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発表要旨： 

本研究では、2013年度に開発を完了した 613件のプロジェクトデータを対象にして、成

熟度レベル別に、ソフトウェア品質の良否に影響を及ぼす要因について分析を行った。 

本分析により、成熟度レベルが上がるにつれて出荷後品質が向上することを確認した。

また、ソフトウェア品質の良否に影響を及ぼす要因は成熟度レベル毎に異なる結果となっ

た。成熟度レベルの低い組織においては、開発規模が大きくなると品質を制御できなくな

る傾向にある。特にレベル１においては、上流の工程で品質が十分に確保されていないに

もかかわらず、テストも十分に実施されていない場合に出荷後の品質を悪化させている。

レベル２においては、レビューやテストに十分に工数をかけていても、その実施内容に問

題があり、十分に品質を確保できていない場合に出荷後の品質が悪くなる。レベル３にお

いては、プロセスデータの実績値を監視して適宜フィードバックするというタイムリーな

マネジメントが機能していない場合に、出荷後の品質が悪くなる傾向がある。さらに、レ

ベル５の組織においては、品質の良いプロジェクトと悪いプロジェクトとでプロセスデー

タの傾向の差異はほとんど見られず、安定したプロセスを保有している。 

今回の分析により、ソフトウェア品質を安定的に確保するためには組織のプロセス成熟

度を向上させることが重要であるということが実証された。 
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CMMI Institute認定の SCAMPIリードアプレイザ資格を有しており、社内外の 30組織以

上のプロセス改善コンサルを経験。現在は、全社的な立場で社内の品質データ分析および

プロセス改善活動を主導する立場で業務を遂行。 
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分析の目的 

成熟度レベルに応じた、効率的な品質改善活動の推進 

課題認識 
• 出荷後品質向上、成熟度レベル向上のためには、多大な労力と期間を要する
• 品質向上のための改善活動において、組織の成熟度に応じた焦点を当てるべき

ポイントが明らかになっていない

品質会計技法の30
年以上の適用実績 

SW開発PJの  
実績データの蓄積 

長年に亘る  
CMMI活用実績 

社内複数組織の 
成熟度レベル情報 
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分析対象プロジェクトの開発プロセス 

▌ウォーターフォール（V字）モデルを適用した開発プロセス 

▌品質会計の原則： 

バグは作りこまない、作りこんだバグはすばやく摘出する 

V字モデル 

テスト工程上工程 
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対象データ 

▌成熟度レベル(ML)別データ件数 

 2013年度に開発を完了したプロジェクト716件

 CMMIアセスメントの結果得られた組織毎の成熟度レベルを、当該組織に属するプロジェ
クトに割り当て、レベル別に層別したプロジェクト件数は下表のとおり

成熟度レベル（ML） プロジェクト特性* プロジェクト数 

ML1 SI系 

528 ML2 SI系 

ML3 SI系 

ML1 開発系 

188 ML2 開発系 

ML5 開発系 

合計 716 

＊プロジェクト特性 
SI系 ：特定顧客向けのソフトウェア開発プロジェクト 
開発系 ：不特定顧客向けの汎用ソフトウェア開発プロジェクト 

（組込機器で動作するソフトウェアを含む） 
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分析に使用したデータ項目 

▌各プロジェクトから収集したデータ項目 

No データ項目 単位 

1 開発規模 (計画値) ライン数

2 開発規模 ライン数

3 全工数 人時 

4 上工程工数 人時 

5 レビュー工数 人時 

6 テスト工程工数 人時 

7 全バグ数 件 

8 上工程バグ数 件 

9 テスト工程バグ数 件 

10 テスト項目数 件 

11 上工程バグ率 % 

※No1以外は全て実績値
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出荷後品質 

▌本分析では、出荷後品質の良し悪しを判断するために以下の定義を使用 

達成率＝                ×100（％） 

• 達成；出荷後バグ数/KL≦出荷後バグ基準値のプロジェクト
• 未達；出荷後バグ数/KL＞出荷後バグ基準値のプロジェクト

当該MLの達成プロジェクト数 
当該MLの全プロジェクト数 

出荷後バグ数； 
プロジェクトにおける、出荷後12か月間のバグ数を開発規模（KL）で除算した値（バグ数/KL） 
出荷後バグ基準値； 
プロジェクトの属する組織が、ビジネス特性に応じて設定した、出荷後バグ数の基準値（バグ数/KL） 
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成熟度レベル別の出荷後品質 

⇒単純には、達成率を向上させるためには成熟度レベルを向上させればよいと言える

以降は、同一PJ特性での比較のため、SI系のML1～ML3（ML5のみ開発系）のデータを使用
して詳細に分析 

SI系 開発系 
％ ％ 

ML1 ML2 ML5ML1 ML2 ML3

SI系、開発系ともに、成熟度レベルが向上するにつれて達成率は向上 
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分析のステップ 

