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はじめに111

富士フイルムでは医療を始めとする多業種分野で，高
機能・高性能な製品を提供するための，ソフトウエアが
必要不可欠な技術になってきている。さらにIT技術革
新やソフトウエアシステムの巨大化・複雑化が進み，ソ
フトウエア開発力が一段と重要になったため，ソフトウ
エア開発管理，品質管理技術向上が求められている。

このような状況のもと，富士フイルム（株）ソフトウ
エア開発センターと富士フイルムソフトウエア（株）（以
下われわれと略す）が共同で，QCD（Q：品質，C：コスト，
D：期間）を改善するために，世界で広く認められている
CMMI（Capability Maturity Model Integration）1）のモデ
ルを参考に，ソフトウエア開発プロセス改善を積み重ね
ている。
「X線画像診断システム用画像処理ユニットの開発組

織」（以下，「医療系コンソール開発組織」と略す）を対
象に，2010年3月に高成熟度モデルCMMIレベル4（以
下L4と略す）の認定を受け，その成果を研究報告書「ソ
フトウエア開発における統計的プロジェクト管理手法の

導入と実践」2）として報告したが，今回，プロセスの管
理手法をさらにブラッシュアップし，CMMIレベル5（以
下L5と略す）の認定を獲得した。

L4からL5へ開発プロセスをブラッシュアップするた
めに実施した改善活動の一部として，組織のデータ分析，
改善施策の効果予測，品質と工数の監視・制御技術を，
改善目標と改善活動の狙い，プロセス改善活動の取り組
み，改善効果の確認，得られた制御技術の成果を踏まえ
て報告する。

改善目標と改善活動の狙い211

はじめにビジネス面から見た改善目標と，改善活動の
狙いを明確化し，組織内で共有化した。

（1）ビジネス面から見たプロセスの改善目標
L4の達成に至るプロセス改善で，すでに開発コストを

1/2以下に削減する実績を上げた。今回のL5に向けた改
善では，「継続的なプロセス改善を組織的に定着させる」
ことを主たる目的としたことから，L4段階からさらに品
質を向上しつつ，5%の生産性向上を目標に設定した。
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（2）工数削減の考え方と改善活動の狙い
品質向上とコスト（工数）は相反する要素ととらえが

ちであるが，われわれは，L4の達成時に確立していた
統計的な組織ベースライン分析の結果，上流での品質を
向上すれば，全体として修正工数が少なくなり工数削減
に繋がることがわかった。そのため改善活動の狙いとし
て「上流工程の品質向上」に注目した。

プロセス改善活動の取り組み311

目標とした5％の生産性向上効果を上げるために，組
織の実績データの分析と改善予測から工程ごとに管理目
標値を設定し，対策の監視までのプロセス改善活動に取
り組んだ。

（1）改善策の予測値
ⅰ）組織のデータ分析と改善策の抽出

改善活動を行なった「医療系コンソール開発組織」の
各プロジェクトがバージョンアップ開発であったことか
ら，改善するための分析対象を，前バージョンの「最終
評価のシステムテストでの不具合と，市場で発生した不
具合」とした。

a） 「最終評価のシステムテストでの不具合と，市場で
発生した不具合」の原因として多い項目の特性要
因図を作成し，その根本原因を分析した（Fig. 1）。
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Fig. 1   Cause and effect diagram (fishbone diagram).

b）　 a）の根本原因を系統図にまとめ，対応策を挙げ，
その効果と実現性を評定して，実施すべき対応策
として点数の高いものを選択した（Fig. 2）。
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Fig. 2   Causes and countermeasures.

ⅱ）改善策の加算
単独の対応策実施による改善効果1つ1つは大きくは

ないが，因果関係が独立な施策を対策範囲の規模の重み
に換算して加算すると改善効果は大きくなる。この考え
に沿って，過去の統計データをベースとした工程ごとに
改善効果の加算が見えるツールを開発した（Table 1）。
ツールで試算した結果，Table 1の「合計％」のように，
狙いどおりに上流工程で不具合を先行して抽出すれば，
下流工程で不具合を減らすことが可能であることが予測
できた。

Table 1   Degree of quality improvements.

