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 我が国では、標準化の重要性は以前から十分認識されており、特に機械工業

においてはきわめて精巧な規格が制定されてきています。また経済の国際化に

伴い、世界的規模で規格の国際共通化が進められております。 

 しかし、我が国の規格の中には独自で制定したものもあり、国際化の視点で

の見直しを行う必要性が高まっています。弊会ではこれに対応するため、従来

から機械工業に係わる国内規格の国際規格との整合化事業等に取り組んで参

りました。 

 近年、国際標準化にも新しい動きが起こり、製品を中心とした規格に加え、

安全、品質、環境など安心のための基本要素をはじめとするマネジメントに係

わる規格などが制定されてきております。弊会においてもこの動きに対応し、

機械安全、環境保全など機械工業におけるマネジメントにかかわる規格や、機

械工業の横断的な規格についての取り組みを強化しているところです。 

 具体的には、国内規格と国際規格との整合を目指した諸活動、機械安全規格

整備とリスクアセスメントの普及活動、機械安全への取り組みが競争力強化に

つながる方策の検討、各専門分野の機関・団体の協力による機種別・課題別標

準化の推進などです。これらの事業成果は、関連業界共通のガイドライン、日

本発の国際規格への提案や国際規格と整合した日本工業規格(JIS)、団体規格

の早期制定などとなって実を結ぶものであります。 

 こうした背景に鑑み、弊会では機械工業の標準化推進のテーマの一つとして  

特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会に「擦り合わせ型指向

による組込みシステム開発プロジェクトマネジメント基盤の調査研究」を調査

委託いたしました。本報告書は、この研究成果であり、関係各位のご参考に寄

与すれば幸甚です。  

 

平成２２年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  伊 藤 源 嗣 

 

 



 

  
 

はしがき 
 

本報告書は、社団法人日本機械工業連合会が財団法人 JKA の自転車等機械工業振興事業 
の補助金の交付を受けて実施するものである。「平成 21 年度機械工業の事業環境整備に資

する基礎調査等補助事業（機械工業の標準化推進）」の一環として、日本プロジェクトマ

ネジメント協会が受託した「擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクトマ

ネジメント基盤の調査研究」について取りまとめたものである。 
日本の製造業が、グローバルなマーケットを勝ち抜き、また非常に厳しい事業環境で更

なる活躍や成長を果たす上で、プロジェクトマネジメントの実践と普及が益々重要となっ

ている。当協会は、プロジェクトマネジメントの普及から人材育成までを目的として幅広

い活動を行っている。平成 13 年に日本独自のプロジェクトマネジメントの数々の実績に基

づいた日本版の「プロジェクト＆プログラムマネジメント(略称 P2M)」の体系化を経済産

業省の委託事業により行い、かつ「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブ

ック(略称 P2M ガイドブック)」を発刊した。更に、平成 19 年に、社団法人日本機械工業連

合会の委託事業の成果に基づき、本ガイドブックの 2007 年改訂版を発行し、産業界はもと

より、大学・諸官庁等に至るまで広く活用されている。 
日本の製造業では、自動車、家電、通信機器、鉄道、交通管制、駅務システム、航空機、

医療機器、プラント等の多くの分野でソフトウェアを組み込んだ組込みシステム開発の比

率が拡大し重要となっている。そこで組込みシステム開発の色々な課題を明らかにするこ

とで、擦り合わせ型指向による組込みシステム開発に日本の得意性を見出し、擦り合わせ

型指向による組込みシステム開発の実践ではP2Mのプログラムマネジメントからプロジェ

クトマネジメントへの展開がより有効であるとしてまとめた次第である。 
報告書では、擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクトマネジメントの

理論をまとめ、次に理論に基づく具体的な企業の実態調査を行い、実践のためのモデル、

支援ツール、及び開発の革新法の提言をした。 後に以上のことを有効化する組織と人材

についても提言を行っている。従って、この他の産業界にも応用性の高い報告書の活用が、

日本の製造業をはじめ関係者にとって大きな支援となり、また研究や技術開発への新たな

発想の起爆剤となればとも確信している次第である。 
本調査研究にあたり、当協会内に「組込みシステム開発プロジェクト研究委員会」を設

立し、委員会の支援協力を得て調査研究を実施したものである。調査報告書の策定にあた

り、ご協力いただいた関係者に心から謝意を表すとともに、当協会のプロジェクトマネジ

メント普及事業推進に対するなお一層のご指導とご支援を御願い申し上げるものである。 
 

平成２２年３月 
特定非営利活動法人 

日本プロジェクトマネジメント協会 

理事長   田中 弘
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1 

はじめに 
  

自動車、小型家電、複合機などの製品に代表されるソフトウェアを組み込んだ組込みシ

ステム開発においては、要素技術と新製品開発のベクトル一致を担う「擦り合わせ型」の

先行技術開発プロジェクト推進が欠かせない。さらに特有の組織能力（部品設計の微妙な

相互調整、濃密なコミュニケーション、顧客インターフェイスの質の確保）を必要として

いる。特に、「擦り合わせ型組込みシステム開発」は我が国企業が得意とする分野であり、

グローバル展開に対応した国際競争力の強化が欠かせない。しかし、製品開発競争上重要

な位置を占めているソフトウェア開発費は高機能化に伴い急増しており、組込みシステム

開発プロジェクトの５０％が工数超過している（「2009 年版 組込みソフトウェア産業実

態調査 報告書」、2009 年 7 月、IPA）。このため、擦り合わせ型組込みシステム開発の

開発プロセスおよびプロジェクトマネジメントへの取組みが急務となっている。 

本調査研究の目的は、組込みシステム開発はハードウェア開発と組込みソフトウェア開

発を統合化して進める「プログラム」であると位置づけ、特定非営利活動法人日本プロジ

ェクトマネジメント協会（PMAJ）が管理・推進するプロジェクト＆プログラムマネジメン

ト（P2M）標準ガイドブックの知識体系を活用した開発プロセスの標準とマネジメント・

プロセスを整備することで、グローバル化に対応したプロジェクト＆プログラムマネジメ

ント・フレームワーク（組込みシステム開発プロジェクト基盤）を確立することである。

さらに、プロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）・アプローチにより、組込みシ

ステム開発プロジェクトにおける擦り合わせ課題を解決できる組織モデルと人材育成法を

提言し、機械産業の生産性向上に寄与することを目的とする。 

本調査研究では、企業訪問によるインタビュー調査にて「擦り合わせ型組込みシステム

開発」の課題を明確にし、組込みシステム製品ライフサイクルとしてのプログラムマネジ

メントと、ハードウェア開発と組込みソフトウェア開発としてのプロジェクトマネジメン

トの実践的アプローチを示している。さらに、課題解決に有効なプロダクトライン、支援

ツール、革新法についても詳しく解説し、実務経験者の取組みに資する内容とした。特に、

組込みシステム開発分野におけるプログラムマネジメントの強化、プロダクトラインの融

合は先進的な試みと言えよう。また、組込みスキル標準（Embedded Technology Skill 

Standards で、以下 ETSS と称す）に基づくモデル研修システムの開発に、プログラムマ

ネジメント体系を入れて策定するのは初の試みである。 

 

本調査研究報告書の第 1 章では、インタビュー結果を踏まえた擦り合わせ型組込みシス
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テムの課題とプロジェクト＆プログラムマネジメント・フレームワークの適用を提唱して

いる。また、P2M の知識体系と P2M 標準ガイドブックの活用について解説した。 

第 2 章では、擦り合わせ型組込みシステム開発を 2 つの構造（製品ライフサイクル全体

で捉えたプログラムと、ハードウェアおよびソフトウェア開発で捉えたプロジェクトの視

点）として取り組むことが有効であることを提案している。 

第 3 章では、擦り合わせ型組込みシステム開発におけるプロジェクトマネジメント・プ

ロセスについて擦り合わせの要点を分類し、各要素プロセスの適用ポイントを解説してい

る。 

第 4 章では、擦り合わせ型組込みシステム開発における 4 つのプログラムモデルを提唱

し、開発段階での擦り合わせと P2M 適用を PMBOK には無い P2M 独自のマネジメント要

素に絞り、解説している。 

 第 5 章では、実践事例として 5 社の企業訪問にて実施したインタビュー調査の結果を

まとめている。 

第 6 章では、組込みシステム開発におけるシステム工学の概要、プロダクトライン（再

利用技術に基づいた、組込みシステム製品ファミリー全体の戦略的、体系的な開発）の概

要、さらに P2M を活用したプロダクトラインの実践について提案している。 

第 7 章では、プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントの各プロセスにおい

て必要とされる項目を抽出したマネジメントチェックリストを提案している。 

第 8 章では、擦り合わせの分類を解説し、組込みシステム開発の革新法（擦り合わせ型

から組み合わせ指向への革新、組み合わせ指向から擦り合わせ型指向への革新）とその要

点を提案している。 

第 9 章では、組込みシステム開発における組織の類型と、マネジャー一般に共通する人

材育成課題を明確にしている。さらに、ETSS に基づくプロジェクトマネジャーのスキル診

断、経歴別人材育成法とモデル研修について提案している。 

 

本調査研究報告書は、擦り合わせ型組込みシステム開発が経営者から開発技術者まで多

岐に携わることから、以下の対象者を読者としている。 

(1) 経営者および事業責任者 

第 1 章で擦り合わせ型組込みシステムの考え方を、第 2 章で開発の構造を、第 4 章で P2M

適用を理解する。さらに第 8 章で革新法の要点を知り、第 9 章の組織と人材を事業活動に

役立てていただきたい。 

(2) 開発責任者およびプログラムマネジャー 
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第 1 章から読むことをお薦めする。 

(3) プロジェクトマネジャー 

第 2 章から第 5 章を中心に読みことをお薦めする。さらに、第 6 章以降を学ぶことをお

薦めする。 

(4) 技術者 

第 1 章から第 4 章まで読むことをお薦めする。さらに、第 5 章以降を学ぶことをお薦め

する。 
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第1章 擦り合わせ型指向による組込みシステムの考え方 
 

【要約】 

自動車、家電、通信機器、鉄道・交通管制・駅務システム、航空機、医療機器、プラン

トなど多くの商品がソフトウェアを組み込んだ組込みシステム商品になり、市場の変化、

競争環境の変化、市場、コア部品調達、開発のグローバル化、ライフサイクルが短納期化、

市場の多様化、海外・国内のパートナリングなど、厳しい事業環境に曝されている。 

組込みシステム商品を開発するプロジェクトの特徴について分析した。組み合わせ指向

の開発で商品が開発できるようでは、コアコンポーネントを機密にできない限り、中国、

韓国、台湾の企業でも開発できるため、差別化できず、価格競争に追い込まれ、業績は低

下する懸念がある。日本の企業が国際競争に勝ち抜くためには擦り合わせ型指向の開発が

重要である。 

組込みシステムの課題を明らかにし、さらに擦り合わせ型指向による組込みシステム開

発の課題について明確にした。 

 

1. 擦り合わせ型指向による組込みシステムの重要性 

1.1. 組込みシステムの重要性 

(1) 事業の観点からの組込みシステム商品の重要性 

自動車、家電、通信機器、鉄道・交通管制・駅務システム、航空機、医療機器、プラン

トなど多くの商品がソフトウェアを組み込んだ組込みシステム商品になっている。これら

の組込みシステム商品はそれぞれの会社の事業の中核商品である［1］。 

詳細は平成 19 年 10 月 経済産業省商務情報政策局 情報政策ユニット情報処理振興課 

監修：組込みソフトウェア開発力強化推進委員会「第 1 版改訂 2007 年版組込みソフトウェ

ア産業実態調査報告書－プロジェクト責任者向け調査－」を参照いただきたい。 

(2) 事業の観点からの組込みシステム商品開発の環境条件 

これらの分野は厳しい事業環境に曝され、以下の要請に対応することが必要になってい

る。 

• 市場の変化  

グローバル化の第二段階に入り企業が成長するためには急速に拡大しているアジア市場

に対応する必要がある。 

• 競争環境の変化  

日本は前門のトラ（欧米）、後門のオオカミ（アジア諸国）に負けるシナリオがありえ
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ると 10 年以上前に警告されたことが現実になっている［2］。中国、韓国、台湾他のア

