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概要 

ソフトウェア開発工程における検出バグの真の根本原因追究[1][2]とその根本原因に基づいた類似調

査iと再発防止策定までの作業プロセスを標準化しているプロジェクトは多くはない。この作業プロセ

スを標準化できていないプロジェクトでは、同種のバグを類似調査で刈り取れないで次工程以降に流出

させていた。また、同種のバグを再発防止できずに以降の開発において再発していた。 

本事例報告では、市場フェーズのクレームが多かったプロジェクトに対して実施した品質分析・評価

プロセスの改善とその効果について報告する。品質分析・評価プロセスの改善では、主に各工程で検出

したバグに対する真の根本原因追究、根本原因に基づく類似調査と再発防止策定の作業プロセスの標準

化、および診断で検出したその他の弱点プロセスの改善の取り組みを実施した。また、品質を改善する

ために PDCA 改善サイクル[3]の取り組みを継続して実施した。その結果、市場フェーズのクレームが減

少する等の効果を得た。 

Abstract  When the bug is detected in the software development, the bug of the same cause is investigated. At 

this time, if the primary cause for the bug cannot be analyzed, the bug of the same cause cannot be detected. 

Moreover, the bug of the same cause occurs because it cannot improve the process if the primary cause for the 

bug cannot be analyzed. In the project that standardizes the analysis procedure of the primary cause for the bug, 

the quality has improved. In this report, it introduces the above-mentioned case. 

1. はじめに 

1.1 課題 

ソフトウェア開発工程の検出バグの真の根本原因を追究し是正することによる効果や意義について

は大まかなことは知られている。しかし、具体的な効果(または、検出バグの真の根本原因追究を実施

しない場合にどのように品質が低下するのか)については理解されていないことが多い。また、検出バ

グの真の根本原因追究は難しく工数が掛かる等の理由から、根本原因追究とその根本原因に基づく類似

調査と再発防止策定までの作業プロセスを標準化しているプロジェクトは多くはない。この作業プロセ

スの標準化が進んでいないプロジェクトでは、検出バグの是正はリーダや担当者の裁量にまかされてい

るため、バグ対処のみで終っていることが多い。検出バグの真の根本原因追究を実施しても難しくバグ

分析のスキルがない等の要因で、根本原因が的外れとなり、類似調査や再発防止も必然的に的外れとな

ることが多い。そのため、潜在するバグを類似調査で検出できずに次工程以降に流出し市場フェーズに

て出荷品質の低下となる。また、同様に再発防止すべきバグが再発する。 

このようなプロジェクトに対しては、市場フェーズの出荷品質の改善に向けて、開発現場で実践し培

ったノウハウをベースに品質向上の取り組みを実施することで課題解決していく。 

1.2 課題解決の取り組み 

当該プロジェクトに対して現行の品質分析・評価プロセスの弱点を診断により抽出することから始め

た。診断ではバグに対する真の根本原因追究、根本原因に基づく類似調査と再発防止策定の作業プロセ

スが無い等の弱点プロセスを抽出した。次に弱点プロセスをどのような手順で改善するのかを計画した。 
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品質分析・評価プロセスの骨格を構築するに当たり次の点に注力して改善を進めた。 

・ネゴシエーションと説得：プロジェクトマネージャ(PM)へのネゴシエーションとリーダへの説得 

・形を造る：バグの真の根本原因追究から類似調査と再発防止策定までの作業プロセスの標準化 

・魂の伝承：上記の作業プロセスをスピーディに的外れの無い結果を得るようにフォロー 

・振り返り：適用効果を評価し、新たな課題を次期開発の改善課題として取り組みを実施 

また、品質分析・評価プロセスの骨格を構築した後は、診断で抽出した弱点プロセスの改善、品質目

標達成状況の振り返り、および工程作業の振り返りによりPDCA改善サイクルを継続実施し、更なる改善

を進めた。 

2. 施策の実施内容 

品質分析・評価プロセスの改善は図 1の順番で実施した。それぞれを次項に示す。 

 