ステップ2:
パラメータが選択された要因を分析

ステップ2-1: 開発規模 （ML1,ML2）

ステップ2-2: テスト工程バグ数 （ML1）

ステップ2-3: 上工程バグ率、レビュー工数 （ML2）

ステップ2-4: レビュー工数、テスト工数、テスト工程バグ数 （ML3）

ステップ1: （ロジスティック回帰分析）
各成熟度レベルにおいて、達成率に影響を与えるパラメータを特定

ステップ2-5: パラメータが選択されない要因 （ML5）

ソフトウェア品質シンポジウム2015
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ステップ１：ロジスティック回帰分析結果

▌出荷後バグ基準達成/未達に対する説明力が高いパラメータを分析 

⇒成熟度レベルによって選択されるパラメータが大きく異なる

（注）係数の符号が正の場合、パラメータの値が高いと“達成”の可能性は高くなる 
係数の符号が負の場合、パラメータの値が低いと“達成”の可能性は高くなる 

ML パラメータ 係数 p値 

ML1 
テスト工程バグ数/KL -0.170 0.064 

開発規模 -6.07e-06 0.079 

ML2 

上工程バグ率 0.037 0.051 

レビュー工数/KL -0.021 0.086 

開発規模 -7.15e-06 0.192 

ML3 

テスト工程工数/KL -0.012 0.023 

レビュー工数/KL 0.065 0.106 

テスト工程バグ数/KL -0.150 0.168 

ML5 ー （選択されず） ー ー 
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ML1 ML2 ML3

誤差20%以上 

誤差10％以上20%未満 

誤差10％未満 

ステップ２-1：「開発規模」が選択された理由（ML1,ML2）

 

 

計画値を超過する割合は、ML１からML２で大きく減少

計画値を超過したプロジェクトの誤差範囲は、成熟度レベルが向上するにつれて減少

計画超過プロジェクトの誤差範囲 実績値の計画超過率 

実績開発規模 
計画開発規模 

※誤差＝ -1 ×100 

ML1 ML2 ML3

計画値超過 

計画値以内 

開発規模が計画値を超過する割合は、成熟度レベルが向上するに伴い減少する
（ML1～ML3の比較）。 
特にML1では、開発規模が見積りを大きく超過する可能性が高い。 

％ ％ 
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ステップ2-2：「テスト工程バグ数/KL」が選択された理由（ML1）

 

未達の回帰直線は達成と比較して傾きが大きく、テスト実施量が増加した場合、より多く
のバグが摘出される

未達の90％確率楕円は達成と比較してグラフの左側（横軸の低い値）に縦長に描かれてお
り、テストの工数、項目数が少なく、テストバグが多い

※外れ値2件を除外

テスト工数とテストバグ数 テスト項目数とテストバグ数

【達成】R2乗＝0.03 
【未達】R2乗＝0.10 

【達成】R2乗＝0.0007 
【未達】R2乗＝0.04 

達成 

未達 

達成 

未達 

未達は、上工程で品質確保されずテスト工程でバグが多く摘出される。 
さらに、テストも十分に実施していない。 
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ステップ2-3：「上工程バグ率」「レビュー工数/KL」が選択された理由（ML2）

 

 

 レビュー工数と上工程バグ数の散布図において達成と未達の90％確率楕円はほぼ同範囲

 中央値で比較すると、レビュー、テストにおいて、未達は達成に比べて工数、バグ数共に
大きい（平均値でも同様の相違有）

レビュー工数と上工程バグ数 中央値比較（達成を100とした相対値） 

達成 

未達 

【達成】R2乗＝0.01 
【未達】R2乗＝0.006 

0 50 100 150 200

レビュー工数/KL

テスト工程工数/KL

上工程バグ数/KL 

テスト工程バグ数/KL

未達は、レビュー品質が悪く、レビューで工数をかけてバグを多く摘出しても、テ
スト工程でもバグが多く摘出されて工数がかかっている
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ステップ2-4：「テスト工程工数/KL」「テスト工程バグ数/KL」「レビュー工数/KL」が選択
された理由[1]（ML3） 

 

 

 上工程工数とレビュー工数、レビュー工数と上工程バグ数の両散布図において、未達の
90％確率楕円は、達成と比較してグラフの下側（縦軸の低い値）に位置しており一定の
レビュー工数、一定のバグ数以下に分布している

上工程工数とレビュー工数 

※外れ値2件を除外

レビュー工数と上工程バグ数

【達成】R2乗＝0.66 
【未達】R2乗＝0.29 

【達成】R2乗＝0.11 
【未達】R2乗＝0.002 

達成 

未達 

達成 

未達 

未達は、設計にかかる工数、摘出されるバグ数に応じたレビュー投入量の管理な
ど、実績に応じたマネジメントが実施されていない 

ソ
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ステップ2-4：「テスト工程工数/KL」「テスト工程バグ数/KL」「レビュー工数/KL」が選択
された理由[2]（ML3） 