ジアの企業は日本企業の成功のコツを素早く学び取り、追い抜かされる危険性がある。

競争領域は機能競争、品質競争、システム整合性・拡張性・接続性競争、そして価格競

争になっている。 

• 競争と互換性の確保のために、日本国内独自の規格では国際競争には勝てない。 

• コアコンポーネントをグローバル調達することが重要になっている。 

• ソフトウェアを中心に開発をも海外に依存することが増えている。 

• 機能と規格他の要因及び開発の海外依存によって技術課題も難しく、膨大になっている。

技術もグローバル化しており、日本独自、企業独自、プロジェクトチーム独自は通じ難

くなっている。 

• グローバルに競争が厳しくなっているだけではなく、日本国内市場では商品のライフサ

イクルが短納期化（生鮮食料品化）しており、家電・情報端末などの個人向け市場では

入社・入学シーズン、夏・冬のボーナスシーズン、それと秋の行楽シーズンの年 4 回の

新商品販売タイミングがあり組込みシステム商品では開発期間が 3 ヶ月のことも珍しく

ない。 

• 市場の多様化、商品の多機種化に対応して組込みシステム商品の開発は同時・並行開発

がしばしばある。 

• 同時・並行開発の結果、開発資源が不足し、要員不足により海外・国内のパートナーと

の連携が重要になっている。しかしそのマネジメントには困難が伴う。 

• 組込みシステム商品開発は受注型ではなく、先行投資型の場合があり、同時・並行開発

に必要な開発費用の捻出が難しくなっている。その結果プロジェクト開始時の開発費用

の審議の困難さ、さらにプロジェクト開始決定後の費用削減要請があることも珍しくな

い。 

• 先行投資型であるため、プロジェクトごとの採算性ではなく全体の効率化の要請も強い。 

• 組込みシステム商品でも、鉄道・通信網などインフラ系のシステム商品があり高信頼性

の要請も強い。 

• 組込みシステム商品には航空機、医療機器、交通管制、プラント（原子力関係を含む）

など高度なライフサイクル安全性が要求される領域があり、安全性関係の国際規格への

準拠が要請されることがある。 

• 情報システム系の商品でも同様であるが、法令順守を始め、企業の社会的責任を果たす

ために説明責任が求められることがある。 
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以上の環境条件を図表 1-1 に示す。 

図表  1-1 組込みシステム商品の環境条件 

(3) 顧客の観点からの重要性 

事業の観点からだけ商品が組込みシステム化しているわけでない。顧客のニーズ・期待

から組込みシステム化が進展している。 

• 多くの場合、開発側からの提案に基づいているが顧客が商品に多くの機能を求めている。

多機能化している代表的な組込みシステム商品が携帯電話である。現在の携帯電話商品

は、「電話」ではなく、携帯情報端末になってきている。 

• 携帯電話でも同様であるが、多機能化により操作が複雑になってきており、操作性の改

善のためにさらにソフトウェアが組み込まれる結果になっている。高齢者、初心者にも

やさしい端末が求められ、その結果組込みシステム商品化が進展している。 

• 高機能化は、単に機能が増える、機能が複雑になるだけはなく、様々な規格の機器やシ

ステムとの接続性が求められることも多い。 

• 同様に、接続する機器･ソフトウェア、あるいは構成要素（パソコンの OS など）が変更

になることが多く、拡張性が陳腐化防止の観点から重要である。 

1.2. 組込みシステム開発プロジェクトの特徴 

上記の開発環境下で組込みシステム商品を開発するプロジェクトは、建設工事型のプロ

•海外調達
•既存資産
•大規模
•複雑化

技術
•膨大な検討項目

•技術の変化

OUT
•高信頼性？
•拡張性？
•接続性？

管理
•費用削減
•効率化

資源
•外部組織
•海外要員

•市場の変化
アジア市場他

•多様な仕様

条件
•短納期
•競争

外部
調達

プロジェクト

仕様定義 設計

プロジェクト 大規
模

化

検証

制約条件
•CSR【説明責任】
•法令順守
•ライフサイクル安全性

競争環境
•価格競争
•機能競争
•品質競争
•システム整合性

中国･韓国・インド他との競争
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ジェクトや研究開発型プロジェクト、および情報システム開発プロジェクトと共通な特徴

もあるが、次のような異なった特徴を持っている。 

• 商品販売のタイミングが重要であるためプロジェクト制をとることがあり、プロジェク

トマネジメントが必要である。 

• 確実にプロセスを実行する技能のマネジメントが必要である。 

• プロ集団との連携が重要である（特にコア技術）。 

• 差別化のためにも創造性が必要であり、研究開発のリスクを承知で開発に挑むことがあ

る。 

• 知的資産が重要であり、組織として継承するためにも蓄積する必要がある。 

• 特許を含めて、技術戦略が重要であり、技術のマネジメントを重視する。 

• 技術を重視し、継承することが重要であるため、組込みシステム商品の開発では定常的

組織で開発することも多い。 

• 事業の中核であり、事業戦略、商品戦略に基づいた開発を行う。 

• 事業への影響が強いため、事業計画・予算統制の影響を組込みシステム商品の開発では

受けることがある。 

• ハードウェアを含めてコア技術の創造的開発が重要である。 

• 死亡事故などの重大事故が発生するリスクがあり、安全性が重要であり、商品によって

は法的規制がある。 

• 社会のインフラを形成することがあり、高信頼性が求められ、事業の差別化項目である。 

 

これらの特徴を図表 1-2 に示す。 
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図表  1-2 組込みシステム開発プロジェクトの特徴 

1.3. 擦り合わせ（インテグラル）型と組み合わせ（モジュラー）型 

組込み製品のアーキテクチャには組み合わせ型(モジュラー型）と擦り合わせ型（インテ

グラル）アーキテクチャの製品があり、自転車、パソコン・システム、パソコン単体など

は前者、システム・コンポーネント・ステレオ、自動車（特に小型乗用車）、オートバイ

（先進国向け）は後者の例である。組み合わせ型(モジュラー型）アーキテクチャの製品と

は、すでに設計された「ありもの」の部品を巧に寄せ集めると、まさに「組み合わせの妙」

を発揮していろいろな 終製品ができる、というタイプの製品のことを指す［3］。「組み

合わせ」（モジュール）型には、いろいろな会社がそれぞれに独自設計した部品やユニッ

トをあとから寄せ集めても動く「オープン・モジュラー型」と、それぞれの完成品メーカ

ーごとに基本が設計を閉じていて、その会社の中でしか使い回しのできない「社内共通部

品」を寄せ集めることで完成品をつくる「クローズ・モジュラー型」がある［3］。 

擦り合わせ型（インテグラル）アーキテクチャの製品とは、ある製品のために特別に

適化された部品を微妙に相互調整しないとトータルなシステムとしての性能が発揮されな

い、というような製品のことを指す［3］。 

組み合わせ型指向開発とは、それぞれの開発業務を個別に開発し、それを巧に寄せ集め

ると、まさに「組み合わせの妙」を発揮して開発ができる、というタイプの開発方法のこ

とを指す。 

プロジェクト

建築工事PJ

I T P J組 込 み P J

研究開発PJ

経営改革
経営戦略
情報戦略

ハードウェア開発
［創造性］

［知的資産］

社会インフラ
【高信頼性】
［事業コア］

創造性
知的資産

研究開発リスク

事業戦略
商品戦略

事業計画［予算統制］

自然環境
社会環境

技術戦略（特許）
技術のマネジメント

（開発型）
定常組織による開発

技能のマネジメント
（繰り返し型）

プロジェクト制
（非定常組織）

ジョイントベンチャ

業務改革
組織インフラ

プロ集団との連携
（コア技術）

法的規制
安全性

国家【連合】技術戦略
ISO/IEC制覇
デファクト制覇

重大事故
防止

【安全性】
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擦り合わせ型指向開発とは、開発するためにそれぞれの開発業務が微妙に相互調整しな

いとトータルなシステムとしての開発ができない、というような開発方法のことを指す。 

1.4. 擦り合わせ型指向による開発の重要性 

上記の環境下では、組み合わせ指向の開発で商品が開発できるようでは、コアコンポー

ネントを機密にできない限り、中国、韓国、台湾の企業でも開発できるため、差別化でき

ず、価格競争に追い込まれ、業績は低下する懸念がある。 

商品のアーキテクチャが擦り合わせになっていて、擦り合わせの結果他の企業の追随を

許さないことが事業の持続的成長のために重要である。アーキテクチャ設計において、低

価格化、高機能化、小容量化などを達成するためにハードウェアとソフトウェア間で代替

案の抽出、選択と評価について擦り合わせ作業を行うことが望ましい。ハードウェアが先

行してアーキテクチャを検討し、システム仕様とハードウェア仕様との差をソフトウェア

で埋める（ハードウェア開発先行型開発）では成功しないことも多い。逆にソフトウェア

成功開発でも成功しないことが多い。システム先行で開発することが成功の要点であるが、

システム先行は、システム技術者だけではなくハードウェア技術、ソフトウェア技術、保

守運用技術者が協働して擦り合わせながら設計する、いわば「擦り合わせ設計」を行うこ

とが成功の要点である。 

トラブルシューティングにおいてもハードウェア技術者、ソフトウェア技術者による擦

り合わせだけではなく、保守運用者も加えた擦り合わせが問題の解決に有効である。 

商品のアーキテクチャが擦り合わせになっているだけではなく、組込みシステム商品の

開発も工程別、専門分野別に組み合わせ（分担開発）ではなく、開発も工程間、専門分野

間の擦り合わせを行うことが重要である。擦り合わせは技術的な擦り合わせだけではなく、

マネジメントにおいても、商品企画から保守まで各専門分野間の擦り合わせを重視するこ

とが重要である。 

 

2. 擦り合わせ型指向による組込みシステムの課題 

2.1. 組込みシステム開発の課題 

上記の事業環境下で組込みシステム商品を開発するためには、以下の課題がある。 

 開発力格差の拡大 

開発力強化に向けて、品質マネジメントシステム（QMS）の導入、プロセス成熟度モデ

ル（CMMI®）の適用、プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK®）の適用を多

くの企業が行っている。しかし、それでも日本では多重（下請け）構造の開発形態、外来

文化の形式的な導入の体質などが生じやすく、各組織では開発力の向上のためには一層の
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改革が必要である。 

 戦略不足、戦略の展開不足の傾向 

市場戦略、顧客戦略、商品戦略などが不足し、年度計画優先の開発になりやすく、戦略

の高度化と展開の徹底が課題なことが多い。 

 組織としてマネジメントの未熟 

組込みシステム商品の開発では近年急速に規模が拡大しているため、経験の不足や技術

の不足が発生しやすく、状況の変化への対応に追われやすく、計画が軽視されやすい。 

 商品の生鮮食料品化 

商品の売れ行きが急速に低下しやすい。 

 商品の価格低下 

デフレ傾向にあり、商品の価格が低下傾向にある。 

 要求に合わないプロセス 

競争が激しいのに対してウォータフォール型の開発が対応できなくなっている。他のア

ジャイルやRADなどの開発プロセスモデルでは組込みシステム商品の品質を満足できない

ことがある。 

 売上高の停滞解消のための多数市場同時並行開発 

組込みシステム商品開発では技術要素が商品固有のことがあり、設計者は不足しやすい

が、同時並行開発により更にリソースの確保が難しくなっている。それに伴い開発費用の

確保も難しくなっている。 

 予算統制によるプロジェクト開発中の予算削減 

多数市場同時並行開発を行うためには開発費用が多額になるが、収益性の観点から予算

の削減がプロジェクト計画審議とは別にプロジェクト開始後でも発生することがある。 

 技術力不足 

組込みシステム商品開発では、特に上流工程の技術力が不足していることが多い。暗黙

知による開発で凌ぐことが多かったが、海外への開発の委託において効果を阻害する要因

になっている。 

 人材育成の不足 

組込みシステム商品開発ではハードウェア、ソフトウェア共に技術の変化が激しく、若

手が 先端技術の中心になっていることがあり、上級者による現場指導が限られているこ

とがある。また要員の急速な膨張や、景気変動による採用人員の激しい変動もあり、管理

職に部下がいない場合も多く、自身が上級者になっても指導された経験が少ないため、部

下がいるようになっても指導できていない傾向がある。専門教育・訓練に加えて、指導力
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の育成と指導方法の充実が必要なことがある。 

 平均的な人材の質 

組込みシステム商品開発でも、入社時に専門の技術を修得済の場合は日本の大学教育の

実情からすると少なく、工学系ではなく理学系の要員を採用し、経験を積ませ、育てるこ

とが多い。国際競争の中で他国に比較して専門性の不足が見られる。 

 マネジャーのマネジメント力不足・指導不足 

上記の状況でマネジャーが現場任せで指導力不足していることも多い。 

 パートナー管理の失敗 

従来は派遣による組込みシステム商品開発が多かったが、 近、準委任契約（期間工数

契約）や請負契約による開発が行われている。請負契約では発注者側はマネジメントも、

レビューも介入できないため、品質問題、納期問題が発生しやすくなっている。 

 パートナー管理の失敗(発注側として) 