2.1 品質プロセスの診断 

改善前の品質分析・評価プロセスの 5段階評価結果

を図 2に示す。評価プロセスの①定量評価、②工程移

行判定、③PDCA 改善は改善の余地はあるがプロセスは

在り概ね遵守されていた。しかし、④定性評価と⑤根

本原因追究による是正プロセスは弱点プロセスが存在

した。診断で抽出した主な弱点プロセスを下記に示す。 

(1) 根本原因追究による是正プロセス (図 2 ⑤) 

開発工程の検出バグに対する扱いは開発者の裁量ま

かせであり、バグの根本原因分析から根本原因に基づく

類似調査と再発防止策定のプロセスは標準化が進んで

いなかった。具体的にはレビュー報告書と問題管理簿は  

根本原因/類似調査/再発防止が記入可能な書式ではなく、バグに対する是正として類似調査による品質

担保と再発防止策定が容易に実施できるプロセスではなかった。なお、出荷後発生のバグに対しては根

本原因分析を実施し、根本原因に基づく類似調査と再発防止を策定するプロセスが標準化されていた。 

(2) 定性評価プロセス (図 2 ④) 

品質報告書は考察アイテム毎に章立てしているが、品質考察の各項では分析・評価内容が明確化で

きていないため、分析・評価が充分ではなく、各品質報告書の間で報告記載レベルがまちまちで統一性

に欠けていた。また、バグの傾向分析に対する考察については、数値根拠に基づくものではなく感覚的

な報告が多く、分析・評価が充分ではなかった。 

2.2 改善計画 

品質分析・評価プロセスの改善施策スケジュールを図 3に、診断結果に対する改善計画を表 1に示す。

品質診断結果より弱点プロセスの改善として、Step1 では主に品質分析・評価プロセスの骨格の約 80%

を占める「混入バグに対する真の根本原因追究とその根本原因に基づく類似調査/再発防止策定までの

プロセスの標準化」を計画した。 

Step2 では主に骨格の残り 20%を占める「設計工程や試験工程で流出したバグに対する真の根本原因

追究とその根本原因に基づいた類似調査/再発防止策定までのプロセスの標準化」を計画した。 

Step3 以降は、診断で抽出した弱点プロセスの改善、品質分析・評価プロセスの評価で抽出した新た

な品質課題を次期開発で遂行する計画とした。また、PDCA 改善サイクルの取り組みとして、品質目標

達成状況の振り返りや工程作業の振り返り等から抽出した品質課題を次期開発で遂行する計画とした。 

2.1 品質ﾌﾟﾛｾｽの診断 2.2 改善計画 2.3 改善施策の検討

2.4 改善施策の合意

2.5 改善施策の適用2.6 フォロー
(魂の伝承)

2.7 改善施策の評価

(形を造る)

(ﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝと説得)

図1 品質分析・評価プロセスの改善

(振り返り)
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⑤
PDCA改善ﾌﾟﾛｾｽ
(振り返り分析等)

定量評価ﾌﾟﾛｾｽ
①

工程移行判定
ﾌﾟﾛｾｽ
②

④
定性評価ﾌﾟﾛｾｽ
(問題傾向分析等)

根本原因追究
による是正
ﾌﾟﾛｾｽ ⑤

図2 改善前の品質分析・評価プロセス評価
(詳細は別紙１参照)
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1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 

    

図 3 品質分析・評価プロセスの改善施策スケジュール 

表 1 診断結果に対する改善計画 

診断結果(※1) 改善計画 

プロセス分類 診断対象のプロセス 5 段階評価 時期 施策 

①定量評価 
プロセス 

品質指標値の設定 3 Step3 品質指標値の精度向上 

品質指標値の測定 4 - - 

品質評価基準の妥当性 4 - - 

乖離要因分析と対策 4 Step3 品質指標値の精度向上 

②工程移行判定 
プロセス 

工程移行判定 3 Step1 工程移行会議の見直し 

③PDCA改善 
サイクル 
プロセス 

予防措置 0 Step4 以降 開発要件分析に対する予防 

工程作業の振り返り 2 Step1 工程振り返り会の見直し 

品質目標達成状況の振り返り 5 - - 

④定性評価 
プロセス 

定性評価 2 Step1 品質報告書の書式見直し等 

問題傾向に基づく品質強化 1 Step1 品質報告書の書式見直し 

⑤根本原因追究 
による是正 
プロセス 

混入バグの根本原因追究 1 Step1 

品質分析・評価プロセスの 
骨格構築 

設計工程で流出したバグの根
本原因追究 

0 Step2 

試験工程で流出したバグの根
本原因を追究 

1 Step2 

※1:診断内容の詳細は別紙１を参照。 

2.3 改善施策の検討 

改善施策の検討では、特に下記の工夫を実施した。 

・過去開発事例に加えて社内他プロジェクトや他社事例を参考に改善施策を検討した。[工夫①] 

