその場でインタビューシートに記録した。これによ

り、改善支援チームの ISO/IEC 5230 初心者が議論を把握しやすくなるとともに、組織側のインタビュ

ー参観者においても情報が誤りなく改善支援チームに伝わっているかをリアルタイムで確認することができ

た。 

(c) 組織と改善支援チームでの共同作成環境として GitLab を活用 

⚫ ISO/IEC 5230 の要求事項の一つに、オープンソースポリシーの策定がある。オープンソースのエコシステ

ムの発展に貢献するためにコミュニティの一員としての在り方はいうまでもなく、企業理念や事業部門とし

ての活動方針を踏まえて明文化する必要がある。これは、オープンソースプログラムのオーナーが組織の

所信として組織の言葉として紡ぐ必要がある。この策定にかかる文書作成作業は、組織にとって利便性

のよい開発管理システムである GitLab を利用した。  
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⚫ GitLab を用いたことで、共同で編集する必要がある際に、変更履歴、タスクのアサイン、進捗管理など

が円滑に行えた。 

(3) 組織及び改善支援チームにおける体制の在り方の策定 

(a) ISO/IEC 5230 が主として扱うオープンソースライセンスコンプライアンスについては、知的財産関連の知見だ

けではなく、ソフトウェア技術やオープンソースコミュニティの動向についても把握している必要がある 

⚫ 組織からは、オープンソースプログラムのオーナーに、これまでの SPI 活動に即したソフトウェア開発プロセ

スの経験があることに加えて、オープンソース活用に見識のある者を選出してもらった。 

⚫ 改善支援チームは、SPI 専門家と、ISO/IEC 5230 を含むオープンソースに詳しい者(以下オープンソ

ース専門家)とが組むこととした。SPI 専門家は SPI で従来扱ってきた CMMI 等の知見から、主として

計画管理を実施した。一方で、ISO/IEC 5230 は、プロセスマネジメントとしつつも、個別のプロジェクト

におけるライセンスに関する背景知識を必要とする監査項目も含んでいる。たとえば、ライセンスオブリゲ

ーションなどは、組織における OSS の利用態様や利用する個別具体的な OSS に関する知識があると、

よりスムーズに適合を支援できることになる。そのため、オープンソース専門家が仕様解釈や適合基準の

素案およびインタビューシートを作成し、インタビュワーを担当して組織のオープンソース活用に掛かる態

様を整理した。なお、このオープンソース専門家は、当社が企業会員として参加する OpenChain 

Project はいうまでもなく、先に挙げたような関連するオープンソースコミュニティとも交流し、国内外の動

向に精通している。 

⚫ 組織と改善支援チームは、多い場合は週一で定例を設けた。そこでは、ISO/IEC 5230 適合だけでは

なく、オープンソースを含むソフトウェアライセンスや技術動向に掛かる話題も扱うこととした。 

 

6. 改善による変化や効果 

 適合の解釈、適合基準、インタビューの記録と、その診断記録、などが共有されていたことは、次の効果があったと考えら

れる。 

⚫ 改善支援チーム側では、モデル／OSS の学習 (モデルの理解)、オープンソース活用管理等プロセス作成、オ

ープンソース関連教育開発、を経て、診断する場合の解釈及び自己認証での適合基準を明確にした。これ

により、インタビューの聞き取り内容や、その内容に基づく診断評価でのレイティングでのブレが低減でき、結果と

して、診断時の判断が迷わず実施可能となっていた。 

⚫ 計画開始から適合まで、組織における開発計画に沿って対応を進めたという事情を考慮する必要があるとは

いえ、1 年で達成できた。「診断」に掛けた工数は実質的には 3 人日に満たない程度で達成した。CMMI で

あれば、エビデンスとしての十分性についてどうかなどが論点になりやすいところ、前記に挙げたツール等の整備や

SPI 専門家とオープンソース専門家との協業は、診断を受ける組織にとっても、信頼感を以て取り組めたので

はないかと思われる。 

 

以上のことから、ISO/IEC 5230 の要件に基づいて、組織における適合の基準と診断をテーラリングしやすくなり、本件パ

イロットスタディを踏まえて他組織への展開がしやすそうな感触が得られた。 

 

7. 改善活動の妥当性確認 

今回は一組織を対象としたパイロットスタディの結果のため、今後も改善する必要があるものの、2022 年 2 月内に組

織は自己認証による適合を果たすことができた。これについては、2022 年 4 月に OpenChain プロジェクトからプレスリリ

ースが出された[9]。 

組織においては、経営層からのエンドースメントが適切にされていたことに加えて、部門全体としてオープンソース活用の
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範となるという高い意欲があることや、プログラムオーナーが開発マネージャーや担当者の巻き込みとリードに卓越した手腕を

発揮していることから、組織が一丸となって取り組めていたことに大きく助けられたことも留意すべきだろう。 

SPI 専門家とオープンソース専門家の協業は、オープンソースの活用を含むソフトウェア開発プロセスの改善という点で有

効であり、ISO/IEC 5230 適合の展開においては継続して実施したい。 

 今後課題としては、全社展開に向けて、利用しやすいポリシーテンプレートやチェックシートなどのツールの整備、そうしたツ

ールの活用ガイド、及び、場合によっては規程とプロセスの見直しのための指針や支援が必要になると考えている。また、改

善支援チームにおける ISO/IEC 5230 の理解向上と合わせて、オープンソース専門家が有する知見を体系化しての水

平展開と後進育成に取り組むこととしたい。 
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2A2 IT メトリクスを活用した外部ベンチマーキング事例の紹介 佐藤 浩明（株式会社トインクス(TOiNX)） 

＜タイトル＞ 

IT メトリクスを活用した外部ベンチマーキング事例の紹介 

＜サブタイトル＞ 

～ プロセス改善効果を定量的に把握する手法 ～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：佐藤 浩明(さとう ひろあき) 

所属：株式会社トインクス(TOiNX) 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

外部ベンチマーキングによって，品質・コスト(生産性)・工期に関する実力値が定量的に把握でき，組織のプ

ロセスに関する強みや改善機会を特定することができる。 

一方で，IT 分野ではデータの分布の確認や変数変換などの事前処理を無視した，誤ったメトリクスの解析事

例を目にすることもある。今回の発表では，各種の統計的技法で解析したメトリクスを用いた，外部ベンチマー

キングの事例について紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

IT メトリクス，外部ベンチマーキング，変数変換，対数正規分布，幾何平均，データ白書，t 検定，回帰

分析，プロセス実績モデル，プロセス実績ベースライン，プロセス実績目標，定量的マネジメント など 

 

＜想定する聴衆＞  

ユーザー企業の経営者・情報システム部門の方，開発組織の経営者，SEPG・品質管理・PMO の担当者 

 

＜活動時期＞ 

当社は 2001 年度から SPI 活動を開始し，現在も同活動を継続実施中である。2010 年度からは，定量

的マネジメントの実践を目指した IT メトリクスの解析に本格的に取り組んできた。 

また，2016 年度からは，社内の SPI 活動をベースとしたコンサルティング・サービスを展開し，多くのお客さまに

対してメトリクス導入や解析を支援している。 

 

＜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(外部ベンチマーキングで推奨する統計技法の紹介) 
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＜発表内容＞ 

測れないものはマネジメントできない。多くの先人が唱えた言葉であり，IT プロジェクトも同様である。プロジェクトの今後

の見通し(予測)を立て，現状を正確に監視し制御するには，カンと経験だけでは不十分である。より早期段階での客観

的な予測や妥当性評価には，「自社の実績データに基づくメトリクス」を活用した定量的マネジメントの実践が有用である。 

 

一方で，IT 分野における定量的マネジメントの導入事例は僅かである。メトリクスの適正な活用には，実績データの

収集・精査・解析など，多くの検討事項があるためである。特に正確なデータ解析には，各種統計技法の習得が必須と

なる。 

これは，多くの IT メトリクスが正規分布に近似せず，対数正規分布などの歪んだ分布になるからである。このため，計

測データをそのまま算出した算術平均や標準偏差の利用は不適切となる。IT メトリクスの解析では，データを変数変換し

て正規分布として扱えるようにするなどの事前処理が必要になる。しかし，残念なことに IT 分野では誤ったメトリクス解析

結果を目にすることもある。 

 

当社は，2001 年度から SPI 活動を開始し，継続している。また，2016 年度からは，自社の SPI 活動をベースと

したコンサルティング業務である「IT メトリクス導入・解析支援サービス」を展開し，多くのお客さまに対してメトリクスの導入

や解析を支援している。今回は，このサービスの中でも要望の多い IT メトリクスを活用した「外部ベンチマーキング」につい

て紹介する。 

 

メトリクスとは，『要求された品質特性，あるいは品質副特性を備えている度合いを定量的に測定するための尺度，

及びその測定方法(測定値を求めるための関数や，その計算方法も含まれる)』と定義されている。例えば，「統合テスト

密度(FP)」とは，統合テストケース数と FP(Function Point)を基本測定量とするが，このメトリクスには 2 つの種類(用

途)がある。 

1 つ目は「プロセス実績モデル(PPM：Process Performance Model)」である。これは，ソフトウェア開発プロジェク

トの多用な場面で利用する予測や妥当性評価の仕組みである。既知の値から未知の値を推測するもので，典型的には

単回帰分析や重回帰分析などの統計技法で確立する。なお，IT プロジェクトにおいては，2 つの変数が比例関係にな

ることは少ないため，べき乗モデルによる曲線の回帰式を利用することを推奨する。 

2 つ目は「プロセス実績ベースライン(PPB：Process Performance Baseline)」である。これは，開発組織の代表

的な姿を示す基準値と上下限値の 3 点セットである。通常は，層別(データを共通の特徴を持つグループに分類するこ

と)ごとの傾向比較や，年度推移の把握に利用する。バラつきが大きい IT メトリクスでは，幾何平均値±1σ の利用を推

奨する。稀に PPB による予測を見ることがあるが，IT プロジェクトは，開発規模により傾向が異なる(規模の不経済性)

ため，予測に乖離が生じる危険がある。 

 

メトリクスを活用した定量的マネジメントの実践では，3 つの効果が期待できる。1 つ目は「見積もり精度の向上と計画

内容の妥当性評価」である。工期や工数に関する PPM によるパラメトリック見積もりは，プロジェクト計画の客観的な妥

当性評価に利用できる。 

2 つ目は「定量的品質管理の実践による成果物品質の向上」である。ソフトウェア開発プロジェクトでは，目にできない

品質を管理することが困難とされている。しかし，レビューやテストに関するメトリクスによって，全工程の品質目標値の設

定と監視が可能となり，上流工程から計画的に品質を作り込むことができる。 

最後の 3 つ目が，今回の取り上げる「開発組織の実力値の把握」である。外部ベンチマーキングとは，自社(または特

定組織)の実績と，業界標準団体などが提示する外部ベンチマークを比較するプロセスである。品質・コスト(生産性)・工

期に関する組織の実力値を定量的に特定し，業界における位置付けを明確にすることで，プロセスの強みや改善機会
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を特定できる。 

 

今回の外部ベンチマーキング事例では，独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する情報を利用している。た

だし，外部ベンチマークには，IPA の「データ白書」が提示する解析結果そのものは利用しない。解析前の生データである

「グラフデータ」を，各種統計技法を適用して再解析した PPM と PPB を用いる。 

 

この外部ベンチマーキングでは，開発プロジェクトの 3 大要素である QCD を包括して評価する。規模尺度は，

SLOC(Source Lines Of Code)または FP を利用するが，以降は FP を例に記述する。 

まず，品質は，1000FP あたりの流出欠陥数であり，システムの最終品質を表す「流出欠陥密度」の PPB を利用す

る。コスト(生産性)は，2 つのメトリクスを用いる。1 つ目は，対象ソフトウェアの FP 値を実績工数(人月)で除した「FP 生

産性」の PPB である。2 つ目は，FP と実績工数の関係を表す「工数予測(FP)」のべき乗回帰による PPM である。これ

は，FP 生産性では，開発規模によって生産性の傾向に差異があることを考慮したためである。最後の工期は，工数と

開発期間の関係を表す「工数期間率」のべき乗回帰の PPM を利用する。 

 

上記の PPB は，正規性の検定と等分散の検定後に，スチューデントまたはウェルチの t 検定の p 値によって「良い・や

や良い・通常・やや悪い・悪い」の 5 段階で評価する。ただし，t 検定は独立した 2 標本に対して適用するものであり，3

標本以上の検定では，Tukey-Kramer 法などの多重比較を適用することになる。 

また，PPM を用いた評価では，外部ベンチマークからべき乗回帰による曲線の回帰式を解析し，この重心部分の傾

向を比較することで，同様に 5 段階の評価結果を提示する。 

なお，QCD の評価の後は，その他の IT メトリクスを活用してプロセス改善のポイントを絞り込む。通常は，5 工程の

工数配分率などの偏りを入り口として，レビューやテストの量や質に改善点がないかどうかを定量的に追加調査し，その

結果を以降のプロセス改善活動に繋げる仕組みである。 

 

典型的には外部ベンチマーキング結果は，根本原因を分析した後，改善・処置計画を策定することになる。そして，

プロセス実績目標を設定し，この改善効果を再度の外部ベンチマーキングで確認する。 

IT ベンダーにとって外部ベンチマーキングは，「企業が進むべき方向を決めるため」そして「プロセス改善効果を把握し，

新たなプロセス実績目標を設定するため」ための第一歩である。また，ユーザー企業にとっては，発注の適正化を推進す

るうえでも重要なものとなる。 

 

今回は，外部ベンチマーキングを中心に扱ったが，開発プロジェクトでは，課題やリスクを工程完了時に特定しても手

遅れである。プロジェクトの関係者は，工程の開始・進行中など，より早期に異常を特定し，是正するためのメトリクスを

要求する。 

このため，SPI 担当者のミッションは幅広く，プロセスの整備や定着などは，活動の一部にしか過ぎない。プロジェクトの

成功に寄与するためのメトリクスを解析し，提供する必要がある。しかし，プロジェクトの実績データを有効に利用するため

には，統計学では周知の知識や技法を習得する必要がある。 

プロセス改善の機会は，常にプロジェクトからである。プロジェクトに有効なメトリクスを提供することが，SPI 活動を加速

するための原動力となる。 
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2A3 組み込みソフトウエア開発のボトルネック解消によるリードタイム削減事例の紹介 森 啓太 （三菱電機株式会社） 

<タイトル> 

組み込みソフトウエア開発のボトルネック解消によるリードタイム削減事例の紹介 

 

<サブタイトル> 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)： 森 啓太（もり けいた） 

所属： 三菱電機(株) 設計システム技術センター 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 尾崎 紀之（おざき もとゆき） 

所属： 三菱電機(株) 設計システム技術センター 

氏名(ふりがな)： 長峯 基（ながみね もとい） 

所属： 三菱電機(株) 静岡製作所 

氏名(ふりがな)： 細谷 泰夫（ほそたに やすお） 

所属： 三菱電機(株) 設計システム技術センター 

＜主張したい点＞ 

私たちは業務用エアコンの室外機の組み込みソフトウエア開発を対象に、リードタイム削減のための生産性改善

に取り組んでいます。当社の室外機は多種多様なラインナップがあり、数多くの開発要求が発生する中、ソフト

ウエア開発部門はこれらのソフトウエア開発を一手に請け負っています。ソフトウエア開発部門として、要求元部

門からの要求対応のやり方、ソフトウエア開発のプロセスや設計書の改善を実践してきましたので、リードタイム

削減に効果のあった事例を紹介したいと思います。 

 

＜キーワード＞ 

プロセス、組み込み、ソフトウエア開発、内製、エアコン、多機種開発 

 

＜想定する聴衆＞  

ソフトウエア開発者、マネージャー、改善業務担当者 

 

＜活動時期＞ 

2020/4 から継続中 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

当社、静岡製作所は、冷蔵庫、エアコンの開発・製造を担っている。また、当社の空調冷熱システム事業は、当社の重

点成長事業の一つとして、25 年度売上 1.26 兆円、営業利益率 12%以上を目標としており、目標達成に向けた事業

拡大のため、下記戦略を掲げている。 

1.地域特性にあった商品をタイムリーに投入するためのグローバル拠点の増強 

2.急激なニーズや市場の変化に対応し得る生産体制構築 

特に静岡製作所では、製品開発リードタイムの半減が目標となっており、ソフトウエア(S/W)開発も例にもれず対象とな

っている。このような背景の中、私たちは業務用エアコンの室外機の組み込みソフトウエアを対象に、リードタイム削減のため

の生産性改善に取り組んできた。 

 

2.改善したいこと 

改善対象の室外機 S/W を開発する組織を S/W 開発部門とする。S/W 開発部門の開発の流れは、仕様検討を担

う要求元部門から仕様変更連絡を受けてから、S/W の変更仕様を作成、S/W 開発を外注し、リリースされた S/W に対

し第三者試験を行い、出荷するというものだった。 

 
図 9: 従来の S/W 開発の流れ 

その中で、下記のような課題を感じていた。 

①要求元部門からまとまった仕様変更がインプットされるまでに待ち時間が発生している。 

②開発中に突発的な変更要求の割り込みが発生している。 

③S/W 開発の外部委託の割合が高く、社内にノウハウが蓄積しにくい。また、改善策の試行錯誤や柔軟なプロセス変更

が難しい。 

 

このような課題を解決するために、S/W 開発部門の内部で改善策の試行錯誤ができる環境を作り、開発プロセスに手

を入れていくことにした。  
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3.改善策を導き出した経緯 

・ S/W 開発の改善に向けた現状分析のため、PFD(※1)により S/W 開発のプロセスの流れを図で明らかにし、各プロ

セスのリードタイムと作業時間をまとめるワークショップを行った。 

※1: PFD(プロセスフローダイアグラム): 作業と成果物の流れを線でつないだもの 

 
図 10: 実際の PFD による分析イメージ 

PFD による分析から、各プロセスで、下記改善ポイントを導出した。 

■要求発生から制御仕様設計 

 要求元部門からのインプット待ち時間などがあり、工数に対して期間がかかっていた。 

 改善ポイント 1: 要求部門からのインプット待ちがある。 

■要求分析 

外部委託先との仕様の Q&A や調整を行っているが、工数に対して期間がかかっていた。 

改善ポイント 2: 調整における組織間のオーバーヘッドがある。 

■外部設計 

PFD で成果物とプロセス間の関係を確認した結果、外部設計で作成する資料に、あまり生かされない資料があることが

わかった。また、外部設計書の流用ができてないという課題もわかった。 

改善ポイント 3：外部設計書の内容に無駄がある。 

改善ポイント 4：流用がしにくい外部設計書になっている。 

■内部設計とコーディング 

工数をかけている割に生産性が低い。内部設計とコーディングで同程度のコストがかかっている。 

改善ポイント 5: 詳細設計とコーディングで重複した作業をしている。 (詳細設計書がソースコード並みになっている） 

■単体試験と組み合わせ試験 

不具合件数に対して、かなりの時間をかけている。単体試験においては、変更箇所だけを網羅するようなテストケースを

作っており、流用ヒット率が低いようだった。また、研究所が開発した空調機シミュレータが存在するが、試験での活用が

なされていなかった。 

改善ポイント 6: 試験資産の蓄積と流用ができていない。 

改善ポイント 7: 組み合わせ試験は、試験基板を使った試験がメインの運用になっていた。 

（シミュレータがあるのに使えていない) 

■開発着手から完了までのブランチ・マージ 

開発着手から開発完了になるまでの期間が高止まりしている。多機種開発のため、機種ごとにブランチを作る仕組みで、

ある要件はある機種ブランチ上で作るという形になり、他の機種を並列して開発できていなかった。また、1 つの機種ブラ

ンチ上で複数の要件を開発することとなり、要件を並列に処理することも難しかった。 

改善ポイント 8: 効率よく機種と要件を並列開発できないブランチ戦略となっていた。 
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4.改善策の内容 

・ 改善策① 内製環境の構築 

内部で S/W 開発の試行錯誤に取り組める環境を構築する。 

・ 改善策② 新プロセスの構築 

生産性改善のためのプロセスを構築する。 

・ 改善策③ 設計書の体系見直し 

流用率向上、無駄の削減を観点に設計書の体系を見直す。 

・ 改善策④ 試験の見直し 

こちらも流用率向上、無駄の削減を観点にやり方を見直す。 

改善策①～④と改善ポイントの関係を下記表にまとめる。 

 改善ポイント 1 2 3 4 5 6 7 8 

改善策① 改善策の試行錯誤のための施策 

改善策② 〇 〇      〇 

改善策③   〇 〇 〇    

改善策④      〇 〇  

 

5.改善策の実現方法 

・ 改善策① 内製環境の構築 

生産性改善のための新しいプロセスやツールの試行錯誤を行うため、一部の S/W 開発を内製できる環境を構築した。

内部で試行錯誤した改善策を、外部委託先へも展開していく仕組みとする。 

 
図 11: 内製環境の構築 
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・ 改善策② 新プロセスの構築 

➢ 変更要求取得の前倒しとバックログ化 

S/W 開発部門で、要求元部門からの要求を、要求の段階で拾い、アジャイルにおけるバックログのような形で

Redmine でチケット管理する。その後、S/W 開発部門内で要求から制御仕様書を作成する。仕様インプット周期

を決めて、優先順位の高いモノから取り組むようにすることで、開発開始までのロスを解消する。仕様インプットする際、

S/W 内製チームと外部委託先メンバーの両方に参加してもらい、仕様理解の効率化をねらう。 

 
図 12: 要求取得と仕様インプットの新プロセス 

 

➢ フィーチャーブランチ開発 

従来のブランチ戦略では、3.で挙げた通り並列開発に課題があった。それに対し、要件を並列開発でき、かつ S/W

モジュールの機種展開を前倒しできる仕組みを構築する。Git フローを参考に要件ごとにブランチして開発し、要件開

発完了後速やかにマージするプロセスとした。 

 

図 13: 従来のブランチ戦略 

 
図 14: 新しいブランチ戦略 

 

・ 改善策③ 設計書の体系見直し 

流用率向上、無駄の削減を観点に、外部設計書と内部設計書を新フォーマットに置き換える。内製チームが主導し、

内製から適用して外部委託先にも展開する。 

➢ 「機能設計書」(外部設計) 

従来は「変更設計書」という要件に強く結びつく設計書であったが、機能と結びつく「機能設計書」を作成し、流用率向

上を狙う。また、変更関数のリストアップと詳細な変更影響調査を削除。変わりに機能に対する S/W 部品構成を記載
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し、影響調査・分析をカバーする。機能を構成する S/W 部品の情報は再利用時に有益な情報となる。 

➢ 「S/W 部品設計書」(内部設計) 

内部設計としては、S/W 部品単位の静的構造と動的構造、入出力に着目し、関数については簡潔に処理を書くもの

とする。S/W 部品はフォルダレベルである。 

 

・ 改善策④ 試験の見直し 

➢ 単体試験ツールの導入と資産の蓄積 

内製チームが主導し、単体試験ツールを一本に統一。内製から適用して外部委託先にも展開する。 

単体試験ケースを試験資産として蓄積する。 

➢ シミュレータの導入と資産の蓄積 

今まで使えていなかった空調機シミュレータを活用。内製チームが主導し、内製から適用して外部委託先にも展開する。 

試験シナリオを試験資産として蓄積する。 

 

6.改善による変化や効果 

改善活動を実施した 2020 年度から 2 年間の結果を下記にまとめる。 

・ 制御設計の改善効果 (~倍は改善前の 19 年度に対する評価) 

指標 20 年度 21 年度 

制御仕様書 内部作成件数 5.35 倍 5.4 倍 

制御仕様書 内部作成率 96.4% 100% 

仕様確認件数 0.4 倍 0.41 倍 

インプットリードタイム 

(開始～仕様インプット) 