 

 

未達は、ST工程の工数は達成の約3倍、バグ数は約7倍

達成と未達とで、ST工程におけるテスト項目数には大きな差異はない

テストバグ数テスト工数
(人H/KL) (件/KL) 

達成 未達 
達成 未達 

※UT～ST工程工数のデータ欠損のないPJのデータのみ使用

達成 未達 

ST

IT

UT

テスト項目数
(件/KL) 

未達は、実績を基にしたマネジメントが実施されず、ST工程までバグが残存して
ST工程の工数が増大している 

ソ



21 © NEC Corporation 2015 

ステップ2-5：パラメータが選択されない理由[1]（ML5）

 

工数、バグ数の中央値

上工程工数とレビュー工数、レビュー工数と上工程バグ数の関係

上工程工数とレビュー工数 

【達成】R2乗＝0.37 
【未達】R2乗＝0.77 

0 50 100 150 200

レビュー工数/KL

上工程新規バグ数/KL 

テスト工程工数/KL

テスト工程新規バグ数/KL

中央値比較（達成を100とした相対値） 

※外れ値6件を除外

【達成】R2乗＝0.16 
【未達】R2乗＝0.82 

※外れ値7件を除外

レビュー工数と上工程バグ数

達成 

未達 

達成 

未達 

達成と未達のデータに大きな差異がみられない 
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ステップ2-5：パラメータが選択されない理由[2]（ML5）

▌ML5では、達成と未達に大きな差異がない（続き） 

テストの工程別工数、バグ数、テスト項目数の傾向

 

▌当該組織へのヒアリングの結果から判明していること 

⇒ 

達成 未達 

ST

IT

UT

達成 未達 

テストバグ数テスト工数
(人H/KL) (件/KL) 

※UT～ST工程工数のデータ欠損のないPJのデータのみ使用

新規テスト項目数 
(件/KL) 

達成 未達 

プロジェクト個別の細かな考慮漏れの有無が出荷後バグに影響している 



効率的な品質改善に向けた要因 

ソフトウェア品質シンポジウム2015



24 © NEC Corporation 2015 

効率的な品質改善に向けた成熟度レベル別要因 

▌各成熟度レベルにおいて、以下に示す直近の対策と品質改善のポイントを
実行することで、効率的に出荷後品質を向上することが可能 

ML 出荷後バグ基準未達の要因 直近の対策 品質改善ポイント 

ML
1 

•開発規模が大きくなると制御
不可

•プロジェクト遂行の差が大き
く、特に未達はテスト不十分

•大規模開発PJの重点管理

•基本事項の実行徹底

•テスト工数の確保

基本的な開発・管
理技術の整備と徹
底 

ML
2 

•開発規模が大きくなると制御
不可

•レビュー品質の良し悪しが出
荷後品質に影響

•大規模開発PJの重点管理

•基本事項の実行徹底

•レビュー内容の確認

レビュー手法の標
準化とビジネス特
定に応じた最適化

ML
3 

•実績を基にした適切なマネジ
メントが実施されていない

•週次の実績データ収集と
マネジメント会議の開催

実績に基づく週次
のマネジメント 

ML
5 

•個別の細かな考慮漏れが出荷
後バグにつながっている

•個々の根本原因分析に基
づく継続的な改善

根本原因分析に基
づく継続的改善 
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品質改善ポイントとCMMI-DEVとの関係 

▌CMMI-DEV V1.3（段階表現）のプロセス領域 

【ML2】 

要件管理 
プロジェクト計画策定 
プロジェクトの監視と制御 
供給者合意管理 
測定分析 
プロセスと成果物の品質保証 
構成管理 

【ML3】 

要件開発 
技術解 
成果物統合 
検証 
妥当性確認 
組織プロセス重視 
組織プロセス定義 
組織トレーニング 
統合プロジェクト管理 
リスク管理
決定分析と解決

【ML5】 

原因分析と解決 
組織改革と展開 

【ML4】 

組織プロセス実績 
定量的プロジェクト管理 

ML1組織 
基本的な開発・管理技

術の整備と徹底 

ML2組織 
レビュー手法の標準化
とビジネス特性に応じ

た最適化 

ML3組織 
実績に基づく
週次マネジメ

ント

ML5組織 
根本原因分析に
基づく継続的改

善 
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まとめ 

▌成熟度レベルが向上すれば出荷後品質も向上することがデータにより実証
された 

▌品質改善のためのキーファクターは成熟度レベルによって異なることが明
らかになった 

▌効率的に品質改善を図るためには、成熟度レベルによって焦点を当てるべ
きポイントを変える必要がある 

▌焦点を当てるべきポイントは、ＣＭＭＩの成熟度レベルで定義されたプロ
セス領域と密接に関連することが示された

▌データ分析結果を基盤としてＣＭＭＩを活用することにより、成熟度レベ
ルに応じた、効率的な品質改善活動を推進する
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