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Abstract  In this paper we describe the experience to improve QCD (quality, cost and delivery) of software 

development with TOYOTA Development System[1]. This development system is characterized by using the 

methodology of improving the flow of development, and it is an effective method to the improvement of QCD 

for software development. 

We achieved substantial use of the Toyota Development System by leveraging PQ metrics and LAMDA cycle.  

As a result, we confirmed that the QCD performance of software development had been firmly improved. 

 

1. はじめに 

 トヨタ開発方式[1]は、開発工程の中で発生する「待ち」や「遅れ」の状態を欠陥と同様にムダ

であると考え改善する方法論である。我々は、トヨタ開発方式より開発の流れを改善する部分を

抽出して社内向けにカスタマイズを行い、開発現場へ導入した。その結果、カスタマイズ内容の

利用度(実践の成熟度)に応じて開発工期と品質を改善する効果があることを確認した[2]。 

カスタマイズし利用している内容は、次の３点である。 

 ・開発を切り出して部署間の活動を同期化し、かつ平準化を図る。 

 ・切り出した開発目標(マイルストン内容)を詳細計画が網羅する。 

 ・課題ばらし(設計上の課題や心配な点を一つ一つ具体的に示すこと[3]) の実施を 

作業計画に組込み、事前に十分な検討を行う。 

 

トヨタ開発方式は効果があることを確認した後、我々はカスタマイズ内容を社内で全面展開し

た。プロジェクトの大半で工期と品質を両立する実績が出た一方、効果が出ない部署が出てきた。

これらの部署に対し、課題ばらしの質の改善に重点を置いた活動（カスタマイズ内容３点目の深

掘り）を行った。この活動に際し、LAMDAサイクル（PDCAサイクルを開発設計向けに発展させた

もの[4]）を新たに導入した。その結果、次の結論が得られた。 

・課題ばらしの質を向上して後から分かる課題を減らすと、開発の流れが改善される。 

・LAMDA サイクルの利用は、チームで開発と改善を同時に行うことで、問題を着実に解決する。 

 

 以下、2章で、トヨタ開発方式の概要を紹介する。3章では、開発の流れを妨げる主要因につい

て分析した経過と結果を述べる。4章では、3章の分析結果を受け、開発の流れを改善するために

行った活動内容と経過を述べる。 5章では、改善活動の結果を述べる。6章では、改善活動内容

の有効性について論じる。7章で、今までに実施したトヨタ開発方式のまとめと今後の課題を述

べる。 
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2. トヨタ開発方式の概要 

2.1 開発リードタイムの短縮（開発の流れの確立） 

 図１は、開発工期の内訳を示したものである（自動車専用の開発プロセス名称等については説

明を略させて頂く）。付加価値時間は実際の作業時間を表し、非付加価値時間はサスペンドしてい

る時間を表している。開発リードタイムを短縮するためには、非付加価値時間を含む全体の期間

を改善する必要がある。 

 

 
               図 1：製品開発リードタイム[1] 

 

2.2 開発を構成する 4つの要素 

 開発には、企画された内容を遂行して製品化する流れと、その流れに直行し組織的な活動によ

って技術力を高める流れが存在する。この２つの方向の流れの両端にあるものを要素とすると、

開発には図 2に示す４つの要素がある[5]。 

   

     

   図 2：開発の４つの要素         図 3：トヨタの製品開発の土台 

 

トヨタの製品開発では図 3に示す通り、４つの要素に対して独自の土台が存在する[4]。この要点

を以下に示す。 

遂行に関わるものとして、開発の流れの確立とセットベース開発と称する２つの土台がある。

開発の流れの確立は、マクロ/ミクロマイルストーンに基づく同期/平準化により開発の流れを作

り出すことを示し、セットベース開発は、多角的な視点から課題を検討し設計の最適解を導出す

ることを示す。 

 組織に関わるものとして、専門家チームと称する土台がある。専門家チームは、継続改善を探

究する技術者集団を指す。 

 企画に関わるものとして、チーフエンジニアリングと称する土台がある。チーフエンジニアリ

ングは、市場価値を創り込み、製品開発の実現目標を設定し作戦を主導する働きを示す。 



 技術に関わるものとして、知識の再利用と改良と称する土台がある。知識の再利用と改良は、

アーキテクチャから設計細部に至る再利用(と改良)の全般を示す。 

 

開発の流れを確立する活動について前年報告した（SQiP2013[2]）。この活動を水平展開する中

で新たな問題が明らかになった。今回はこの問題を解決するのに、専門家チーム（継続改善を探

究）に相当する活動を行ったので報告する。 

 

3. 開発の流れを妨げる要因の分析 

 トヨタ開発方式を利用する部署の拡大に伴い、大半のプロジェクトでは工期と品質が共に向上

したが、その一方で工期遅れを改善出来ないプロジェクトが出てきた。そこで、工期の遅延を改

善できない複数のプロジェクトについて、開発の流れを妨げる要因を確認した。そして、開発の

流れを改善するのに必要なことは何か、またその改善はどのように進めれば良いかを検討した。 

 

3.1 遅延の要因分析 

 工期の遅延を改善できない開発プロジェクトのリーダと話し合い、確認した結果、後から分か

る課題が多発し修正に追われることが開発の流れを妨げ、遅延をもたらす要因になっていること

が判った。これにより、課題を事前に抽出する対策を実施して後から分かる課題を減らす必要が

あることが分かった。 

 