2.4 改善施策の合意(ネゴシエーションと説得） 

改善施策の合意では、特に下記の工夫を実施した。 

・特に作業負荷が増える改善施策は合意が難航するため、プロジェクトマネージャ(以下 PM)へのネ

ゴシエーション後、PMの協力を得て開発リーダを説得した。[工夫②] 

2.5 改善施策の適用(形を造る) 

改善施策の適用では、特に下記の工夫を実施した。 

・レビュー報告書や問題管理簿、そして品質報告書等の道具を準備して形を造った。[工夫③] 

・レビュー報告書集計ツールへの影響を考慮し、レビュー報告書の書式は既存を踏襲し、新規に追加

する記入枠については既存記入枠外に追加した。[工夫④] 

・多量のレビュー報告書を効率的に集計するため、レビュー報告書集計ツールを改良した。[工夫⑤] 

改善施策は Step1 で混入バグ、Step2 で設計工程や試験工程で流出したバグに対する根本原因追究、

根本原因に基づく類似調査と再発防止策定のプロセスについて下記の標準化を実施した。 

・レビュー報告書書式と問題管理簿書式(または問題管理システムの入力画面)の改善 

既存書式(または入力画面)の指摘事項(または問題内容)/対処内容等の記載枠に加えて、Step1 で

混入バグ、Step2で設計工程や試験工程で流出したバグに対する根本原因/類似調査/再発防止等を

記入可能な書式(または入力画面)に改善。 

品質分析・評価プロセス診断 
- 
【Step1,Step2】 

品質分析・評価プロセスの骨格構築と適用 
--------- --------- 

【Step3 以降】 
品質分析・評価プロセスの改善と PDCA 改善サイクルの取り組み 

                      --------- --------- -------- --------- --------- -------- 
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・品質報告書書式の改善 

Step1 では報告書を新規に追加し、混入バグに対する品質考察の報告枠(e.g. 問題傾向に対する強

化策/根本原因/類似調査/再発防止等)を設けた。Step2 では Step1 で設けた新規報告書に対して設

計工程と試験工程で流出したバグに対して、混入バグと同レベルの品質考察の報告枠を追加。 

Step3以降は、診断で検出した弱点プロセスの改善(e.g. 表1のStep3以降の施策として計画した品質

指標値精度向上の改善等)、品質分析・評価プロセスの改善後の評価で抽出した新たな品質課題(e.g. 

Step1で追加した品質報告書の改善等)を次期開発で実施した。また、PDCA改善サイクルの取り組みとし

て、品質目標達成状況の振り返りから抽出した品質課題(e.g. 客先試験の品質向上:目標 検出バグ0件

等)を次期開発で実施した。 

2.6 フォロー(魂の伝承) 

改善施策のフォローでは、リーダや開発メンバーに対して下記の工夫を実施した。 

・品質報告書の改善では品質考察の不統一を解消するため、パターン毎の品質考察事例を用いて、品

質考察レベルの認識合わせを行った。[工夫⑥] 

・検出バグの真の根本原因追究、類似調査と再発防止策定の妥当性確認を通じてスピーディに的外れ

のない根本原因追究方法を指導した。具体的には工程移行会議にて、基本検討/基本設計工程の混

入バグと結合試験工程以降の検出バグを対象に1件当たり0.5～1時間、品質管理者/LM/PMが開発者

に対し、現物確認と質問により事実とあるべき姿の差異から根本原因は何か/品質担保は妥当か/

現実的な再発防止かを確認し、合わせて根本原因追究方法の原理や原則等の指導を実施。[工夫⑦] 

・再発防止策定では、設計規約やチェックリストに設計観点やレビュー観点を追加すれば良いといっ

た安易な改善とせずに、現実的な視野に立ち、設計観点やレビュー観点を設計書の章項や書式とし

て組み込むことで観点を明示的する恒久対策や、ツール等の仕組みを導入することで人の注力に頼

らない人為的ミスの少ない恒久対策を再発防止とすることを指導した。[工夫⑧] 