特に海外委託品については発注側作成資料が、上流工程設計技術力の不足のため曖昧さ

や漏れが発生しやすく、納品後に問題が発生することがある。 

 パートナー内部での指導の欠落 

パートナー側のマネジメント力、指導力の不足なことがある。 

 パートナー納入品の品質のばらつき 

マネジメント力の不足、指導力の不足により、納入品の品質に個人別・組織別にばらつ

きが発生することがある。 

 購入品の品質問題 

特に海外からの先端技術部品（ハードウェアでも、ソフトウェアでも）の場合に納期問

題だけではなく、品質問題が発生しやすい。 

 既存資産の不良資産化 

別項に記載するように組込みシステム商品開発は連続的に過去の資産を土台にして開発

することが通例であるが、過去の資産が、開発中のバグ修正時の技術指導力の不足および

上流設計技術の重要性の認識不足のため、バグの修正の度に不良資産化することが多い。 

 

以上の課題を図表 1-3 に示す。 
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図表  1-3  組込みシステム開発プロジェクトの課題 

2.2. 擦り合わせ型指向による組込みシステム開発の課題 

上記の課題に加えて擦り合わせが重要なため、擦り合わせのための組込みシステム商品

開発の課題がある。 

組込みシステム開発プロセスでの擦り合わせ課題には次の項目などがある 

 システム要件開発プロセスでの擦り合わせの要点 

擦り合わせ型指向による組込みシステム開発では、施設工事担当者、利用者、システム

管理者、保守者がいることがあるだけではなく、顧客側にシステムに関連した研究者、当

該システム担当の技術者がいる場合がある。これらの関係者と、自社側の営業、システム

エンジニア、保守者及び開発者との間で要求仕様の擦り合わせが必要になることがある。

擦り合わせを行わないと、妥当性確認の段階移行で要求仕様の変更が発生するリスクがあ

る。 

要求仕様書の検証のためにも、テストもれを防止する意味でも、要件開発と同時に総合

テスト仕様書を作成し、さらに妥当性確認テスト仕様書を作成し要求仕様書との擦り合わ

せを行うことが望ましい。 

 システム要件分析プロセスでの擦り合わせの要点 

組込みシステム開発におけるシステム要件分析プロセスでは顧客、プロダクト担当マネ

ジャーと設計者との擦り合わせが必要になる。そのためにも、要求仕様書だけではなく、
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要件分析書が有効である。上記に記載した、システムの種類に応じてふるまいモデル、シ

ナリオモデル、クラスモデル、フローモデルを基に擦り合わせを行う。 

 システムアーキテクチャ設計プロセスでの擦り合わせの要点 

組込みシステムのシステムアーキテクチャ設計では画面設計、外部構造設計などについ

て、工業デザイナーとの擦り合わせが発生する。一般的に組込みシステムではハードウェ

アとソフトウェアの分割とそのインターフェイスにおいて擦り合わせが発生する。 

 ソフトウェア要件開発・要件分析プロセスでの擦り合わせの要点 

組込みシステム開発におけるソフトウェア要件開発・要件分析プロセスではハードウェ

アとソフトウェアの分割とそのインターフェイスにおいて具体的な擦り合わせが発生する。

特にハードウェアの異常時の検出とその処置についてシステムの信頼性、保全性、安全性

の観点から擦り合わせを行う。その際にはハードウェア要素の FMEA（故障モード影響解

析 Failure mode and effects analysis）資料を基に擦り合わせを行う。 

注記：ハードウェア技術者とソフトウェア技術者が別々であれば擦り合わせが必要になる

が、ハードウェア・ソフトウェア両方がわかる人材を育成すればこの課題は困難ではなく

なることに注意する必要がある［2］。 

 ソフトウェア設計プロセスでの擦り合わせの要点 

組込みシステム開発におけるソフトウェア設計プロセスではハードウェアとソフトウェ

アのインターフェイスにおいて具体的な擦り合わせが発生する。特にハードウェアの異常

時の検出とその処置のソフトウェア部についてはテストが困難なことがあり慎重に擦り合

わせを行う。特に安全性に関わる部分については規格や設計基準書や設計マニュアルに基

づいて慎重に設計するが、その際には機能安全の専門家と擦り合わせを行う。 

 ソフトウェア実装・プログラミングプロセスでの擦り合わせの要点 

基本は追跡可能性の保証であり、前のプロセス担当と追跡可能性の証明記録について検

証（摺り合わせ）する。信頼性、安全性に関わる部分はそれぞれ信頼性、安全性の専門家

が指導し、必要に応じて精査し、レビューも行い、協同で保証（摺り合わせ）する。 

 ソフトウェア単体テストプロセスでの擦り合わせの要点 

組込みシステムの開発では、ハードウェア要素の FMEA 検討資料の結果に対応してソフ

トウェア側で処理する（設計プロセスで擦り合わせている）部分について再度単体テスト

仕様と結果について信頼性の専門家及びハードウェア設計者との擦り合わせを行う。同様

に、FTA の検討資料の結果に基づいて、重要品質問題、安全性問題を発生する可能性のあ

る部分については信頼性の専門家及びシステムアーキテクトと摺り合わせを行う。 

 ソフトウェア結合テストプロセスでの擦り合わせの要点 
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他システム接続がある場合は他システムの担当者との擦り合わせを行う。他社装置、特

に海外メーカーの装置との接続がある場合には設計検証結果との擦り合わせを行う。 

ハードウェア制御部分についてはハードウェア設計者と擦り合わせを行う。 

 ソフトウェア総合テストプロセスでの擦り合わせの要点 

ライフサイクル中の 大要求条件対応テスト、拡張性に関するテスト、 悪シナリオ対

応テストは組込みシステムの場合にはライフサイクル期間が 20 年の場合もあり、20 年後の

大機器台数やセンサー数対応テストが必要になる。そのテストは現物を用意して行うと

資金が嵩み事業が傾くこともあり総合テスト設計で、どのように行うかを決定し、顧客と

合意をとることが必要になる。 

 組込みシステム開発における装置設計プロセスでの擦り合わせの要点 

複数の装置から構成されるシステムでは、瞬間停電などによるリセット発生時に各装置

の挙動について合同レビューが必要になる。また故障解析の方法もシステムアーキテクチ

ャに従って擦り合わせる。 

 ボード設計プロセスでの擦り合わせの要点 

非標準品を使用する場合には調達容易性の観点から生産管理との擦り合わせを行う。加

工性については生産技術・製造技術と擦り合わせる。 

 組込みシステム開発における実装構造設計プロセスでの擦り合わせの要点 

外部生産の場合には生産管理及び相手先との、工程能力などの擦り合わせが必要になる。 

 FPGA 設計プロセスでの擦り合わせの要点 

他の設計、特にソフトウェア開発との擦り合わせが重要である。 

 実装設計・回路設計プロセスでの擦り合わせの要点 

製造工程の能力との整合性が重要である。 

 組込みシステム開発における製作プロセスでの擦り合わせの要点 

製作現場での改善活動と整合させる。 

 LSI 単体テストプロセスでの擦り合わせの要点 

CAE ツール開発先との擦り合わせをも行う。 

 ハードウェアボード単体テストプロセスでの擦り合わせの要点 

QC 工程表などに基づいて、品質保証項目を明確にし、ＣＡＥツール開発先と保証範囲に

ついて擦り合わせを行う。不足分は別途テストする。 

 ハードウェアサブシステム結合テストプロセスでの擦り合わせの要点 

部品のばらつきの懸念がある場合には生産管理とも擦り合わせを行う。テストツールと

してソフトウェアを開発した場合にはソフトウェアグループとも検証確認方法、故障解析
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方法などについて擦り合わせを行う。 

 システム結合テストプロセスでの擦り合わせの要点 

システム結合テストプロセスではハードウェアとソフトウェアとの擦り合わせが重要で

ある。他社装置との擦り合わせは結合テストでは困難なことが多い。 

 システム総合テストプロセスでの擦り合わせの要点 

高度な信頼性、安全性を要求されている組込みシステムの開発では、リスクベースドテ

ストを行うかどうか、顧客及び品質保証部門と擦り合わせを行う。 

連続運転要件が要求仕様書に記載されていれば、顧客と整合して、災害時を含めたリス

クマネジメント計画に従ったテスト範囲について顧客と擦り合わせを行う。 

 妥当性確認プロセスでの擦り合わせの要点 

顧客サイトでのテストが必要なことがあり、顧客との擦り合わせを行う。またライフサ

イクルが長期間の場合には擬似環境での妥当性確認の方法について顧客と合意が必要であ

る。 

特定の顧客が決定していない場合にはペルソナ（仮想顧客）を設定することがあるが、

その場合には社内関係者との合意が必要である。 

 量産移行判定プロセスでの擦り合わせの要点 

限定移行の場合には、変更管理体制を構築し関係者への確実な対処を行う。 

 量産試作プロセスでの擦り合わせの要点 

生産技術、製造技術、監督者、検査技術者とも擦り合わせを行う。 

 量産プロセスでの擦り合わせの要点 

様々な変動に対応できるよう、現場管理と連携した、生産技術・製造技術など支援プロ

セスの遂行が重要である。 

 検査プロセスでの擦り合わせの要点 

障害発生時には障害管理体制に基づいて管理する必要がある。解決が長引くと顧客（利

害関係者が多いこともある）、営業、保守、運送業者、工事業者との擦り合わせが必要に

なる。プロジェクト関係の上司層と（ペナルティ問題など）の擦り合わせも必要である。 

 梱包・運送・設置工事・現地調整プロセスでの擦り合わせの要点 

梱包業者、運送業者、設置工事業者、保守業者との整合が必要になる。 

 現地試験プロセスでの擦り合わせの要点 

現地での試験では、現地の温度・湿度・温湿度・塩害・ノイズ・生物災害対策など環境

条件との擦り合わせを行うことがある。さらに接続機器類や他のシステムの接続試験など

の擦り合わせが必要なことがある。運用操作者との擦り合わせを行う。運用操作者には熟
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練者以外に新たに操作に加わる人についても整合させる。 

 保守・運用プロセスでの擦り合わせの要点 

ハードウェア設計者、信頼性、安全性の専門家とリスクマネジメントシステムについて

すり合わせを行い。あるエレベータ事故では磨耗をリスク監視していたかが問題になった。 

 

マネジメントプロセスでの擦り合わせ課題の例には次の項目などがある。第 3 章にて要

点を説明する。 

• 方向づけ「戦略」プロセスにおける擦り合わせ 変動対応力、共通観の定義  

• 中期開発計画との擦り合わせ 経営資源調達計画との整合 

• 新規事業開拓、新市場開拓、新製品開発、開発期間短縮、品質向上（急性問題）、開発

費用削減、開発力向上、人財育成その他の方針管理との擦り合わせ 

• プロジェクト立ち上げプロセスにおける擦り合わせ 前提条件、制約条件の明示 

• プロジェクト計画策定プロセスにおける擦り合わせ タイム、コスト、品質、リスク、

コミュニケーション他のマネジメント計画の整合 

• 生産のマネジメントプロセスにおける擦り合わせ 調達容易性、加工容易性などの整合 

• 保守のマネジメントプロセスにおける擦り合わせ 保守容易性、保全支援などの整合 

• 構成管理における擦り合わせ 

• 障害対応における擦り合わせ 

• プロジェクト改善プロセスにおける擦り合わせ 

• プロジェクト保証プロセスにおける擦り合わせ 

• 技術のマネジメントとの擦り合わせ 

• プロジェクト要件管理プロセスにおける擦り合わせ 

• プロジェクト課題管理プロセスにおける擦り合わせ 

• プロジェクト障害管理プロセスにおける擦り合わせ 

• プロジェクト現場管理プロセスにおける擦り合わせ 

• 技術のマネジメントプロセスにおける擦り合わせ 

• ナレッジ「組織のプロセス資産」マネジメントプロセスにおける擦り合わせ 

 

3. プロジェクト＆プログラムマネジメント・フレームワークの適用 

組込みシステム製品の多機能化、高性能化の要求に伴い、ますます開発期間の短縮、組

込みソフトウェアの大規模・複雑化、高い品質要求が進み、開発技術と管理技術を備えた

人材による開発体制が急務となっている。また、経済産業省は組込みシステム開発技術が
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我が国の国際的な競争力の根幹を支える技術であることから、IPA ソフトウェアエンジニ

アリング・センター（SEC）が ETSS を策定し、組込みソフトウェア開発に関する人材育

成や有効活用の推進活動を展開してきた。 

しかし、組込みシステム開発では上流工程の技術力、ハードウェアとソフトウェアの擦

り合わせが重要なことから、組込みシステム製品ライフサイクルとしてのプログラムマネ

ジメントと、ハードウェア開発と組込みソフトウェア開発としてのプロジェクトマネジメ

ントから構成される組込みシステム向け「プロジェクト＆プログラムマネジメント・フレ

ームワーク」を構築、適用することが必要である。 

組込みソフトウェア開発分野における PM 研究領域で参照できるプロジェクトマネジメ

ント・フレームワークが、井沢氏から提案（2005 年 10 月、PM 学会）されている。しかし、

本調査研究では組込みシステム開発全体を鳥瞰し実務に寄与するために、プログラムマネ

ジメント・プロセスの強化（P2M 適用）、プロダクトラインとの融合を図るフレームワー

クを整備することにした。 

図表 1-4 に、擦り合わせ型組込みシステム開発のプロジェクト＆プログラムマネジメン

ト・フレームワーク概要を示す。 

図表  1-4 プロジェクト＆プログラムマネジメント・フレームワーク概要 

プロジェクト＆プログラムマネジメント・フレームワークは以下の構成となっており、

デザイン 計画策定

調整

実行

成果

プロジェクトマネジメント

構想計画 システム開発 生産・サポート

プログラムマネジメント

通信制御、情報処理、ドライバー、監視、機器制御、
ユーザー・インタフェース、信頼性設計、安全性設計

コミュニケーション、ネゴシエーション、リーダシップ、
問題解決

経営、会計、マーケティング、人事・要員管理、etc.
システム分析、システム方式設計、ソフトウェア要求分析、
デザインレビュー、テストエンジニアリング、ｅｔｃ.

