
 
 

 
 

プロセス重視スタイルによるソフトウェア
開発の工業化への取組み 

Process-oriented Approach to Industrialization of  
Software Development 

あらまし  
57, 3, 05,2006 

 富士通アプリケーションズ（株）は，SDAS（富士通の総合システム開発体系）に基づい

た開発部門として，SDASの実践，開発ノウハウの確立と蓄積をミッションとし2004年4月
に設立された。「設計と製造の分離」「ソフトウェア開発の工業化」「オフショアの活用」な

どの試行および実践を通し新たな技術に挑戦している。また，富士通グループにおいて，製

造工場と実験工場の役割を担い，現場視点での技術開発，技術検証，開発マネジメントの方

法論の確立など，現場と一体で「生産の革新」をけん引している。 
 本稿では，ソフトウェア開発の工業化への取組みを，属人的開発スタイルからプロセス重

視の組織的開発スタイルへの改善の歩みとしてとらえ，自律改善活動の行動規範である「四

つの約束事」と「六つの仕掛け」を具体的な実績データなどを交え紹介する。 

Abstract 

 Fujitsu Applications, Ltd. was founded in April 2004 as a development division based on 
the System Development Architecture & Support facilities (abbreviated as SDAS, these are 
Fujitsu’s comprehensive system development methodology), with the mission of 
implementing SDAS and establishing and accumulating development know-how.  The 
company is working on new technologies by conducting trial runs on separation of design 
and manufacturing, industrialization of software development, and use of offshore 
development.  In the Fujitsu Group, SDAS plays the roles of manufacturing and testing 
plants, and it is promoting collaboration with the field in manufacturing innovation 
including technological development and verification and establishment of development 
management methodology from the viewpoint of the field.  This paper describes the 
approach to the industrialization of software development, seen as a process of improvement 
from a personal development style to a process-oriented systematic development style.  In 
addition, this paper presents the code of conduct of autonomous improvement activities 
called the “Four Rules” and “Six Mechanisms,” together with specific data on achievements. 
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ま え が き 

 富士通アプリケーションズ（株）（以下，FAP）
は，富士通グループのアプリケーションの開発専業

会社である。その主な開発領域は，エンタープライ

ズのアプリケーションであり，一般企業，公共団体

が日々の業務で活用するシステムである。開発言語

に関してはJavaに特化しており，Web系のアプリ

ケーション開発が主体となっている。 
 この分野は現在三つの課題（短期間で高品質・低

価格の大規模開発を実現，開発だけでなく保守まで

のシステムのライサイクル全体のコスト削減，人材

確保とコスト低減を目指したオフショアを含めた分

散大量開発の実現）を抱えている。 
 FAPは，エンタープライズのアプリケーションの

製造工場としての役割を担い，顧客から提示された

品質・コスト・納期（QCD）の達成に向けて開

発・保守の業務を遂行している。同時に，富士通グ

ループにおいて「生産の革新」をけん引する実験工

場の役割を担い内製化にこだわり，現場視点による

技術開発，技術検証，開発マネジメントの方法論の

確立などに挑戦している。 
 本稿では，「生産の革新」の中心テーマである，

ソフトウェア開発の工業化への取組みを，属人的開

発スタイルからプロセス重視の組織的開発スタイル

へのプロセスの改善の歩みとしてとらえ，つぎの四

つの観点から述べる。 
（1） プロセスを重視した開発手法 
（2） 設計と製造の分離とドキュメント中心の開発 
（3） 自工程完結 
（4） 整流化 
 一方，実際の現場での自律改善活動の行動規範で

ある「四つの約束事」と「六つの仕掛け」について

解説し，これまでの現場の実践結果を踏まえ，教訓

や課題を具体的な事例や実績データなどを交え紹介

する。 

ソフトウェア開発の工業化 

 FAPがソフトウェアの工業化の必要性を強く認識

したのは，汎用機の時代の開発スタイルでは，時代

の要求に対応できないと判断したことによる。 
 つまり，汎用機の時代は，それぞれのハードウェ

アベンダ固有のアーキテクチャをもとに，開発チー

ムが実装イメージ，技術を共有して開発を行ってき

た。この結果，実装技術が暗黙知として開発チーム

内に蓄積された。 
 しかし，現在のJavaなどの実装はフレームワー

クベースとなっており，開発チームだけでなく，上

流の設計者までも実装技術に対して正しい知識を必

要とする。また，短期間に大規模なシステムを開発

するには，大量要員の投入が必須である。しかし，

安定した高いスキルの人材を短期間に多く集めるこ

とは不可能である。FAPの実践例でも，プロジェク

トで同じ立上げ教育を受講しても生産性に5.5倍(1)