・根本原因追究ノウハウのナレッジ化(※2)、およびの根本原因追究ツールのナレッジ化(※3)を進め、ナ

レッジ資料を基に開発者へのノウハウ伝承を実施した。[工夫⑨] 

※2:根本原因分析の重要性/効果/原理/原則/心得/追究方法/根本原因の判断基準/再発防止策定観点/

傾向分析方法/事例等を『根本原因分析手法』として纏めたプレゼン形式の資料(A4-54枚)。 

※3:根本原因分析手法を補填し、バグ混入時のプロセス確認に始まり、根本原因追究を特定し、最後に

追究結果の判定までを『根本原因追究フローチャート』として纏めた資料(A4-2枚)。 

2.7 改善施策の評価(振り返り) 

改善施策の評価では、特に下記の工夫を実施した。 

・施策開始前に数値目標を掲げ、工程途中およぶ開発完了時に施策の目標達成状況を評価した。そし

て、新たな課題を検出した際には次期開発の課題とした。[工夫⑩] 

3. 実施結果 

3.1 改善後の品質分析・評価プロセス 

当該プロジェクトの開発工程における品質分析・評

価プロセスは、図 4に示す通り適切なプロセスが構築

できた。その結果、これらの品質分析・評価プロセス

の改善により、下記の効果を得た。改善と効果の関係

を図 5に示す。 

・類似調査により検出バグと同種のバグが検出可能と

なった[効果①] 

・再発防止策定によりフィードバック課題が明らかに

なった[効果②] 

・開発工程におけるバグが減少[効果③] 

・市場フェーズのバグが減少[効果④] 
 

0
1
2
3
4
5

定量評価ﾌﾟﾛｾｽ
①

工程移行判定
ﾌﾟﾛｾｽ
②

④
定性評価ﾌﾟﾛｾｽ
(問題傾向分析等)

根本原因追究
による是正
ﾌﾟﾛｾｽ ⑤

図4 改善後の品質分析・評価プロセス評価
(詳細は別紙１参照)

⑤
PDCA改善ﾌﾟﾛｾｽ
(振り返り分析等)
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Step1,2 のバグの根本原因追究を通じて、直接的な効果①と②を得た。更にバグの根本原因追究を通

じて、定量的な数値根拠は無いが、自らの過ちを振り返ってあるべきプロセスを認識することで、バグ

を混入させない/流出させないという品質マインドの向上、開発スキル向上、開発プロセスの習熟度が

高まる等の効果を得たと判断している。また、これらに PDCA 改善サイクルの効果も加わり、相乗作用

による効果により③と④の効果を得る結果となった。効果①～④に関する考察を次項に示す。 

 
(1) 効果① 

バグの真の根本原因に基づく類似調査により、根本原

因と同種のバグが検出可能となった。類似調査で検出し

たバグ(※4)は図 6の類似バグ検出密度(※5)の通り、開発規

模当たり平均 0.10 件/Ks であった。 

この類似調査で検出したバグは、改善前では試験項目

や確認観点が抽出され試験工程で検出できていたとは言

い切れず、市場フェーズへ流出していた可能性が高い。

また、この類似調査は、同種のバグを次工程以降へ流出

を抑止するものであるため、効果④(市場フェーズのバグ

が減少)に作用していると判断する。 

※4:類似調査で検出したバグは、品質報告書の類似調査

結果欄の検出バグ数を集計。 

※5:類似バグ検出密度は、開発規模当たりの類似調査検

出バグ件数。類似調査で検出したバグ件数÷開発規

模(Ks)で求める。 

(2) 効果② 

バグの真の根本原因に基づく再発防止により、バグを 

 
図 6 類似バグ検出密度

 