1.87 倍 0.58 倍 

➢ 従来は制御仕様書を要求元部門でも作成していたが、新プロセスを適用し、前段階での要求獲得と内部での

制御仕様書の作成を実践した。21 年度は S/W 開発部門で制御仕様書を 100%作成することができた。 

➢ 仕様確認件数も減らすことができた。外部委託先も含めた仕様インプットの場を設け、制御設計者から説明を

行っていることや、S/W 内製分に関しては口頭での仕様確認で簡単に済ませることができているためと考えられ

る。また、S/Ｗを理解している制御設計者により、質の良い制御仕様書が作成できているとも考えられる。 

➢ 本改善により、21 年度は要求を受けてから仕様をインプットするまでのリードタイムが短くなり、より多くの機能開

発を実現できた。 

・ S/W 設計の改善効果 (~倍は改善前の 19 年度に対する評価) 

指標 20 年度 21 年度 

機能設計書蓄積数 蓄積開始 増加 

機能設計書再利用率 1% 12.3% 

部品設計書蓄積数 蓄積開始 増加 

部品設計書再利用率 1% 7.9% 

実装リードタイム 

(外部設計～組試) 

0.44 倍 0.32 倍 

開発リードタイム 

(仕様インプット～リリース) 

0.61 倍 0.64 倍 
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➢ 設計書の見直しにより、設計書の蓄積と再利用を実現できた。再利用率はまだ低い状況であり、蓄積を進め

ることでさらなる改善が見込める。 

➢ 本改善により、外部設計から組試までの実装リードタイムは半減以上の成果を出すことができた。S/W 作成能

力が高くなったことがわかる。制御設計、S/W 設計書、ブランチ戦略、試験の改善がそれぞれ効いていると考え

られる。 

➢ 仕様インプットから機種としての S/W リリースまでの開発リードタイムも削減できた。前述のとおり S/W 作成能力

は向上しているので、さらなる改善には、リリース段階でのフィーチャーブランチのマージ作業などの改善など、別ア

プローチが必要と考えており今後対応予定である。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

本取り組みにより、静岡製作所が目指すリードタイム半減に対し、S/W 開発部門としての成果をあげることができた。ま

た、この改善策の取り組みは 2 年間限定として発足したものであるが、2 年の成果が認められ期間の限定がない正式な

やり方とすることができた。 

利害関係者の要求元部門からは、 

・ 従来と比べて開発が早くなった 

・ 入れたい仕様変更を断られることがなくなった 

・ 三菱電機内部で先行開発ができるようになって非常に良くなった 

という意見をもらっており、対外的な視点からも効果を認めてもらうことができた。 

以上 
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2B1 事業活動と統合した品質マネジメントシステム「守り」と「攻め」の活動事例の紹介 植田 絵里（株式会社インテック） 

＜タイトル＞ 

事業活動と統合した品質マネジメントシステム「守り」と「攻め」の活動事例の紹介 

 

＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：植田 絵里（うえだ えり） 

所属：株式会社インテック 品質革新本部 品質マネジメント革新部  

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：原田 かおり（はらだ かおり）  

所属：株式会社インテック 品質革新本部 品質マネジメント革新部   

 

氏名(ふりがな)：相澤 武（あいざわ たけし）  

所属：株式会社インテック 品質革新本部 品質マネジメント革新部   

 

＜主張したい点＞ 

当社の目標である事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて取り組みを行った。取り組みの中で、構築

した品質マネジメントシステムの運用定着に向けて効果的であった施策と、課題であった「受託型ビジネス中心からサービス

型ビジネスへのシフト」への対策として実施した施策について、一定の成果が得られた。実施した施策の中で工夫した点に

ついて紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

QMS、ITSMS 

 

＜想定する聴衆＞  

これから QMS、ITSMS 構築に取り組む人 

 

＜活動時期＞ 

2020 年 4 月から継続中 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 ■改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 □ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

当社では、グループ会社共通の基本理念のもと、「質で語られる信頼のトップブランド」の確立を目指し、継続的に「品質」、

「生産性」、「技術力向上」に取り組んでいる。 

この取り組みの一つに、事業活動との統合を目指した「i-Trinity」（当社における QMS の呼称）の全社展開がある。 

本発表は、SPI Japan2021 の一般発表「事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて」の中で、対応

内容を紹介した取り組みである、構築した品質マネジメントシステムの、運用定着に向けて効果的であった施策と次のステ

ップに向けた基盤整備という「守り」と「攻め」の二軸での活動についての事例紹介である。 

 

2.改善したいこと 

事業活動との統合を目指すにあたっては、次の点が課題であった。 

（１）品質関連施策が部分最適になっている 

これまで取り組んできた各種品質関連施策が、その時々の直面する課題への対応を優先して構築されており、施策間 

で統一性がない。 

（２）マネジメントシステム未導入部門がある 

未導入の部門においては、正しいプロセスで業務が実施できていないことによる不採算プロジェクトの発生などが課題とな 

っている。 

（３）受託型ビジネス中心からサービス型ビジネスへのシフト 

サービス型ビジネスを見据えたマネジメントシステムの整備が急務となっている。 

（４）複数のマネジメントシステムが存在している 

既に複数の事業部門において部門の事業特性に応じて、QMS や ITSMS の導入を行っており、会社の中で、複数の 

マネジメントシステムが存在している。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

改善したいことのうち、（１）、（２）への対策として構築した、品質マネジメントシステムの運用の定着と、残っている課

題のうち、次のステップに向けた基盤整備にあたる（３）への対応が必要であった。 

 

4.改善策の内容 

（１）定例会を通じた品質マネジメントシステム運用の定着 

品質マネジメントシステム運用定着を図るため、全社 i-Trinity 推進定例会、個別連絡会の２種類の会議体を設置 

し運用を行った。 

 

（２）次のステップに向けた基盤整備 

次のステップに向けたサービス型ビジネスを見据えたマネジメントシステムの整備を実施した。  

 

5.改善策の実現方法 

（１）定例会を通じた品質マネジメントシステム運用の定着 

 ａ）全社 i-Trinity 推進定例会 

全社の i-Trinity 推進担当が、一堂に会して実施する会合で、開催頻度は月一回である。 

      事業部門の共通の悩みの共有や解決、先行導入部門の事例共有の場として活用している。 

   各回の会合内容は、概ねスタッフ部門からの連携事項と事業部門からの事例紹介で構成している。 



72 

 

   スタッフ部門からの主な連携事項は次のとおりである。 

   ・年間活動計画やマネジメントレビュー結果の共有 

   ・「i-Trinity」の改善内容の紹介 

   事業部門からの事例紹介例は次のとおりである。 

   ・「i-Trinity」を自部門に適用する際のプロセステーラリング事例 

   ・「i-Trinity」の自部門での運用事例 

   ・ISO9001 認証取得部門からの取得に向けた活動内容 

 ｂ）個別連絡会 

スタッフ部門と事業部門との一対一の会合で、開催頻度は事業部門により異なるが大部分は週一回である。 

   ａ）とは異なり、一対一の会合のため、事業部門固有の課題についての解決支援など、部門の状況に応じた支援

を 

実施する場として活用している。 

   また、ISO90001 認証取得を目指す部門については、別途、認証取得準備会として、認証取得を目指す部門の

み 

での会合を開催した。 

 

（２）次のステップに向けた基盤整備 

   ISO/IEC20000-1（ITSMS）の認証取得を視野に入れ、同規格に準拠する内容とした。整備にあたって工夫し

た 

点は以下の点である。 

・既に ISO9001（QMS）ベースで整備している「i-Trinity」とのダブルスタンダートとならないようにした。具体的には、 

ISO9001 の規格要求事項と大きく異なる規格の第 8 章以外の部分は、既存のプロセスを活用するようにした。 

・従来からの受託型ビジネスとサービス型ビジネスの両方を取り扱っている部門向けに、事業年度計画とサービスポートフ 

ォリオの管理単位の考え方の指針を定義した。 

・サービス年度計画に基づくサービスの活動を意識してプロセスを定義した。 

・サービスオーナー、サービスマネジャなど、これまで社内の中で馴染みの薄かった役割について明確に定義した。   

 

6.改善による変化や効果 

（１）について 

 効果としては次の点がある。 

 ・先行部門の事例発表では、聞き手側と発表側でそれぞれ次の効果があった。 

聞き手側、特に新たに「i-Trinity」を導入した部門にとっては、先行部門の導入にあたっての工夫点などが参考にでき 

た。発表側は、発表資料を作成することで、これまで自部門で取り組んできた内容を整理する機会になった。 

 ・先行部門における ISO90001 認証取得。 

 

 今後の課題としては、次のことが挙げられる。 

 ・事業部門の i-Trinirty 推進担当へのアンケート結果で挙がった要望や課題への対応。 

 ・ISO 認証取得部門の拡大への対応。 

 

（２）について 

本年 3 月から、既にサービス型ビジネスを実施している部門を先行導入部門として選定し、同部門において、フィット＆ 
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ギャップ分析を開始したところである。現時点で判明した点は以下の点である。 

  ・サービス運用に関するサービスレベル管理、インシデント管理等のプロセスについては、既に取り組んでいたが、サービス 

年度計画からの一連の PDCA サイクルを回すという活動が十分できていなかった。 

 

  今後の課題としては、次のことが挙げられる。 

・先行導入部門での運用を通じてマネジメントシステムの改善。 

・新たにサービス型ビジネスに取り組む部門向けの教育。 

   ・受託型ビジネスの運用・保守プロジェクトへの新たに整備したプロセスの適用。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

今回の取り組みにより、品質マネジメントシステムの運用定着、サービス型ビジネスを見据えた基盤の整備、先行部門にお

ける ISO9001 認証取得など、一定の成果があったと考える。 

今後は、引き続き、構築した品質マネジメントシステムの PDCA サイクルを回していくとともに、ISO 認証取得部門の拡大、

複数あるマネジメントシステムの統合に取り組んでいく予定である。 

これらの取り組みを通じて、「質で語られる信頼のトップブランド」の確立を目指していきたい。 

 

A. 参考情報 

[1]相澤 武、原田 かおり、星 孝則、事業活動と統合した品質マネジメントシステム確立に向けて、SPI Japan2021、 

2021 年 10 月 

 

以上 
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2B2 エンハンスメント部門における働きがい向上の取り組み 川野いずみ（TIS 株式会社） 

＜タイトル＞ 

  TIS 株式会社エンハンスメント部門における働きがい向上の取り組み 

＜サブタイトル＞ 

  １年で働きがいポイント 32％UP の成果を生みだした各種取り組みについて 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：川野いずみ（かわのいずみ） 

所属： TIS 株式会社 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＞ 

ポイントをおさえれば働きがい向上は難しくない。 

ポイントとは、「組織目標の共有、目指したい姿を言語化→目指したい姿にむかって活動→定期的に振り返り

しながらレベルアップ」という、進化のための取り組みを全員が当事者として無理なく継続できる仕組みをつくること。 

TIS 株式会社クレジット SaaS 第 2 部の約 1 年取り組み実績を、働きがいと組織健康度に関するアセスメン

ト結果（1 年で働きがいが 32％向上）とあわせて紹介。 

＜キーワード＞ 

      働きがい、アセスメント、健康度、 

      組織目標、目指す姿、 

      改善活動、振り返り、チーム、進化、 

1on1、社外コーチ、強み、フィードバック、育成 

 

＜想定する聴衆＞  

組織風土文化醸成の推進者、組織の管理者、チームリーダ 

 

＜活動時期＞ 

2021 年 12 月～継続中ですが、2022 年 12 月までに十分な成果を生みましたので、12 月までの活動を発

表。 

 

＜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 

 【主体】組織（TIS 株式会社 DX ビジネスユニット クレジット SaaS ユニット クレジット SaaS 第２部（以降「CB2

部」）） 

 【発表者の役割】働きがい向上・人材育成施策の企画推進者 

 【動機】従来より、部門の連帯感不足に課題意識があったが、2020 年 12 月実施の GPTW「働きがいのある会社」調

査を利用した働きがい調査結果が、DX ビジネスユニット（所属約 1200 名）中最下位であった。 

「信用」45、「尊重」58、「公正」56、「誇り」43、「連帯感」46、「働きがい（総合）」42。 

また、社内アセスメントである組織健康度調査結果も芳しくなかった＜図表 1-１＞ことをきっかけに、新たな組織風土向

上の取り組みを実施した。 

 

 なお、アセスメントの結果は芳しくないものの、当該部門ではメンタル不調者、退職者も発生しておらず、平穏に開発保

守業務が遂行されていた。このような中で、働きがい調査の結果が芳しくない理由が不明確であり、部門長と当施策推進

者（発表者）が全部員に対してヒアリングを実施した。その結果、大きな不満はないが、可もなく不可もなく、という気持

ちで働いていることが明らかとなった。 

 

＜図表 1-1＞社内アセスメント「組織健康度調査」結果（2021 年度下期 CB2 部） 

  
 

 

【目的】組織と働く人の成長のための風土づくり  

 

2. 改善したいこと 

部員の働きがいと健康度を向上させ、組織と人が進化を続ける仕組みを構築する。具体的課題は以下のとおり。 
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2-１．仕事の仕方を進化（改善）させる仕組みがない 

 

図表 1-1 より、以下のことが明らかになった。 

なお、G1～G4 は職位を表す。低：G1、高：G4。各調査項目について、最低でも 3.5 点は必要で、それを超えること

が望ましいとされている。 

2-2．全職位を通じて自身の強みを発揮できておらず、G3,G4 について成長実感がない（図表 1-1 の「強みの発揮」

「成長実感」が 3.5 点に至らない） 

2-3．リーダ的立場にある部員の健康度が低い（図表 1-1 の「G4」層の項目の大半が 3.5 点に至らない） 

2-4．組織の目指す姿、大切にしていることが落とし込まれていない（図表 1-1 の「OP の浸透」が 3.5 点に至らない） 

 

以上の課題を解消し、１年後の働きがい・組織健康度調査結果が全社平均を上回ることを目標とした。 

  

3.改善策を導き出した経緯 

 パーソル総合研究所と慶應大学前野隆司教授の研究結果[参考情報 1]より、働きがいに影響する大きな要素として、 

「組織目標の落とし込み」と「肯定的で公正なフィードバック」「目標の設定と共有」があることを知り、これを意識した施策

を立案した。 

＜図表 3-1＞パーソル総合研究所と慶應大学前野隆司教授研究結果 

 
 

4.改善策の内容 

4-1.「2-１．仕事の仕方を進化（改善）させる仕組みがない」に対する改善策 

 開発保守作業が多忙な中でも、緩やかな強制力を持って、チームと個人が中長期的目標に向かって進化（改善）を

続けることができる仕組みを構築した。 

 

4-2.「2-2．全職位を通じて自身の強みを発揮できていない、成長実感がない」に対する改善策 

 強みの発揮以前に、自身の強みを把握できていない人が多いため、まずは強みを発揮できる機会をつくる。 
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 また、成長を感じることができるよう、多忙な中でも目先の業務推進だけでなく、成長に向けた時間確保と実感の仕組

みを構築した。 

 

4-3.「2-3．リーダ的立場にある部員の健康度が低い」に対する改善策 

 従来、業務多忙で育成の対象としては後回しにされがちになってきたリーダ職（役職）に、自身の成長の機会となる時

間が確保できる仕組みを構築した。 

 

4-4.「2-4．組織の目指す姿、大切にしていることが落とし込まれていない」に対する改善策 

 TIS インテックグループの基本理念である「OUR PHILOSOPHY」について、全社で実施されている浸透活動に加え、

ユニット独自の浸透活動を実施し、日常的に各自に落とし込まれる仕組みを構築した。 

 

5.改善策の実現方法 

 当該部門は同時期、お客様からの開発依頼が活況であった。急な体制増強は困難で、残業時間も全社平均よりも多

い中、開発メンバーに大きな負荷をかけることは働きがいに逆効果となりかねない。開発メンバーが前向きに取り組めること

に最大限の留意をしながらの施策推進を行った。 

短期間に成果をあげることができた要因として以下をあげることができる。 

 ・部員全員（50 名）に状況と思いをヒアリングしてから、施策を立案したことで、現場の声を踏まえた施策を立案するこ

とができたこと。 

 ・推進担当者（発表者）が単独で進めるのではなく、副事業部長、部長と密なコミュニケーションを図りながら実施した

こと。 

 ・社内に閉じた体制で推進するのではなく、適切に社外の専門会社の協力を得て推進したこと。 

  これにより、推進者は実質 1 名のみの体制で、保守開発業務で多忙なメンバーに負荷をかけることなく推進することが

できた 

 

なお、４．の改善策それぞれについてのの具体的な実現方法は以下のとおりである。 

 

5-1.チームと個人が中長期的目標に向かって進化（改善）を続けることができる仕組みの構築 

①チーム別の取り組み 

 「チームの目指す姿・ありたい姿の明確化と行動計画の策定→各チームで月１回の振り返り実施→月次部門会議で

共有」の仕組みを構築。 

 具体的には、当該施策の意義を説明し、共通認識をつくり、各チームの目指す姿・ありたい姿を検討する導入研修を

実施した上で活動をスタート。 

施策と振り返りを定着させるために、シート＜図表 5-1＞を制定。開発業務が多忙な中、発表のためにパワーポイント等

の発表用資料を作成することに時間をとらないよう、発表もこのシートそのままを利用することをルールとした。 
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＜図表 5-1＞ 

 
実現手段がわからない理想論でもよい、とした結果、各自の本音が表出し、活動における当事者意識と自主性が芽生え

た。毎月、各チームで１時間程度の振り返り会を実施し、実施したことと気づきの共有と、次のアクションを話し合う。 

そして、その振り返り結果を、毎月の部門会議の発表項目に組み込んだ。 

全チームが毎月発表すると部門会議が長時間に及んでしまうため、毎月 3 チームのみ、各５分程度の発表とした。また、

部員のモチベーション向上に寄与するよう、発表に対して副事業部長、部長がコメントする時間を確保した。 

 これにより、日々の業務が多忙な中でも、自主性を重んじた上での緩やかな強制力で仕事の仕方が改善し、メンバー間

の相互理解ができる、改善活動の仕組みを構築することができた。 

 

②リーダの取り組み 

 リーダについて、自身が半年後に目指す姿を明確化し、月１回、外部のプロコーチによるコーチングセッションを受けながら

日々行動に取り組んだ。コーチングセッションにあたっては、組織と人の WiLL の実現を支援する株式会社 Pallet の

「WiLL パートナー」サービス[参考情報 2]を利用した。  

これにより、日々の業務が多忙な中でも、緩やかな強制力でメンバー育成等の中長期的な課題に取り組む仕組みができ

た。外部のコーチを話をすることで、新たな気づきを得たり、次の１か月までに試してみることを宣言して行動したり、ができ

るためである。 

 

5-2.強みを発揮し、成長を実感する機会づくり 

 ①自身の強みに気づくために、株式会社 Human Science Plow の Human Finder[参考情報 3]という個人の行

動特性のアセスメントを実施。 

アセスメント結果のフィードバックは、アセスメント結果のレポートを配布するだけでなく、チームメンバー全員に関する分析も

実施した上でチーム単位にミーティング形式で実施し、チームメンバーの相互理解を促した。 

＜図表 5-2-1＞Human Finder レポート（個人のアセスメント） 
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また、自分の目指す姿を明確にした上で、１年後、同一アセスメントを実施し前年の結果と比較し、行動特性が変容し、

成長していることを確認することができた。 
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 ②各チーム状況についてのアセスメントを実施。各種取り組みの前後で比較し、チームが成長していることを実感。 

＜図表 5-2-2＞Human Finder レポート（個人の成長 Before/After） 
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5-3.リーダ的立場にある役職育成の機会づくりについて 

役職自身にとって、自身の成長の機会となるよう、次のような取り組みを実施した。 

 ①役職全員で２度集中討議を開催。日頃自身がもやもやしていることを共有しあった。共有された課題をすぐに解決で

きたわけではないが、共通認識を持ち、相互理解もできたことで、実施の満足度が高かった。 

 ②従来より実施されていた役職向け 1on1（継続） 

 ③月１回、役職に対して社外コーチによるコーチングセッションを実施（課題１の改善案②と同一） 

 

5-4.組織の目指す姿の落とし込み施策について 

 ①TIS インテックグループの基本理念の落とし込み施策を実施。 

基本理念について、全社で定期的に浸透のための集合研修や取り組みが実施され、組織目標の中にも組み込まれるこ

とにより、展開が始まった当初と比較すると、基本理念は各段に現場に浸透してきていると感じる。ただ、まだまだ、崇高な

もの、縁遠いものと感じる人も多いのも事実である。 

そこで、組織の目指す姿、大切にしていることが自分ごととして落とし込まれるよう、TIS インテックグループの基本理念でう

たわれている内容のうち、自分の気に入っているものを１つ選択し、どうしてその言葉を選んだのか、を印象に残っている過

去の経験も含めて書く、週１の仕組みを構築した。 

また、あらかじめ担当者の当番表を展開しておき、少なくとも自分の番になるまでは毎週熟読し、自分ごととして取り組める

ような工夫を行った。 
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 ②上位層の入社以来の業務経験を自身のモチベーション動向とあわせて語り、仕事をする上で大切にしていることを部

員が理解できるためのイベントを実施した。これにより、XX さんが何を大切に仕事をされているのかがわかり、接しやすくなっ

たという、実施のねらいどおりの声があがった。 

 

  

6.改善による変化や効果 

各種取り組みを実施する中で、以下のとおり、部員の働きがいと健康度が向上した。 

＜図表 6-1GPTW「働きやすい会社」調査結果 CB2 部における 2019 年度 2020 年度と 2021 年度比較＞ 

 
全カテゴリについて、飛躍的に成長した。 

以下、2020 年度結果→2021 年度結果である。 

「信用」：45→64％ 

「尊重」：58→72％ 

「公正」：56→68％ 

「誇り」：43→57％ 

「連帯感」：46→61％ 

「働きがい（総合）」：42→74％ 

 

また、社内の独自アセスメントである組織健康度調査についても以下のとおり、飛躍的な成長を遂げた。 

＜図表 6-2 組織健康度調査結果 CB2 部における 2020 年 11 月と 2021 年８月比較＞ 
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全職位を通じて、「強みの発揮」「成長実感」が伸びが著しい。 

2020 年 11 月から 2021 年 8 月の間に、部員が担当する仕事はほぼ変更がなかった。それにもかかわらず、わずか 10

ヶ月で、「強みの発揮」が伸びたことは、強みに気づくことで、発揮できている実感ができることであると推測される。 

 

また、元々各項目の値が低かった G4（役職者層）について、G1～３同等の健康度に成長した。 

役職者向けに講じた各施策が有効であったことが証明できたと考える。 

組織の目指す姿である OUR PHILOSOPHY（OP）の理解と実践についても、全職位で成長した。 
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なお、2-1.で述べた、仕事の仕方を進化（改善）させる仕組みがないという課題については、 

以下の仕組みを構築できたことで、多忙な中でも中長期的なことに時間を確保することができている。 

 ・チームごとの目標設定と振り返りの取り組み（月１回） 

 ・社外コーチによるコーチングセッションの取り組み（月１回） 

 ・TIS インテックグループの基本理念の浸透のための当番制メール発信（週１回） 

 ・1on１（月１回）（従来より実施） 

 

7.改善活動の妥当性確認 

以上の取り組みが、組織と働く人の成長のための風土向上に寄与したと言うことができる。可もなく不可もなく、という状態

で働いていた部員のうち全体の 74%が「働きがいがある」と回答するようになったのである。 

 