の差があることが判明している。 
 従来の特定個人の高スキルに依存した，暗黙知の

アーキテクチャ，実装技術や開発スタイルなどを変

革する手段として工業化に着目することにした。工

業化の目的は多様なアーキテクチャ（フレームワー

ク）に的確に対応し，人に依存しない規律正しい開

発スタイルを確立することにある。これは，ソフト

ウェアの生産技術全体の再構築を目指す手段と考え

ている。 

工業化への取組み 

 FAPにおけるソフトウェア開発の工業化への取組

み(2)は，トヨタ生産方式（TPS）(3)に非常に大きな

影響を受けた。 
 2004年にTPSの現場指導会に参加する機会があ

り，著者らは目標設定の明確さ，分かりやすさなど

ソフトウェアの現場に応用できる考え方が非常に多

いことに気づかされた。 
 これより「人が主役」「徹底したムダの排除」の

2点にこだわり，単に真似するのではなく，生産方

式を確立し，それを常に改善していくことが重要で

あると考えるようになった。 
 FAPでの工業化の取組みは，属人的な開発スタイ

ルから組織的開発スタイルへのプロセス改善の歩み

であり，図-1のようにとらえることができる。 
● プロセスを重視した開発手法  
 FAPにおける生産方式の特徴は，プロセスを重視

した開発手法の採用にある。図-2のように従来は，

「人に仕事を割り当てる」方法であり，作業の進め

方が個人のスキルに依存し，属人性が高くなる。 
 一方，プロセス中心の作業は，標準化されたプロ

セスに仕事を割り当てるため，属人性は排除され，
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図-1 FAPにおけるソフトウェア開発の工業化の歩み 

Fig.1-History of industrialization of software development in Fujitsu Applications, Ltd. 
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図-2 プロセスを重視した開発手法 

Fig.2-Process-oriented development style. 
 

プロセス改善，作業標準の改善などに効果を出しや

すい。これによって全体 適を追求しやすい。ただ

し，この手法ではプロセス設計のスキル保有者が必

要となり，プロセス設計ができる人材育成が急務で

ある。また，プロセス重視の課題として，プロセス

の徹底や作業標準，教育などのプロジェクトの準備

コストが増大する傾向にあり，同一のプロセスを繰

り返して適用することが重要となる。 

● 設計と製造の分離とドキュメント中心の開発 
 プロセスを運用するためには，必然的に設計と製

造の明確な分離が必要になる。過去から多くの工程

定義，WBS（Work Breakdown Structure）など

が定義され運用されてきたが，いまだに確固とした

分離ができていない。 
 この原因を考えると，設計者と製造者が同一また

は明確なドキュメントでの仕様引継ぎを実施せず，
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必要に応じて問い合わせたり確認したりしながら開