システムエンジニアリング、ソフトウェアプロダクトライン、
要求エンジニアリング

開発組織、キャリアパス、経歴別人材育成、
モデル研修、スキル診断

組込み
技術要素

組込み
開発技術

プロダクトライン

組込み
ソフトウェア開発

試作企画 計画 要素開発

ハードウェア
開発

量産試作・量産
製品出荷・
保守・運用

パーソナル・
スキル

ビジネス・
スキル

人材育成法

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
＆
プ
ロ
グ
ラ
ム
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
・
プ
ロ
セ
ス
／
知
識

・デザインプロセス
・計画策定プロセス
・実行プロセス
・調整プロセス
・成果プロセス
・保証プロセス
・要件管理プロセス
・構成管理プロセス
・課題管理プロセス
・技術のマネジメントプロセス

・ミッションプロファイリング
・アークテクチャマネジメント
・プログラム戦略マネジメント
・プログラム実行マネジメント
・アセスメントマネジメント
・コミュニティマネジメント
・関係性マネジメント
・バリューマネジメント

工程
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本調査研究では、ETSS 定義を除くコアの部分の適用を述べている。 

(1) プロジェクト＆プログラムマネジメント・プロセス／知識 

プロジェクトマネジメント・プロセスと知識は、プロジェクトマネジメント知識体系ガ

イド（PMBOK®）が一般的であるが、本調査研究ではプロジェクト＆プログラムマネジメ

ント（P2M）ガイドブックに準拠した。第 3 章に、その適用を述べる。 

プログラムマネジメント・プロセスと知識については、P2M ガイドブックに準拠してい

る。第 4 章に、その適用を述べる。特に、組込みシステム開発に P2M の知識体系が活用で

きることを示している。 

(2) 工程 

擦り合わせ型組込みシステム製品のライフサイクルを示している。ここでは、上流工程

の企画（製品及びシステム・ニーズの確認・企画）と計画（製品計画書作成）から、下流

工程の製品出荷・保守・運用（製品及びシステム・ニーズの収集）までを明記している。 

(3) 組込み技術要素 

ETSS の技術要素スキルカテゴリ（組込みシステム自体に組み込まれ、システムの機能を

実現する技術項目）に準拠した知識を参考に、以下の項目としている。 

• 通信制御（ミドルウェアの一部） 

• ドライバー（LSI・ハードウェアインフェース、ミドルウェアの一部） 

• 監視（故障監視・状態監視） 

• 機器制御（設定・動作制御・判定・切替 ETSS 用語：計測・制御） 

• データ収集（信号を含む ETSS 用語：理化学系入力） 

• 情報処理（データ処理、ファイル管理、など） 

• ユーザインターフェイス 

• 信頼性設計 

• 安全性設計 

これら知識を活用した組込みシステムの構造を、第 2 章で述べる。 

(4) 組込み開発技術 

ETSS の開発技術スキルカテゴリ（組込みシステムに各種技術要素を実装するために開発

時に使用する技術項目）に準拠した知識であるシステム要求分析、システム方式設計、ソ

フトウェア要求分析などが含まれる。さらに全体を支援する項目（デザインレビュー、テ

ストエンジニアリング）を追加した。開発プロセスでの擦り合わせの要点を第 1 章で述べ

る。 

(5) プロダクトライン 
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再利用技術に基づいた、組込みシステム製品ファミリー全体の戦略的、体系的な開発（組

込みシステム開発プロジェクトの類型）を示す。さらに、ソフトウェアプロダクトライン

（ソフトウェアをドメインと呼ばれる小さな単位に細分化して開発する手法）についても

有効な手法として、第 6 章で述べる。 

(6) パーソナル・スキル 

ETSS のキャリア基準に準拠した項目（コミュニケーション、ネゴシエーション、リーダ

ーシップ、問題解決）を示す。 

(7) ビジネス・スキル 

ETSS のキャリア基準に準拠した項目（経営、会計、マーケティング、人事・要員管理な

ど）を示す。 

(8) 人材育成法 

組込みシステム開発における組織とキャリアパス化、さらに経歴別人材育成としてプロ

ジェクトマネジャーと上位管理者向けの人材育成法について、第 9 章で述べる。 

 

4. P2M の知識体系と「P2M ガイドブック」の活用 

本調査研究の要となる P2M について、P2M の知識体系と「プロジェクト＆プログラム

マネジメント標準ガイドブック」（以下「P2M ガイドブック」と略す）の活用を述べる。 

「P2M ガイドブック」は、経済産業省の委託事業として、財団法人エンジニアリング振

興協会 「プロジェクトマネジメント導入開発調査委員会」により、1999 年から 3 年間の

調査研究を経て開発され、2001 年 11 月に発行された。 

2002 年 4 月に、「P2M ガイドブック」の普及とそれに基づいた P2M 資格認定制度の運

営を行う、特定非営利活動法人「プロジェクトマネジメント資格認定センター」が設立さ

れ、「P2M ガイドブック」に関わる事業が同センターに移管された。その後同センターは

2005 年 10 月に特定非営利活動法人「日本プロジェクトマネジメント協会」として改組さ

れ現在に至っている。この間「P2M ガイドブック」は、2007 年 12 月によりわかりやすく

使いやすくする目的で新版を発行している。 

4.1. 日本発プロジェクトマネジメントとしての「P2M ガイドブック」の開発思

想と特長 

「P2Ｍ ガイドブック」は、日本のプロジェクトマネジメントの開祖であり、かつ世界有

数の競争力を誇るプラントエンジニアリング産業が、世界市場で活用しているプロジェク

トマネジメント体系の上に、モノづくり日本のユニークなマネジメント手法と、きわめて

信頼性が高い情報技術・ネットワーク技術 の システム構築のマネジメント力を融合して、
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初めて開発したプロジェクト＆プログラムマネジメントの知識体系である。 

2001 年発行の初版と 2007 年新版の「P2M ガイドブック」が踏まえた開発思想は次の５

点にまとめられる。 

① 日本の国際競争力強化を支援し、日本の国是とも云うべきイノベーションの加速化を支

援する。 

② 日本の「ものづくり」の強みに、マネジメント要素を組み込んだ「仕組みづくり」を加

えている。「ものづくり」と「仕組みづくり」の新たな競争力モデル構築に貢献するも

のである。 

③ 第一線のプロジェクト運営を担うプロジェクトフロントから、プロジェクトの事業経営

への組み込みの経営戦略までを一貫した流れで支援する。 

④ 日本企業・機関のグローバル展開を支援する。そのために「P2M ガイドブック」の英

語版の提供を行う。 

⑤ 世界のプロジェクトマネジメントの分野に対して、イノベーションのプロジェクト＆プ

ログラムマネジメントを指導し貢献する。 

 

更に、開発思想に基づいた具体的特長は、世界の開発投資とプロジェクト化したビジネ

スの GDP への寄与が 30％以上となっている「プロジェクト化の時代」にあって、「P2M

ガイドブック」は世界で永年実施されてきた単体プロジェクトのマネジメンントと、それ

より一段上位の複数プロジェクトの有機集合体であるプログラムのマネジメントの、両方

の知識体系を提供していることである。わかりやすくまとめると、次の４点である。 

① 確実なプロジェクト完成に導く単体プロジェクトのプロジェクトマネジメント体系と

プログラムを対象とし、米国などの一部の狭い範囲で活用されていたプログラムマネジ

メントの内容を大幅に拡張した特長あるプログラムマネジメント体系をまとめている。 

② 単体プロジェクトの大型化・複雑化・並列化に対応して単体プロジェクトを、上位概念

であるプログラム(有機結合のあるプロジェクト群)に昇揚している。 

プログラムとしての全体統合と、構成プロジェクト各々の部分のマネジメントの、両方

を扱うマネジメントであるいわゆる伝統的なプログラムマネジメントについては、

「P2M ガイドブック」では「オペレーション型プログラム」のプログラムマネジメン

トと位置づけている。 

③ 組織戦略実施のための事業単位として、付加価値の高いプロジェクトの組成やイノベー

ションを加速する仕組み作りから実施・完成までを対象としている。プログラムとして

は、構想の段階から戦略的プロジェクトマネジメント機能を発揮させるプログラムマネ
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ジメントまであり、P2M 独自の戦略密着のビジネスモデル創出型のプログラムマネジ

メントと重要視することで、「P2M ガイドブック」では「創出型のプログラム」のプ

ログラムマネジメントとして位置づけている。 

なお、この種のプログラムは、規模や業種により「イノベーションプロジェクト」や「変

革プロジェクト」などと呼び、プログラムの名称をつけることなく呼称することもある

ことに留意いただきたい。 

④ システムズアプローチを土台にしたマネジメント体系として、社会・経済の複雑な課題

への対応や、複合的なビジネス課題への対応等を主題として実施するプログラムマネジ

メントがあり、「P2M ガイドブック」では「変革型のプログラム」のプログラムマネ

ジメントとして位置づけている。 

 

米欧発のプロジェクトマネジメント体系の主流である単体プロジェクトのプロジェクト

マネジメントと、「P2M ガイドブック」が提唱するプログラムマネジメントの範囲は図表

1-5 のように比較することができる。 

図表  1-5  P2M におけるプロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントの範囲の比較 

 

 

使命・目的

企業戦略

プログラム A プログラム B

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA3

プログラム価値検証・成果物価値最大化

全体使命達成・最適化
環境変化への対応

P2MP2Mの範囲の範囲

計画

成果物

進捗評価

是正 実施

従来のPMの範囲

戦略実現の設計

使命・目的

企業戦略

プログラム A プログラム B

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA3

プログラム価値検証・成果物価値最大化

全体使命達成・最適化
環境変化への対応

P2MP2Mの範囲の範囲

計画

成果物

進捗評価

是正 実施

従来のPMの範囲

戦略実現の設計
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4.2. 「P2M ガイドブック」の構成と P2M の知識体系の新 P2M タワー 

「P2M ガイドブック」の構成は次の通りであり、4 部にて構成されている。 

第 1 部  P2M エントリー 

P2M ガイドブック開発の背景、概要、特長、活用の仕方、並びに P2M ガイドブックに

基づく資格制度を解説する。 

第 2 部 プロジェクトマネジメント 

単体プロジェクトやプログラムを構成する要素の個別プロジェクトのプロジェクトマネ

ジメントに関する全体の体系を解説する。 

第 3 部 プログラムマネジメント 

プロジェクトの上位概念であるプログラム、または、イノベーション要素の高い単体プ

ロジェクトの、ミッション定義などからなる構想、デザイン、構造化、実施マネジメント

を一貫して扱う体系を解説する。 

第 4 部 個別マネジメント 

プロジェクトマネジメントやプログラムマネジメントを、実際に運営と活用するための

各マネジメント領域として、11 の領域に分けて解説する。 

 