3.2 改善の進め方 

 我々は通常では、次の順で開発の流れを確立するための改善支援を行っている[2]。 

  ・事前に、開発リーダが設定したマイルストン計画の妥当性を確認 

  ・マイルストン終了時に遅延や不具合の発生状況を確認し、振り返りを実施 

工期の遅延を改善できないプロジェクトでは、修正した計画がすぐに使えなくなる。計画が使

えなくなるのに伴い、計画に対する実績（差異）を分析する機会が設けられない。このようなケ

ースではマイルストン計画も中断（または中止）となることが多いため、上述したステップで改

善を進めることは困難であることが分かった。そこで、マイルストンに依存しない改善の進め方

である LAMDAサイクルを利用することにした。この進め方について、次の 4章で述べる。 

 

4. LAMDAサイクルによる改善 

4.1 LAMDAサイクル 

LAMDA サイクルを図 4、PDCAサイクルとの関連を図 5に示し、概要を表 1に示す[4]。 

 

LAMDAサイクルは、リーン製品開発で基礎となる仕事の進め方である。PDCAサイクル 

1回分に対して LAMDAサイクルは 2回周る[4]。  

 

   

     図 4：LAMDAサイクル[4]     図 5：PDCAサイクルとの関係[4] 

 



         表 1：LAMDA サイクルの概要 

 

 

 1周目の”LAMD”（Look_1から Discus_1まで）が改善計画の立案（PDCA の”P”）に該当し、 

 2周目の”LAMD”が実行結果の振り返り（PDCAの”C”）に該当する。 

 

4.2 LAMDAサイクルの適用 

 LAMADA サイクルの段階が一つ進むタイミングで開発リーダと F2Fを実施し、進捗内容（改善状

況）や今後の予定（段階とスケジュール）を確認した。記録結果を表 2で示す。 

 

      表 2：LAMDAサイクルを利用した改善 （あるプロジェクトの事例） 

 

 

 

5. 改善結果 

5.1 改善前後の比較 

 遅れを改善できなかったプロジェクトで、課題ばらしの質向上に取り組んだ結果、次の通り事

前に抽出した課題の割合、マイルストンの遅延発生率および欠陥率が向上した。これにより、後

から分かる課題を減らすと遅れが抑制される結果が出たことを確認した。 



　　　表3：改善前後の比較結果

開発規模
事前に抽出した

課題の割合
遅延率 欠陥率 開発規模

事前に抽出した
課題の割合

遅延率 欠陥率

Ａプロジェクト 10人月 20% 83% 0.1 12人月 60% 9% 0

Ｂプロジェクト 25人月 40% 24% 0.04 16人月 80% 14% 0

　　遅延率＝遅延発生マイルストン数 / マイルストン総数 × 100 [%]
　　欠陥率＝工程終了後に他部署から指摘された不具合の件数 / 人月

改善前 改善後

 
 

5.2 改善結果の検証 

 我々が LAMDA サイクルを利用した改善を働きかける前、開発リーダは遅れの改善に消極的であ

った。しかし、改善活動（事前に抽出する課題を増やす活動）を進めていく中で、取り組みが前

向きへ変わった。リーダから聞き取った取組みと成果を次に示す。 

【取組み】 

 ・以前は後から分かる課題があるのは仕方のないことだと思っていたが、(課題ばらしを)習得

してもらえるまで、マンツーマンで問題分析と対策を検討した。 

 ・課題ばらしが不得意なメンバが計画通り終了した時に、全員で担当者を褒めたら、担当者の

自信（やる気）につながった。 

【成果】 

 ・他の人の課題を把握し、考慮して課題ばらしすると、リスクを洗い出すことにつながる。 

・後から課題が分かった理由をチームで分析すると、以降の開発でリスクの抽出度が増す。 

 ・リスクの抽出度が増すと影響度のあるリスクは未然に防止でき、予定通りに開発が進む。 

 

6. 考察 

遅れを改善できなかった開発プロジェクトにおいて、課題ばらしの質を改善する取組みは工期

の遅れを抑制する効果があった。これは、課題を事前に抽出する割合が増えた分、実務を正確に

把握でき、手戻りが無くなった事によって、作業が予定通りに進むようになったと考えられる。 

 

LAMDA サイクルを改善活動で利用したのは今回が最初である。最初の利用で改善の成果が得ら

れたのは、開発リーダが改善を牽引しメンバが応えたためであると考える。LAMDA サイクルは、

チームで開発と改善を同時に行い振り返りが必ず行われるため、チームで改善を進めるのに有効

なツールである。 

 

7. まとめ 

7.1 導入結果のまとめ 

 今回は”専門家チーム”に該当する活動を行い、前章で述べた有効性を確認できた。専門家チ

ームには専用の改善視点、仕事の進め方、リーダの役割が求められる。今回の活動で、専門家チ

ームに求められるこれらの役割を体験することができた。 

  ・改善の視点：手戻り（後から分かる課題）を無くす 

  ・仕事の進め方：チームの総力を結集し問題を着実に解決する 

・リーダの役割：リーダが自ら変革し、率先して改善を牽引する 

 

加えて、”開発の流れの確立”と”専門家チーム”は互いに独立したものではなく、一体化す

ることで改善が進むことを体験した。 

 

7.2 今後の課題 

 開発の流れを確立する活動[2]に続いて、今回 ”専門家チーム”に該当する活動を行った結果、

有効であることを確認できた。今後はトヨタ開発方式を包括的に利用していく予定である。 
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