3.で述べた、パーソル総合研究所と慶應大学前野隆司教授の研究結果にある、働きがいに影響する大きな要素、 

「組織目標の落とし込み」「肯定的で公正なフィードバック」「目標の設定と共有」の機会をつくることが、働きがいに影響す

るということが実証できたと考える。 

 

また、CB２部では、人が育ったなぁ、という会話がされることが増えたように感じる。部員の成長に加えて、働きがいも向上

したことにより、部全体の生産性は向上し、部門の組織力が強化されたと考えられる。 

一方、市場が活況であった影響も大きいのだが、CB2 部は 2021 年下期、予算達成することができた。 

各種取り組みは進化を続けながら継続中である。 

 

 

 

 

A. 参考情報 

[参考情報 1]パーソル総合研究所＋慶應大学前野隆司教授の「はたらく人の幸福学プロジェクト」研究結果 

https://rc.persol-group.co.jp/news/202007150001.html 

 

[参考情報 2]伴走型組織活性化プログラム「WiLL Partner」（株式会社 Pallet） 

https://pallet.work/ 

  

[参考情報 3]行動変容のアセスメントツール「Human Finder」（株式会社 Human Science Plow） 

https://hsplow.com/ 
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2B3 技術ナレッジのグローバル共有化の仕組み構築 赤松 康至（オムロン株式会社） 

＜タイトル＞ 

技術ナレッジのグローバル共有化の仕組み構築 

＜サブタイトル＞ 

 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：赤松康至 (あかまつやすゆき) 

所属： オムロン株式会社 インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー 技術開発本部 第 3 開発部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

エンジニアが保有する技術的なナレッジを形式知化しそれをグローバルに共有する仕組みの事例紹介 

推進部門が主体的に動くのではなく、各拠点の代表者との合議で推進を進めることでナレッジ蓄積と活用を拡

大 

 

＜キーワード＞ 

グローバル、技術ナレッジ、ナレッジマネジメント 

 

＜想定する聴衆＞  

グローバル情報共有、ナレッジマネジメント関連の管理者層、エンジニア、および SEPG の方々 

 

＜活動時期＞ 

2019 年～現在 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

オムロン株式会社におけるファクトリーオートメーション事業では、顧客における製造現場課題に、グローバルに展開するエン

ジニアが技術的なソリューションを提供し、効果的な解決策を実現することで、顧客への価値提供の向上を行っている。具

体的には、弊社のセンサ、PLC、ドライバ、ロボットなど幅広い製品と制御、AI、IoT などの技術を擦り合わせ、顧客製造

現場にロケが近いグローバル 7 拠点(日本、中国、韓国、アジアパシフィック、インド、アメリカ、ヨーロッパ)に展開するエンジ

ニアが業界や品目特有あるいは製造工程、装置などにおけるタクトタイム向上、検査性能向上などの課題を解決するソリ

ューションを個々の顧客に提供している。そしてこのソリューション提供の質、量、スピードをグローバルで加速することで、顧

客へ供価値提向上および事業拡大を目指している。 

その加速するための重要な要素が、各エンジニア・各拠点に点在している技術ナレッジの集約とグローバル共有であり、本

発表ではその仕組み構築を述べる。 

 

2.改善したいこと および 3.改善策を導き出した経緯 

顧客の製造現場課題を解決するソリューションには、制御、モーション、画像処理、AI、ロボティクスなど高度な技術を用い

たアルゴリズム、商品あるいは複数商品を組合せた利用技術を必要とする。これら技術ナレッジを各拠点に展開するエンジ

ニア間で共有することで、開発の二度手間を防ぎ、豊富な知見を得ることでソリューション提供の質および効率向上が可

能となる。 

しかしながら、これまでこれらの技術ナレッジは個々のエンジニアや拠点内に留まっており、また共有する仕組みも皆無であっ

た。 

従って仕組み(システムや運用)を一から構築し、これまではエンジニアの頭の中やローカルな拠点のみであった技術ナレッジ

をグローバルに拡大し共有化を実現することで技術による顧客製造現場ソリューション提供の加速を目指した。 

 

4.改善策の内容 および 5.改善策の実現方法 

(1) 技術的な内容をシステムに蓄積、グローバルに 従って法令順守対応と整備が必要になる。これに対して弊社の法務、

輸出管理、知的財産、情報セキュリティを担当する本社部門と協議し対応策を検討した。表 1 に順守項目と観点

を示す。 

表 1. グローバル共有化における順守項目と観点 

順守項目 観点 

技術情報の輸出管理 ナレッジ内の技術情報について輸出管理の該否判定を実施してい

る、もしくは該否判定の結果該当技術ではないこと 

知的財産権 特許出願すべき技術について出願完了している、もしくは特許出願す

べき技術は含まれていないこと 

機密保持 技術やナレッジの記述内容は機密保持に抵触していないこと 

情報セキュリティ 社内情報セキュリティルールに従っていること 

情報共有可能な情報セキュリティランクであること 

また国・地域において法令が異なることから技術ナレッジの所有、管理は各拠点に帰属することとし、技術ナレッジを蓄積、

共有する際のガイドとして定義し各拠点の責任者に展開した。 

 

(2) ナレッジの形式知化 

ナレッジ(knowledge)とは、Merriam-Webster 辞書によると次のとおり定義されている。 

The fact or condition of knowing something with familiarity gained through experience or 
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association 

(2)Acquaintance with or understanding of a science, art, or technique 

これを直訳すると、 

(1) 経験や関連を通じて得られた親しみのある物事を知る事実や条件 

(2) 科学、芸術、または技術に関する知識または理解 

となる。本取り組みでは、グローバルに共有する技術ナレッジもこの定義に沿って、「技術を使った経験を通じて獲得した知

識や理解」とする。さらには同等な知識・スキルを有する他者にも展開可能な形式に文書化されたものとした。 

そして、技術ナレッジを発信するユーザにとって負担が少ない、、役割と活動に応じた形式で体系化し、通常業務の結果と

して作成される成果物を極力技術ナレッジとすることとした。各拠点には、概ね 2 種類の役割を持つエンジニアが在籍して

いる。ひとつは技術を活用し顧客の製造現場にソリューションを提供する役割のエンジニアで、これを FE(Field 

Engineer)と呼ぶ。もうひとつは技術を保有、開発あるいは FE を技術的な後方支援する役割のエンジニアでこれを

AE(Application Engineer)と呼ぶ。技術の形式知化には、基本的に上記エンジニアの役割や活動に即した観点で技

術ナレッジの体系化を行い、彼らの業務活動結果を文書化できるようにした。具体的には表 2.の通りである。 

 

表 2. 形式知化する技術ナレッジの種類 

ナレッジの種別 具体的な技術ナレッジ 

技術開発、技術支援に関連する技術ナレッジ 

(主に AE の役割) 

 

技術概要説明 

トレーニング資料 

プロブラム取り扱い説明書 

サンプルプログラム 

技術提案書のひな型 

利用ノウハウ・手順・注意事項 

技術活用、ソリューション提供に関連する技

術ナレッジ (主に FE の役割) 

実装実験結果 

導入結果・事例 

利用ノウハウ・手順・注意事項 

 

(3) グローバル共有システムの開発 

システムプラットフォームは弊社標準 IT インフラである Microsoft Office365、SharePoint Online とすることにより、ラ

イブラリ・データリスト構築の効率化、情報セキュリティの一定の担保、全ユーザアカウント利用可能などシステム開発上のメ

リットを活かした。拠点個別による技術ナレッジ管理を反映させるため、拠点毎に分離した別サイトコレクションとして構成

し、技術ナレッジの実体(ファイル、フォルダやこれらに付帯の作成者、作成日、技術種別などのプロパティ情報)はこれら拠

点サイトに拠点内に限定したナレッジと、当該拠点発信の全拠点共有可能なナレッジを格納することとした。ホームサイト

はポータルの位置づけであり新着情報の案内やシステム管理者からのお知らせ、利用マニュアル掲載に留めている。全体

構成については、図 1.の通り。 

この構成により、システムとして各拠点による管理区分を明確化した。システム全体とホームサイトは主管である技術開発

本部が担当することとした。さらに各拠点においては拠点代表者を選出し、自拠点の管理および活用推進を担当する体

制を構築した。これにより拠点における技術ナレッジ管理、ユーザ管理、拠点特有の活用方法を柔軟かつ容易にできるよ

うにした。 
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図 1. グローバル技術ナレッジシステム構成 

 

(4) グローバル推進・運用体制構築と推進 

上述のグローバルでの技術ナレッジ共有そのものおよび共有システムは初の試みであり、課題は多く発生する。これらを管

理部門である技術開発本部だけで対応するのではリソース的に限界があり、また対策の方向性や内容を見誤るリスクがあ

る。技術ナレッジの管理主体を各拠点に帰属させ、かつ技術ナレッジのオーナシップを持たせるため、各拠点にチャンピオン, 

キーユーザという役割を設定しそれぞれ代表者を任命した。 

チャンピオンの役割 ： 自拠点のユーザを巻き込み、システム利用を推進 (典型的には各拠点のエンジニアリング部長) 

キーユーザの役割 : 拠点のシステム管理者、問合せ窓口であり、チャンピオンを補佐 (典型的には各拠点のエンジニア

リング部のリーダ層) 

そして各拠点のナレッジ管理および推進補佐であるキーユーザによる会議体を立ち上げた。技術開発本部が議長となり、

定期的に開催することで、システム、運用、ナレッジ活用における課題やそれらの解決、および推進を行った。システムリリー

スからの 2 年で 30 回会議を実施し、システムの使用性の改善、機能拡張、ナレッジ作成効率化、ナレッジ活用推進など

様々な課題を議論し解決した。またこの会を通じて会議メンバ間で良好な関係性を構築でき、拠点個別での相談や課

題解決も進んだ。 

 

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 

システムの正式リリースから 2 年経過し、技術ナレッジの累積蓄積数および拠点間のアクセス数の実績(それぞれリリース初

月度との相対比較)は図 2、図 3 の通り、順調に推移している。なお初月度の技術ナレッジの蓄積数はこれまでローカル

拠点内で共有されていた技術ナレッジをグローバルに展開した数である。 
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図 2. 技術ナレッジ蓄積件数比 

技術ナレッジ累積蓄積数は、開始月の件数と比較して 2.8 倍の技術ナレッジを共有できるシステムに成長した。その理由

を以下の通り、考察する。 

・技術ナレッジがエンジニアにおける通常業務の成果を文書化するものであり、過度な負担なく作成できたこと。 

・文書化する技術ナレッジを体系化しそれをガイドとして示したことにより、個々エンジニアが暗黙知化していた技術ナレッジ

の文書化が促進されたこと。 

・技術ナレッジを各拠点によって管理する運用によって各拠点の自発的な蓄積が促進されたこと。具体的に、いくつかの拠

点においては本技術ナレッジシステムの登録件数をエンジニアの業績評価と関連付ける運用がなされたこと。 

 

 
図 3. 拠点間技術ナレッジアクセス比 

活発な拠点間アクセスを実現した理由を以下の通り、考察する。 

・各ユーザがアクセス可能な技術ナレッジはコンプライアンス対応の制約を気にすることなく自由に活用できる仕組みとして

実現したこと。 

・エンジニアが通常利用する技術ナレッジを本システムに一元化したこと。 

・技術ナレッジの順調な増加で、常時鮮度のある技術ナレッジにアクセスできたこと。 

 

 

そして、これらの相乗効果により、顧客へのソリューション提供の成果として作成される顧客導入事例においては以下図 4
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の通り、技術ナレッジ共有化の本来の目的に対して、初月比 3.0 倍増という顧客提供価値の効果を生み出した。 

 

 
図 4. 顧客導入事例件数比 

 

以上。 
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3A1 七転八倒で向き合う組織の評価制度と目標設定 小坂 淳貴（クリエーションライン株式会社） 

＜タイトル＞ 

七転八倒で向き合う組織の評価制度と目標設定 

＜サブタイトル＞ 

つづける上で求められるカイゼンと「Unlearn」 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：小坂 淳貴（こさか じゅんき） 

所属： クリエーションライン株式会社 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： なし 

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

⚫ アジャイル・スクラムから学んだチームでの価値提供や個人へのエンパワーメントを会社の制度づくりの根底に

活用することで、組織内のコラボレーションやそこから生み出される成果をより良いものにできる。 

⚫ カイゼン活動をつづけているからこそ Unlearn（学びほぐし・学習棄却：これまでやってきたことを一旦やめ

たり捨てたりして、新たな気持ちで向き合い直すこと）が重要なタイミングが訪れるが、勇気を持って取り組

むことで組織の進化を実現できる。 

➢ 組織や全社で学習している活動ほどローカルルールが派生したりしていて、Unlearn は実に難しい。 

⚫ 企業文化や行動の変革を推進するには、挑戦する意欲を湧かせる目標設定が必須であり、効果的でも

ある。日々の業務の納得感の醸成が、結果的に組織として大きな成果を生み出す。 

 

＜キーワード＞ 

成長/組織/企業文化/Unlearn/OKR/評価制度/目標設定 

 

＜想定する聴衆＞  

⚫ 自身の組織の一体感を高めることで、組織全体をドライブさせたい人 

⚫ 自社の目標管理や評価制度に形骸化を感じてしまっていて自身や組織の成長との関連を感じられない人 

⚫ アジャイルな企業文化づくりに興味のある人 

 

＜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( 漸進的に成果が得られている状態 ) 
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＜発表内容＞  

本発表は弊社における評価や目標設定・目標管理に関する挑戦と失敗の歴史である。 

向き合い続けていることで、会社全体の、文化醸成やビジョンに突き進むための制度設計を漸進的に実現できてきている

過程を述べる。 

 

1. 評価制度に対する不満や不幸を味わった原体験（従来における課題感） 

⚫ 納得感のない査定 

⚫ 個人活動にフォーカス 

⚫ チームや組織との会話やコラボレーションが不要 

⚫ ボーナスにはつながっているが自身の成長につながっていると感じられない仕組み 

2. 目標駆動による、個人の活躍よりもチームでの価値提供にフォーカスする文化醸成 

⚫ OKR との出会いと試行錯誤 

⚫ 承認し合う文化で組織が加速する 

3. 継続すると積み重ねたくなる罠 

⚫ 積み重ねてきた経験が正しいと思い込み硬直化する思考回路 

4. 進化に必要な「変異」 

⚫ 進化するためには変異が必要 

5. 進化のための Unlearn 

⚫ 当たり前を疑う 

① 他社事例から学ぶ 

⚫ 改めて過去のバイブルを取り出す 

① 実践してきたからこそ受け取り方が変わる情報 

② 経験からの学びで上書きされ欠落していく情報を再認識する 

6. 手作りで進める目標管理と評価制度設計 

⚫ トップダウンとボトムアップの融合で生み出す制度づくりの実践 

⚫ より良い成果につながる行動を強化する仕組みづくり 

7. 終わりなき旅をつづける 

⚫ カイゼンを積み重ねて進化をつづける 

⚫ 制度は縛り付けるものではなく、目標の達成を全社に促すもの 

 

A. 参考情報 

[1] Google が全社員で取り組んでいる 目標管理「OKR」を自分のチームでやってみた ナビタイムジャパンの小田中さ

んの巻  https://www.youtube.com/watch?v=6_hp-h5XO2g&t=4ss  

[2] 書籍『進化思考』 

[3] 書籍『Measure What Matters 伝説のベンチャー投資家が Google に教えた成功手法 OKR』 

[4] 書籍『OKR(オーケーアール) シリコンバレー式で大胆な目標を達成する方法』 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6_hp-h5XO2g&t=4ss
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3A2 OSS ライセンスコンプライアンスを遵守するための OSS 教育の整備と全社展開 小山 貴和子（株式会社 東芝） 

＜タイトル＞ 

OSS ライセンスコンプライアンスを遵守するための OSS 教育の整備と全社展開 

 

＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：小山 貴和子（こやま きわこ） 

所属：株式会社 東芝 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：白井 保隆（しらい やすたか） 

所属：株式会社 東芝 

 

氏名(ふりがな)：忍頂寺 毅（にんじょうじ たかし） 

所属：株式会社 東芝 

 

＜主張したい点＞ 

東芝グループでは、ISO/IEC 5230:2020 (OpenChain Specification)適合も視野に入れた OSS 

(Open Source Software)ライセンスコンプライアンス遵守の取り組みを行っている。その取り組みの１つに

OSS 教育の整備と展開を実施している。現在までに、入門編と基礎編の展開が進んでおり、特に入門編は東

芝グループ全社に広く展開できており、約 21,300 人が受講した。基礎編も、2022 年 8 月末時点で約

5,300 人が受講した。 

 発表では、OSS 教育を整備したステップおよび、ここまで広く展開できた取り組みを紹介する。 

 

＜キーワード＞ 

OSS (Open Source Software)、OSS ライセンスコンプライアンス、ISO/IEC 5230:2020 (OpenChain 

Specification)、教育開発、教育展開 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、SQAG、SPI 活動に参加されている方、教育開発に携わっている方、OSS ライセンスコンプライアンスの

取り組みに興味のある方 

 

＜活動時期＞ 

2020 年 10 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 

 OSS (Open Source Software) の活用において、OSS ライセンスのコンプライアンス遵守や脆弱性管理等の対応

が重要となる。OSS ライセンスコンプライアンスのためのプロセスマネジメント標準として ISO/IEC 5230:2020 

(OpenChain Specification) (以下、ISO/IEC 5230) が 2020 年 12 月に発行され、国内外でその適合を達成

する企業が増えつつある[1]。東芝グループにおいても OSS の活用が増えてきていることから、OSS を適切に活用しライセ

ンスコンプライアンスを遵守することが必須となっている。OSS ライセンスコンプライアンス遵守の取り組みの 1 つに ISO/IEC 

5230 に適合することが挙げられ、東芝グループの各組織で適合できるよう OSS 関連プロセス群の整備や OSS 教育の

整備を進めている[2]。 

 

2.改善したいこと 

 本発表では、OSS ライセンスコンプライセンス遵守のための OSS 教育の整備と展開について発表する。 

 OSSの活用が増えているにもかかわらず、東芝グループではこれまでOSSに関する教育が十分に整備できていなかった。

OSS を活用している各社、各組織においても OSS に関する教育を実施できているところは、ごく一部であり、開発者等の

エンジニア個人が自身で OSS ライセンス等を調べて活用している状況であった。世間一般に様々な情報が公開されてい

る OSS の特徴から、OSS 活用者が個々で調べて対応するという運用で十分に対応できていたため、体系立てて教育を

整備する必要がなかったということも背景にある。 

 このような状況から、OSS を既に活用している場合であっても OSS に関する知識は個々でバラバラであり、OSS 活用者

が共通認識・共通理解を持っているという状態ではないといえる。今後も OSS の活用がどんどん増えることを考えると、ライ

センスコンプライアンス違反を起こす可能性が高まり、ライセンスコンプライアンス遵守のための 1 つの対策として OSS 教育

の整備と展開が急務であると考えた。 

 また ISO/IEC 5230 には、力量定義とトレーニング管理に関する条項 3.1.2「Competence (力量)」があり、OSS

に関して必要な力量を定義し、適切なトレーニングを受け(実施し)、十分な力量を確保することが組織的な取り組みとし

て求められている。東芝グループで ISO/IEC 5230 への適合を目指していくためには、体系立てた OSS 教育の整備と展

開が必要であると考えた。また各社・各組織でバラバラの内容を教育するよりは、サプライチェーン全体で共通認識・共通

理解が持てるよう教育内容を揃えた方がよいと考え、東芝グループ全社共通の OSS 教育となるよう整備していくことにし

た。 

 OSS 教育の整備と展開が改善したいことの主目的であるが、具体的には次の通りである。 

 (1)OSS に関する力量を定義すること 

 (2)OSS 教育体系の構築と、各教育のコンテンツを開発すること 

 (3)OSS 教育を東芝グループ全社へ広く展開すること 

 

3.改善策を導き出した経緯 

 2 章で述べた改善したいこと(1)～(3)について、改善策を導き出した経緯についてそれぞれ述べる。 

(1)OSS に関する力量を定義すること 

 我々は OSS に関する教育を整備する前に、OSS を活用するケースとして次の 4 つのケースを想定した。 

・OSS の活用管理：製品開発等に OSS を組み込んで製品をリリースする(OSS を再配布する)際に、ソフトウェア

部品等のリストを管理する 

・OSS として公開：自社で開発したソフトウェアを OSS として社外に公開する 

・OSS コミュニティへの貢献：OSS コミュニティに対し、Issue 報告や、修正パッチ等のマージリクエストを投げる等、

OSS コミュニティにコントリビューションする。OSS コミュニティを運用する 
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   ・OSS に関する運用管理：上記 3 つのケースを運用するための仕組み(プロセス)を確立し、維持する 

これらのケースに必要な力量を洗い出し整理することで、OSS に関する力量を定義できると考えた。また ISO/IEC 

5230 に適合できる必要な力量であることも考慮することとした。 

(2)OSS 教育体系の構築と、各教育のコンテンツを開発すること 

 OSS ライセンスコンプライアンス遵守はサプライチェーン全体で対応し、企業として信頼性を高める必要があることから、

OSS 教育は東芝グループ全社に展開する必要がある。このことから、広範囲に一気に展開できる e-Learning で教育

を展開していくこととした。e-Learning は一度に大勢の人に展開でき、受講者の好きな時間に自分のペースで学習で

きるメリットがある。一方で、個々人の裁量に任せた学習になるため理解度にバラツキが出やすく、学習内容の定着が

弱くなる。また講師が実施する座学等の教育と異なり、プレゼンテーションしながらテキストに記載していない内容を口頭

で補足したり、受講者の習熟度合いに合わせたフォローアップを行ったりといった対応が使えないため、説明すべき内容を

すべて文字に書き起こし、コンテンツに入れ込む必要がある。そのため、講師が実施する教育と比べ、コンテンツの量が多

くなってしまう。これらの特徴から 1 回で必要な教育を詰め込んで実施することは困難であり、複数回に分けて実施する

方針とした。この複数回に分けて開催する形を取るために OSS 教育の体系を定義することとした。 

(3)OSS 教育を東芝グループ全社へ広く展開すること 

 前述の通り、OSS 教育は東芝グループ全社に展開する必要があり、展開するための戦略を考える必要があった。

我々はこれまで東芝グループ全社 SPI 活動として、SPI 関連のコミュニティ運営や、シンポジウム・教育の開催等を約

20 年実施しており[3]、東芝グループ全社に広くネットワークを持っている。しかしながら、これまでのネットワークは SPI

関連とソフトウェア開発関連が中心であり、サプライチェーン全体で OSS ライセンスコンプライアンス遵守という観点で展

開していくためには不十分であった。特に、ハードウェア開発関連、営業、調達、知財とのネットワークが不十分であった。

これらの組織にも展開できるよう、これまでとは違うルートを使って展開していくこことした。 

 

4.改善策の内容 

(1)OSS に関する力量を定義すること 

 3 章で述べた OSS 活用のケース全体におけるエンジニアの成長ステップとして、初級(入門) ⇒ 中級 ⇒ 上級と段

階的にステップアップするのではないかと考え、各定義を次の通りとした。 

・初級（入門）： 

OSS に関してあまり自信がないため、できる限りありものを活用する。OSS ライセンスおよび OSS 活用プロセスを遵

守して、目利き力を磨きながら必要な OSS を探す。製品開発に OSS を活用する。 

・中級： 

OSS コミュニティの素晴らしさを知り、自信が出てくる。誰かに自分の開発したものを使ってもらいたいと思い、OSS

を提供する。OSS コミュニティに貢献(コントリビューション)しつつ、自分が開発したものを OSS として公開する。 

・上級： 

周囲から、より一段高いレベルでの活動が期待される。他人の活動を観ること、OSS 運用管理に関わることでステ

ップアップする。 

これらの成長ステップに必要な知識として、OSS に関する一般的知識と専門的知識をそれぞれ定義し、OSS に関する

力量とした。一般的知識と、専門的知識として定義した例を表 1 に示す。初級に必要なスキルが一般的知識に相当

し、中級および上級に必要なスキルが専門的知識に相当する。 
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表 8 OSS に関する力量定義例 