工程 工程1 工程2 工程3 工程4 工程5 工程6
施策A 11％ 11％ 11％ －17％ －17％ －17％
施策B －16％
施策C 6％ －6％
施策D －5％ －7％
施策E －4％ －2％ －15％
合計％ 6％ 15％ －4％ －17％ －28％ －39％

ⅲ）改善施策効果の簡易予測
平均の差の検定はt-検定を用いて実施するが，毎回正

規な手法で実施すると，効果の算出に時間を要するため，
改善施策の効果が出ているかどうか簡単に確認できる
ツールを新たに追加した（Table 2）。これにより，改善
施策が統計的に有意差があるほど効果的かどうかを瞬時
に予測できる。

Table 2   Simplified version of t-Test.

1.平均値の差の場合（t-検定）
有意水準α 5％
自由度φ 23

併合分散V 146.17
統計量│t0│ 2.77
t（φ,α） 2.07

│t0│≧ t（φ,α）？ yes（有意差あり）

ⅳ）採用した予測値
複数の施策による改善効果が，組織のプロセス改善活

動の目標に届き，かつ有意差があるほど効果的かを事前
に確認するために，ⅱ）の改善策の加算と，ⅲ）の改善
施策効果の簡易予測を繰り返した後，最終的な改善施策
を採用した。その上でシステムテスト時のソフトウエア
の品質がどれくらい改善するかの目標をL4と比較して，
システムテストの不具合密度［件/千ステップ］を以下
とした（Table 3）。

Table 3   Estimation of expected improvements in quality.

対象工程 システムテスト
不具合密度の改善目標 L4比　－48％
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同様に，システム設計からシステムテストまでの総修
正工数［時間/千ステップ］の改善目標を以下とした

（Table 4）。

Table 4   Estimation of expected improvements in performance.

システム設計～システムテ
ストまでの総修正工数合計

総修正工数の改善目標 L4比　－46％

（2）対策効果の監視
実績データが予測の管理幅内で推移するかどうかの監

視を以下のⅰ）からⅲ）の方法で実践した。ⅰ）とⅱ）
はL4から実施している既存技術で，ⅲ）は新規に追加
した監視技術である。
ⅰ）プロジェクトごとの工程内品質の監視

各プロジェクトのシステム設計以降の全工程で，サブ
システムごとに不具合を確認した（Fig. 3）。そのなかで
目標値の幅を逸脱する場合にはその原因を特定し，対策
するという方法で監視を続けた。なお，今回の「医療系
コンソール開発組織」の開発では一部で既存のソフトウ
エア部品の流用により，下限値を下回る事例が見られた
以外は，管理幅からの逸脱はなく安定していたため，対
策や目標値再設定の必要はなかった。
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Fig. 3   Quality control graph in a process.

ⅱ）予測モデルを使った累積品質の監視
プロジェクトごとの各工程で，累積不具合予測モデル

を使い，累積不具合が管理幅に入っているかどうかの監
視を行なった（Table 5）。そこで，逸脱の予測結果が出
た場合には品質の目標を見直すことができる。今回はこ
こでの管理幅の逸脱は観測されず安定しており，予測モ
デル再設定の必要はなかった。

Table 5   Quality monitoring by our prediction model.

使用
工程

予測モデ
ルの工程

定数項 工程1 工程2 工程3 工程4 工程5 工程6 合計
［件/ks］

予測区間
（70％）

上限

予測区間
（70％）

下限

工程2 最終

工程3 最終

工程4 最終

工程5 最終

ⅲ）組織の改善効果実績データの監視
「医療系コンソール開発組織」全体で，品質と生産性 

（総修正工数）の実績データの推移を週単位に確認した。
このために開発した監視ツールを用い，複数のプロジェ
クトの各サブシステムの品質を入力することにより，組
織目標値の管理幅以内かどうかが確認できる（Fig. 4）。
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Fig. 4   Weekly monitoring of the organization’s target.