図 7 再発防止密度 

混入しない/バグを流出しないとするフィードバック課題が明らかになった。再発防止策定(※6)は図 7の

再発防止密度(※7)の通り開発規模当たり平均 1.0 件/Ks であった。なお、この再発防止は、同様なバグの

再発を防止するものであるため、効果③(開発工程のバグが減少)に作用していると判断する。 

※6:再発防止策定件数は、品質報告書の再発防止欄の再発防止対象物(規定、チェックリスト等)を集計。 

※7:再発防止密度は、開発規模当たりの再発防止策定件数。再発防止件数÷開発規模(Ks)で求める。 

1) 設計工程/製造工程に対する再発防止策定 

設計工程/製造工程に対する再発防止策定結果を表 2に示す。特徴は下記の通りであった。 

・恒久対策である①設計書改善と②ツール導入は 2.3%(1.4%+0.9%)とわずかであった。[特徴①] 

⇒恒久対策の難しさを再確認。 

・⑥チェックリストへの自己レビュー観点追加の再発防止が全体の 49.1%を占めており、半数は個人

レベルの対策であった。[特徴②] 

⇒規定類(チェックリスト含む)の肥大化防止の結果。 

 

図 5 品質分析・評価プロセスの改善による相乗作用の効果 

開発者の成長 
・品質マインドの向上 
(バグを混入させない/流出させないという意識の向上) 

・開発スキルの向上 
・品質分析力の向上 

副次的効果 

【Step3,4・・・】 
品質分析・評価
プロセスの改
善 

PDCA 改善サイクル 

ル 
開発プロセスの成長 
・習熟度が高まる 

副次的効果 

副次的効果 

【Step1,2】 
バグの根本原
因追究プロセ
スを構築 

真の根本原因
が明らかにな
った 

効果①:類似調査により検出バ
グと同種のバグが検出可能と
なった 

効果②:再発防止の策定により
フィードバック課題が明らか
になった 

効果③:開発工程のバ
グが減少 

効果④:市場フェーズ
のバグが減少 

直接的効果 副次的効果 

骨格構築 

余裕が生まれ 
物造りに集中 

0.11

0.15

0.04

0.12

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0

5

10

15

20

25

1年目 2年目 3年目 4年目

類
似

バ
グ

検
出

密
度

バ
グ

件
数

①類似調査で検出したバグ
類似バグ検出密度(件/Ks)=①÷開発規模Ks

平均0.10件/Ks

1.1
1.3

0.7
1.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0

50

100

150

200

250

1年目 2年目 3年目 4年目
再

発
防
止

密
度

再
発

防
止

件
数

①混入バグの再発防止
②設計工程で流出したバグの再発防止
③試験工程で流出したバグの再発防止
再発防止密度(件/Ks)=(①+②+③)÷開発規模Ks

平均1.0件/Ks

ソフトウェア品質シンポジウム2015



- 6 - 

表 2 設計工程/製造工程に対する再発防止策定結果 

有効性 
(※8) 

再発防止の分類 再発防止概要 
再発防止策定割合 

混入
防止 

流出
防止 

合計 

高 

①設計書改善 
設計書へ設計観点やレビュー観点の代替となる記
載枠や章立てを組み込む。 

1.1% 0.4% 1.4% 

②ツール導入 
設計書作成後の目視確認による確認ミス防止とし
て、規則性のパターンの記載をツール確認に改善。 

0.4% 0.5% 0.9% 

中 ③プロセス改善 
全体やグループで共有する開発規約へあるべきプ
ロセスを追加。 

9.4% 0.2% 9.6% 

低 

④設計規約への観点追
加 

全体やグループで共有する設計規約へ設計観点を
追加。 

24.9% 0.4% 25.3% 

⑤チェックリストへの
レビュー観点追加 

全体やグループで共有するチェックリストへレビ
ュー観点の追加。 

3.2% 10.5% 13.7% 

⑥チェックリストへの
自己ﾚﾋﾞｭｰ観点追加 

個人チェックリストへ自己レビュー観点の追加。 49.1% 0.0% 49.1% 

合計 88.1% 11.9% 100% 

※8:再発防止の有効性を高・中・低に分類。恒久的な改善を効果高、プロセス改善を効果中、設計規約

やチェックリストへの観点追加による改善を効果低と分類した。 

2) 試験工程に対する再発防止策定 

試験工程で流出したバグの再発防止策定状況を図 8

に示す。特徴は下記の通りであった。 

・試験工程における再発防止が不要となるケース(図 8 

*4 参照)が全体の 17%を占めていた。[特徴③] 