一般的知識 専門的知識 

OSS とは何かを説明できる OSS ライセンス監査が実施できる 

OSI (Open Source Initiative) を知っている 特定の OSS コミュニティに貢献する方法を理解している 

OSS の活用方法を理解している OSS を開発できる 

OSS ライセンスの種類を把握している OSS コミュニティを運用する方法を理解している 

OSS ライセンスを読んで内容を理解している ISO/IEC 5230 を理解している 

OSS の利用者責任を把握している OSS に関する訴訟事例を把握している 

 

(2)OSS 教育体系の構築と、各教育のコンテンツを開発すること 

OSS に関する力量定義から e-Learning の教育コンテンツで対応できる範囲は、一般的知識すべてと専門的知識

の一部と判断した。専門的知識の中には難易度も高く e-Learning で実施するには内容的に限界があるため、OSS

教育体系としては e-Learning で展開するものと、座学やハンズオン等他の形式で展開するものを組み合わせて整理

する必要があると考えた。e-Learning で展開するものは、東芝グループ全体で経営層も含む OSS に関係するすべて

の人に広く展開するもの、ソフトウェアに関係するエンジニアや特定の役割担当者に範囲を絞って展開するものに分けて

教育体系を検討した。エンジニアの成長ステップも考慮に入れた OSS 教育体系を表 2 に示す。 

 

表 9 OSS 教育体系 

教育名 主な話題 受講対象者 難易度 実施形態 

入門編 OSS の基本的な知識・注

意点等の習得 

ソフトウェアを含む製品あるいは

附属物に関係する業務に従事

する全従業員 

一般的な範囲 

(初級に相当) 

e-Learning 

基礎編 東芝プロセスに則した利用・

注意点等の習得 

ソフトウェアエンジニア、品質保

証、知財、法務 

一部に専門的 

(初級～中級に相当) 

応用編 OSSへの貢献やOSS監査

手順等の習得 

ソフトウェアエンジニア、OSS ライ

センス監査実務に従事する者 

専門的 

(中級に相当) 

発展編 具体的な実践手法の習得 ソフトウェアエンジニア 専門的 

(上級に相当) 

ハンズオン 

 

 各教育のコンテンツ開発では、主に e-Learning 向けのコンテンツを開発することから、次の条件を満たす内容にすべ

きであると考えた。これらの条件を意識して、現在までに入門編と基礎編のコンテンツを開発した。 

・学習時間の目安として、30～60 分程度で学習できる内容であること 

・コンテンツのページ数は、30 ページ程度にすること(多くなっても 50 ページ以内にする) 

・読んで終わりとならないように、理解度テストを入れること 

また教育コンテンツの内容には、OSS ライセンスコンプライアンス遵守の視点(OSS 活用に対するブレーキ、警鐘)と、

OSS 活用推進の視点(OSS 活用に対するアクセル)の両視点を入れて作成した。「コンプライアンス遵守」という視点の

みで教育を構成してしまうと活用に対するブレーキになっておしまう恐れもあるため、適切に活用すれば製品開発の効率

化につながるという活用推進の視点も含めた点は工夫したポイントの 1 つである。さらに入門編と基礎編では、OSS に

関する訴訟事例や OSS ライセンスの解説等の内容を入れたため、法務や知財担当のライセンスコンプライアンスの専門

家にもコンテンツの内容を確認してもらう対応を実施した。 
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(3)OSS 教育を東芝グループ全社へ広く展開すること 

 開発した入門編と基礎編を東芝グループ全社へ広く展開するために、従来の SPI 関連のネットワークとは違うルートを

使った展開方法を検討した。具体的には、東芝グループ全社横断でハードウェアも含むバリューチェーン全体を改革する

活動にソフトウェアの改革担当として参画し、その活動テーマの 1 つに OSS 活用促進を挙げた。特に OSS ライセンスコ

ンプライアンス遵守の必要性を訴えることで、本活動のトップである経営層(役員)に必要性を認めていただいた。OSSは

製品開発には必要不可欠になっており、OSS 活用には「ライセンスコンプライアンス遵守」もセットで付いてくることを主張

することで、経営層に理解してもらうことができた。また、本活動に参画している各組織の代表者にも「ライセンスコンプラ

イアンス遵守」の必要性を理解してもらい、OSS 教育展開の合意を得ることができた。 

 

5.改善策の実現方法 

 4 章までの内容で述べた通り、我々は OSS に関する力量を定義し、力量を考慮した OSS 教育体系の構築、入門編

と基礎編のコンテンツ開発を実施した。本章では、開発した OSS 教育の展開方法について述べる。 

 4 章で述べた通り、OSS 教育の展開ルートは東芝グループ全社横断のバリューチェーン改革活動を利用した。本活動で

は、過去に本活動の内容を理解してもらうための e-Leaning を東芝グループ全社に実施した実績を持っていた。本教育

はエンジニアだけでなく、総務、経理、企画等のスタッフも含めた広範囲の人が受講していた。このルートを利用し、OSS 教

育 入門編を展開することとした。 

入門編の展開の際に我々からは、ソフトウェアだけでなくハードウェアも含む製品開発に関係するすべての人(OSS 活用

に関係しうるすべての人)を対象にすることを条件として、各組織の窓口に受講対象者を選定してもらった。特に、営業、

調達、知財、法務、エンジニア、品質保証を担当する者および経営層、上級管理層は必須とし、それ以外は任意で受

講対象者を選定してもらった。入門編の内容から、OSS とは何か？OSS にはライセンスがありライセンスコンプライアンス遵

守が必須であること等を広く知ってもらう必要があると各組織に判断いただいた結果、スタッフを含む広い範囲を対象に入

門編は展開できた。また、この全社横断の改革活動ルートだけでは展開できない組織もあったため、他に展開が必要な組

織には我々が所属するソフトウェア技術センターの所長から教育受講の協力を発信してもらい、更に展開先を増やした。 

基礎編の展開においても入門編と同様のルートを利用することとした。しかし、基礎編は教育の難易度が上がるため、

入門編と同じ受講者というわけにいかず、ソフトウェアエンジニア、品質保証、知財、法務を必須とした受講対象者に絞る

必要がある。そのため、受講対象者の選定に時間を要し、入門編のようにすぐに展開できないという点が課題である。基

礎編については現在、受講対象者の選定が終わった組織から随時展開しているという状況である。 

 

6.改善による変化や効果 

 OSS 教育 入門編は 2021 年 7 月より展開がスタートし、2022 年 3 月末までに約 21,300 人が受講した。日本語

のコンテンツだけでなく、英語のコンテンツも開発していたため、国内だけでなく海外拠点にも展開でき、海外拠点からは約

1,500 人が受講した。5 章で述べた必須受講者(営業、調達、知財、法務、エンジニア、品質保証を担当する者、経営

層、上級管理層)以外にも、総務、経理、企画、産業医・保健師等のスタッフも受講し、想定した以上の人が受講した。

未展開組織も一部残っているが、当初予定していた組織への展開は概ね終了している状況である。製品開発に直接関

わらない人や、スタッフ部門のメンバにとっては、OSS という単語そのものを初めて聞く人もいたようだが、その方々にはコンテ

ンツの内容が十分に理解できなかったとしても、OSS というものがあることを周知できたこと、製品開発でなくても OSS を活

用する機会は誰にでもあることを周知することができた。 

 基礎編は 2022 年 3 月より展開がスタートし、2022 年 8 月末までに約 5,300 人が受講した。基礎編の展開につい

ては現在進行形であり、随時順番に展開している状況である。 
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7.改善活動の妥当性確認 

 OSS ライセンスコンプライアンスを遵守するための OSS 教育を整備するにあたり、まずは OSS に関する力量を定義し、そ

の後、力量を考慮した OSS 教育体系を定義した後に、各教育のコンテンツを開発した。このようなステップを踏むことで、

教育コンテンツの開発では、教育の目的やスコープ等に迷うことなく、コンテンツの構想(目次)を決めることができたと実感す

る。当たり前のステップかもしれないが、この当たり前のことを省略せずに 1 つ 1 つ実施することが、後戻りを少なくする方法

であると実感する。 

 また OSS 教育の展開では、従来の SPI 活動のネットワーク活用だけではここまでの展開はできなかったと考える。東芝グ

ループ全社横断のバリューチェーン改革活動ルートを利用したことと、その活動のトップである経営層(役員)に早い段階で

必要性を認めてもらい、教育展開を後押ししてもらえたことが広く展開できたことにつながっている。入門編においては約

21,300 人と広く展開することができ、OSS に関する基本的な知識を広く周知できた点は有益である。また、知財担当か

らも「コンプライアンスに関する教育は、自分には関係ないと思っている人やよく分かっていない人ほどコンプライアンス違反を

起こしやすいため、関係ないと思われる人たちに広く展開したことは有意義である」とのコメントをもらっている。このコメントか

らも、当初の想定した以上に展開できた点は有益であると考える。 

 OSS 教育 入門編に関するアンケートでは、一部で「講義レベルが高い」「理解できなかった」という回答結果が出ている

が、OSS に直接関係のないスタッフも受講したためにこのような結果が出たと思われる。しかしながら、本来狙っていた対象

者からは「理解できた」「教育内容を活用できる」という回答結果が得られ、好評価であった。また、コメントとしては次のよう

なコメントが挙がっており、東芝グループ全社共通で OSS 教育を実施する価値があったと考える。 

・OSS という言葉は知っていたが、中身についてはあまり知らなかったため勉強になった。注意すべき事項について知り得

たのはよかった 

・OSS に関する教育が開催されることを待っていた。以前から知りたかったが、自分で調べても分からないこと多かった 

・OSS に対するリスクについて、このように改めて学ぶ機会がなかったため、とても勉強になった。リスクがあることを意識し

て、ライセンスの範囲内で正しく利用する意識が高まった 

・非常に勉強になった。意外と OSS について知らないまま使っている人も多い 

・いくつかの OSS を意識せず使っており、運用に気を付けなければならないと改めて感じた 

・OSS は日常的に使用しているが、ライセンス条項について再度確認する必要があると感じた 

・OSS の使い方に関する教育を定期的かつ継続的に開催して欲しい 

・実務において有用かつ必須の教育だと感じた。続編の開催にも期待する 

 今後も OSS 教育 応用編および発展編のコンテンツ開発や、基礎編の本格展開を予定しており、東芝グループ全体で

ISO/IEC 5230 適合を目指し、OSS ライセンスコンプライアンス遵守を図る。 

 

A. 参考情報 
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[2] ソフトウェア技術センター, OSS ライセンスコンプライアンスを遵守するためのプロセス群及び教育の整備,東芝レビュー, 

Vol.77, No.2, 研究開発 p.24, 2022. 

[3] 田中 武志, 白井 保隆, 田村 朱麗, 艸薙 匠,  東芝グループにおける SPI 活動 20 年史と今後の展望に

ついて ～トップダウンとボトムアップを両輪としたアプローチ～, SPI Japan 2021, 2021. 
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3A3 設計工程 DX による外部設計者・プログラム設計者育成の効率化 野尻 優輝（住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞  

設計工程 DX による外部設計者・プログラム設計者育成の効率化 

＜サブタイトル＞ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：野尻 優輝（のじり ゆうき） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部生産技術グループ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 中村 伸裕（なかむら のぶひろ） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 QCD 改善推進部 

 

氏名(ふりがな)： 岡本 優奈（おかもと ゆうな） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 システムソリューション事業本部 

 

＜主張したい点＞ 

外部設計者、PG 設計者の短期養成には、ユーザーへの提案や PG 構造の検討などの重要な作業の経験を

積ませることが必要である。しかし、設計作業の中では機械的な作業に手が取られ、重要な作業に割く時間が

不足している。今回の取組による設計工程 DX により、機械的な作業が削減できた。それに伴い、重要な作業

を実施する時間が確保できる為、外部設計者、PG 設計者の養成を効率的に実施できるようになった。 

 

＜キーワード＞ 

DX、上流工程、外部設計、PG 設計、新人研修 

 

＜想定する聴衆＞  

QCD 改善担当者、DX 推進者、研修担当者 

 

＜活動時期＞ 

2021/11～2022/05(継続中) 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 ☑ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 □ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

 住友電工では近年設立された DX 推進組織の働きによって、従来のプロジェクトに加えて DX 案件のプロジェクトが増加

している。情報子会社である弊社も参画していく必要があるが、将来人員不足で対応できなくなるリスクを抱えている。外

部設計、PG 設計、PG 開発が実施できる人員を短期間で養成する必要がある。一方で、情報子会社である弊社も DX

の実施を要請されており、システム開発の DX を模索している。設計者の養成にもそこで培った DX 技術を活用することに

した。本発表では既存の新人トレーニングをベースに DX 技術を活用した外部設計・PG 設計者を短期に養成する取組

を報告する。 

 

2.改善したいこと 

2.1 外部設計 

(1)問題 

新人トレーニングでは約 2.5 ヶ月で要件定義～IT までを行うミニプロジェクトを実施しており、その内の 4 週間で要件

定義、外部設計、PG 設計を実施している。外部設計工程では、画面イメージの作成やユーザーレビューの指摘の反映に

時間の大半を費やしている為、ユーザーへの提案を検討する時間が十分に取れていない。 

 

(2)目標 

画面イメージ作成時間を短縮し、また、ユーザーレビューの指摘を短時間で反映できるようにすることで、提案検討の時

間を確保する。 

 

2.2 PG 設計 

(1)問題 

PG 設計で作成する PG 仕様書には表計算ソフトで作成されたテンプレートが用意されており、多数の記載項目がある。

設計者は本来、プログラム構造の検討に時間を割くべきだが、外部仕様書の文言を直接コピーしたり DB 実装名を日本

語に変換してコピーしたりして記載項目を埋めていく機械的な作業に時間が取られ、十分な検討が実施できていない。 

 

(2)目標 

 設計者の機械的な作業を削減して作業時間を確保することで PG 構造を十分に検討する時間を確保する。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

3.1 外部設計 

外部設計でどのような作業を行っているのか、ユーザーレビュー以前とレビュー以降のそれぞれのタイミングで分析した。 

(1)ユーザーレビュー以前 

ユーザーレビュー以前の画面イメージ作成の作業を図１に示す。 
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図 15 画面設計作業 

 

開発対象の機能が利用するテーブルの仕様を確認した後、画面項目を設定する為にテーブル仕様から項目名をコピー

してくる作業が発生している。最低でも画面に表示する項目の数はコピー作業が発生しているはずなので、複雑で項目の

数が多い画面程、機械的な作業に時間が取られることが分かる。 

 

(2)ユーザーレビュー以降 

ユーザーレビューで「一覧入力部に項目“大分類“を追加して欲しい」というレイアウト変更の指摘を受けた場合の修正

手順を分析した。まず、修正前後の画面イメージを図 2 に示す。赤枠部分が修正箇所である。 

 

 
図 16 指摘対応前後の画面 
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作業自体は少なく見えるが、変更が必要な個所は多い。変更前後のコマンドを図 3 に示す。赤枠部分が変更した箇所

である。 

 
図 17 指摘対応前後の画面 

 

成果物の変化量に対して変更箇所が多く、その内容も機械的な繰り返し作業が多いことが分かった。更に、レビュー、修

正、再レビューの 3 工程における設計者の情動について、カスタマージャーニーマップによる分析も行った(図 4)。 

 

 
図 18 設計者のカスタマージャーニーマップ 

 

外部設計作業に対する問題として、“繰り返し作業が多い“、”その場で修正して確認できない“の 2 点が大きい問題であ

ることが分かった。 

 

3.2 PG 設計 

PG 設計で実施している作業を調査した結果を図 5 に示す。 
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図 19 PG 設計作業 

 

外部仕様書に記載してある仕様を転記する作業や、ほぼ決まる仕様を記載していく作業等、機械的な繰り返し作業が

多く含まれることが分かった。 

 

4.改善策の内容 

私の所属する生産技術グループでは、開発部門のシステム開発プロセスの変革等を目的とした DX の基盤として 

2017 年より Digital Assistant(以降、D.A.) の構築を進めてきた。D.A.は組織内のデータを収集し、業務代行やア

ドバイスを行う仕組みである[1][2]。今回の取組では新たに、D.A.と設計者が協業して外部仕様書、PG 仕様書を作

成していくスキルを開発した。 

 

4.1 外部設計 

仕様書作成にあたって D.A.と設計者がやり取りする画面を図 6 に示す。その機能で使用するテーブル仕様が記載され

た「テーブル定義」欄、画面に表示する項目とそれぞれの I/O や入力型を入力する「画面項目」欄、画面項目欄で指定

したレイアウトを元に外部仕様書に表示される画面イメージを表示する「プレビュー」欄の 3 つで構成されている。 

 

 
図 20 外部設計画面 

 

この画面を用いた作業フローを図 7 に示す。 
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図 21 画面設計作業（協業実現後） 

 

まず、各種 input より D.A.が初版の仕様を作成する。次に設計者が、不足している画面項目を追加する等して第 2 版

の仕様を作成すると、D.A.は追加された項目の I/O 等の設定値を推測して記載した第３版の仕様を作成する。それに

対する修正を設計者が行い、D.A.がその内容を仕様に反映し…と、交互に仕様を編集して完成させていく。 

 この画面は、新規作成のみではなく修正にも使用できるため、ユーザーレビューの指摘をその場で簡単に修正していくこと

もできる。項目の追加を行う場合、従来の方法だと手間と時間がかかる旨は 3 章で示したが、この画面を用いれば、①テ

ーブル定義欄で追加対象の項目を選択する、②ドラッグアンドドロップでレイアウトを調整する の 2 操作のみで実現できる。 

 

4.2 PG 設計 

D.A.と設計者が協業して PG 仕様を作成する仕組みを構築すると、図 8 の様な作業フローになる。 

 

 
図 22 PG 設計作業（協業実現後） 
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外部仕様書等のデータを元に、D.A.が使用テーブルや CRUD などを記載した初版の仕様を作成する。設計者が仕様

を編集すると、その内容を受けて D.A.も仕様を更新する。外部設計と同様に、設計者と D.A.が交互に編集していくこと

で PG 仕様を完成させていく。 

 

５．改善策の実現方法 

従来は HTML 形式でサーバーに保存されている DB 仕様や外部仕様書等をブラウザで閲覧しながら設計者が仕様を

作成し、文書ツールを通して HTML ファイルに変換していた(図９)。D.A.が仕様を作成するには、従来の設計者と同じ

input を与える必要がある。しかし、各種仕様が HTML ファイルのままでは D.A.には認識できない。そのため、DB 仕様、

外部仕様書、弊社で開発に使用している楽々FWⅡ(以降、FW)の Javadoc 等、設計に必要な仕様を全て JSON フ

ァイルに変換した。JSON ファイルを読み込んだ D.A.と共に設計者が仕様を作成すると、D.A.は文書ツールを通して

HTML 形式の仕様書を出力し、併せて仕様の JSON ファイルも出力する(図 10)。 

 

    
図 23 従来の設計作業               図 10 D.A.と協業した設計作業 

 

6.改善による変化や効果 

本スキルは 7 月本番化予定であるため、実プロジェクトでの効果実証は実施できていない。試行として、実プロジェクト

で作成した仕様書を開発チーム内で再作成し効果を測定した。 

 

6.1 外部設計への効果 

試行では、外部仕様書作成時間を平均 18 分から 6 分へと6 割短縮する成果が得られた(表 1)。設計作業の中で、

ほとんどキーボード操作を実施する必要が無かった。実プロジェクトでも十分に効果が得られることを期待させる成果であっ

た。 

 

表 10 試行で作成した機能の各画面の作成時間 

作成画面 従来手法で作成(分) D.A.と作成(分) 

検索 20 9 

一覧 12 3 

登録 23 6 

平均 18 6 

 

6.2 PG 設計への効果 

試行では、作業工数の削減がみられなかった。しかし、既存の表計算ソフトを用いた PG 仕様書と違い仕様を全てデー

タ化できた為、D.A.が PG 仕様書を理解できるようになった。つまり、コーディング以降の工程でもサポートを実施できるよう

になった。 
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7.改善活動の妥当性確認 

 設計工程の中で養成に効果がない機械的な作業を行っている時間を削減することができた。ユーザーへの提案検討に

時間をかけられるようになるため、設計者の養成が効率的に行えると考えている。  

 

A. 参考情報 

[1] OSS を利用したデータ収集・分析の自動化による改善活動の効率化, 野尻優輝, 2018 

http://www.jaspic.org/event/2018/SPIJapan/session1B/1B3_ID022.pdf 

(2021/06/03 閲覧) 

 

[2]データ活用によるソフトウェア開発の改革, 野尻優輝, 2019 

http://www.jaspic.org/event/2019/SPIJapan/session3C/3C1_ID015.pdf 

(2021/06/03 閲覧) 
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3A4 300 人の保守担当者がトラブルを疑似体験したら 山本 優（住友電工情報システム株式会社） 

＜タイトル＞ 

300 人の保守担当者がトラブルを疑似体験したら 

 

＜サブタイトル＞ 

多種多様なチームを抱えるシステム部門が実践した品質向上の一手 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：山本 優（やまもと ゆう） 

所属： 住友電工情報システム株式会社 

システムソリューション事業本部 アプリケーション開発グループ 

 

＜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 

 

＜主張したい点＞ 

多様な案件やチームを抱えるシステム部門では、発生するインシデントなどの原因が案件ごとに異なる。そのため

従来の業務プロセス改善による部門全体の品質向上には、多大な時間と労力を要する。そこで切り口を変え、

各チームの構成メンバーに直接アプローチする即効性のある手法を試行した。具体的には工夫を凝らした e-

Learning を開催し、実際に起きたトラブルを疑似体験してもらった。理解度テストも実施し、間違った設問はヒ

ントを表示して満点になるまでのリトライを必須とした。加えて半年から 1 年後にもコンテンツを拡充し、同様に受

講させた。その結果、受講者の知識定着と意識向上が見られ、トラブルを抑制することができた。 

 

＜キーワード＞ 

保守品質向上、トラブル防止、e-Learning、研修、スキル向上 

 

＜想定する聴衆＞  

・トラブルや不具合を部門全体などの広範囲で抑制したい方 

・チームメンバーのスキルや知識を底上げしたい方 

・社内教育の新たな題材を探している方 

 

＜活動時期＞ 

2020/06～2022/05（継続中） 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

筆者が所属するシステム部門（以下、部門）は 500 以上のシステムを開発・保守している。品質第一を掲げ、5

年ごとに品質向上の中期計画を策定してプロセス改善を推進している。その一翼を担うのが、様々なテーマを持つワー

キンググループである。筆者の参加する「保守品質向上ワーキンググループ」（以下、WG）はシステム本番化後の保

守フェーズを改善活動の対象としている。 

部門ではトラブル防止に力を入れており、WG も過去に標準プロセスを定めている。顧客へのインパクトが大きいトラ

ブルは「重大トラブル」として真因追求（なぜなぜ分析）を行わせ、根本原因と再発防止策を「重大トラブル対策会

議」で部門長に報告することを義務付けた。またシステムの全停止に繋がるサーバのトラブルについても対策し、ディスク

容量監視や拡張計画の策定を保守プロセスとして標準化した。その後も部門レベルのトップダウンで運用改善を強く推

進し、プロセスの遵守率は 100%近くになっている。 

これらの取り組みにより重大トラブルは激減したため、続いて「一般トラブル」を削減する段階に移った。重大トラブル

に当たらない軽微な内容だが、そのぶん発生件数が多い。部門の品質をさらに高めるため、WG は一般トラブルの件数

を削減する取り組みに着手した。 

 