改善効果の確認411

全プロジェクトの開発終了後，「3.プロセス改善活動
の取り組み」の結果を検証した。

（1）品質の改善施策の効果確認
品質の改善予測に対して結果はTable 6のとおりと

なった。より修正工数のかかるシステムテスト工程での
不具合密度がL4比で，平均69％下がり，品質が改善し
ていることを確認した。標準偏差の比もL4を1とする
と0.35に狭まり安定性が向上した。これは種々の施策の
結果としてシステムテストでの不具合件数が大幅に減少
したためである。

Table 6   Results of quality improvements.

対象工程 システムテスト 参考
不具合密度 
の改善目標 L4比　－48％

標準偏差の比
1→0.35不具合密度 

の改善結果 L4比　－69％

また，L4とL5でシステムテストの不具合密度をt-検
定すると，5%水準で有意差が認められるため，品質に
おいて統計的にも改善効果があったことが証明できてい
る（Fig. 5）。 
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Fig. 5   t-test for quality improvements.
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（2）総修正工数に対する改善施策の効果確認
総修正工数の予測に関して，結果はTable 7のとおり

となった。上流工程施策で品質を向上できたことと，施
策「ソフトウエア構造の改革」により，「システムテスト」
の修正工数が削減できたため，総修正工数（システム設
計以降の各工程の不具合密度と修正時間を掛け合わせた
総和）でもL4比で，平均62％下がり，改善施策効果が
見られた。予測値は最低限の効果予測で見積もっていた
ため，結果として修正工数が予測値より，よい値となっ
ている。標準偏差の比もL4を1とすると0.84に狭まり安
定性が向上した。これは改善施策により解析時間が短く
なり安定したことが原因である。

Table 7   Results of performance improvements.

システム設計～シ
ステムテストまで
の総修正工数合計

参考

総修正工数 
の改善目標 L4比　－46％

標準偏差の比
1→0.84総修正工数 

の改善結果 L4比　－62％

また，総修正工数をt-検定すると5%の水準で有意差
が認められるため，生産性（修正工数）において統計上
の改善効果があったことが証明できている（Fig. 6）。
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Fig. 6   t-test for performance improvements.

（3）ビジネス上の効果
一連の改善施策と監視の結果，開発工数平均は6％の

削減になっており（Fig. 7），5%の生産性向上の目標を
達成し開発費削減に貢献できた。
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Fig. 7   Productivity improvements from CMMI-L4 to L5.

またL4からL5への活動で，システムテストでの品質
は不具合密度の値で3倍に向上した（Fig. 8）。
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Fig. 8   Quality improvements from CMMI-L4 to L5.

得られた制御技術の成果511

プロセス改善活動をとおし，L4達成時と比較して予
測から監視までの制御技術確立の成果が得られた。

○改善策の効果予測技術
　・ 改善策を加算した改善効果の予測手法が確立できた。
　・ 品質と生産性について統計的な効果の有無を事前

に予測する手法が確立できた。
○組織全体の目標設定から監視までの制御技術

まとめ611

CMMIのモデルを参考に，2002年以来ソフトウエア
開発プロセス改善を積み重ねてきた。今回さらにCMMI
の高成熟度モデルを「医療系コンソール開発組織」に導
入することで，組織のデータを分析し，複数の改善施策
の効果を統合的に予測し，品質と工数を監視する制御技
術を確立した。

公式アプレイザルにて2011年12月にCMMI（V1.3）-L5
（最適化している段階）を達成できたと同時に生産性向上
目標を達成し開発工数削減に貢献することができた。

改善は現在も進行中であり，今後L5を達成した「医
療系コンソール開発組織」のソフトウエア開発プロセス
におけるノウハウや仕組みを，社内のソフトウエア開発
プロセスの改善に適用して，開発組織全体のレベルアッ
プに繋げていく。

参考文献

 1)  カーネギーメロン大学ソフトウエアエンジニアリン
グ研究所. CMMI for Development, Version 1.3 
(2010).

 2)  相磯正司ほか. ソフトウエア開発における統計的プ
ロジェクト管理手法の導入と実践. 富士フイルム研
究報告. No.56，31-34 (2011).

（本報告中にある “CMMI” は，米国・カーネギーメロン
大学の登録商標で，同大学のソフトウエアエンジニアリン
グ研究所が開発した，開発組織のプロセス成熟度を5段
階で評価する指標です。）