「P2M ガイドブック」では、プロジェクト、プロジェクトマネジメント、プログラム、

及びプログラムマネジメントを、次のように定義している。 

【プロジェクトの定義】 

特定使命（プロジェクトミッション）を受けて、資源、状況などの制約条件のもとで、

特定期間内に実施する将来に向けた価値創造事業である。従来の米欧の定義より価値志向

を高めてとらえている。 

【プロジェクトマネジメントの定義】 

特定使命を達成するために有期的なチームを編成して、プロジェクトマネジメントの専

門職能を駆使して、プロジェクトを公正な手段で効率的・効果的に遂行して、確実な成果

を獲得する実践能力を適用するマネジメントである。 

【プログラムの定義】 

自組織の、または顧客から所与の、組織戦略具現化のための上位レベルの特定使命（又

はプログラムミッションとも呼ぶ）を実施する複数のプロジェクトが有機的に結合された

単位事業である。 

【プログラムマネジメントの定義】 

外部環境の変化に柔軟に対応しつつ、組織の資源と遂行能力を効率よく活用しながら、
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複数の要素プロジェクト間の全体 適統合を行い、プログラムミッションを達成するマネ

ジメント手法である。 

このプロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントの二つのマネジメントを支え

る知識体系を「P2M ガイドブック」は「新 P2M タワー」として提示している（図表 1-6

参照）。 

図表  1-6  新 P2M タワーによる P2M の知識体系 

新 P2M タワーの 上位にミッションを置いている。 

組織には組織全体の戦略があり、また組織の各部門（企業であれば事業部等）は全体戦

略から自部門の戦略を策定する。しかし、戦略は多くの場合企業の新たな理念や方向性あ

るいは競争の立ち位置を簡潔に示すにとどまり、このような戦略を実施可能な形に変換す

るための創造的な作業が必要である。つまり、経営者、事業部長あるいは企業の企画担当

者等は、全体戦略か部門戦略のいずれかで、事業に対する熱い想いや課題認識を戦略の特

定使命（ミッション）の形で提示する。「P2M ガイドブック」ではこのミッションを極め
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して、ミッションの追及価値を基軸に、ミッションの定義化、実現のシナリオ分析および

プロジェクト群の構造化を行いプログラムの基本構想計画まで纏め上げ、更に実施段階で

のプログラムの統合マネジメントを行っている。 

プログラムで構造化されたプロジェクト群は、あるいは、プログラムを経由しない、個

別の単体プロジェクトは、プロジェクトマネジメントを使用して計画と全体マネジメント

が実施されるのである。 

これらの二つのマネジメント活動に知識とプロセスを提供するのが、一番下に示す 11 の

個別マネジメント群である。 

4.3. 日本企業に適する「P2M ガイドブック」 

「P2M ガイドブック」は、日本企業のプロジェクト運営の特長をモデルとして開発され

ており、より強い企業能力と競争力の構築に向けて日本企業が活用するのに適している。 

要約すると次の４点である。 

① 日本のプロジェクトマネジャーは、上級になれば、プロジェクトを組成する段階から完

成まで、プロジェクトのトータルサイクルに関与できる。欧米では、職務範囲の違いで、

これはできず、プロジェクトマネジャーは、主として、基本緒元と基本計画が定まった

所与のプロジェクトのプロジェクトマネジメントを担当している。 

② 日本のプロジェクトマネジャーは、企業戦略実現のための付加価値の高いプロジェクト

の構想・組成やイノベーションを加速する仕組み作りに挑戦意欲を持っており、また挑

戦の機会を与えられる。 

③ 日本のプロジェクトマネジャーは、常に、部分 適と、統合を通じての全体 適を両立

させる 善努力を行う。 

④ 日本のプロジェクトマネジャーは、システムズアプローチ指向のマネジメント、すなわ

ち、全体 適を常に視野に入れたものづくりのマネジメントとプロジェクトマネジメン

トを表裏一体で扱う視点を持つ。彼らは持てる経験と知恵を総動員して、二律背反的な

難問解決を行い、また、プロジェクト完成への責任感が強い。 

 

「P2M ガイドブック」では、このような特性を有するプロジェクトマネジャーを「使命

達成型職業人」として位置づけ、プロジェクトマネジャーの実践力と、それが組織能力に

昇華されることの重要性を謳っている。これは図表 1-7 に示される通りである。 
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図表  1-7 P2M が説くプロジェクトマネジャーの実践力 

4.4. 「P2M ガイドブック」が活用できる局面 

P2M ガイドブックは、すべての種類のプロジェクトやその上位のプログラムに活用でき
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に活用が期待される。チェックリスト的に 12 の項目にまとめる。 
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⑤ プロジェクトマネジメントは各部門で実施しているが、統一手法や横串を刺す体制がな

く、事業の全体 適化や部門間のシナジー醸成が弱い。強化の方法はないか。 

⑥ 製品とサービスを融合したビジネスモデルが多くなった。このようなビジネスモデルを

支えるマネジメント体系がないか。 

⑦ プロジェクト遂行の拠点が分散しているため、全体統合のマネジメントとブロック（拠

点毎等）のマネジメントの両方が必要である。適した手法はないか。 

⑧ プロジェクトマネジメントは単体のプロジェクトには役立つが、経営とリンクを採りに

くい。両方をリンクするマネジメント体系はないか。 

⑨ プログラム＆プロジェクトの実現は多分に資金調達にかかっており、資金を引き寄せら

れるプログラム＆プロジェクトのスキームを作る必要がある。スキームづくりの方法は

ないか。 

⑩ 何事も動きが早くなった企業環境のなかで、若年層の社員に、以前のように時間をかけ

て OJT でマネジメント教育をすることは不可能だ。集中的にダイナミックなマネジメ

ントの基礎を教えることはできないか。効率良く習得させられないか。 

⑪ ISO、TQM、経営品質、シックスシグマ、CSR、環境マネジメント、グリーン調達等、

と取り組まなければないマネジメント手法が多い。これらを統合するオペレーション・

システム(OS)的なマネジメント枠組みはないか。全体を捉え、部分の実践をする方法は

ないか。 

⑫ 世界各地の拠点で事業展開を行っている。技術はある程度見えるので、各国社員に移植

が可能であるが、日本のマネジメントを総合的に伝えるガイドブックがないか。 

 

製造業の事業活動への全般的な「P2M ガイドブック」の適用の汎用モデルを考えると、

図表 1-8 の通りである。 
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図表  1-8 製造業の事業活動への全般的な「P2M ガイドブック」の適用の汎用モデル 

4.5. P2M のプロジェクトマネジメント 

「P2M ガイドブック」では、プロジェクトを、「特定使命（プロジェクトミッション）

を受けて、資源、状況などの制約条件のもとで、特定期間内に実施する将来に向けた価値

創造事業である」として、米欧発の従来の定義より価値志向を高めている。 

そこで、プロジェクトがもたらす価値は次のように 3 つに類別される。 

(1) 資産価値･･･････････････プロジェクトによる資産形成やキャッシュフロー創出 

(2) イノベーション価値･････プロジェクトが創出する新技術、新基軸や新ナレッジ 

(3) 調和価値･･･････････････多様なステークホルダーの満足、将来の協力機会醸成 

プロジェクトには、個別性（毎回、創造性、新規性、異なる遂行環境といった特性があ

る）、有期性（はじめと終わりが明確である）、ならびに不確実性（常に、未知の情報、

未確定な技術などによるリスクが介在する）といった属性がある。これらを踏まえて、「P2M

ガイドブック」では、プロジェクトマネジメントを、「特定使命を達成するために有期的

なチームを編成して、プロジェクトマネジメントの専門職能を駆使して、プロジェクトを

公正な手段で効率的・効果的に遂行して、確実な成果を獲得する実践能力を適用するマネ

 
①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

①組織への企業理念、コンプライアンス浸透①組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
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【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
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④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
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【１０】進捗・終結管理

カンパニー戦略の認識と参画カンパニー戦略の認識と参画 担当事業のミッション・戦略担当事業のミッション・戦略 戦略実践の成功要因確認・検証戦略実践の成功要因確認・検証 確実な成果獲得に向けた実践確実な成果獲得に向けた実践

上位組織
戦略

自部門
ミッション・戦略

戦略実践
プログラム

プロジェクト

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
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①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
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③事業性、実効性
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【２】財務的視点から
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②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ
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③情報セキュリティ体制
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①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
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【５】価値創造視点から

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）
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②推進責任者の選出
③制約条件
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①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン
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②推進組織のデザインと構築
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【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法
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②スケジュール
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【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法
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③コストコントロール手法
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③資源確保計画
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③リスク対応策
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ジメント」と定義している。 

 

これを製造業に当てはめると、「プロジェクトに与えられた事業のミッションを達成す

るため、ブランド開発、商品開発、市場開発、製品とサービスの複合化などにわたる事業

系プロジェクト（新ビジネスモデルの開発プロジェクト）、あるいはビジネスドメインの

改廃や商品ラインアップの変更などの企業改革プロジェクトの、構想・計画・設計・構築

（生産）・市場投入・市場マネジメントを、個別要素技術と多岐にわたるプロジェクト資

源を統合しながら、公正な手段を用いて、プロジェクトのミッションと期待価値を充足し

て完成するためのプロジェクト系の「実践能力の適用」に関する体系的なマネジメントで

ある、と解釈できる。 

ここで、「実践能力の適用」としているのは、P2M が、在来の、ベストプラクティス一

点貼りの所与のマネジメント体系に則るだけではなく、継続して蓄積されていくナレッジ

を行動に組み込むプロジェクト系の実践力重視のダイナミックなマネジメントを指向して

いるためである。 

「P2M ガイドブック」は、プロジェクトの種類・規模にかかわらずすべてのプロジェク

トマネジメントに共通して適用または認識すべき次の 5 つの要素を「プロジェクトマネジ

メントの共通観」としている。 

(1) システムズアプローチ 

プロジェクトの成果物も、プロジェクトの業務の流れもシステム（複数の要素が有機的

に組み合わせされて一定の機能を持つもの）であるので、実証されたシステム理論を 大

に活用する。 

(2) プロジェクトのライフサイクル 

プロジェクトには、適用分野を問わず、基幹的な中間成果の創出を一区切りとしてフェ

ーズという区分があり、これが集まって全体のライフサイクルを構成する。フェーズごと

に確実にマネージすることがプロジェクトの推進にとって肝要である一方、プロジェクト

マネジャーは常にライフサイクルを通じたプロジェクトパフォーマンス全体の 適化を図

る必要がある。 

(3) プロジェクトの場 

プロジェクトには、プロジェクトチームといった平面的かつフォーマルな組織区分のほ

かに、協創、挑戦、心理的結合、グリーンエリア、俯瞰（ヘリコプタービュー）といった

プロジェクト文化を育む立体バーチャル空間が有用である。 

(4) プロジェクトのステークホルダー 
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プロジェクトには、直接・間接あるいはポジティブ貢献・ネガティブ関心といった多様

なステークホルダーが参画するので、各々のステークホルダーのポジションに応じた関係

性マネジメントが必要である。 

(5) 共通のマネジメントスキル 

マネジメント効果と効率を上げるには共通化されたマネジメントスキルが必要である。 

 

プロジェクトマネジメントは、図表 1-9、図表 1-10 に示されるステップを踏んでワーク

プロセスが実施される。 

図表  1-9 プロジェクトマネジメントの基本フロー （構想・計画段階） 
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図表  1-10  プロジェクトマネジメントの基本フロー （運営段階） 

4.6. P2M のプログラムマネジメント 

「P2M ガイドブック」の第 3 部に示されるプログラムマネジメントの構成は、図表 1-11

の通りである。 

図表  1-11 P2M のプログラムマネジメントの構成 

「P2M ガイドブック」では、「プログラム」を「自組織の、または顧客から所与の、組

織戦略具現化のための上位レベルの特定使命（プログラムミッション）を実施する複数の

プログラムによる戦略の実践

プログラムと
プログラムマネジメント

プログラムの
共通観

プログラム統合
マネジメント

コミュニティー
マネジメント

ミッションプロファイリング

アーキテクチャ
マネジメント

プログラム戦略
マネジメント

プログラム実行の統合
マネジメント

価値アセスメントマネじメント

プログラムによる戦略の実践

プログラムと
プログラムマネジメント

プログラムの
共通観

プログラム統合
マネジメント

コミュニティー
マネジメント

ミッションプロファイリング

アーキテクチャ
マネジメント

プログラム戦略
マネジメント

プログラム実行の統合
マネジメント

価値アセスメントマネじメント

チーム統率チーム統率

進捗把握進捗把握

調整調整

問題解決問題解決

報告報告

優先順位設定

チーム統率チーム統率

進捗把握進捗把握

調整調整

問題解決問題解決

報告報告

スポンサー・ステークホルダースポンサー・ステークホルダー

要求・期待要求・期待

総合的計画・運営総合的計画・運営

プロジェクトミッション

要求・期待

プロジェクト総合計画

スポンサー・ステークホルダースポンサー・ステークホルダー

要求・期待要求・期待

総合的計画・運営総合的計画・運営

プロジェクトミッション

要求・期待

プロジェクト総合計画
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プロジェクトが有機的に結合された単位事業」と定義している。 