2.改善したいこと 

一般トラブルの発生件数を低減させて、部門が中期計画で掲げた品質目標達成に寄与したい。 

なお現在の中期計画は 2018～2022 年の期間で、活動開始は 2020 年中ごろであり、早期に結果を出したい。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

(1) 保守業務の現状 

部門ではグループ会社を中心とした様々な事業分野の顧客に、要件定義から運用保守の一部まで幅広いフェーズ

でのサービスを提供している。そのため多数の保守チームを抱えており、業務基盤整備とチーム統制のため標準プロセス

の定義に努めてきた。背景で述べた重大トラブル対策もその一環である。 

一方で各チームが行う細かな作業内容までは標準化しておらず、顧客やシステムに即したチーム内ルールをそれぞれ

定めて日々の開発・保守を遂行している。この運用はフットワークが軽く、日常的に作業を見直して効率を追求できる

などのメリットがある。しかし現在の業務に直結しない、トラブルの予防といった改善活動には目が向きにくい。また小規

模なシステムには最低限の予算と人員しか付かず、担当チームが仮にトラブル防止の活動をしたくてもできないケースが

ある。 

このように保守チームが率先して一般トラブル対策を行う土壌はまだなく、部門として何らかの対策を打たなければ改

善は望めないことが確認できた。 

 

(2) 重大トラブル対策の転用可否 

もし一般トラブルに対し、重大トラブルと同様の対策を行う場合はどうなるか検討した。顧客へのインパクトが異なる

だけであり、トラブルとしての構造は基本的に同じはずである。 

しかし実際のところ一般トラブルは、重大トラブルと比べて遙かに発生件数が多い。同等の水準でなぜなぜ分析を行

うと保守チームの負担増となり、対策コストが部門全体で膨れ上がってしまう。また顧客に対して軽微なインパクトしか

なく、部門長への報告義務まで定めるのは大仰といえる。 

よって一般トラブルに重大トラブル対策を転用するのは現実的でないと結論付けた。そこで一般トラブルを改めて分

析し、改善の切り口を模索することになった。 
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(3) 改善対象とするトラブルの選定 

数の多い一般トラブルをひとまとめに扱うのは効率がよくない。まずは最も低コストで改善効果が得られるトラブル群を

特定することにした。表 1 はある期間に発生したトラブルに占める原因工程の順位である。 

開発段階の工程を除くと、リリースが割合として最も多いことが分かった。内容を確認

したところ、リリース作業のミスや考慮不足がトラブルの原因となっていた。 

リリースは様々な手法がある開発段階の工程とは異なり、作業のバリエーションが少

ないと考えられる。そのためプロセスの標準化によるトラブル対策を最も行いやすいと判

断した。なお別の改善グループがプログラム開発や外部設計の工程をターゲットとしてお

り、棲み分けを意識した点も補足しておく。 

今回の改善対象はリリース工程のトラブルとすることを決定し、対策方針の選定に進

んだ。 

 

(4) 対策方針の選定 

本活動は中期計画（2018～2022年）の中盤に開始したことから、部門の実績値に反映できるよう早期に効果

を得る必要があった。そこで WG は実績のあるプロセス標準化による対策（案 1）と、今回新たにトラブル防止教育に

よる対策（案 2）を挙げて比較することにした。その結果は表 2 の通り。 

 

比較の結果、正攻法といえる案 1 は改善の取り組みから実際の業務改善に至るまでに長期間を要し、目標達成

への貢献には向かないと判断した。そこで案 2 を選定し、新しい形の改善にチャレンジすることとした。 

 

4.改善策の内容 

(1) 概略 

トラブル事例と対策を紹介する 30 分程度の e-Learning 教材を作成し、保守担当者に定期受講させる。具体

的な実施要領は以降の項目に記載する。 

 

(2) 使用するシステム基盤 

社内クラウドで稼働しているオープンソースの学習支援システム ”moodle” 上に e-Learning の教材を用意し、

対象者に受講させる。このシステムは教材表示のエンジンに限らず、受講状況の細かな監視が可能である。またテレワ

ーク時に使用する VPN 経由でもアクセスでき、緊急事態宣言下で出社率を抑制していても支障なく受講させることが

できる。 

 

表 1.トラブル原因工程の割合 

表 2.対策方針の比較表 
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(3) コンテンツ 

標準の受講時間が 30 分となるよう全体のボリュームを調整する。コンテンツはトラブル事例、理解度テスト、アンケー

トの大きく 3 種類に分けられる。 

トラブル事例は 1 つの事例と対策をまとめたスライド風の Web ページとする。事例はトラブル管理システムから原因

工程がリリースのものをピックアップする。保守チーム間のルールが異なることを考慮し、破綻しない程度に内容を一般化

しながら要約する。要素としては現象､被害、原因、対策を含める。特に現象と被害は、受講者がトラブルを自ら発生

させてしまったシーンを想起させるよう工夫する。トラブルを起こしたくないという意識付けのためである。 

理解度テストはスライド数枚ごとに実施する。テストは全問正解が必要で、誤答があれば該当の事例ページに戻って

再確認するよう促す。設問は単なる Yes/No にとどめず、事例の対策を理解していないと正答が難しい複数選択を中

心とする。ただし知識の定着によるトラブル防止が目的であるため、複雑になりすぎないよう注意して出題する。 

アンケートは受講者自身の振り返りを促す効果と、確実なフィードバックを得るために回答必須とする。内容の理解

度、トラブル防止に役立つかどうかといった 5 段階評価の質問と、感想や特に参考になった点などのフリー入力欄を設け

る。 

 

(4) 受講対象者とコスト負担 

部門内の保守業務に従事している者は、原則全員が受講必須とする。雇用形態などは問わず、当社の正社員か

ら SES パートナー要員まで含む。また部門は大阪と東京に主な拠点を持つが、最終的に客先常駐型の小さな拠点も

含め全て対象とする。 

コスト面は低予算のチームに考慮し、部門の改善活動予算から受講時間分の人件費を拠出する。チームの予算

は顧客から受注した案件で賄っているため、コストを理由に受講が進まない事態をこれで避けられる。 

 

(5) 運用計画 

年1回、受講期間を定めての開催とする。WGが受講状況を監視できるよう、通年開催での自由受講とはしない。

開催タイミングは異動によるチーム要員の交代や、トラブル発生時期の傾向を踏まえて決定する。 

コンテンツの更新も毎回実施する。新たに発生したトラブルや想定事例を盛り込み、30 分に収まるよう差し替えや

既存事例とのマージを行う。また受講者アンケートから得られた改善点についても可能な範囲で対応する。 

 

5.改善策の実現方法 

(1) 実施サマリ 

2022 年度の部門品質に結果を反映させるため、2021 年度中に継続教育として正式運用を開始する目標とし

た。2020 年 12 月に着手し、後述のプロセスで改善策を推進した。 

先に e-Learning の開催実績を掲載する（表 3）。第 1 回は試行のため対象者を分割して段階的に展開し、

第 2 回は正式運用として部門全体で開催した。以降、取り組みの内容を順に詳しく述べる。 

 
表 3.e-Learning「トラブル防止研修」開催実績 *システム保守関係者のみ 
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(2) コンテンツ作成 

作成ツールには当社社員が SPI Japan 2021 で発表した「開発実習を含む集合研修の e-Learning 化と成果」

（岡本、[1]）の取り組みと同様、当社の文書作成ツール ”isdoc” を使用する。簡潔なコマンド記述のみで、e-

Learning の標準規格である SCORM に則った教材を生成できる。このソースを moodle に配置することで、効率的

にコンテンツを作成する。 

作成作業は WG メンバーで分担した。1～2 週間ごとの会議でドラフト版を持ち寄って、レビューを行いブラッシュアッ

プしていった。着手前にフォーマットは仮で定めていたが、作成を進めると合わない部分が出てきて何度か見直した。また

メンバー間でも所属チームの手法や経験の差があり、事例をバランスよく一般化することは相当に難しい作業だった。理

解度テストの難易度についても同様である。 

受講時間を 30 分に収めるという条件を満たすことにも苦労した。事例ページ担当者は多くの教訓を伝えたいという

思いを持ち、内容が盛り沢山になる傾向があった。レビューで指摘を受けて要約すると今度は分かりにくくなり、良い塩

梅を掴むまでに何度も修正を繰り返した。 

なお分担したことで事例の文章やテスト設問の書き味が異なってしまうが、改善のスピード感を重視するため無理に

合わせない方針とした。あくまでトラブル事例集であり、教科書のように統一されている必要はない。 

ドラフト版の作成後は、統合して WG 内で通しの確認を行い調整後、教材の初版（Ver 1.0）を発行した。 

 

(3) e-Learning 試行開始 

試行は 2021 年度に入ってから実施した。当初はスピード感を持って 2020 年度中に試行する計画だったが、コン

テンツの質を高めてからの試行が得策だと判断して時期を変更した。 

受講対象は WG の活動拠点である大阪の正社員 85 名とする。WG 外に教材を初公開することもあり、身近な人

物を受講者にして手応えを確かめる狙いである。メンバーがそれぞれの所属部署で対象者を選定し、受講者リストを作

成した。受講に関する根回しは「トラブル防止研修」の試行という名目で、部門のマネージャ会議にて行われた。 

その後、受講依頼を WG メンバーが所属部署の対象者に対して各自メール等で送信した。趣旨説明や受講方法、

特に理解度テストで満点を取る必要がある点を案内した。 

 

(4) 試行中の取り組み 

受講期間中は WG メンバーによる受講状況の監視とトレースを実施した。moodle からは受講者ごとに既読ページ

やテストの解答履歴を取得できる。週に何度か集計して WG 内で共有し、全体の受講状況を把握した。また未完了

者やテストが満点になっていない者、アンケートが未回答の者に対しては所属部署ごとに直接トレースした。 

初回の受講者からは様々な意見が寄せられ「理解度テストの問題文が曖昧」「解答の仕方が分かりにくい」といった

改善点が明らかになった。WG メンバーは内容をすでに理解しているのでピアレビューに限界があり、まず小規模で試行

したのは正解だったことを実感した。 

一方でアンケートには「他チームの事例を学べて参考になった」「今から実践できる対策があった」といったポジティブな

コメントも多数あり、むしろネガティブな意見はごく少数であった。このことからスキル向上とトラブル防止の効果に対する

期待がより膨らんだ。また高評価の事例には最後までこだわって調整したものが含まれており、計画厳守よりもコンテン

ツの質を優先してよかったと考えている。 

そして受講依頼から 3 週間ほど経過すると受講率が 85%（72 名が受講）に達し、十分なフィードバックも得られ

たため受講トレースを打ち切って次のフェーズに進んだ。 

 

(5) 教材改訂と受講対象者の拡大 

試行のフィードバックを踏まえ、さらにトラブル防止効果を高めるため教材を改訂した。アンケート結果やテスト解答履
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歴から内容の分かりにくい事例を特定し、文章や出題内容を見直した（Ver 1.1）。 

この改訂版を用い、試行で対象とならなかった東京の正社員、そして全拠点の SES パートナー要員の計 207 名に

も受講を展開した。パートナー要員については契約管理の担当部署にも相談し、問題がないことを事前に確認した。

試行時と同じように受講案内とトレースを行い、結果的に 97%（201 名）がテスト満点で受講を完了した。 

上記展開と並行して、2021 年度版の教材作成（Ver 2.0）にも着手した。今度は部門全体での一斉受講を

前提としており、大半が 2 回目の受講となる。新たに発生したトラブルや想定事例を計 5 件選定し、受講者が飽きな

いよう意識しながら追加コンテンツの作成を進めた。また新たな受講者からのフィードバックも随時反映した。 

加えて継続教育によるスキル向上効果の検証も行いたいので、アンケート項目をいくつか追加した。前回受講者向

けに「1 回目の内容がトラブル防止に役立っているか」といった質問を行い、保守担当者の実感を確認することにした。

なおトラブル防止効果に関しては、定量的にトラブル発生件数を用いて測定する。 

 

(6) 部門全体での第 2 回開催 

教材 Ver 2.0 が完成後、部門全体への受講案内を 2022 年 3 月に実施した。受講対象者は 322 名で、過去

最多となる。受講者側も運営者である WG 側もすでに経験があるためスムーズに受講が進み、約 3 週間という短い期

間で 95%（305 名）の受講が完了した。 

 

6.改善による変化や効果 

(1) トラブル件数の改善 

月間のリリーストラブル発生件数について、2021 年 11 月以降、5 ヶ月連続でゼロ件を達成できた。最初に e-

Learning を開催した翌月の 2021 年 6 月から件数が明らかに減少し始めた。その後も開催を重ねることでトラブル

が抑制され、毎月ゼロ件が続くまでになった。このことから今回の改善策には、明確なトラブル防止効果があると考えて

いる。 

 

(2) 受講者アンケート結果 

第 2 回の受講者が回答したアンケートを集計した。図 1 は第 2 回の教材に対するアンケート結果である。ほとんど

の受講者がポジティブからニュートラルな評価をしており、研修を受講する価値が高いことが表れている。 

また受講が 2 回目の場合は「研修がトラブル防止に役立ったか」という設問も必須回答とし、64%の受講者が役立

ったと評価した。品質の数値だけでなく、保守担当者の実感としても改善効果が高いことを示している。 

 

 図 1.第 2 回アンケート結果集計（抜粋） 
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7.改善活動の妥当性確認 

今回取り上げた内容は、部門の 2021 年度ワーキンググループ活動報告会で最優秀賞に選ばれた。部門の掲げる

中期目標に対し、妥当な改善活動と貢献ができたことの証であると自負している。 

また今後に関しては、PG 開発など他の原因工程におけるトラブル防止にも展開していきたい。今回実施したトラブル

事例の教育スキームを活用すれば、さらに多くのトラブルを未然に防げると期待している。受講のモチベーションを維持で

きるよう、社内の学習管理システムで単位を付与するなどの施策も行う。 

もちろん正攻法であるプロセスの標準化による改善も、中長期的な活動として検討していきたい。部門の事業規模

がどれだけ拡大しても高い保守品質を担保できるよう、継続的にプロセス改善を推し進める所存である。 

 

A. 参考情報 

[1] SPI Japan 2021 セッション 1B-4「開発実習を含む集合研修の e-Learning 化と成果」岡本 優奈（住友電

工情報システム株式会社） 

http://www.jaspic.org/event/2021/SPIJapan/TimeTable/general_session/abstracts.pdf P.19 

  

http://www.jaspic.org/event/2021/SPIJapan/TimeTable/general_session/abstracts.pdf
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3B1 グローバルチームによるアジャイル開発プロセスの課題と改善 王 佩佩（富士通株式会社） 

＜タイトル＞ 

グローバルチームによるアジャイル開発プロセスの課題と改善 

＜サブタイトル＞ 

海外メンバーとのテレワークにおいて、仕事への意識と品質に対する知識レベルの違い、 

言語の壁、時差・距離を超えるための対策 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：王 佩佩 （ワン ペイペイ） 

所属：富士通株式会社 ジャパン・グローバルゲートウェイ クラウドアプリケーションＤｉｖ

ｉｓｉｏｎ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 黒松 秀明(くろまつ ひでき)、伊澤 淳一（いさわ じゅんいち）、 

返町 周 (そりまち しゅう) 、今野 圭子 (こんの けいこ) 

所属： 富士通株式会社 ジャパン・グローバルゲートウェイ クラウドアプリケーションＤｉ

ｖｉｓｉｏｎ 

氏名(ふりがな)： 和田 憲明 (わだ のりあき) 

所属： 富士通株式会社 ジャパン・グローバルゲートウェイ アドバンスドテクノロジー推進

統括部 

 

＜主張したい点＞ 

標準化したプロセスを用いて、スムーズなプロジェクトの立上げと、グローバルな開発チームの

マネジメントを効率的に実現できた。 

標準化された型をベースにしながらも、プロジェクトの特性に応じて、プロセスを継続的に改善

していくことが重要である。 

 

＜キーワード＞ 

グローバルチーム、プロセス標準化、アジャイル、スクラム、テレワーク 

 

＜想定する聴衆＞  

グローバルチームでのアジャイル開発を検討している方 

テレワーク下でアジャイル開発を検討している方 

 

＜活動時期＞ 

2021 年 5月から 2022 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 

日本が 2025 年の崖に直面し、人材不足が課題となっている中[1]、当社はデリバリー体制を集約し、海

外開発拠点共業を含む内製化の拡大・標準化を加速させている。 

当部門は、アジャイル開発において海外メンバーとの共業を加速するため、スクラムを基にしたアジャイ

ル開発プロセスおよびマネジメント基盤を標準サービス（シェアードサービス）として整備し提供してい

る。 

2021 年度 7 月から、これまで国内で開発していた当部門の社内システムの改修と新機能追加のため、ア

ジャイル標準化チームが策定した標準プロセスを適用し、マレーシアの開発拠点と日本国内のステークホ

ルダーによる共同開発を行った（以下、本プロジェクト）。本プロジェクトを通して、利用者へのより良い

サービスの早期提供とより効率的なプロジェクトマネジメントの実現を目指した。 

本取り組みは、海外拠点との共業に向けたアジャイル開発標準プロセスの適用と改善、海外メンバーの

長期的観点での育成、コスト削減の有効性でも注目されていた。 

本発表は、アジャイル標準化チームの一員であり、また当プロジェクトのスクラムマスター(発表者、以下

SM）とチームメンバーによる改善活動の振り返りである。 

 

2. 改善したいこと 

本プロジェクトでは、標準プロセスを適用することで、海外開発メンバー共業に向けたマネジメント事

項や開発プロセスが明確になっており、迅速なチーム立上げ、スムーズなイベント推進が可能であった。

一方で、標準プロセスではコントロールが難しい以下の三つの課題があった。 

(1) 仕事への意識と品質に対する知識レベルの違い 

本プロジェクトの海外メンバーは日本ほど報・連・相（報告・連絡・相談）が習慣になっておらず、問

題が大きくなるまで抱え込んでしまう傾向があった。それにより、急な欠員、納品延期、過剰な残業

等の問題が多発していた。また、品質基準に対するとらえ方は異なり、機能実装を急ぎ、テストをお

ろそかにし、期待外れの結果になってしまうケースがあった。 

(2) 言語の壁 

日本語が通じない海外メンバーとバイリンガルの日本側ステークホルダーというチーム構成のため、

当プロジェクトは英語主体で運営する方針にした。しかし、英語のネイティブスピーカーでない限り、

言語の壁が少なからず存在し、会議は長引きがちであった。また、翻訳ミス、あやふやな言い回し等

によって、要件を十分理解しないまま開発に取り組むケースがあった。 

(3)時間・距離の制約 

日本とマレーシアは 1 時間の時差がある。その上、祝日が異なり、一日で見ても、それぞれ組織のイ

ベントも異なるため、異なる国同士のペアプログラミングを困難にした。完全なテレワークは心理的

距離を拡大し、メンバーが往々にして発言を控えている様子が伺えた。 

 

3. 改善策を導き出した経緯 

上記の課題を改善するために、スプリントの振返り会でチームメンバーと抱えている課題点を明らかに

し、Who、When、What、How と具体策に落とし込んだ。頻発していた納品遅延の根本原因を究明し、再

発防止のため、5 階層にわたり、なぜなぜ分析を実施したところ、三つの根本原因（「仕様認識齟齬」、「仕

事への意識の違い」、「報・連・相の不徹底」）にたどり着いた。開発プロセスの問題点が浮き彫りとなり、

適宜ルールを整備する必要性に気づいた。 

 

4. 改善策の内容 

以下のような手法・ツールを用いて改善策を実施した。 

(1)プロジェクトの特性に応じて、イベントの進め方を見直し 

・ 2(1)に記述した「報・連・相の不徹底」の課題（根本原因-3）に対し、デイリースクラムで SM はメ

ンバーに抱えている課題がないかを確認するようにした。 

・ 2(2)に記述した長時間会議の課題に対し、計画ミーティングから振返り会等のイベントをより効率的

に進行するため、スプリント開始前に、日本語で記載されているバックログアイテムの文章に対し、

英語併記を行ったうえで開発者に提供するようにした。スプリント計画ミーティングでマレーシアと

日本側でそれぞれ事前に見積もったストーリポイントと見積もり根拠を突き合わせ、相違したところ
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にフォーカスするようにプランニングポーカーを実施した。振返り会の前にメンバーに日本語と英語

で振り返り観点を事前に用意してもらい、会議でそれぞれの観点を共有するようにした。 

・ 2(2)に記述した「仕様認識齟齬」の課題（根本原因-1）に対し、プロダクトオーナー (以下 PO）はユ

ーザーストーリマッピングに図や写真等ビジュアル要素を盛り込むように工夫した。計画ミーティン

グの冒頭に PO から新しいユーザーストーリの背景説明を行い、さらに必要に応じて開発者と PO の

間で仕様確認セッションを随時セットした。 

 

(2) スプリント完了の定義を見直し、不足している品質に関する知識を補完 

・ 2(1)に記述した品質基準に対するとらえ方の相違（根本原因-2：仕事への意識の違い）に対し、アー

キテクト、PO、開発者を巻き込んで完了の定義を見直し、スプリントレビューでステークホルダーに

各品質項目の達成状況について報告し、品質を担保した。スプリント内で継続的勉強会、海外拠点を

跨いだ開発メンバー同士のハンズオンを実施し、海外メンバーが不足しているリグレッションテスト、

テストドリブン、リファクタリング等の知識を補った。 

 

(3) コミュニケーションツールを活用 

・ 2(2)に記述した言語の壁に対し、ミーティング中に適宜チャットボックスに会話内容の日本語と英語

の文章を合わせて投稿するようにした。 

・ 2(1)に記述した「仕事への意識の違い」（根本原因-2）と 2(3)に記述した時間・距離の制約に対し、グ

ループチャットを作り、会議以外での交流を促進した。DevOps 統合管理ツールのカレンダーにメン

バーの予定、スクラムイベントの予定を入れておき、煩雑になりがちだった予定管理を統一し、全員

で予定を事前把握できるようにした。また、Wiki に開発ルール、業務知識、開発ヒント等をドキュメ

ント化し、マークダウン形式で設計図を描画できるツールでシステム設計図を都度構築し、更新した。 

 

5. 改善策の実現方法 

(1) プロジェクトの特性に応じて、イベントの進め方を見直し 

・ デイリースクラムでバッドニュースの確認だけでなく、「何か手伝えることがありませんか」と聞くよ

うにした。 

・ 仕様の認識相違をできるだけ避けるため、計画ミーティングで PO からの説明の後、開発者からの知

見共有セッションも設け、開発者の仕様理解度を確かめるようにした。 

・ バックログの事前提供が遅れたり、開発者の事前確認ができなかったりしたため、チームを巻き込ん

でスプリント開始二日間前までにバックログを提供することをルール化した。バックログの事前提供

から事前見積もり準備の一連作業は確実に実施するようにタスクとして管理し、デイリースクラムで

進捗状況を確認するようにした。 

・ 見積もり根拠があやふやで、合意しにくい場面があったため、それ以降は事前に見積もり根拠を詳し

く記載してもらうように改善した。 

 