⇒設計工程に対する再発防止により項目抽出が可

能等の理由による。 

・機能試験工程に対する再発防止策定が 61%(6%+22%+ 

33%)を占めていた。[特徴④] 

⇒機能試験で品質確保するとした方針の現れ。 

(3) 効果③ 

基本検討から総合試験までの開発工程に関する品質

分析・評価プロセスの改善前と改善後のバグ検出状況

を図 9に示す。 

改善前のバグ密度は平均-29%の減少があった。それ

に比べ、改善後のバグ密度は改善前に比べ-24%も加速

し平均-53%の減少があった。 

この減少要因は、複数の要因が考えられるが、効果

②(再発防止による効果)や、定量的な数値根拠はない

が Step1,2 の副次的効果の｢品質マインドの向上：バグ

を混入させない/流出させないという意識の向上｣、｢開

発スキルの向上｣、｢開発プロセスの習熟度が高まった｣

等の相乗作用によるものと判断する。 

なお、改善前でのバグ密度が平均-29%の減少がある

が、これは、エンハンス開発に開発者が継続携わった

ことで、開発者の開発スキルが向上しバグを混入しな

いという品質向上に作用したと判断する。また、開発

完了時に品質目標達成状況を振り返って次期開発へ向

けた品質課題を抽出し、次期開発における対策を継続

実施したことも作用したと判断する。 

 
 

図 8 試験工程で流出したバグに対する 
再発防止策定状況 

 

図 9 開発工程のバグ検出状況 
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(4) 効果④ 

市場フェーズに関する品質分析・評価プロセスの改

善前と改善後の品質状況を図 10 に示す。改善前のバグ

密度は平均 0.04 件/Ksであった。それに比べ、改善後

のバグ密度は改善前の 1/4 と大幅に減少し 0.01 件/Ks

であった。この減少要因は、複数の要因が考えられる

が、効果①(類似調査による効果)や、効果③と同様に

Step1,2 の副次的効果の｢品質マインドの向上：バグを

混入させない/流出させないという意識の向上｣、｢開発

スキルの向上｣、｢開発プロセスの習熟度が高まった｣等

の相乗作用によるものと判断する。 

 

4. 実施結果の考察 

4.1 効果まとめ 

 

図 10 市場フェーズのバグ発生状況 

品質分析・評価プロセスの改善効果を下記にまとめる。 

・バグの真の根本原因追究を通じて、類似調査により検出バグと同種のバグが検出可能となった、ま

た再発防止策定によりフィードバック課題が明らかになり弱点プロセスを改善可能となった。 

・バグの真の根本原因追究を通じて、検出バグを契機に自らの過ちを振り返り、あるべきプロセスを

認識することで、品質マインドの向上(バグを混入させない/流出させないという意識の向上)、開

発スキルの向上、および品質分析力の向上により開発者が成長した。また、再発防止策定や PDCA

改善サイクルの取り組みにより開発プロセスが成長(習熟度が高まった)した。 

・上記に加えて PDCA改善サイクルの取り組みも加わり相乗作用が生まれ、開発工程におけるバグが

減少し、更に市場フェーズのバグが減少した。 

4.2 今後の展望 

品質分析・評価プロセスの改善における検出バグの真の根本原因追究と根本原因に基づく類似調査と

再発防止策定を振り返ると、根本原因追究が的外れで根本原因(プロセスの誤り)ではなく、直接原因(メ

カニズムの誤り)に止まっており、類似調査や再発防止も同様に的外れなケースが多かった。品質分析・

評価プロセスを改善した当初に比べると“的外れな根本原因”は様々な工夫(工夫⑥～工夫⑨)により

改善され減少した。 

今後は、更に根本原因追究がスピーディに的外れなく出来るように改善させるために継続して根本原

因追究のスキル蓄積(ナレッジ化)を行い、開発者へのスキル展開(魂の伝承)を図っていく。 

また、より効率的で効果的な品質分析・評価プロセスとしていくために、更なる品質向上の取

り組みを実施していく。 

5. おわりに 

品質分析・評価プロセスの改善においては、開発者の作業負荷が増えるため、開発リーダとスムーズ

な合意を受けることは難しい。しかし、品質を良くするという強い意思と PMのリーダシップ力が最大

の糧になり、品質分析・評価プロセスを改善することができたと考える。 

品質分析・評価プロセスの改善を通して、開発者の成長(品質マインドの向上（バグを混入させない/

流出させないという意識の向上）、開発スキルの向上、品質分析力の向上)と開発プロセスの成長(習熟

度が高まる)が品質維持と品質向上に寄与し、相互作用することで効果が得られると考える。 
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附録 
別紙１ 開発工程における品質分析・評価プロセスの診断 