しかし、プログラムマネジメントを説く「P2M ガイドブック」の第 3 部は、このような

本来のプログラムに加えて、プロジェクトマネジャーが関与し、積極的にプロジェクト開

発を行うイノベーションレベルの高い単体プロジェクトのプロジェクトマネジメントにも

活用できるようにしている。 

プログラムには、大型プラント建設プログラムなどのように事業主（施主）や元請コン

トラクターあるいは融資者といったステークホルダーの間に 初からプログラムのコンセ

プトがある程度共有されているプログラム（「オペレーション型プログラム」）と、企業

や組織にとってまったく初めてでそのコンセプト自体が不明確な状態からスタートするタ

イプのプログラム（「創出型プログラム」と「変革型プログラム」）がある。この 3 つの

プログラムを同じ組織内で実施する場合は循環性がある。たとえば、複数商品の改善的な

開発 - 市場投入 - 顧客サービスに亘る群管理（以上、オペレーション型）→ 戦略的商品

開発（創出型）→ 競争激化・破壊型新技術の出現で競争の立位置を変革する企業改革（企

業変革型）、といったパターンである。（図表 1-12 参照） 

図表  1-12 プログラムの類型と継続性・循環性 

オペレ－ション型
プログラム

オペレ－ション型
プログラム

創出型
プログラム
創出型

プログラム

変革型
プログラム
変革型

プログラム

設備の建設＋保守
改良型商品開発・市場投入・顧客サービス

大型商品開発
商品とサービスの複合化

競争激化・競合者の破壊型新技術出現で
事業構造や競争の立位置を変革

継続性

循環性

オペレ－ション型
プログラム

オペレ－ション型
プログラム

創出型
プログラム
創出型

プログラム

変革型
プログラム
変革型

プログラム

設備の建設＋保守
改良型商品開発・市場投入・顧客サービス

大型商品開発
商品とサービスの複合化

競争激化・競合者の破壊型新技術出現で
事業構造や競争の立位置を変革

継続性

循環性
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「P2M ガイドブック」が提唱する、「プログラムの概念による価値創造のロードマップ」

は図表 1-13 のように示される。 

図表  1-13 プログラムマネジメントによる価値創造のロードマップ 

企業の戦略を背景として、プログラム（あるいはイノベーションレベルが高いプロジェ

クト）の事業オーナーのプログラムに込めた課題解決の意図は初期ミッションとしてプロ

グラム遂行組織に所与される。 

初期ミッションは、まず、プログラムの共通観やプログラムの場（コミュニティ）に立

脚しながら、“ミッションプロファイリング”を通じて、具体的なミッション定義に纏め

られる。これに、プログラムの方向性に影響を与える戦略要素を投影しながら、また、シ

ナリオ分析を繰り返しながら、プログラムデザインの 適化が行われ、更にプログラムを

適なプロジェクト群に分解する構造化が“アーキテクチャマネジメント”を通じて実施

される。この際に、ミッションが意図した価値を維持するためにプログラム固有の価値指

標を中心とした価値システムが設定され、プログラムの所定のマイルストーンで、あるい

は重大な環境変化が起こった際に、これに対して現状の価値達成見通しが評価され、その

結果がプログラムマネジャーの方向維持あるいは変更の判断基準となる。 

次のステップでは、プログラムならではの特性に配慮しながら“実行の統合マネジメン

ト”を行い、成果としてプログラムが意図した価値を創造する。これがプログラムによる

価値創造のロードマップである。なお、プログラムを経ないで単体プロジェクトで価値実

 

プログラム
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プログラム基盤
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の初期ミッション
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価値実現
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共通観

プログラム固有
価値システム

プログラムデザイン
とアーキテクチャ設計
プログラムデザイン
とアーキテクチャ設計
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プログラム実施の
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現を行う場合はプログラムをプロジェクトに置き換えることでこのロードマップの活用が

可能である。 

プログラムのアーキテクチャマネジメントにおいては、構成プロジェクトの設計用に、

P2M ガイドブックでは、次の 3 つの標準プロジェクトモデルを用意している（図表 1-14

参照）。なお、システムモデルは、これに該当する複数プロジェクトが組成さるのが通例

である。 

また、図表 1-15 に示すように、この 3 つの標準プロジェクトモデルが循環的な結合をす

る際にプログラムの意図した価値効果が 大に発揮されやすい。 

プロジェクトモデル 機能 特徴 

スキームモデル 

経営者の発想や洞察をミッシ

ョンとして、プログラムやプ

ロジェクトの具体的な計画に

纏め上げる 

プロジェクトマネジメント機能を上流

に拡張し、どのような新たな価値創造

を行うか（What new value to make as 
a program）の領域に入り込む 

システムモデル 

従来のプロジェクトマネジメ

ントの対象であるプロジェク

ト成果物構築のプロジェクモ

デルで、スキームモデルで

適化された計画に基づき、強

化された個別マネジメントを

用いて遂行する 

大の資源投入を要する遂行の段階の

プロジェクトマネジメント体系で、単

体プロジェクトとしての遂行のみでは

なく、プログラムの構成プロジェクト

としての遂行マネジメントも意識して

いる（How to manage to best deliver a 
project） 

サービスモデル 

システム構築と成果物の利用

から獲得された技術・プロセ

ス知見、ノウハウ、データ等

を蓄積・加工して新機会を模

索する 

プロジェクトマネジメント機能を下流

に拡張し、How to maximize 
program/project value の領域に入り

込み 

図表  1-14 「P2M ガイドブック」が提供する 3 つの標準プロジェクトモデル 
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図表  1-15 標準プロジェクトモデルの循環結合によるプログラム価値 大化 

図表 1-16 は、上述のプログラムマネジメントの流れについて、大型商品開発に多い「創

出型プログラム」を例にとり、更に具体的に、活用される主たるマネジメント手法を含め

て記述したものである。 

図表  1-16 プログラムマネジメントの流れと手法例 
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4.7. P2M の個別マネジメント 

個別マネジメントとは、プロジェクトマネジメントあるいはプログラムマネジメントの

実際の運用を支える 11 のマネジメント領域であり、概略の活用のイメージは図表 1-17 の

通りである。 

図表  1-17  P2M の 11 の個別マネジメント活用のイメージ 

以下に 11 の個別マネジメントの各々について短観と活用のポイントを記す。 

(1) プロジェクト戦略マネジメント 

企業・団体の戦略とプログラム＆プロジェクト運営の関係を明確にし、プロジェクト活

動を効果的に企業の価値創造に組み込む、基盤構築・運用のマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.142 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① 企業（全体）や事業部にとってのプロジェクト事業運営基盤の構築と維持改善の枠組の

指針を得る。 

② 企業価値の積み増しを左右するプログラムやプロジェクトの選択の指針を得る。 

③ ナレッジエコノミーにおける企業経営の鍵である、知的資産のプロジェクト事業運営に

おける蓄積の方法を得る。 

④ 全体 適の視点から資源の有効活用、プロジェクト相互のシナジー効果を見出す指針を

得る。 

(2) プロジェクトファイナンスマネジメント 

プロジェクトの実行に必要となる資金調達の枠組みをつくることを目的とした計   

画とマネジメントである。詳細は「P2M ガイドブック」P.205 以下を参照願います。 
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〔活用のポイント〕 

① 現在、プロジェクトに携わる多くの企業が「プロジェクトを組成すること」は、「ファ

イナンス（資金調達）の仕組みを創ること」であると証言している。資金に裏づけられ

たプロジェクト組成の仕組みづくりを学ぶ。 

② 現下の日本の課題である「公共サービスの民生化」の鍵として PFI や PPP を支えるプ

ロジェクトファイナンスの仕組みを学ぶ。 

③ プロジェクトの参画者層のなかでの も合理的なリスク分担のあり方を探る。 

④ 企業内プロジェクトの場合であっても、「カネ」資源投入の優先順位を判定するフレー

ムワークとしての活用が期待できる。 

(3) プロジェクトシステムズマネジメント 

プログラムやプロジェクトをシステムとして捉え、全体構成や成果物を、システムズア

プローチを応用しながら明確にしていくマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.242 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① 対象プロジェクトをモデル化（認識の表現化、認識の共有化、認識したモデルのマネジ

メント対象化）をする、「見える化」の手法を学ぶ。 

② 施設やシステムの構築プロジェクトにあっては、ミッションプロファイリング →価値

検証・システム合成（定義）→システム分析・シナリオ分析によるシステム 適化の方

法論である「システムズエンジニアリング」の基本フローを学ぶ。 

③ 社会・公共系の複雑課題のソリューション・プロジェクトや、ビジネスモデルの開発の

ように目的やコンセプト自体（What）を、立位置の異なる多数のステークホルダーの

異なる認識を止揚しながら取り纏めて定義化する、「ソフトシステムズアプローチ」の

基本的概念を学ぶ。 

④ システムの完成度が高くなれば、独自の事業モデル・ビジネスモデルとして経営貢献が

期待できる。 

(4) プロジェクト組織マネジメント 

プログラムやプロジェクトの目的・特性・運営環境に 適なプロジェクト運営組    

織の構築と維持・向上に関するマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.275 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① 定常組織とプロジェクト組織の違いを認識する。 

② プロジェクト組織組成の方法・組織の雛形・指令下達や報告上達の方法を学ぶ。 
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③ プロジェクト成功の大きな鍵を握る、プロジェクトマネジャーの任務と人的要件を学ぶ。 

④ プロジェクト成果獲得へのエネルギーの結集を可能とする組織のあり方を学ぶ。 

⑤ 期間限定で実施されるプロジェクトの組織運営が、定常組織に刺激・活力をもたらし、

コーポレート組織に学習効果を与えることによって組織成熟度を高める。 

(5) プロジェクト目標マネジメント 

プログラム所与の条件（プログラムの場合）またはプロジェクトの認可条件や契約条件

（単体プロジェクトの場合）と、資源などの制約の下で、具体的目標を明確化し、達成の

路程と進捗測定方法を計画し、実施するマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.304 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① プロジェクトマネジメントの根幹である、ライフサイクル、スコープ、タイム（工程）、

コスト、品質、進捗、引渡しに関するマネジメントを学ぶ。 

② 従来のこれらのマネジメントが縦割りで論じられている点から脱皮し、「目標マネジメ

ント」として括り、統合マネジメントを行う視点を重視する。 

(6) プロジェクト資源マネジメント 

プロジェクトにとって必要な６つの資源（人的、物的、金融、情報、知的、基盤）を明

確にし、適切に確保し、また活用することに関するマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.397 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① 「資源を制する者はプロジェクトを制する」の言い伝えがあるほど、資源マネジメント

は奥が深いし、時間を消費する。このマネジメントの効率化は即プロジェクトの効率化

に繋がるとの意識を育む。 

② 「P2M ガイドブック」の新機軸として、資源には金融・情報・ナレッジが含まれるこ

とを重視し、これらの資源の有効活用による企業価値の向上に資する。 

(7) リスクマネジメント 

プロジェクトに必然的なリスクと対峙し、周到な予見・影響の定量化・対策を行うこと

でリスクの影響を 小化するマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.424 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① P2M が提供する単体プロジェクトのリスクマネジメント手法は世界共通であり、プロ

ジェクトにおけるリスクマネジメントの方針策定、リスクの特定、分析評価、対応策の

準備、リスク教訓の整理といった基礎知識を得る。 
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② 「P2M ガイドブック」の新機軸は、リスク発生の時間軸プロフィールが、発注側と受

注側で異なることを明らかにした事と、複数プロジェクトの集合体であるプログラムに

は、チェーンリスク（上流 – 下流の関係で発生する波及リスク）や、プログラムその

ものの価値維持異変が各プロジェクトに及ぼす上下リスクなど、特有のリスクがあると

認識する事である。 

(8) 情報マネジメント 

プロジェクト遂行業務における「情報」の利用手段および留意点、ならびにプロ    

ジェクト運営における IT 活用のガイドを提供する。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.454 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① P2M ガイドブックでは、プロジェクトでのコミュニケーションのあり方を情報の面（客

体）からとコミュニケーションのプレーヤー間のやりとりの面(主体)から説いて おり、

これは客体側からの基礎知識であることを理解する。 

(9) 関係性マネジメント 

プロジェクトに参画するステークホルダー間の関係を分析し、関係を良好な状態に維持

し、プロジェクトを成功に導く、あるいは新規ビジネスに結びつけるマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.486 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① いま、世界のビジネス界で日本発の関係性（Relationship）によるビジネス取引が重要