(2)スプリント完了の定義を見直し、不足している品質に関する知識を補完 

・ ステークホルダーに、より細かい単位で品質を把握いただけるように、ユーザーストーリごとの品質

状況と全体的な状況の両方を記載して報告するように見直した。スプリントを回している中、状況変

化によって、繰り返し完了の定義を見直し、新たな品質監視項目を追加した。 

・ 開発者は、納期がタイトな場合に開発作業を優先し、継続的勉強会を計画から外そうとしていたため、

SM は勉強会をユーザーストーリとしてバックログに追加し、勉強会の時間を見込んだスプリントに

することを合意した。また、勉強会のアウトプットは受入れ基準に落とし込み、日本側と一緒に成果

確認するようにした。 

 

(3)コミュニケーションツールを活用 

・ SM だけでなく、ミーティング中、できるだけ全員が積極的にチャットボックスに会話ポイントを投

稿するように促した。 

・ チャットグループは、最初は英語で運営する SMと開発者のチャットグループと日本語で運営する SM、

PO とアーキテクトのチャットグループといった言語圏別で作られた。しかし、PO と開発者とのかか

わりは限られており、情報の断片化が発生していたため、チャットグループを一つにし、全員で共有、

会話するようにした。 



117 

 

・ SM は Wiki に日英のプロジェクト運営ルール、プロセス変更点等を、アーキテクトと PO は日本語と

英語で記述した技術ノウハウや業務知識を、開発者は開発ノウハウをそれぞれ記載し、皆に知見共有

の場として活用してもらった。 

 

6. 改善による変化や効果 

第 2 章で示した三つの課題について、以下の効果を得た。 

(1)仕事への意識と品質に対する知識レベルの違い 

・ スプリント内で継続的勉強会を実施することで、開発者はテストの知識、開発スキルをマスターし、

常に 80%以上のカバレッジー、バグ 0 件を達成できるようになった。完了の定義の見直しにより、品質

担保ができるようになり、ステークホルダーに満足していただける納品が可能となった。 

・ DevOps のカレンダーツールでメンバーの予定、残業を見える化し、急な欠員、過剰な残業等のトラブ

ルをコントロールできた。チームメンバーは自発的にルールを守る意識付けができた。 

・ デイリースクラムで課題や要支援事項を聞き出したことで、タイムリーな共有と活発的なディスカッ

ションにつながり、また開発者同士で進んで課題解決を助けるようになり、チームの中の助け合い文

化を醸成した。 

(2)言語の壁 

・ ユーザーストーリマッピングのビジュアル化、日英のユーザーストーリマッピングの事前提供、PO か

らの説明セッション等の工夫によって、開発に入る前に仕様への不明点はほぼ解消できた。認識齟齬

による実装ミスがなくなったことで、開発スピードの向上につながった。 

・ 各イベントの進め方を繰り返し見直した結果、十分な議論をできたうえ、計画ミーティング、スプリ

ントレビュー、振返り会はそれぞれ 1時間程度短縮できた。 

(3)時間・距離の制約 

・ 異なる国の開発者同士のベアプログラミングは頻繁に実施できなかったが、Wiki を活用し、メンバー

が自発的にドキュメンテーションによる知識を共有するようになり、属人化、意識ずれを防いで、ま

とまった形で業務知識やノウハウが蓄積された。 

・ 会議でのチャットボックス活用をはじめ、会議以外でも日々共用チャットルームで会話することでメ

ンバーの自発的なコミュニケーションを促進し、心理的距離を縮めることができた。 

・ 会議以外で PO と開発者の直接的な関わりが増えたことで、チームとしての一体感が感じられるよう

になった。 

 

7. 改善活動の妥当性確認 

2021 年 7 月～2022 年 3 月にかけて、継続的な生産性と安定性向上を遂げ、品質を確保しつつ、予定通

りプロジェクトを完遂させることができた。この

結果を以て、改善活動の効果が得られたと判断し

ている。 

一方、非機能系のリグレッションテスト等は、

スプリント計画の段階で見積もりに含めること

はなく後回しにされがちで、実施できなかったこ

とがあった。スプリント開始前にできるだけ必要

な作業を洗い出し、計画ミーティングで非機能系

タスクも見積もり、合意すべきだったということ

が反省点であった。 

今後は得られた実践知を標準プロセスにフィ

ードバックし、プロセスの継続的な改善、チーム

の長期的成長を通じて、全社的にアジャイル開発

に向けた海外拠点との共業サービスを提供して

いきたい。 
 

A. 参考情報 

[1] DX レポート ～IT システム「2025 年の崖」克服と DX の本格的な展開～ 

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf 

  

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/pdf/20180907_03.pdf
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3B2 探索的テストの「気づき」に基づきプロダクトバックログの書き方の改善点を導出する手法 谷﨑 浩一（株式会社ベリサ

ーブ） 

＜タイトル＞ 

探索的テストの「気づき」に基づきプロダクトバックログの書き方の改善点を導出する手法 

＜サブタイトル＞ 

なし 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：谷﨑 浩一（たにざき こういち） 

所属： 株式会社ベリサーブ 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 田上 諭（たのうえ さとし） 

所属： 株式会社ベリサーブ 

 

氏名(ふりがな)： 蛭田 恭章（ひるた やすあき） 

所属： 株式会社ベリサーブ 

 

氏名(ふりがな)： 森 龍二（もり りゅうじ） 

所属：株式会社ベリサーブ 

 

氏名(ふりがな)： 森崎 修司（もりさき しゅうじ） 

所属：名古屋大学大学院情報学研究科 

 

＜主張したい点＞ 

アジャイル開発チームにおいて、探索的テストでテスタが検出した「気づき」の情報を分析することで、そのチームに

固有の具体的なプロダクトバックログの書き方の改善点を導出できることを確認した。 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル開発、スクラム、プロダクトバックログ、探索的テスト、レトロスペクティブ 

 

＜想定する聴衆＞  

アジャイル開発チームにおいて、実装完了後に発生する修正・再テストの工数を削減したい方 

 

＜活動時期＞ 

2021 年 11 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 
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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( 改善点を導出する方法の提案と効果検証を行っている段階 ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

アジャイル開発の 1 つの方法であるスクラムでは、製品の新機能をはじめとしてこれから開発チームが実装・テストに着手

する項目をプロダクトバックログとして列挙する。プロダクトオーナは、プロダクトバックログの中から優先順位を決めて、各スプ

リントで開発する項目を決める。開発チームはスプリントの中で、プロダクトバックログで示された新機能などを実装・テストし、

その後プロダクトオーナが受け入れ確認を行う。 

プロダクトバックログには、「<Who>として、<What>をしたい。なぜなら<Why>のためだ」といったユーザストーリ形式

で、製品の新機能の内容を表現したり、何を達成したらそのプロダクトバックログを完了とするかを判断するための受け入れ

基準を記載したりすることが一般的だが、決まったフォーマットは存在しない。プロダクトバックログは詳細に多くの情報を書け

ば良いわけではなく、開発チームの誤解や迷いがなくなるような記述とする必要がある。しかしながら、どのような記述とすれ

ばよいかは開発チームの知識、プロダクト、周囲の環境に依存するため、どのような開発チームにとっても適した唯一のもの

があるわけではない。 

プロダクトバックログで定義すべき項目に定義漏れがあった場合、プロダクトバックログの内容に基づいて開発チームが実

装した機能に対してテストすると、実装後に修正点が見つかり、修正と再テストのための追加の工数が発生する。このよう

な追加の工数を減らすことは、より早くユーザに製品の価値を届けることにつながるため重要である。 

アジャイル開発における欠陥検出のフロントローディングのためのチェック項目やチェック方法が提案されており、プロダクト

バックログ作成やバックログリファインメントでチェックする内容と方法は示されているが、どのチームでも利用できる汎用的なチ

ェック項目となっており、チームごとに書き方や運用の異なるプロダクトバックログに対して、改善点を具体的に導出する方法

には言及がない。 

発表者がプロダクトオーナとして参画するアジャイル開発チームでは、実装後のテストでバグとは別にプロダクトそのものの

改善点が検出され、修正と再テストが必要となり、スプリントの中で実装・テストが完了しない場合があった。その中のいくつ

かはプロダクトバックログの受け入れ条件等で事前に定義しておけば実装前から考慮可能なものもあったことから、社内のワ

ーキンググループや名古屋大学との共同研究にてプロダクトバックログの書き方の改善点を導出する方法について検討を

行った。その成果であるプロダクトバックログの書き方の改善点の導出方法を発表者が参画するアジャイル開発チームに適

用して、実際にプロダクトバックログの書き方の改善点を導出できるか検証を行った。 

 

2.改善したいこと 

過去のスプリントで得られた情報からプロダクトバックログの書き方の改善点を具体的に導出し、将来のスプリントでのプ

ロダクトバックログで定義すべき項目の定義漏れを減らすことで、実装完了後の修正・再テストにより発生する工数を減ら

すことを目指す。そのための、プロダクトバックログの書き方の改善点を導出する方法を考案する。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

アジャイル開発においては実装後のテストで探索的テストが多く活用されている。探索的テストでは、テスト実施者がプロ

ダクトバックログ等のテストベースやテスト実施者の経験・知識に基づき、テスト対象を動作させながらテストすべき内容を検

討してテストを実施する。プロダクトバックログで定められた内容と一致しない動作や、受け入れ条件を満たさない動作があ

ればバグとして報告されるが、プロダクトバックログで明示されていないがテスト実施者の経験・知識と照らし合わせて違和

感のある動作は、バグとは別に気になった点として報告されることがある。テスト実施者が気になった点の中には、プロダクト

の使い勝手に関する違和感や他のプロダクトとの動作の違いや機能の不足など、バックログには明示されていないが、プロダ

クトの価値の向上につながる改善点が含まれる。このようなテスト実施者が気になった点を、本発表では「気づき」と呼ぶ。 

気づきとして報告された内容を分析することで、そのプロジェクトのプロダクトバックログで定義が不十分な項目を明らかに

できると考え、発表者らは探索的テストの気づきに基づいてプロダクトバックログの書き方の改善点を導出する方法を考案
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した。 

 

4.改善策の内容 

提案手法では、探索的テストにおけるテスト実施者の気づきの情報を分析し、プロダクトバックログの書き方の改善点を

導出する。具体的には、気づきの情報を分析することで、改善対象のプロジェクトにおいてプロダクトバックログの作成や検

討の段階で定義可能だが定義できていない項目を明らかにし、その項目を定義できるようにするための改善点を明らかに

する。 

気づきを対象とすることによる効果を明らかにするために、その気づきに基づいて修正・再テストを実施した場合にどの程

度の工数がかかるかに着目した。修正・再テストの工数が大きい気づきを、プロダクトバックログの書き方を改善することで実

装前に考慮できるようになれば、改善による工数削減効果が大きい。提案手法では、気づきに対して修正・再テストの工

数の情報を付与して、工数が大きいものを中心にプロダクトバックログの書き方の改善点をチームで議論する。 

提案手法の手順を図 1 に示す。手順 1 では、探索的テストの実施結果をバグと気づきに分けて記録する。手順 2 で

は、気づきに対して修正および再テストにかかった工数の情報を付与する。手順 3 では、チームメンバ全員で、修正および

再テストにかかる工数が大きい気づきを中心に、プロダクトバックログの書き方の改善点を話し合う。 

 

 

 

図 1 提案手法の手順 

 

5.改善策の実現方法 

手順 1 では、発表者が参画するアジャイル開発チームでは、株式会社ベリサーブで開発中の探索的テストの結果記録

用のツール（図 2）を活用した。表計算ソフトなどで記録しても良い。手順 2 では、手順 1 で記録した情報から気づきの

情報を抽出して、気づきの一覧表を表計算ソフトなどで作成し、スプリントレトロスペクティブなど振り返りの場で開発チーム

のメンバ全員で話し合いながら修正や再テストにかかった工数の数値を入力する。工数の記録がすでに存在していれば、

記録に基づいて正確な数値の情報を一覧表に入力する。入力する工数の単位は、0.25h 単位などチームが扱いやすい

単位とする。手順 3 では、開発チームのメンバ全員で、手順 2 で作成した一覧表を見ながら、修正および再テストにかか

る工数が大きい気づきを中心に、プロダクトバックログの書き方の改善点を話し合う。手順 2 で作成した一覧表を修正・再

テストの合計工数の列で降順にソートすることで、修正・再テストの工数が大きかった順に気づきを並べることができるので、

上位の気づきから確認する。 
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図 2 探索的テストの結果記録ツール 

 

6. 改善による変化や効果 

実際の改善による効果は確認できていないため、あるプロジェクトにおいて改善の効果を試算した。プロダクトバックログの

書き方を改善することで、実装後のテストで気づいて修正していたプロダクトの改善点を、事前に織り込んで実装することが

できるようになる。これにより、修正と再テストの工数を減らす効果がある。試算の結果、提案手法で導出した改善を実施

することで、1 スプリント当たり約 3.6h の工数を削減できる可能性があることが分かった。 

具体的には、発表者がプロダクトオーナとして参画するアジャイル開発チームにおいて、以下の 3 つの方法でプロダクトバ

ックログの書き方の改善点を洗い出し、改善による工数削減効果を試算した。提案手法の効果を確認するために、従来

手法と提案手法のほか、修正・再テストの工数を考慮せずに気づきの情報のみを用いてプロダクトバックログの書き方の改

善点を導出した場合を比較した。 

 

① 従来手法を利用：振り返りのフレームワークの 1 つである KPT を用いてプロダクトバックログの書き方の改善点を洗い

出す 

② 提案手法の一部を利用：探索的テストの気づきを記録された順にすべて確認してプロダクトバックログの書き方の改

善点を洗い出す 

③ 提案手法を利用：探索的テストの気づきに対して修正・再テストにかかった工数のデータを付与した上で、工数の大

きかった気づきからプロダクトバックログの書き方の改善点を洗い出す 

 

対象としたのはWebアプリケーションの開発を行う5 名のアジャイル開発チームで、プロダクトオーナ1 名、デザイナ1 名、

開発者 2 名、テスタ 1 名というメンバ構成だった。当該プロダクトはプロジェクトの開始から約 3 年経過し、現在のメンバ構

成になってからは約 1.5 年経過している。当該チームでは 1 週間を 1 スプリントとして開発を行っている。当該プロジェクト

の 1 カ月分、つまり 4 スプリントを対象として、上記の①～③の方法でプロダクトバックログの書き方の改善点を導出した。

①～③の各方法で、それぞれ異なる 4 スプリントを対象とした。②の対象としたスプリントでは探索的テストによる気づきが

20 個あり、③の対象としたスプリントでは探索的テストによる気づきが 24 個あった。①～③の方法ごとに、プロダクトバック
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ログの書き方の改善点を導出するための 30 分～１時間のオンラインミーティングを設け、チームメンバ 5 名全員が参加し

て改善点について話し合った。 

改善による工数削減効果の試算では、導出された改善点を事前に実行していた場合に修正・再テストの工数をどの程

度減らすことができたかを、式(1)によって試算した。具体的には、まず、②と③で対象としたスプリントの気づきに対して、改

善点を事前に実施した場合に未然防止できたかどうかを確認し、未然防止できたものについて修正・再テストにかかった工

数の合計を算出した。修正・再テストにかかった工数は、そのスプリントの当時を振り返りながら開発チームのメンバ全員で

話し合って洗い出した。次に、未然防止にかかる工数をプロダクトオーナが見積もった。最後に、修正・再テストにかかった

工数の合計から未然防止にかかる工数を引いて、改善による工数削減効果を算出した。 

 

改善による工数削減効果 ＝ 修正にかかった工数 ＋ 再テストにかかった工数 － 未然防止にかかる工数  (1) 

 

各方法で導出されたプロダクトバックログの書き方の改善点を表 1、改善による工数削減効果の試算結果を表 2 に示

す。 

 

表 1 各方法で導出された改善点 

 

 

表 2 改善点の導出にかかったコストと 1 スプリント当たりの改善効果 

 
 

方法 導出された改善点

①

プロダクトオーナが英語版の画面デザインを作ってみる　※英語版のUIの文言定義がさ

れていないことが多いというProblemに対する改善点

バックログのテンプレートを、＜Who＞＜What＞＜Why＞＜How＞を分けて書けるよ

うな形式にする　※「バックログの背景を忘れがち」「ユーザストーリーの形式だと日

本語だと読みにくい」というProblemに対する改善点

②

ログイン時（権限あり・なし）と未ログイン時で画面表示したときのデザインをそれぞ

れ検討する

z-indexを定義する（WebアプリケーションのUIのどの要素が前面に表示されるべきか

の定義）

（特にAPIの開発時に）受け入れ条件で、入出力のパターンを定義する。実際のリクエ

スト・レスポンス形式を実装前に検討する。

③

画面デザインの段階でデザイナとプロダクトオーナで文言や動作について擦り合わせ

し、日本語・英語ともにUI上の文言の精査を行う

操作のパターンや入力のパターンが多いところは漏れがちのため、バックログの段階で

パターンを整理する

未然防止できるコスト

方法 かかったコスト

②の対象

スプリント

③の対象

スプリント 平均

① 0.5h×5名＝2.5h 0h 0.75h 0.375h

② 1h×5名＝5h 1.75h 0h 0.875h

③ 1h×5名＝5h 1h 6.25h 3.625h
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表１の方法②・③の結果から、探索的テストの気づきの情報を用いることで、対象としたプロジェクトに固有の具体的な

プロダクトバックログの書き方の改善点を導出可能なことが確認できた。①の方法ではバックログのテンプレートの改善など

汎用的な改善点も導出されているが、②の方法では現状のプロダクトバックログで具体的に定義できていなかった項目に

対する改善点を導出できている。さらに③の方法では、修正・再テストという実装後の後戻りを防ぐことにフォーカスした改

善点を導出できている。 

表 2 の結果から、提案手法を利用した③の場合に、もっとも工数削減効果の大きい改善点を導出できたことが分かっ

た。ただし、今回算出した工数削減効果はあくまで試算であり、新たなスプリントで改善案を適用した場合にどの程度の工

数削減効果があるかは確認できていない。アジャイル開発ではスプリントによって開発する内容が変わるため、同じ改善点

がすべてのスプリントで有効とは限らない。表 2 に示した改善効果も②の対象スプリントと③の対象スプリントで効果が大き

く異なっている。1 スプリントでは工数削減効果が小さくても、スプリントを何度も繰り返せば累計では工数削減効果が大き

くなると考えられるため、改善点を取り入れてスプリントを繰り返した場合の工数削減効果の測定が今後必要である。 

工数削減効果以外にも提案手法による効果を感じられた部分があったか確認するため、対象としたアジャイル開発チー

ムのメンバに対してヒアリングを行った。具体的には方法①～③の試行が終わった後、チームメンバ全員が参加するオンライ

ンミーティングの場にて、筆者が次に示す内容のヒアリングを行いメンバから口頭で回答を得た。「提案手法を用いてプロダク

トバックログの書き方を改善することが次回スプリント以降のプロダクトバックログの見積もり精度に影響を与えると思うか」と

質問したところ、「見積もりの精度は良くなるだろう」という意見を得た。プロダクトバックログの書き方を改善することで、あい

まいな部分が減り、見積もりの精度の向上につながると考えられる。「提案手法を用いて導出された改善内容はメンバの

経験や技術レベルに依存すると思うか」と質問したところ、「経験や技術レベルにはあまり依存しないと思う」という意見を得

た。経験や技術レベルが高いメンバであっても、程度の差はあれプロダクトバックログで考慮すべき項目の考慮漏れが発生

することはあり得る。提案手法では、探索的テストの気づきという実際にプロジェクトで発生した情報を元に改善内容を検

討するため、技術レベルに大きく依存せず、当該プロジェクトでそのとき必要な改善内容を導出できると考えられる。「改善

点を導出する際のチームの議論のやり方に、従来の KPT とは異なるノウハウのようなものがあったと思うか」と質問したところ、

「KPT と比べて議論のやり方には印象に残るような変化はなかった」との意見を得た。提案手法を適切に使用するための

議論のやり方のノウハウがあるかどうかは現時点では不明だが、今後さらに検討を進め、ノウハウとして整理できる部分があ

れば整理していきたい。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

 探索的テストの気づきの情報からプロダクトバックログの書き方の改善点を導出する方法を提案し、発表者が参画するア

ジャイル開発チームにおいて実際に改善点を導出できることと、提案手法を使った場合に工数削減効果の高い改善点を

導出できることを確認できた。提案手法では、その開発チームの探索的テストで実際に検出された気づきの情報を用いる

ため、開発チームの状況に応じた固有かつ具体的なプロダクトバックログの書き方の改善点を導出できる。アジャイル開発

では開発の進め方やプロダクトバックログの書き方はチームごとに議論してやりやすいように改善していくというスタイルが一般

的であり、提案手法はアジャイル開発のスタイルにも合致する方法と考える。 

提案手法で導出したプロダクトバックログの書き方の改善点を実行してスプリントを繰り返した場合の効果の測定、他の

アジャイル開発チームでの提案手法の適用可能性や適用した場合の効果の検証は今後の課題である。他のチームでは

探索的テストのやり方が今回のチームと異なることで提案手法の効果に差が出る可能性がある。他のチームで適用した結

果を踏まえて、提案手法をうまく活用するための探索的テストのやり方についても今後検討したい。さまざまなアジャイル開

発チームに提案手法を適用し、導出された改善点を収集すれば、プロダクトバックログで定義すべき項目の汎用的なテン

プレートの構築につながる可能性もある。 
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3B3 アジャイル開発における品質保証移行モデルの提案と実践 石井 裕志（株式会社 東芝） 

＜タイトル＞ 

アジャイル開発における品質保証移行モデルの提案と実践 

＜サブタイトル＞ 

ホップ！ステップ！ジャンプ！アジャイル開発における現実的な品質保証のあり方とは 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：石井 裕志（いしいひろし） 

所属： 株式会社東芝 ソフトウェア技術センター 共創ソフトウェア開発技術部 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)： 夏目 珠規子（なつめ みきこ） 

所属： 株式会社東芝 ソフトウェア技術センター 共創ソフトウェア開発技術部 

 

＜主張したい点＞ 

アジャイル開発を適用する組織において、ウォータフォール型の従来の開発スタイルが前提となっている品質保証

活動から、アジャイル開発に適した品質保証活動へと、段階的にギャップを解消しながら移行する「アジャイル開

発における品質保証移行モデル」を開発した。社内のアジャイル開発適用部門でモデルを適用し、現状の状態

から無理なく改善を開始し、アジャイル開発においても品質保証ができる状態へと移行することができた。 

 

＜キーワード＞ 

アジャイル開発、品質保証、アジャイル開発における品質保証移行モデル、SEPG、SQAG 

＜想定する聴衆＞  

アジャイル開発の推進者、アジャイル開発の品質保証に悩んでいる方、SEPG、SQAG 

 

＜活動時期＞ 

2019 年 4 月～2022 年 4 月（現在も活動中） 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 □改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ☑ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 
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＜発表内容＞  

1.背景 

東芝では SPI の活動を開発部門 SEPG／カンパニーSEPG／コーポレート SEPG の 3 階層 SEPG 体制で実施して

いる。筆者らは、コーポレート SEPG として、コーポレートとしての SPI 推進施策の策定、SPI に関連する研究、教育実施、

開発部門／カンパニーSEPG の支援を担ってきた。 

2020 年より、東芝グループは、”インフラサービスカンパニーを目指し、Cyber Physical System（CPS）テクノロジ

ーにより、新たな価値を提供し、社会課題を解決する”ことを経営方針として掲げている。この方針の実現のために、筆者

らはコーポレート SEPG として、アジャイル開発・サービス・OSS・AI などの「ソフトウェアの新潮流に対応した SPI 活動」を

推進し取り組んでいる[1]。 

その 1 つである「アジャイル開発」に関して、東芝グループでは 2013 年より取り組みを行っており[2]～[10]、筆者ら

は、東芝グループにおけるアジャイル開発の普及展開、開発部門へのアジャイル開発導入支援を行ってきた。人々の生活

を支えるインフラサービスの開発へアジャイル開発を適用する際は、顧客ニーズの変化や技術の進化に柔軟に対応すること

に加えて、高い品質を担保することが求められ、柔軟性と高品質の両立が必要である。本発表では、アジャイル開発にお

ける品質保証活動の取り組みを紹介する。 

 