発するスタイルが定着してきたことにある。また，

一般的に行われている「徒弟制度」的な人材育成に

ついても，このような口移し的な仕様伝達が質問の

中でなされ，ドキュメントによって意図を明確に表

現する文章力や，理解を促進する整理力の訓練の機

会を奪っている。 
 FAPではまず設計と製造を明確に分離し，ドキュ

メントによって引き継ぐことを原則に，作業プロセ

スを構築している。 
 この方式に対しては，オーバヘッド，ドキュメン

ト量そして仕様伝達の不備の増大を指摘する声も多

くある。しかし，上記の指摘を着実に改善（オーバ

ヘッドの 小化とドキュメント量の削減など）し，

設計と製造の分離を推進すべきと考えている。 
● 自工程完結 
 TPSでは，担当する工程の品質はきっちりと責任

をもって確保し，後工程に迷惑をかけないという自

工程完結の考え方がある。これをソフトウェア開発

に適用するには，プロセス分割，設計と製造の分離

において，各作業者の品質責任を明確にすることが

前提となる。 
 個々の作業者の品質責任が明確になれば，自分の

工程（自工程）で品質を完全にすることを行動指針

として求めることが可能になる。 
 1本のプログラムを複数者で設計から開発まで行

うプロセスを重視した開発の場合には，この考え方

を徹底することが品質確保の絶対条件となる。 
● 整流化 
 TPSでは，「流れ」は特別な意味をもつ。(4) この考

え方を踏襲して，ソフトウェア開発でも規定された

作業プロセスにおいて，滞留や手戻りを 小にして，

決められたプロセス順番と標準時間で，資産を流れ

るようにするために整流化のプロセスを考えた。 
 製造工程で整流を乱す滞留や手戻りを発生させる

原因をあらかじめ抽出しかつ是正することで，後の

工程の整流を保証する。現時点で整流化のプロセス

では，確定された仕様を整理し，確実に理解し，こ

れらの過程で発見された設計書間の不整合や不明点

を確認し是正することである。さらに，整流化を効

率的に実施するために，開発指向の設計マトリック

スのひな形や設計書間の，整合性チェックツールを

整備している。 

四つの約束事 

 FAPでは，工業化の実現を目指し，現場の自律改

善活動の行動規範として，「四つの約束事」と「六

つの仕掛け」を定義し活動している。本章で紹介す

る「四つの約束事」は作業者の意識改革の手段とし

ても活用できている。 
（1） 人月でなく，時間（h）で考える 
 日本のソフトウェア業界は，伝統的に仕事の量や，

契約金額に，人月×単金（単位時間あたりの1開発

者に支払われる金額）を用いてきた。これは，人を

借り上げる発想に近く，人を「物」のように扱い，

TPSの「人が主役」に反する。 
 各プロセスの管理単位は時間であり，現在は

0.1時間を 小の単位として管理している。した

がって，人月ではコストの原単位が何十万円となる

が，時間では何千円となり，現場のコスト意識は変

わり無駄なコスト削減に向かう。 
（2） 仕事票を毎日正しくつける（記録する） 
 ハードウェア開発では当たり前の正確な原価把握

は，ソフトウェア開発では難しい。FAPでは，富士

通で長年使われている仕事票(5)を原価把握の道具と

し，プロジェクト原価把握だけでなく，作業分析や

現場改善の道具としても活用している。ポイントは

毎日記録することにある。期間をまとめると必ずそ

の精度は悪化する。この運用はオフショアの開発で

も実施し，国内と同一レベルの管理を実現している。 
（3） データで議論する 
 開発現場では，「もう少しで完了です」「品質は大

丈夫です」などの抽象的なやり取りが横行し，「さ

ばを読む」ことも常態化している。これらを防ぐた

めには，客観的データで語ることが必要であり，そ

の尺度も全社で統一することが必要になる。データ

で語ることはエンジニアリングの基本である。 
（4） 決められた場所に，決められた形で格納する 
 「整理・整頓」をソフトウェア開発に持ち込んだ。

この結果得られるメリットは計り知れない。例えば，

設計ドキュメントがどのプロジェクトでも必ず決

まった場所に，決まった命名規約のフォルダに格納

されていれば，必要なときに分析者が手間をかけず

に，原データにアクセスすることが可能になる。 
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六つの仕掛け 