視されている。つまり、短期利益優先で全てを 安値でという概念が見直され、中長期

的な、安定的な取引関係を築いて良質な成果を挙げてトータルコストを下げる、という

コンセプトが重用されているのだが、この趣旨を学び、関係性を有効に活用してプロジ

ェクトのパフォーマンスを向上させる。 

② また、関係性の維持によるリピートビジネスの創出や、新たなビジネスモデルの構築に

結びつけることを学ぶ。 

③ 関係性のうち、プロジェクトマネジメントに即有用な契約形態の知識は必須である。 

(10) バリューマネジメント 

プロジェクトによって生まれる価値は経済価値のみではない。「P2M ガイドブック」で

は「資産価値」、「イノベーション価値」、「調和価値」と多面的な価値を提唱しており、

これらの価値の把捉とフィードバックを唱える価値循環のマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.519 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 
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① 大きな付加価値獲得は P2M ガイドブックの第一義的な概念であり、プロジェクト運営

を価値創造とフィードバックの面から分析する手法を得る。 

② イノベーション価値、調和価値といった、企業価値の増大に役に立つ新たなコンセプト

を学び、イノベーションに資する。 

(11) コミュニケーションマネジメント 

プロジェクトを成功させるために重要な、各種情報の配信・伝達あるいは意思疎通など、

プロジェクトを円滑に運営するコミュニケーションに関するマネジメントである。 

詳細は「P2M ガイドブック」P.545 以下を参照願います。 

〔活用のポイント〕 

① プロジェクトに情報という血を流す仕組み（動脈）の構築と活用方法を得る。 

② コミュニケーションを阻害する要因を把握し、障害を除去する。 

③ プロジェクトは遂行が国内か海外かを問わず、おおく異なる文化を背景とする参画者に

よって運営される。異文化のコミュニケーションの留意点を把握する。 

 

5. 擦り合わせ型組込みシステムとプロジェクトマネジメントの特徴 

擦り合わせ型組込みシステム開発では、ハードウェア開発と組込みソフトウェア開発の

プロジェクトが密に関係する。各プロジェクト・ライフサイクルは、より効果的なプロジ

ェクトの運営管理を図るために、開始から終了までの開発フェーズ（組込みソフトウェア

開発では、要求分析、方式設計などの工程を示す）に分割されている。 

一方、プロダクト・ライフサイクルは、企画、計画、開発、試作、量産試作などのフェ

ーズから構成され、アウトプットは製品となる。プロジェクトは、プロダクト・ライフサ

イクルの一局面に当たる。 

図表 1-18 に、擦り合わせ型組込みシステム開発ライフサイクル（例）を示す。PMI®（グ

ローバルな PM 協会）の PMBOK®が対象にしているのはプロジェクトの計画と遂行だが、

日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）が管理・推進する P2M（プロジェクト＆プ

ログラムマネジメント標準ガイドブック）は上流（構想策定、戦略設計によりプロジェク

トそのものを作り出す）、中流（プロジェクト計画・遂行）、さらに下流（サポート・保

守）までがその適用範囲である。P2M は、これをプログラムとして実施するのに必要な知

識体系と能力資格制度となっている。 
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図表  1-18  擦り合わせ型組込みシステム開発ライフサイクル（例） 

また ETSS の「キャリア基準」では、上記のプロダクト・ライフサイクルを通じて商品

開発の事業責任者をプロダクトマネジャー（経営的視点のもとに、製品の企画・開発・製

造・保守などにわたる製品ライフサイクルを統括する責任者）と定義している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム：プロダクト・ライフサイクル（P2Mの適用範囲）

組込み
ソフトウェア開発

試作

製品／システム・ニーズの確認・企画

ユニット開発

要求分析 方式設計 結合 適格性確認テスト

製品／システム
（改良／新）ニーズ
の収集

プロジェクト・ライフサイクル（PMBOK適用範囲）

企画 計画 要素開発

ハードウェア
開発

量産試作・量産
製品出荷・
保守・運用

機能試作と評価

コード作成と
テスト
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第2章 擦り合わせ型指向による組込みシステム開発の構造 
 

【要約】 

この章では、組込み商品の特長について分析し、組込みシステム商品は経営そのものに

直結するため、組込みシステム開発の構造を定義し、組込み商品開発事業の戦略プログラ

ムを立てることの重要性について述べ、戦略プログラムの例を示し、組込み系プロジェク

トの類型、プロジェクトマネジメント上の特長について述べ開発戦術について、価値創造

についても述べている。 

組込みシステムの構造の概略を示し、計画モデル、量産試作を含めたシステムモデル、

サービスモデルについて明確にした。 

 

1. 組込み商品の特長 

1.1. 事業戦略との関係 

(1) 戦略プログラムの例 

組込みシステム商品は経営そのものに直結するため、企業経営の観点から組込みシステ

ム開発の構造を定義し、次の戦略を立てることからはじまる。以下に組込み商品開発事業

の戦略プログラムの例を図表 2-1 に記述する。 

 長期存続のためのプログラム群 

• 経営理念及び長期方針策定プロジェクト（体質改善プログラムの一部でもある） 

• 長期戦略策定プロジェクト（電気自動車などの商品の抜本的改革対応プログラム） 

• プログラムマネジメントを用いた経営幹部候補生育成プログラム(第９章補足参照) 

 持続的成長のためのプログラム群 (参考資料：JIS Q 9005, JIS Q 9006) 

• 経営力刷新プログラム or 経営改革プログラム（大規模なプロダクトラインマネジメン

トの導入など） 

• 組織力強化プログラム（組込みシステム開発のための専門家群の引き抜き・企業買収

など） 

• 開発力向上プログラム 

• 技術力向上プログラム 

 成長性戦略課題対応プログラム群 

• 事業の創出プログラム（新規事業開拓プログラムなど） 

• 事業拡大プログラム（中国・インド･ブラジル市場進出プログラムなど） 
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• 付加価値向上プログラム（高機能商品開発プログラムなど） 

 安定性戦略課題対応プログラム群（短期は予算統制で、中期は体質改善プログラムとし

て行うことがある） 

• 固定費比率改善プログラム（リストラプログラムなど） 

• 流動比率改善プログラム（棚卸資産改善プログラムなど） 

 収益性向上戦略課題対応プログラム群 

• 効率向上プログラム（特に開発効率化プログラムなど） 

• 回転率向上プログラム（開発期間短縮プログラムなど） 

• 品質損失コスト削減プログラム（出荷後品質改善プログラム、フィールド対応改革プ

ログラムなど） 

図表  2-1 擦り合わせ型指向による組込みシステム開発における戦略プログラムの種類 

例えば、事業の拡大プログラムの内容には以下の方策がある。 

• 組込み商品の市場の追加（中国・インド･ブラジル市場進出プログラムなど） 

• 組込み商品の顧客層の追加（顧客戦略に連動） 

• 組込み商品シリーズの追加 

• 新規組込み商品・既存組込み商品の付加価値増加（商品戦略に連動） 

• ビジネスモデルの変更など 

これらは定常業務として遂行することもあるが、これらを同時に（プログラムとして設

定し、個別の市場・顧客・商品をプロジェクトとして設定し）プログラムとして取り組む

ことが有効である。 

(2) 組込みシステム商品開発戦略の例 

組込み商品の場合には事業とプログラム及びプロジェクトは密接な関係にあり、組込み

システム商品開発戦略を立案し、戦略に対応して組込みシステム開発の共通の価値観及び

プロジェクト憲章に記載することがある。 

例：売上高が事業目標に達しない可能性が明確になった場合に、機能追加し、別の商品

を開発するプロジェクトが追加になることがある。この場合には既存商品で開発した資産

を活用することをプロジェクトマネジメントの立ち上げ時に作成するプロジェクト憲章に

おいて前提条件として記載する。 

例：商品企画型の開発の一類型に、どのような商品が売れるかわからない場合に、仮説

を複数立案し、複数の商品を開発し、販売することがある【商品戦略における散弾銃方式】。

それらの商品の売れ行きから、市場のニーズを確信し、次期商品計画では主力機種を決め
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（大砲型開発）開発を行う。その後成功すれば、後発メーカーをふるい落とすために、連

続的に新商品を開発することがある（連発銃型開発）。この場合には複数同時開発プロジ

ェクトからなるプログラムとなる。共通及び個別構成要素を決めるために、システムアー

キテクチャ、プラットフォーム開発及びコンポーネント開発についてプログラムで明確に

規定する。 

散弾銃方式商品群開発プログラムの構造の例を図表 2-2 に示す。 

 散弾銃方式商品群開発プログラム 

• プロダクトライン商品企画プロジェクトあるいは定常業務 

• 商品群【プログラム全体】アーキテクチャ設計プロジェクト 

• プラットフォーム開発プロジェクト 

• コンポーネント群開発プロジェクト 

• 個別商品開発プロジェクト群 

• アーキテクチャに基づく、プラットフォーム・コンポーネント・個別商品開発プロジ

ェクトの摺り合わせ 

• 商品群販売プロジェクトあるいは定常業務 

• 個別商品受け行き評価プロジェクトあるいは定常業務 

• 次期商品企画 

図表  2-2 散弾銃方式商品群開発プログラム 

1.2. ビジネスモデル 

上記に記載したように事業の拡大プログラムでは、ビジネスモデルを変更することによ

り業績を拡大させることがある。 

(1) 事業のモデル 

 事業提案型ビジネスモデル 

組込み商品では、見込み顧客がどのように事業を行えばよいかわからない場合には、事

業提案（コンサルテーション付きビジネスモデルを行うことがある。このモデルで必要な

のは価値デザイン型プロジェクトである。 

 投資型・リース型ビジネスモデル 

商品そのものに価格を設定し販売する方法以外に、顧客が購入資金を持っていない場合

には購入資金の融資を行い融資の返済により事業収益を上げることもあり、リース・レン

タルに切り替えることもある。 

 付帯条件併用価格ゼロビジネスモデル 
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価格をゼロにするためにクレジットや販売促進など付帯条件付販売（低価格型）ビジネ

スモデルもある。 

 仕様追加価格ゼロビジネスモデル 

IT 業界で行われている、パッケージ商品に新規商品を追加できるようにして、実質的に

価格をゼロにするビジネスモデル「パッケージ型価格ゼロビジネスモデル」もある。 

 他分野業界侵略ビジネスモデル 

組込み商品では他の市場・商品群の主要仕様を自商品群に組込み、他市場を制覇するこ

とがある。ワープロが PC に取り込まれた例や携帯電話が低価格カメラ市場を取り込みつつ

ある例がある。 

(2) 組込み商品の販売対象の分類 

組込み商品の範疇に属する販売対象には次の種類がある。 

 システム商品販売型 

ネットワークシステム商品ではネットワーク装置群、ネットワーク監視システム、ネッ

トワーク端末群などを含むシステム商品なことがある。同様に駅務システムでも改札用の

装置群、駅務用装置群、販売管理システムなどを含むことがある。 

 装置販売型 

複合情報端末、携帯電話などを販売する。 

 構成要素販売型 

各種 LSI 販売、各種ソフトウェア・ハードウェアコンポーネント部品販売する。 

 サービスアプリケーション販売型あるいは使用料徴収型 

アプリケーションを販売する、あるいは使用料（度数契約など）を徴収する。 

 広告連動型 

インターネット系のビジネスモデルとしてよく知られている。 

 サービス受託型（運用・保守） 

システムの運用、保守を受託する。安定的に収益を確保できることがある。 

(3) 商品開発費用負担モデル 

組込み商品の場合には商品開発費用は投資として開発側が負担することが多いが、それ

以外の開発費用負担方法がある。 

 特定顧客からの受注型 

開発費は顧客が負担する。IT 産業で通常行われている方法と同じ方法もある。この場合

は設計資産の権利は顧客になることが多い。 

 特定顧客からの商品開発型 



 

46 

商品価格に開発費を上乗せすることもある。 

 権利共有型 

顧客から開発費を全額は貰えない。顧客の負担比率により権利の配分が変わることがあ

る。 

 商品販売型 

不特定顧客相手の量販商品などでは開発側で投資する。 

1.3. プロジェクトマネジメント上の特長 

組込みシステム商品の開発は、情報システムの開発のように特定顧客向けに開発するこ

ともあるが、基本的には複数の顧客向けに量産品として販売することも多い。その場合に

は市場のニーズ調査を行い、要件を把握し（要件のデータベースを構築し要件を共有資産

として管理する方法も有力である）、明確にニーズが組織内で合意形成できれば商品計画

を作成し、プロジェクト開発を開始する。 

市場のニーズを明確に絞りきれない場合には散弾銃方式の開発がある。この場合には複

数の選択肢を選び、複数機種同時開発を行うため、複数のプロジェクトを同時に開始する。

この場合にコンポーネントを共通化することもあり、その場合には共通コンポーネントの

開発プロジェクトを発足させる。あるいは特定の先行商品開発プロジェクトから、他の商

品開発プロジェクトに供給することもある。 

明確に市場ニーズが決まれば商品企画書を作成し、プロジェクトを開始するが、要求仕

様の項目が多い場合やコア技術の開発が遅れる可能性のある場合には仕様を絞った商品を

開発し、市場を押さえ、その機種のバージョンアップを次々と行い、市場を制覇する連続

商品開発を行うこともある。 

 