2.改善したいこと 

弊社内では、アジャイル開発の検討や適用を進める開発部門が増えつつある。筆者らアジャイル開発推進メンバへ、開

発部門からは、「品質保証メンバにどう関わってもらえば良いかわからない。ウォータフォール開発のままの関わり方であれば、

開発の邪魔になる可能性がある。」、アジャイル開発の導入を検討している部門や SQAG からは「アジャイル開発を適用

して開発された製品・サービスをどのように、品質保証すればよいのかわからない。」といった問合せが増えている。弊社の製

品・サービス開発に適したアジャイル開発における品質保証活動の枠組みの整備が喫緊の課題となっていた。 

「アジャイル開発で開発された製品・サービスの品質保証に必要な活動は何か？」、また、「開発に対し品質保証メンバ

がどのように関わればよいか」を示し、各開発部門がアジャイル開発における品質保証の仕組みを構築できるようにする必

要があった。 

 

3.改善策を導き出した経緯 

アジャイル開発に適した品質保証活動では、開発組織、品質保証組織といった組織間にある障壁を解体して、関係

者全員で品質を作りこみ、また、自動化技術の採用や、継続的な品質の可視化により、品質を継続的に作りこむことが

望ましいとされている[11]-[12]。 

しかし、弊社の製品・サービス開発の品質保証活動や体制には、以下に示す３つの状況があり、弊社におけるアジャイ

ル開発に適した品質保証活動の枠組みを 1 つの理想形として示すことが難しかった。 

⚫ 状況１：長年かけて構築されてきた品質マネジメントシステム(QMS)は、従来の開発スタイルを前提となっており、

アジャイル開発に適したものとのギャップが大きい。従来の開発スタイルを前提とした多くのノウハウもあり、急に大きく

変えることは難しい。 

⚫ 状況２：アジャイル開発の導入時点では、組織は、従来のウォータフォール型の開発スタイルに合わせた品質保

証プロセスが定義され、それに合わせた体制・スキルとなっている。また、組織内では、従来の開発スタイルによる開

発が主流の中であり、アジャイル開発に適したスキルを持った品質保証メンバのリソースが不足している。 

⚫ 状況３：弊社は、多くの製品・サービスを扱っており、求められる品質のレベルも製品・サービスの特徴によって

様々であり、品質保証組織の関わり方も、試験中心、プロセス確認中心、第三者試験中心など、様々である。 

 



128 

 

そこで、アジャイル開発と現行の品質保証活動とのギャップを段階的に解消する抽象モデルとして、「アジャイル開発にお

ける品質保証移行モデル」を開発した。段階的に移行するモデルとすることで、上に挙げた３つの状況の中でも、以下の

狙いのように、アジャイル開発に対応した品質保証活動へ段階的に改善を進められると考えた。 

⚫ 狙い１：製品・サービスの特徴や現状の品質保証の状態から、適切な段階を選択できる。次に目指すべき状態

を明確にして、アジャイル開発における品質保証活動の改善を進められる。 

⚫ 狙い 2：いきなり理想的な状態を目指すのではなく、段階的な活動とすることで、無理なく改善を開始しやすくな

り、アジャイル開発に適した品質保証活動へとスムーズに移行を進めることができる。 

 

4.改善策の内容 

アジャイル開発と現行の品質保証活動とのギャップを段階的に解消する抽象モデルとして、「アジャイル開発における品

質保証移行モデル(以降、品質保証移行モデル)」を開発した。品質保証移行モデルは、ホップ、ステップ、ジャンプの 3 つ

のステージと、各ステージの目指す状態、目指す状態を達成するために必要な活動を定義した。各ステージの目指す状態

と必要な活動を表 11 に示す。必要な活動の実施により目指す状態を達成すれば、よりアジャイル開発に望ましい品質

保証活動を行えるよう次のステージに進んでいく。  

 

表 11：アジャイル開発における品質保証移行モデルの３つのステージ 

ステージ 目指す状態 必要な活動 

ホップ アジャイル開発の活動を従来

の開発の活動に変換して理

解する 

従来の仕組みをベースとして、アジャイル開発の活動

が従来のどの活動にあたるか解釈をする。今までの規

程・仕組みを大きくは変えず、従来の活動にアジャイル

開発を対応づける 

ステップ アジャイル開発の特徴を活か

した仕組みにする 

節目だけでなくスプリント内での品質保証活動を取り

込んでいき、スプリント毎にもある程度の品質確保をで

きるようにする 

ジャンプ 常時、品質を見える化し、改

善の加速を促す 

スプリント進行中にも常に品質を見える化し、維持し

続けられるような活動を取り込む 

 

また、主要な品質保証活動に対して、アジャイル開発の場合に必要な実施内容、品質保証メンバの関わり方を整理し、

また、社内外のアジャイル開発での品質保証活動のノウハウ収集を行った。これらを品質保証移行モデルと併せて、「アジ

ャイル開発における品質保証ガイド」としてまとめ、品質保証活動の改善を検討する際に、具体的な活動内容を参照でき

るようにした。主要な品質保証活動に対するステップステージでの実施内容の例を表 12 に示す。 

 

表 12：主要な品質保証活動に対するステップステージでの実施内容の例 

主要な品質保証活動 実施内容の例 

品質計画・品質計画判定 • 作成ドキュメント・作業の特定、レビュー計画、試験戦略、試験

計画の立案といった作業の必要性は変わらない 

• Done の定義を決める 

• スプリント毎に品質計画の見直しをする 

節目管理 • 次のフェーズ(方向づけ、構築、移行)に進む時には実施する1 。

 
1 Disciplined Agile Delivery (DAD：アジャイル開発を対象にしたプロセス定義フレームワーク)で示されているフェー
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期間が長い場合は、妥当なタイミングで設定する(スプリントレビュー

とは別に実施する) 

試験 • スプリント内でプロダクトバックログ項目ごとに試験を実施して、記

録を残す 

• 品質保証メンバは、品質保証の立場から試験設計についてサポ

ートする 

測定と分析による品質確認 •PJ 内の過去のスプリントのメトリクスの結果を活用し、品質の妥当

性の判断や、スプリント毎のトレンドを見る 

・・・ ・・・ 

 

5.改善策の実現方法 

 弊社内に品質保証移行モデル、アジャイル開発における品質保証ガイドを公開し、アジャイル開発の適用を検討する開

発部門が参照できるようにした。また、筆者らがアジャイル開発適用の支援する際もモデル、ガイドを参照し、各部門の状

況に応じて段階的な改善をサポートしている。ここでは、部門 A と部門 B へ適用した２つ事例について紹介する。 

 

5-1. 部門 A におけるホップステージでの改善事例：現状の仕組みの中でアジャイル品質保証体系を実現 

 部門 A は、組み込み機器で、また、セキュリティ等の規格の遵守が求められる製品の開発を行っている。ハードウェアのリ

ソースの制約や規格の遵守といったシビアな制約の元での性能要求の達成を求められる。技術的に不確実性が高く、テス

ト＆ラーンを繰り返しながら開発を進める必要があるため、2016年度よりアジャイル開発を適用している。研究開発プロジ

ェクトから適用が進められ、開発工数削減等の効果が確認できたため、その後、製品開発プロジェクトにおいても、アジャイ

ルを適用することとなり、品質保証体系についても検討が進められた。アジャイル開発では、品質保証メンバを含め、開発

に必要なメンバが１つのチームとして働く形を理想としているが、従来の開発においては、設計開発部門と品質保証部門

が分担しながら品質を保証しており、品質保証部門は、特にプロセス通り開発が行われているかを確認するプロセス品質

について責任を持ち、工程移行の節目のタイミングで直接的に関与していた。品質保証活動をアジャイル開発に対応して

いくため大きな課題は、品質保証メンバがアジャイル開発におけるプロセス監査を行う上での知識不足と、組織にアジャイ

ル開発用のプロセスがなく、従来規程とのギャップが大きいという 2 点であった。そこで、品質保証移行モデルを参照し、ホッ

プステージから活動を開始し、4 つの施策を実施した。 

⚫ 施策 1：品質保証メンバへの教育を実施 

アジャイル開発の考え方、手法やプラクティスについての知識を設計開発メンバと共有するため、品質保証メンバにも設計

開発メンバと同等のアジャイル開発の教育を受講してもらった。 

⚫ 施策 2：アジャイル開発用プロセスを定義 

組織の規程や従来の開発プロセスをベースに、節目レビューのタイミング、作成する成果物を明確にしたアジャイル開発用

のプロセスを定義し、組織として開発の進め方を定義した。 

⚫ 施策３：アジャイル開発用プロセスチェックリストを作成 

プロセス品質を確認するための確認ポイントをチェックリストとしてまとめ、プロセス監査を実行できるようにした 

⚫ 施策４：アジャイルメトリクスガイドを作成 

節目レビューで品質や進捗を確認するために活用するメトリクスを整理した。メトリクスの解釈の仕方についてもガイダンスし、

データに基づき、品質確認が行えるようにした。 

 

 

ズを前提としている。 
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5-2. 部門 B におけるステップステージでの改善事例：品質保証メンバのスクラムへの参加 

部門 B では、小売り事業に対するシステムの開発を行っており、新しい機能を顧客に提供していくため、開発の初期段

階で必ずしも要求仕様が明確でないといった特徴を持つ。また、ビジネス目標として、市場占有のために「上市時期の早

期化が求められており、常に要求の優先順位を明確化し、短期間でリリース可能な動くものを作る」、「動くものを見なが

ら、顧客の不明確な要求の明確化や新たな価値を引き出す」必要があり、アジャイル開発の適用が検討されてきた。 

 検討開始時には、アジャイル開発適用 WG を立上げ、設計開発メンバと品質保証メンバが協力して、まずは開発・品

質保証のプロセスを構築し、品質保証移行モデルのホップステージにあたる活動を行った。アジャイル開発用の規程が整備

されたことで、設計開発メンバが中心となってアジャイル開発を実践し始めたが、「計画した作業をスプリント中に完了できな

い」、「次のスプリントの準備が不十分になる」、「受け入れテストで不具合が多発する」といった状況が生じ、、開発を軌道

に乗せることが難しかった。 

そこで、品質保証移行モデルのステップステージの活動として、品質保証メンバがスプリント中も第 3 者視点で進捗や品

質の確認をサポートできる体制を構築し、実践した。具体的な活動としては、品質保証メンバがスプリント中にタスクデータ

の分析を行い、進捗状況を可視化、未了タスクの規模感や想定外タスクの発生状況などを定期的に共有し、関係者で

スプリント中に対応策を検討した。 

 

6.改善による変化や効果 

6-1. 部門 A 事例における改善による変化 

アジャイル開発の教育を品質保証メンバが受講したことで、アジャイル開発の考え方や用語を理解した上で、アジャイル

開発適用プロジェクトに関わり、設計開発メンバとコミュニケーションが取れるようになった。また、プロセスの整備やチェックリス

ト、メトリクスガイドにより、従来から品質保証メンバが担っているプロセス監査を実施でき、アジャイル開発においても、従来

と同等の品質保証活動が行えるようになった。 

また、教育の受講や、アジャイル開発を適用した実開発に品質保証メンバが関わったことにより、アジャイル開発の利点

や意義について理解が進み、現在行っている部門 A 内の他製品へのアジャイル開発の適用検討でも、品質保証メンバが

積極的に参加している。適用検討では、アジャイル開発の利点を活かした開発・品質保証プロセスが検討され、ステップス

テージの検討に進んでいる。 

 

6-2. 部門 B 事例における改善による変化 

品質保証メンバによる客観的な分析が開発に加わることで、リスクや課題の早期発見につなげることができた。その結

果、計画した作業をスプリントごとに完了させる意識の高まりへとつげることができた。 

 アジャイル開発における品質保証活動では節目での確認よりも、より早期に品質に関するフィードバックを開発へする必

要があり、品質保証活動自体もスプリントの中で開発と同期を取っていく必要がある。ホップステージから、ステップステージ

の活動を取りいれたことにより、単純に時間を区切って繰り返す開発から、スプリント毎にプロセス品質やプロダクト品質を確

認し、品質を確保していく開発スタイルを目指し改善を進めることができた。 

 

7.改善活動の妥当性確認 

品質保証移行モデル、アジャイル開発における品質保証ガイドを参照することで、部門 A では、アジャイル開発に望まし

い形と現行のプロセスや体制、スキルに大きなギャップがある状態（ホップステージ）から、無理なく改善を開始し、アジャイ

ル開発においても品質保証活動を実施できるようになった。また、部門 B では、ホップからステップの次ステージへと、段階

的に品質保証活動を移行していくことが可能だと確認できた。 

 品質保証移行モデル、アジャイル開発における品質保証ガイドによって、「2.改善したいこと」で述べた「アジャイル開発で

開発された製品・サービスの品質保証に必要な活動」、「品質保証メンバの関わり方」を示し、「3.改善策を導き出した経
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緯」の狙いで述べたように、製品・サービスの特徴や現状の品質保証の状態に合わせて適切な段階を選択し、現状の状

態から無理なく改善を開始し、アジャイル開発に適した品質保証活動へとスムーズに移行できることが、事例から確認でき

た。 
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3B4 癌治療へのアジャイルサムライ適用 田中 武志（株式会社 東芝） 

＜タイトル＞ 

癌治療へのアジャイルサムライ適用 

＜サブタイトル＞ 

～得られた知見・仮説を製品開発へ応用するには～ 

 

＜発表者＞ 

氏名(ふりがな)：田中 武志（たなか たけし） 

所属： 株式会社 東芝 

 

＜共同執筆者＞ 

氏名(ふりがな)：  

所属：  

 

＜主張したい点＞ 

東芝グループでは、アジャイル開発が向いていると思われる状況においても「アジャイルが開始できない」、「社内

の利害関係者をうまく巻き込めずアジャイルが根付かない」という課題がある。 

報告者は 2022 年 2 月に「肺腺癌リンパ節再発 ステージ 3B」、5 月に「癌性心膜炎転移 ステージ 4」の宣

告を受けた。この病気は「先行きが見えないため恐怖を感じる」という課題がある。 

アジャイル開発の課題と癌治療に対する課題は「先行きが見えない状況において踏み出すための最初の一歩と

対処方法」という意味で共通点がある。本報告では、癌治療にて「アジャイルサムライ」を中心に適用して取り組

んだ結果を知見・仮説にまとめ、アジャイル開発における課題に応用し解決するヒントを紹介する。 

＜キーワード＞ 

アジャイルサムライ、インセプションデッキ、SPI 活動、サービス、可視化、相手の立場に立つ、失敗を許容、自分

事化 

 

＜想定する聴衆＞  

SEPG、SQAG、SPI 活動に参加されている方、 

アジャイル実践者、アジャイルに興味のある方、アジャイル実践に悩みを持つ方 

＜活動時期＞ 

2022 年 2 月~ 

 

＜活動状況＞：発表内容に複数の事例が含まれる場合は複数選択可能です。 

 □ 着想の段階(アイデア・構想の発表) 

 ■ 改善活動を実施したが、結果はまだ明確ではない段階 

 ■ 改善活動の結果が明確になっている段階 

 □ その他(                ) 



134 

 

＜発表内容＞  

1.背景 

  東芝グループでは、技術戦略・方針を実現するために、コーポレート SEPG としてアジャイル・サービス・OSS・AI などの

「ソフトウェアの新潮流に対応した SPI 活動」を推進し取り組んでいる[1]。その 1 つである「アジャイル開発」に関して、東

芝グループでは 2013 年より取り組みを行っており、毎年その内容を社外に情報発信してきた[2]～[10]。東芝グループ

の製品開発におけるアジャイル開発は、DAD2を参考に「事前評価＋方向づけ＋構築＋移行」の 4 つのフェーズで製品

開発プロジェクトを実行するやり方であり、手法としてはスクラム＋αを取り入れている[3][9]（図 24）。しかし、アジャイ

ル開発が適切と思われる製品開発においても、会社全体へなかなか広がらず、必ずしもうまくいっているとは言えない状態

である。また、東芝グループの主力製品である社会インフラ系システムは、要件変更が少ないことが多く、今まではウォータ

ーフォール開発で対応できていた。しかし今後は、社会インフラ分野でもサービス事業にシフトしつつあり、顧客の課題を明

らかにし、解決策を顧客と一緒に探索する必要が出てきている。そのため、高速リリースを含めた純粋なアジャイル開発やス

クラムに取り組む必要がでてきた。 

 

 

図 24 アジャイル開発の取り入れ方 

 

  報告者は 2022 年 2 月に「肺腺癌リンパ節再発 ステージ 3B」、5 月に「癌性心膜炎転移 ステージ 4」の宣告を受

け、2 月・3 月・5 月に入院して癌治療を行っている。宣告を受けた時点では精神的に大きなショックを受けたが、過去は

変えれないため、「良い意味で割り切って気持ちを切り替え、何か楽しいことできないか？」という課題意識を持つに至った。 

  東芝グループのアジャイル開発に対する課題と、報告者の癌治療の課題は、「先行きが見えない状況において踏み出

すための最初の一歩と対処方法」という意味で、共通点がある。そこで、両者の知見が双方向の参考になると考えた。 

 

 

 
2 Disciplined Agile Delivery。アジャイル手法のメリットを最大限に活用しつつ、ソフトウェア開発をプロジェクトとして

正しく運営していくための実践ガイド。 

1© 2022 Toshiba Corporation 

4つのフェーズで製品開発プロジェクトを実行
手法は「スクラム + α」

東芝グループの製品開発におけるアジャイル開発の流れ

事前評価 方向付け 構築 移行

アジャイル開発にするか
どうかを決定
フィードバックの体制づくり

アーキテクチャ固め
プロダクトバックログ作成

アジャイルな製品開発 リリースのための試験

開発
計画

要求
分析

アーキテクチャ
設計

モジュール
設計

コー
ディング

結合
試験

システム
試験
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2.改善したいこと 

東芝グループにおけるアジャイル開発の取り組みをコーポレート SEPG として支援する中で、アジャイル開発が向いている

と思われる状況でもうまく広がらない課題を調査したところ、以下の 2 つがあがった。 

(1) 「アジャイルが開始できない」 

アジャイル開発を始めたいと思っても、1 人で始めるにはハードルが高い。いわゆる「ぼっちアジャイル」を行うことができず、

改善が進まないケースである。 

主な理由として、アジャイルに興味はあるが十分な知識を持ち合わせていない、アジャイル実践経験がなく一人で始め

るには不安である、周りにアジャイルに興味のある同僚が居ない、周りのアジャイルの理解が不足していて白い目で見ら

れるのが怖い などがあげられる。 

(2) 「社内の利害関係者をうまく巻き込めずアジャイルが根付かない」 

「ぼっちアジャイル」として個人活動を開始できたとしても、周りを巻き込むことができず、チームとして機能せずやがて孤

立して苦労するケースである。 

主な理由として、アジャイルの良さが理解されない・共感されない、ウォーターフォールプロセスの変更に抵抗がありアジャ

イル導入の賛同が得られない などがあげられる。 

 

上記の課題は、解決するのに時間がかかると予想される。そこで、課題解決のヒントとなる知見・仮説を得ることを当面

のゴールとし、報告者の癌治療の経験を活かす活動を行った。 

  なお、報告者は 1 回目の入院（2019 年 2 月 肺腺癌 ステージ 1）は手術のみの 4 日間だったが、2 回目の入院

は抗がん剤治療と放射線治療が予定されていた。期間は 2 月下旬から 12 日間程度、順調なら 3 月下旬に 5 日間程

度の再入院と言われており、1 回目より長丁場になることが分かった。そのため治療としてやるべきことが多いと予想され、入

院前に準備を行う必要があり、解決に向けて取り組みを検討した（詳細は 3 章で説明）。 

 

 

3.改善策を導き出した経緯 

東芝グループのアジャイルに関する課題を解決するためのヒントとなる知見・仮説を得るために、報告者が癌治療で実践

するに至った背景を説明する。 

病気は先の見えない恐怖があるため、当初は何か楽しいことできないか？と藁をもつかむ気持ちであった。そんな中、「外

を見る」「歴史に学ぶ」「淡々と進める」に解決策があると考え、3 冊の書籍にたどり着いた。現在は楽しみながら治療に取

り組んでいる。 

1 冊目は、今回のメインテーマである「アジャイルサムライ」[11]。先の見えない事象に取り組むことや関係者を巻き込む

にはアジャイルが最適と考えたからである。例えば、インセプションデッキは「プロジェクトを開始する前に聞いておかないとまず

い質問」、すなわち、前提となる項目や期待値を明確にし、共有できる手段である。社内外のアジャイル有識者と議論す

る中で頂いたアドバイスである[15]。 

2 冊目は、コンサルタントが書いた「仕事と人生にプラスになる闘病記」[12]。コンサルタントの知識を医療分野に適用

した話であり、報告者も社内コンサルタントのため、すぐに応用できるヒントがあると考えた。例えば、PDCA サイクル、CMMI

における DAR プロセス（決定分析と解決）、問題解決フレームワーク、リスク管理、体制（チームビルディング）、メンタ

ルケアなどである。基本の SPI 活動とも類似性が高い。 

3 冊目は、一見非合理的な行動にひそむ合理性に取り組むヒントが記載されている「コンサルタントの秘密」[13]。なぜ

自分が病気にならなければいけないのか？という非合理性において、合理的な行動をするためには、本書籍が適用可能

であると判断した。例えば、オレンジジューステスト、ラズベリージャムの法則、失敗と折り合う方法、予防医学などを参考に

した。 
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これら 3 冊の本と癌治療の経験が、東芝アジャイルの課題にフィードバックできるのではないかと思い、治療に取り組むこ

ととした。例えば、かんばんを活用することで、SPI 活動でも言われている ABC3の習慣を身に付け、達成感を見える化す

るという経験は、「アジャイルを開始できない」という課題解決のヒントに、治療にアジャイルのプラクティスを持ち込んで医師

や看護師をどう巻き込むか？という経験は、「社内の利害関係者をうまく巻き込めない」という課題解決のヒントになるかも

しれないと感じた。 

 

 

4.改善策の内容 

報告者が癌治療で取り組んだ事例を紹介する。キーワードは「可視化でオープンにする」である。関係者を巻き込む手

段として、「ブログ[16]などで情報を積極的にオープンにする」方針とした。理由は、上長・同僚・顧客・仲間・家族等が病

気に関する理解を深めて、初めて協力が得られると考えたからである。何事も、まずは自分から仕掛ける必要がある。 

 

4.1 インセプションデッキ（期待値の可視化） 

「インセプションデッキ」とは、「10 の手ごわい質問と問題から構成されており、いずれの課題もプロジェクトを開始する前に

聞いておかないとまずい質問」である[11]。特に重要な最初の 2 つの質問（“1. 我々はなぜここにいるのか？”、“2. エ

レベーターピッチ”）に対する事例を図 25 図 26 に示す。 

 

 

図 25 10 の手ごわい質問への回答 その 1 

 

 
3 基本の ABC：「当たり前のことを（A）、バカにせず（B）、ちゃんとやる（C）」。SPI 活動だけでなく、入院した病院の

看護師 PC にも、この文言がテプラで貼られている。 
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我々はなぜここにいるのか？（インセプションデッキ 質問1）