 FAPのソフトウェア生産方式は具体的には図-3で
表す六つの仕掛けで構成される。このうち1～3は，

実際に開発・保守を運用するための仕掛けであり，

4，5はそれを支援する機能，6は生産管理システム

と位置付けられる。 
 この外側に全体マネジメントの仕組みとして，

「人材管理システム（スキル管理）」「原価管理シス

テム（仕事票）」などがあり，互いに連動して機能

している。 
（1） ファンクションスケール（FS） 
 Javaを使った開発では，資産の種類も多く，ま

たフレームワークを前提とした開発となる。この結

果，従来のコーディングステップ数の規模予測に基

づく見積りは不可能と判断し，ファンクションス

ケール法を用いた機能規模計測による見積りに全面

的に切り替えた。詳細は，本特集に掲載の「新たな

開発規模見積り手法－ファンクションスケール法の

実践－」を参照していただきたい。 
（2） プロセス設計と基準時間 
 FAPにおけるプロセスの考え方は，作業をできる

限り細分化し，その一つ一つにインプット，アウト

プットを決め，さらに標準的な作業時間を設定する

ことから始まる。 
 このプロセスは，一人を対象にするのではなく，

それに関連する，管理者，レビュー者，構成管理者

など作業全体を俯瞰
ふ か ん

して，誰がどこで何をし，それ

をどのように流していくかの大きな作業マップと

なっている。 
 この考えは，2004年12月より 初の作業分割を

開始し，試行錯誤を繰り返しながら現在に至ってい

る。図-4は実際の例を示している。このプロジェク

トでは全体を143プロセスに分割している。 
 基準時間は，標準時間に担当者のスキル係数と習

熟度係数を乗算したもので担当者ごとのプロセスに

対する実施予定時間である。 
（3） 分割と並行開発 
 作業の詳細分割とフローへの展開では，その中か

ら並行開発（パラレルに開発が可能）が可能な部分

を抽出する。現在，短納期が非常に高い付加価値に

なっており，この仕組みの改善は必須である。 
（4） ドキュメント標準（設計の規格化） 
 工業化を進める上で重要な要素は，設計レベルの

標準化である。設計と製造の分離が前提であるため，

流し込むもとの設計と設計書が不安定であれば，工

業化は機能しない。 
 FAPでは，富士通と協働でユーザインタフェース

設計書の充足性を検討している。これは，従来の設

計側目線で設計書をチェックするだけでなく，製造

側目線で設計書の充足度を判断し設計の範囲，深さ

の両面で質的向上をねらっている。 
（5） 自動生成 
 製造工程において，プログラムの自動生成に依存
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図-3 FAPのソフトウェア生産方式（六つの仕掛け） 

Fig.3-Production process of software in FAP (Six Mechanisms). 
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図-5 作業実績管理システムの概念 

Fig.5-Concept of work management system. 
 

全体で143プロセス

 
図-4 プロセス管理マップ 

Fig.4-Map for process management. 
 

する部分は増加している。FAPでは，自動生成に関

して三つの方針で臨んでいる。 
・自動化を目的とせず，人でしかできないことに人

の作業を集中 
・単純作業による単純ミスを未然に防止する目的で

自動生成 
・人の苦手な「整理・整頓」（均一化した作り）に

着目する自動生成 
である。現在，フレームワークの隠蔽

ぺい

などを含め，

50％から70％程度の自動生成率になっている。 
 しかし，自動生成する場合に注意する点は，関係

者にどこまで自動生成をし，人が何をするかを明確

にする必要があり，現場にそれを徹底できない場合

には混乱を招く恐れがある。 
（6） 作業実績管理システム 
 プロセスをベースに仕事票から実績時間を収集し，

これをもとに「見える化」することを目的にしたシ

ステムである。 
 単なるソフトウェアの生産管理システムでなく，

課題（異常）を早く察知する仕組みとしても運用し

ている。概念を図-5に示す。プロセスで述べた基準

時間に対して仕事票から実績が投入され，その差異
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を気づきの情報とする。 
む  す  び 

 プロセスを細かく分割しているため，人が主観的

に報告する進捗とは異なり，プロセスごとに予定と

実績の差異が報告され進捗や品質の問題点を正確に

把握できる。 

 FAPではソフトウェア開発の工業化をベースに

様々な取組みをしてきた。まだ不十分であり，やら

なければならないことは多い。QCDを全うするこ

とは 大のテーマであり，ES（従業員満足度）の

向上や「規律正しい開発スタイル」の実践などが

優先課題である。 

開発マネジメント 

 開発に特化したFAPのマネジメントに関する考え

方の特徴について述べる。  現在，新たに取り組んでいるテーマは，これまで

蓄積したデータの分析である。明細データにすると，

1プロジェクト終了時点で，10万レコードを超える

実績データが蓄積されている。これらのデータをも

とにプロジェクトのリスク予測モデルの構築を手が

けている。 

 開発マネジメントには，標準化，報告，品質管理，

構成管理など多くの管理すべき課題が存在する。こ

れらが常に技術上の一貫性に基づいて運用されるこ

とが重要である。 
 開発マネジメントは，開発に関連するすべての関

係者に対するガバナンスの継続であり，その主な要

素は「アーキテクチャ」，「標準化」，「管理手法」で

ある。 

 後に，ソフトウェア開発工業化の発展は，現場

の作業者一人一人の「改善意欲」と「課題解決力」

がかぎとなる。課題解決力は非常に創造性が必要と

される能力であり，実際の開発・保守や，開発技術

マネジメントを通じての育成が 大のテーマである。 
 これらに対して，組織として継続的にガバナンス

を維持することによって，技術の蓄積，習熟による

効果，そして開発データの蓄積が可能となる。ある

業種において異なる業務システムを同一アーキテク

チャ，同一標準，同一管理手法で40％の作業者を

継続して開発したところ，出荷後の品質は同一で生

産性は1.7倍向上し，生産性のばらつきは2.6分の1
になった。 
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