品質分析・評価プロセスの標準化状況を、開発計画書/作業標準類/品質報告書/レビュー報告書/問題管

理簿などを基に下記の診断チェック観点で 5段階(※8: 5=適切、4=やや適切、3=どちらともいえない、

2=やや不適切、1=不適切、0=プロセスなし)で評価し、更にそのプロセスの遵守状況を加味して評価を

実施した。なお、5 段階評価は細かな判断基準はなく主観により判断した。 

プロセス 
分類 

診断対象の 
プロセス 

診断チェック観点 
5 段階評価(※8) 

改善前 改善後 

①定量評価
プロセス 

品質指標値の
設定 

品質指標値の設定は、開発要件や開発特性を考慮した
見直しを行うプロセスとしている 

3 

3.5 

5 

4.9 

品質指標値の
測定 

品質指標値の測定基準や測定方法を規定している  4 4 

品質評価基準
の妥当性 

妥当な品質評価基準がある 4 5 

乖離要因分析
と対策 

品質評価基準に満たないことの要因分析、その要因分
析結果に基づく対策は工程内で遂行できている 

4 5 

②工程移行
判定プロセ
ス 

工程移行判定 

適切なメンバーにおいて、工程移行判定を行うプロセ
スとしている 
- 規定した品質報告書の書式があり、品質報告書の作
成から工程以降判定までの手順がある 

3 3 4 4 

③PDCA改善
サイクル 
プロセス 

予防措置 
開発開始前に開発要件・開発条件の分析から品質リス
クを特定し、予防を実施するプロセスとしている 

0 

2.3 

4 

4.7 
工程作業の振
り返り 

開発完了時に工程作業を振り返り、次期開発に向けた
改善課題の抽出と課題を推進するプロセスとしている 

2 5 

品質目標達成
状況の振り返
り 

開発完了時に品質目標達成状況を振り返り、次期開発
へ向けた改善の抽出と課題を推進するプロセスとして
いる 

5 5 

④定性評価
プロセス 

定性評価 

数値による定量評価に加えて、バグ/レビュー/試験の
質やバグの問題傾向分析による定性評価を行うプロセ
スとしている 
- 品質報告書等にバグ/レビュー/試験の質やバグの問
題傾向分析の報告枠がある 

2 

1.5 

5 

5 

問題傾向に基
づく品質強化 

問題傾向に基づく強化策等により品質担保を行うプロ
セスとしている 
- 品質報告書等に問題傾向分析の内容や、問題傾向に
基づく強化策の報告枠がある 

1 5 

⑤根本原因
追究による
是正プロセ
ス 

混入バグの根
本原因追究 

各工程で検出する混入バグの根本原因を追究し、その
根本原因に基づく類似調査および再発防止策定を行う
プロセスとしている 
- レビュー報告書、問題管理簿に混入バグの根本原因、
類似調査、再発防止の記載枠がある 

1 

0.7 

5 

5.0 
設計工程で流
出したバグの
根本原因追究 

設計工程で流出したバグの根本原因を追究し、その根
本原因に基づく類似調査および再発防止策定を行うプ
ロセスとしている 
- レビュー報告書、問題管理簿に上記の流出原因、類
似調査、再発防止の記載枠がある 

0 5 

試験工程で流
出したバグの
根本原因を追
究 

試験工程で流出したバグの根本原因を追究し、その根
本原因に基づく類似調査および再発防止策定を行うプ
ロセスとしている 
- 問題管理簿に上記の流出原因、類似調査、再発防止
の記載枠がある 

1 5 

 

                             
i 実務では機能ブロック内の検出バグと類似する潜在バグを調査することを類似調査、他機能ブロック
に対し同様の調査を展開することを水平展開と使い分けるが、本書では後者も含め類似調査と記載。 
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