• 本人
• ワークライフバランスを維持するため

• (1) 週末は浦和レッズに全力参戦

• (2) 週1回テニスで健康管理

• 上長・同僚・依頼先（お客様）
• 健康な形で、ワークライフバランスを維持して、製品のQCD向上に寄与

• おまけ：その隙に、自分の持っているノウハウを、同僚に盗んでもらう

• 家族
• 両親より長生きすること（なぜなら、子供が出来る唯一の親孝行だから）

• 仲間
• 健康な状態で、ゲラゲラ笑いながら、同じ時間を共有すること

書くことで期待値を共有。顧客からの協力獲得。

P

O

顧
客

＜顧客価値とは＞
・変化点は「POの健康状態」
・POが価値提供するための前提条件
(1)(2)は病気前後で不変
・つまり現在損なった「健康」を回復すこ
とで最大のビジネス価値提供が可能！

※PO：Product Owner

※QoL：Quality of Life

※インセプションデッキ
「10の手ごわい質問。いずれの課題もプロジェクトを開始する前に聞いておかないとまずい質問」

持続可能性(前提条件)を追加

自分の存在意義を問う相手
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図 26 10 の手ごわい質問への回答 その 2 

 

4.2 朝会（安否の可視化） 

本人は至って元気であっても、上長・同僚・顧客の皆さんをものすごく心配させてしまったことは、1 回目の入院の時に自

覚している。そこで、「百聞は一見に如かず」の諺もある通り、顔を見せることができれば、皆さんの不安を解消できるので

は？と考え、Teams を用いたバーチャル朝会に病院より参加した（報告者はカメラ ON）。報告者側も、社会と繋がって

いることの安心感があり、治療に良い影響があったと感じている。 

 

4.3 かんばん（作業の可視化） 

  付箋・太いペン・シールを持ち込み、次のステップでかんばんを実施した（図 27）。 

Step1 自分から「見せる化」を仕掛ける[14]（オープンな姿勢で巻き込む準備をする） 

Step2 仲間に話し、共感を得る（その結果、モチベーション向上につながる） 

Step3 自分自身で効果を感じる（作業の抜け漏れが少なくなる など） 

 

本事例は、所謂「ぼっちアジャイル」を解決するため、以下の工夫を行った。 

⚫ かんばんを貼れる壁を使って「自分基地化」（主に Step1） 

➢ 自分自身のモチベーションがあがるグッズを、見えるところに置く 

⚫ みんなに見えるところに置く「見せる化」（主に Step2） 

➢ 主治医の先生、看護師など、見ていないようで見てくれている。時々褒められたり、看護師自身の改善ネタにも

なった。またバーチャル朝会で紹介することで、同僚にかんばん運用の改善点のヒントをもらった。 

➢ 入院時に行うタスクの例は、「朝夕回診時に主治医の先生に質問する内容をリスト化する」「1 日 5 回歯磨き

する」「1 日 6 回体重測定する」「8:30 にシャワー予約する」「安否確認ブログを毎日更新する」などである 

⚫ やりきった感も「可視化」（主に Step3） 

➢ 定期タスクは、実施ごとに 1 つの「シール」を追加で貼る 

➢ 通常タスクは、終わっても捨てずコーナーに積む 
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エレベーターピッチ（インセプションデッキ 質問2）

• 【超QoLな生活を】したい

• 【特別にカスタマイズされた自分自身】向けの、

• 【ミスチル風「終わりなき旅」】というプロダクトは、

• 【人生100年時代に病気との共存を可能にする道具】である。

• これは【超QoLな生活を80点レベルで継続する】ことができ、

• 【孤独な闘病生活】とは違って、

• 【ドリームチームのサポート】が備わっている。

自分の意思を表現して、製品（サービス）を売り込む

※QoL：Quality of Life
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➢ Doing のタスク数に制限をかけ（今回は 3 個以下）、一つずつ確実にクリアする 

 

 

図 27 病室で行った「かんばん」の事例 

 

4.4 勉強会（用語の可視化） 

自分の体調や症状を言語化し、主治医の先生や看護師に伝えることは患者側が行う責務で、有効な治療を行うため

に必要である。そこで、治療方法の手順、追加で投与することになった薬などの資料を頂き、主治医の先生、または、薬

剤師の先生にレクチャー頂いた。情報量が多いため、一旦持ち帰って復習し、後日疑問点を質問する形で理解を深めた。

先生と患者で「共通の言葉」を話せることは重要である。 

また、主治医の先生との意思疎通が甘かったケースがあり、「コミュニケーションは相手に伝わって初めて成立する」という

ことを改めて体験した。具体的には、以下の通りである。 

⚫ 患者側が症状をうまく伝えられなかったことに端を発し、患者側は追加の薬を主治医の先生が処方すると理解した。

しかし会計時に「本日お薬は出ていませんね」という話になり、再度診察室で確認するという後戻り作業が発生した

（確認の結果、お薬は「なし」でした）。 

⚫ 放射線治療中に CT 検査を行う際、先生が「治療の効果を測定する」と言ったように聞こえた。となると、放射線治

療初回開始前の CT 検査と同様に造影剤が必要と思われる（その場合、直前の食事が NG となる）。不明点を

改めて先生に確認したところ、放射線の照射角度を変えるために、初回撮影時からの差分の状態を大まかに確認す

る目的の CT 検査であることが分かり、今回は造影剤が不要であることが分かった（つまり食事は OK）。 

 

4.5 リスク管理（副作用の可視化） 

強い副作用が出てしまうと、治療を中止せざるを得なくなる。そのため、「4.4 勉強会（用語の可視化）」で得た情報

をベースに、リスク管理の考え方を使い、起こり得る副作用（リスク）、副作用の影響度と発生確率、事前に実施可能

な軽減策（軽減 or 許容）、コンティンジェンシープラン（リスク発生時に実施する有事対応計画）をまとめた（一部内

容を図 28 に掲載）。リスク管理は、「変化に気づく」 「割り切る」「良し悪しの見通しを立てる」が重要と考えている。 

 

4© 2022 Toshiba Corporation 

大部屋病室で「かんばん」実施(やることリストと進捗確認)

見える化で恐怖低減、終わった感で楽しみ向上

ToDo 定期タスク
「シール」でやった

感を可視化

Doing

WIP<3とし、
やりっぱなし
を回避する

Done

あえて山積み
にし、やった感

を可視化

お気に入り
Goodsを準備

お気に入り
Goodsを準備

ToDo

通常タスク

先のタスク
備忘録で載

せておく

※WIP：Work In Progress 作業中のタスク数

ベッド
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図 28 リスク管理の事例 

 

4.6 メトリクス（体重と歩数の可視化） 

個人的には、「癌で最も気を付けるべきことは体重減少である」という仮説を持っている。体重の増減は Input（食事

量）と Output（基礎代謝＋運動＋歩数）の差のため、計測できるものとして、体重と歩数の推移を確認することとし

た（図 29）。過去 5 年間の実績より体重の上下限値（61kg~64kg）を設定した。入院時は、朝昼晩の各食前

後の合計 6 回体重測定を行った。入院して数日後に下限を大きく下回ってしまった（58kg 台で約 6kg 減。図中「リ

スク」部分。）そこで、栄養士と主治医の先生に相談したところ、病院提供の食事は少しカロリーが低めであること

（Input が小）、1 日 1 万歩歩く例外的な患者であること（Output が大）から、毎食サンドイッチ or おにぎり 1 個

分を追加すれば、成人男性が必要なカロリーとなることが分かった。つまり、重大な病気が潜んでいるというわけではないこと

が確認できた。食事制限がなかったため、上記内容を食事に追加することとした。また、ご褒美として「もぐもぐタイム」と題し、

病院内のレストランでシェフ特性のケーキを食した。 
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夜も眠れなくなる副作用対策（リスク管理）

「変化に気づく」 「割り切る」「良し悪しの見通しを立てる」が重要

リスク項目 影響度 x

発生確率
軽減対策
（制御 or 受容）

コンティンジェン
シー

ストレス性睡眠障害 9 x 9 81 運動、昼寝 睡眠薬

体重減少 9 x 9 81 もぐもぐタイム 食事増量

肝障害・腎障害 9 x 9 81 水分補給（使用済み抗がん剤
は、早めに尿で外に出す）

血管の壁が柔く
採血と点滴に影響

9 x 9 81 採血難しい旨、看護師とシェ
アするだけで成功確率アップ

採血を数回や
り直す

基本方針
1. 副作用は回避不可能。ただし、予防・早期対処で軽減は可能
2. 治療内容を正しく理解し、自覚症状を言語化（トリガー条件）
3. 医療スタッフとのコミュニケーションを良好化

（「ちょっとした変化でも早めに相談」する）
勉強会等を通じ、患者本人がエイやで設定

※オレンジ：発生したリスク
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図 29 メトリクスの事例 

 

4.7 看護師が患者に寄り添う支援（新たな気づきの可視化） 

入院中、服用必須の抗がん剤が諸般の事情で朝食後 20 分以上たっても受け取ることができず、担当看護師を捕ま

えてブチ切れてしまったという事件を起こしてしまった。本人は非常に反省しており、同僚と本件のふりかえりを行った。その結

果、「自分の命に関わる問題のため、死への恐怖と不安から怒りの感情がわくことは自然なこと（相手に対して怒ってよい

かは別問題だが）」「自分に起こった感情の仕組みを理解することで、同じ失敗を回避できる」「相手の立場に対する配

慮が足りなかったことを理解できことで、怒りが一瞬で消えた」ことが新たな気づきとして得られた。今後ブチ切れないための

再発防止策として役立てる予定である。東芝グループのアジャイル開発の課題としても「必ずしも、相手側（関係部門）

の立場に寄り添うことが出来ていない場合がある」ことに、改めて気づくことができた。 

本事例をアジャイル開発が活用できるサービス開発の視点で見ると、サービス消費者（患者／顧客）は「自分が大事

にされていること」が一つのキーワードになり、サービスプロバイダ（看護師／当社）は「相手が切れても、自分事として冷

静に対処する」スキルが必要と感じた。そこで、看護師が患者ケアを自分事化できた理由をヒアリングした（図 30）。アジ

ャイルのポイントの 1 つが「自分事化」であり、そのヒントを探りたいと思ったからである。なお、看護師は非常に多忙なため、

エレベーターピッチ（30 秒/人）にて収集した。 
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体重と歩数の推移

数字（体重、歩数）でリスク管理

リスク

安定
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図 30 看護師が患者に寄り添う支援の事例 

 

 

5.改善策の実現方法 

癌治療の事例をアジャイル開発に応用するため、各事例を CMMI（v1.3）のプロセス領域にマッピングした（図 

31）。基本の改善である ML2 のプロセス領域に集中していることが分かる。なお、紙面の都合で説明を省略した実施事

例も記載している。またオレンジの番号は今回得られた知見に大きく関連する内容であり、6 章で詳細を説明する。 

 

 

図 31 CMMI へのマッピング 
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自分事化（同じバスに乗る）に関するヒアリング結果

自分が大事にされていることを実感し、ストレス軽減

• 質問. 患者（他人）に対して、なぜそこまで尽くせるのか？
• 仕事ぶりを観察して質問（婦長、リーダクラス(2名)、担当クラス(1名)）

• 回答
• 回答1：学生時代、研修時代に叩き込まれる

• 知見1：最初の教育が肝心（素直な新人（老人でも一担当になり切
れるなら可））

• 回答2：色々な経験した。建設的な対応を模索。もっと大変な事例あり

• 知見2：もっと大変だったことと比較して対応

• 回答3：もっと患者の話を聞いて、対応したい

• 知見3：責任感の醸成

• 回答4：「ゴール＝患者さんが健康な状態で退院して頂くこと」を双方で
共有することで、責任感を持つ

• 知見4：インセプションデッキによるゴールの共有
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「究極の自分事」「即断即決」「サポート」が医療分野の特徴

癌治療で実施した関連プロセス領域

組織プロセス
重視(OPF)

組織プロセス
定義(OPD)

組織トレーニング
(OT)

組織実績管理
(OPM)

組織プロセス
実績(OPP)

プロセス管理 プロジェクト管理

プロジェクト
計画策定(PP)

統合プロジェクト
管理(IPM)

リスク管理(RSKM)

定量的プロジェクト
管理(QPM)

エンジニアリング

要件開発(RD)

要件管理(REQM)

技術解(TS)

成果物統合(PI)

検証(VER)

妥当性確認(VAL)

支援

決定分析と
解決(DAR)

原因分析と
解決(CAR)

プロジェクトの
監視と制御(PMC)

供給者合意管理
(SAM)

構成管理(CM)

プロセスと成果物の
品質保証(PPQA)

測定と分析(MA)

ML5

ML4

ML3

ML2

かんばん

4.2 朝会

4.5 リスク管
理(副作用)

インセプション
デッキ

4.1 インセプ
ションデッキ

PO

PO

4.7

再発防止

4.6 メトリ
クス(体重、

歩数)
4.3

かんばん お薬管理

4.4 勉強
会(薬)

着替え
調達

病室ご近
所づきあい

チョコレート
マネージャ

1

2

6

3

5
4.7

寄り添う
4
6

2



142 

 

 

6.改善による変化や効果 

6.1 癌治療での適用コンセプト 

4 章で述べた癌治療の個別事例を適用コンセプトの形で抽象化し、その後東芝のアジャイル開発で応用可能な知見・

仮説にまとめる。癌治療の個別事例と適用コンセプトの関係を表 13 に示す。 

表 13 癌治療での個別事例と適用コンセプトの関係 

事 例

No 

癌治療で行った事例（4 章） 治療での適用コンセプト（6.3 節で詳細説明） 

1 インセプションデッキ c.患者と主治医で意思疎通する 

f.自分から仕掛ける 

g.期待値を共有する 

2 朝会 a.先の見えない恐怖を楽しいものに変える 

3 かんばん a.先の見えない恐怖を楽しいものに変える 

4 勉強会（共通の言葉） b.薬や副作用の用語理解を共通にする 

c.患者と主治医で意思疎通する 

5 リスク管理 b.薬や副作用の用語理解を共通にする 

6 メトリクス（体重ほか） a.先の見えない恐怖を楽しいものに変える 

7 看護師が患者に寄り添う支援 d.看護師の状況を理解し、配慮する 

e.失敗を反省し、再発防止策を立案する 

f.自分から仕掛ける 

 

6.2 課題、治療での適用コンセプト、得られた知見・仮説 の関係 

“東芝グループのアジャイル開発の課題”と“治療での適用コンセプト”と“得られた知見”・仮説の関係を図 32 に示す。 

図中左側は“東芝グループのアジャイル開発の課題”、図中中央の“癌治療での適用”は表 13 に記載した内容、図中

右側の“知見・仮説”が図中中央の“適用コンセプト”から導き出した知見である。 
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図 32 得られた知見・仮説との関係 

 

6.3 今日から使える知見 

癌治療での適用結果をもとに、アジャイル開発に応用できる知見を説明する。 

 

【a.先の見えない恐怖を楽しいものに変える】 

・a1「達成感」をシールで見える化し、楽しむ 

＜事例で得られたこと＞ 

かんばんを活用することで、SPI 活動における ABC の習慣を身に付けることができた。 

達成感を見える化すると、「意外とタスクをこなせてるじゃん」と自己暗示をかけることができる。 

＜開発への応用方法＞ 

そのまま応用することが可能である。 

 

・a2 無理やりグラフ化することで気づきを得る 

＜事例で得られたこと＞ 

体重・歩数の推移を見ることで、体重減という状況変化にいち早く気付くことができた。副作用の症状も 10 段階評価

でプロットすることで、推移をみることが可能である。数字のため冷静に見ることができ、恐怖感を薄めることにも役立つ。 

＜開発への応用方法＞ 

何らかの数値（なければ大中小などの相対値でもよい）を見つけ、推移グラフ等で日々変化していることが分かると、

現在の問題点等などの気づきが得られる。プランニングポーカーに近い感覚である。 

 

・a3 職場のリモート朝会に参加する 

＜事例で得られたこと＞ 

在宅勤務中心のため朝会の主目的が安否確認であること、朝会グランドルールを決めて進めたこと、職場の上長・同

僚や顧客の協力が得られたことなどが成功要因である。普段通りの生活に近いことで、一つの楽しみとなっている。 

9© 2022 Toshiba Corporation 
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＜開発への応用方法＞ 

まずは気の合う仲間や同僚と、可能なら開発チームで、ちょっとしたことや愚痴を話せる場（リモート朝会など）を作るこ

とから始めると良い。うまくいったら、協力を得られる範囲を少しずつ増やす作戦をとると良い。 

 

＜知見（a1-a3）＞ 

「自分事化」。楽しく生活するためには、すべてを受け入れて自分事化することがスタートとなる。紙面の都合で割愛した

が、インセプションデッキの“3. パッケージデザイン”で未来のサービス・製品像を描くことも、楽しい気分になれる。 

 

【b.薬や副作用の用語理解を共通にする】 

・b1 共通の言葉が話せるようになる 

＜事例で得られたこと＞ 

医療の事例でも、先生の知識と患者本人の知識や情報量には大きな格差がある。今回は、お薬の勉強会等を通じて

格差を縮め、共通の理解を得ることができた。 

＜開発への応用方法＞ 

アジャイルにはウォーターフォールとは大きく概念の異なる内容が含まれている。そのため、重要な用語は「チームの共通の

言葉」として共通認識を得られるよう、ワークショップ等を通じて理解を深めることで、仲間を増やすことにつなげられる。 

 

・b2 有事対応は平時にしかできない（リスク管理） 

＜事例で得られたこと＞ 

今回副作用に関してリスク管理を行った。初めてのことが多いと、予期せぬことが発生した時点で面食らってしまい、思

考停止に陥ることが多い。それを回避できた。 

＜開発への応用方法＞ 

今後サービス開発への対応がウォーターフォール型開発では限界が来るなど、予期せぬ初めてのことが発生する可能性

が高い。そのリスクを理解していただけるよう、関係者を啓蒙教育するところから始める予定である。 

 

＜知見（b1-b2）＞ 

「共通の言葉」。癌治療でも製品開発でも、相手がある場合は、お互いが主張したいことをまず理解することから始める

必要がある。そのため、共通の言葉を話せるようになる必要がある。また、リスク管理で状況を可視化することも、共通の

言葉の 1 つであり、次にのべる意思疎通（言語化）にも役立つ。 

 

【c.患者と主治医で意思疎通する（言語化）】 

・c1 言語化して確認する 

＜事例で得られたこと＞ 

患者側が症状をうまく伝えられなかったことが、後戻りが発生した原因であった。bで述べた共通の言葉などを使って言語

化したうえで、主治医の先生と意思疎通することが重要である。 

＜開発への応用＞ 

言語化した後、一方的な通知だけで終わってしまうこともある。コミュニケーションは相互に近づかない限り解決できない

ため、双方向のやり取りを行うと良い。 

 

・c2 再教育を行う 

＜事例で得られたこと＞ 
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新人看護師時代に受けた教育は覚えていることが多いとのこと。 

＜開発への応用方法＞ 

報告者の経験から、相手をみて作戦を立てるのが良いと思う。具体的には、若い人は比較的素直なため、新人看護

師の事例と同様の効果が見込まれる。年配者は、一兵卒として働ける「アンラーニング可能な元管理者」は巻き込める

可能性が高い。一方、「俺は元管理者色が強く、指示だしのみで自分の手足が動かない年配者」や「同僚の話を聞か

ない年配者」は、あきらめることが重要である。 

 

＜知見（c1-c2）＞ 

「相手に伝わって初めてコミュニケーションが成立」。双方向でやりとりをすることがポイントになる。再教育を行うことである

程度言語化された内容が伝わる方法もある。 

 

【d.看護師の状況を理解し、配慮する】 

・相手の状況を理解する（直接観察などを通じて） 

＜事例で得られたこと＞ 

相手（看護師や先生）の行動や状況をよく見ることで、患者の希望は理解しているが、その通りできない事情が見え

てきた。その結果、患者側も対策を検討して、相手を思いやることでストレス低減ができ、WinWin の関係ができた。 

＜開発への応用方法＞ 

相手（顧客、商品企画、品質保証、同僚他）を理解できると、相手の立場に立つことで協力できる部分を見出すこ

とが可能である。そのためには、可能であれば相手の仕事を 1 日直接観察すると良い。その結果、相手が困っているこ

と、自分が協力できることなどを整理でき、相手の困りごとなども自分事化につなげることが可能である。その結果、相手

も協力してくれる可能性が出てくる。 

＜知見＞ 

「相手の立場に寄り添う」。アジャイルよりサービスに近い内容である。サービスエクセレンス（ISO 23592（JIS Y 

23592））では、「非常に大切にされている」「その人に応じた、温かみのある接し方」がキーワードとなっている。 

 

【e.失敗を反省し、再発防止策を立案する】 

・失敗を恐れず、オープンに接する 

＜事例で得られたこと＞ 

些細な症状（寝付けない、夜間のトイレが近くなった など）も夜間に看護師に相談したところ、薬剤師の先生のノウハ

ウリストを見て、睡眠薬の提供などで協力を頂けた。聞くは一時の恥（失敗）、聞かぬは一生の恥（失敗）である。 

＜開発への応用方法＞ 

癌治療と同様、恥ずかしがらずに（失敗を恐れず）一歩踏み出すことで、意外と協力を得られると感じている。 

＜知見＞ 

「失敗を許容」。先行き不透明で初めてやる内容の場合、トライ＆エラーが必要である。多少の失敗や後戻りも発生し

うる。特にアジャイルを適用する場合は、早めに失敗してリカバリーすることが重要である。 

 

【f.自分から仕掛ける】 

・まずは自分から始める [14] 

＜事例で得られたこと＞ 

病室に来る 3 人に 1 人は、かんばんの話題が会話のきっかけになった。これが仲間を巻き込むチャンスとなる。怒られるこ

ともないし、意外と見ていることも分かった。肩ひじ張らず淡々と行うことで、継続することができた。 
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＜開発への応用方法＞ 

そのまま応用することが可能である。 

＜知見＞ 

「自分事化」。例え理不尽な要求であったとしても、自分事化しないことには誰も助けてはくれない。そのためには人のせ

いにせず、自分で出来ることを淡々とやることが重要である。 

 

【g.期待値を共有する】 

・チームの目標を一致させる（看護師ヒアリング結果より） 

＜事例で得られたこと＞ 

看護師が「患者のケアを自分事化」できる理由として、「チームとしての共通の目標を共有する」が重要との回答を頂い

た。 

＜開発への応用方法＞ 

開発でも、「チームとしての共通の目標」が必要となり、それを作るためにはインセプションデッキが最適である。 

＜知見＞ 

「インセプションデッキ」「失敗を許容」「自分事化」 

チームとしての期待値を共有するためには、「インセプションデッキ」を使って状況を可視化することで、自分事化することが

できる。期待値が決まれば、失敗を許容できる範囲なども見えてくると感じている。 

 

 

7.改善活動の妥当性確認 

報告者の癌治療の事例から知見を見出すことで、アジャイル開発において東芝グループが抱えている課題の解決方法

のヒントをまとめた。癌治療の経験というプライベートな取り組みから東芝アジャイル課題を解決するための施策やヒントを提

示したことが有益である点、また 1 つ 1 つのアイテムを分解し具体化したことが今後の取り組みにも有効であると考える。 

東芝グループは、社会インフラを中心としたサービス事業を中心に、社会課題の解決に貢献することを目指している。そ

のためには SPI 活動の ABC を前提として、現在の技術戦略・方針を実現するために、アジャイル・サービス・OSS・AI など

の「ソフトウェアの新潮流に対応した SPI 活動」を行う必要がある。今後も SPI 活動を継続的に取り組むことで、社会課

題の解決に貢献していきたい。 
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