図表 2-3 に組込みシステム商品の開発の戦術を示す。 
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図表  2-3 組込みシステム商品 商品開発戦術の種類 

新規性の強い組込み商品の典型的な開発の類型は図表 2-4 に示すように、プロトタイプ

開発プロジェクトを発足させ、展示会や販売ディーラー向け説明会で開発したプロトタイ

プを説明し、市場の反応を基に商品のための仕様を決定する。 

決定した仕様に基づいて新規商品開発プロジェクトを立ち上げ、商品を開発する。さら

に事業を拡大するために開発した商品を追加改造するプロジェクトを立ち上げ、商品群を

発展させる。その際にプロットフォーム開発プロジェクトを立ち上げ効率化を図ったり、

投資資金を回収するために、特注品を特定顧客向けにプロジェクトを発足させ、開発した

りする。商品群が確立してくればプロダクトラインとして本格的にプログラムを立ち上げ、

他市場向け、同一市場他顧客向け、同一市場新商品などを体系的に開発する。組込み系プ

ロジェクトの類型（プロダクトラインプログラム）を図表 2-4 に示す。 

 

 

 

 

 

プロジェクト
開発決定

プロジェクト
開発計画

前回商品
評価

プロジェクト
開発

プロジェクト
実用化

仕 様 変 更

連 続 商 品 開 発

ＤＢ：データベース

プラットフォーム等プログラム資産開発構想

特注商品
開発構想

アーキテクチャ
設計（概要）

プロダクト
ライン

アーキテクチャ

特定顧客
ニーズ

散弾銃方式
開発構想

散弾銃方式
開発方針

市場
ニーズ情報

商品開発
構想

プロダクト
ライン計画

要件ＤＢ
登録

市場ニーズ

不

透

明

不確定
企画選択肢

散弾銃方式開発 特 定 顧 客 向 け
開 発

量販品開発戦略

散弾銃方式
開発

特注商品
開発
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図表  2-4 組込み系プロジェクトの類型（プロダクトラインプログラム） 

組込み商品開発プロジェクトはこれらの戦略に基づいて、プロジェクトマネジメント上、

プロジェクトのスコープも、プロジェクト憲章も、そしてステークホルダーも多様になる

ことがある。その結果、プロジェクトの要点も変わる。 

組込み商品開発プロジェクトは戦略に強く連動するだけではなく、開発投資の関係から

予算統制の影響も強く受け、仕様、技術の研究開発、さらにハードウェアの研究開発との

連携・摺り合わせも必要になることが、建築工事プロジェクトや IT プロジェクトと異なる。 

 

2. 価値創造としての組込みシステム開発 

組込み商品開発事業における、経営戦略、事業戦略、開発戦略について前項で述べたが、

価値創造の観点で組込みシステム開発の要点を述べる。 

先に述べた組込み商品の販売対象の分類に対応した商品・サービスに基づいて組込みシ

ステムは開発される。商品の価値創造には、顧客側での価値創造、開発側での価値創造、

及び両者が共有する価値創造がある。両者が共有する価値創造は商品・サービスの価値そ

のものの創造によって達成される。 

2.1. 商品価値の創造  

商品の価値創造過程を品質特性との関係で示すと、次の図表 2-5 に示す関係がある。 

追加改造
プロジェクト

プロトタイプ開発
プロジェクト

新規商品開発
プロジェクト

プラットフォーム
プロジェクト

他品種開発
プロジェクト

他市場向け開発
プロジェクト

連続商品開発
プロジェクト

他市場（海外など）

同一市場他顧客層

特注対応
プロジェクト

同一市場新製品

3ヶ月・6ヶ月・・

プ ロ ダ ク ト ラ イ ン 開 発 へ

展示会向けなど

商品によって商機がある
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図表  2-5 価値創造ライフサイクルモデル 

利用時の品質には次の項目がある（JIS X 0129-1:2003）。 

 有効性： 

利用者が指定された利用の状況で、正確かつ完全に、指定された目標を達成できるソフ

トウェア製品の能力 

 生産性： 

利用者が指定された利用の状況で、達成すべき有効性に対応して、適切な量の資源を使

うことができるソフトウェア製品の能力 

備考：資源には、作業を完了するまでの時間、利用者の労力、材料又は使用した費用を

含めることができる。 

 安全性： 

利用者が指定された利用状況で、人、事業、ソフトウェア、財産又は環境への害に対し

て、容認できるリスクの水準を達成するためのソフトウェア製品の能力 

リスクは、一般に機能性（セキュリティを含む）、信頼性、使用性又は保守性の欠陥の

結果である。 

 満足性： 

指定された利用状況で、利用者を満足させるソフウェア製品の能力 

満足性は、製品を対話的に利用したときの利用者の反応であり、製品の利用を含む 

また外部品質特性には次の項目がある。 

標示決定

内部品質
価値実現
要求項目

内部測定法
ソフトウェア

の属性

標示決定
設計及び開発

検証

利用時の
品質

顧客価値 外部測定法実世界

要求

利用及びフィードバック

運用・操作

外部品質商品価値 外部測定法
システムの
ふるまい

仕様化

妥当性確認

システム統合
及び試験

内部品質
内部保存
価値項目

内部測定法Ｐ２Ｍ
の属性

設計及び開発

検証

標示決定

内部品質
価値実現
要求項目

内部測定法
ソフトウェア

の属性

標示決定
設計及び開発

検証

利用時の
品質

顧客価値 外部測定法実世界

要求

利用及びフィードバック

運用・操作

外部品質商品価値 外部測定法
システムの
ふるまい

仕様化

妥当性確認

システム統合
及び試験

内部品質
内部保存
価値項目

内部測定法Ｐ２Ｍ
の属性

設計及び開発

検証
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 機能性： 

ソフトウェアが、指定された条件の下で利用されるときに、明示的及び暗示的必要性に

合致する機能を提供するソフトウェア製品の能力 

 信頼性： 

指定された条件下で利用するとき、指定された達成水準を維持するソフトウェア製品の

能力 

 使用性： 

指定された条件下で利用するとき、理解、修得、利用でき、利用者にとって魅力的であ

るソフトウェア製品の能力 

 効率性： 

明示的条件の下で、使用する資源の量に対して適切な性能を提供するソフトウェア製品

の能力 

 保守性： 

修正のしやすさに関するソフトウェア製品の能力．修正は是正もしくは向上、又は環境

の変化、要求仕様の変更及び機能仕様の変更にソフトウェアを適応させることを含めても

よい 

 移植性： 

ある環境から他の環境に移すためのソフトウェア製品の能力 

 

内部品質特性と外部品質特性の関係を次の図表 2-6 に示す。 

図表  2-6 内部品質特性と外部品質特性の関係 

 

品質特性

機能性 合目的性 正確性 相互運用性 セキュリティ 機能性標準適合性

信頼性 成熟性 障害許容性 回復性 信頼性標準適合性

使用性 理解性 習得性 運用性 魅力性 使用性標準適合性

効率性 時間効率性 資源効率性 効率性標準適合性

保守性 解析性 変更性 安定性 試験性 保守性標準適合性

移植性 環境適合性 設置性 共存性 置換性 移植性標準適合性

副特性

ISO/IEC 9126　JIS　X0129　外部品質特性　内部品質特性
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2.2. イノベーション価値 

価値創造ライフサイクルモデルでの内部保存価値のひとつにイノベーション価値がある。

創造できるイノベーションには、開発技術のイノベーション、新規格対応など仕様に関わ

る技術要素のイノベーション、マネジメント技術のイノベーションがある。開発技術のイ

ノベーションにはプロセスフローモデルイノベーション、要件定義・アーキテクチャ・設

計・実装・検証・妥当性確認などの製品実現プロセス技術イノベーション、プロセス能力

支援プロセスイノベーションなどがある。 

要件定義イノベーションの代表的な例に、操作性向上のためのユーザーインターフェイ

スイノベーションがあり、携帯電話、ゲーム機、情報端末などでは重要な項目である。 

2.3. 知的資産価値 

価値創造ライフサイクルモデルでの内部保存価値のひとつに知的資産価値がある。 

知的資産は組織のプロセス資産として蓄積し、保存することがある。プロジェクトの開

始、終結時だけではなく、プロセスごとにも活用する。 

知的資産の例を示す。 

• プロセスモデル 

• プロダクト品質のプロセスへの展開表 

• プロセス定義書 

• WBS（ワークブレークダウンストラクチャ） 

• RBS（リスクブレークダウンストラクチャ） 

• 特性要因系統図 

• プロセスの FMEA 

• プロセス別技術マニュアル 

• プロセス別マネジメントマニュアル 結果管理項目、点検管理項目、マネジメントマニ

ュアル 

• プロセス別実績データ 

• プロセス成果物サンプル 

• プラクティス 

• 失敗事例、アンチパターン（行っては成らないこと） 

2.4. 調和価値 

ステークホルダーの満足度には、外部品質特性の項目に加えて、利用時の品質特性に示

した項目がある。 

• 有効性 
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• 生産性 

• 安全性 

• 満足性 

満足性は、指定された利用状況で、利用者を満足させる製品の能力であり、組込みシス

テム開発では、商品企画及び要件定義で検討する。 

ステークホルダーを特定することにより調和価値は実現できる。購入者と利用者とが異

なることも多く、ネットワークなどでは 終利用者が異なる。携帯電話および携帯電話網

では 終利用者は幼児から高齢者まで多様である。 

ステークホルダーのニーズ・期待を特定することにより調和価値は実現できる。複合機

では FAX、コピー、PDF 保存などのニーズがあり、コンビニでの使用もあり、品質・利用

条件も多様である。 

利用時のシーン・シナリオを特定することにより調和価値は実現できる。携帯電話では

終利用者の利用シーンには、電車でのゲーム・メールの送信、風呂でのメールの送受信、

観光地でのカメラ撮影、ペット写真の常時携帯、アルバムの閲覧などがある。 

2.5. 資産価値 

価値創造ライフサイクルモデルでの内部保存価値のひとつに資産価値がある。成果物、

中間成果物が資産として価値があり、次回以降のプログラム・プロジェクトで活用できる。 

組込みシステム開発での代表的な資産として次の項目がある。 

組込みシステム開発での資産例 

• ステークホルダーリスト 

• ステークホルダーのニーズ・期待 

• 利用時のシーン・シナリオ 

• 利用時を想定したテストデータセット・実用化後は実データセット（シックスシグマ法

は 100 万件） 

• 関連システム仕様・解析資料類 

• 要求仕様データベース 

• 商品別要求仕様書 

• アーキテクチャコンセプト及び設計書 

• 設計・実装コンセプト、設計書及び回路図・ソースコード類 

• テスト仕様書及びテスト報告書 

組込みシステム開発では検証期間中及び出荷後に障害が発生した際の修正方法をマネジ

メントしないと資産の内容が壊れ、後のプログラム・プロジェクトで使えないだけではな
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く、その資産を前提条件としてプロジェクトを立ち上げるとリスク要因になり、プロジェ

クトの品質・コスト・納期に悪い影響を与えることがある「資産ではなく負債になるとい

う」。このような事態を防止し、資産として継承するためには障害修正時にアーキテクチ

ャ、詳細設計・実装でのコンセプトを維持することが重要である。 

開発した技術者以外の技術者が維持し、資産として活用するためには、資産にコンセプ

ト以外に、保守上の注意事項、設計代替案と選択の基準などの補足説明をつけておく必要

がある。 

 

3. 組込みシステム開発の方法 

前述した成長性戦略課題対応プログラム群の事業の創出プログラム「新規事業開拓プロ

グラム」、事業拡大プログラム、付加価値向上プログラムを基に組込み商品の開発では、

事業戦略、市場戦略、顧客戦略、プロダクトラインを含めた商品戦略などの各種戦略プロ

グラムを確定し、それに対応して開発プログラムを立ち上げる。同時に開発力向上プログ

ラム、技術力向上プログラムに基づいて人的資源、開発設備・ツール投資、技術先行開発、

技術調達などのプロセス能力の調達が行われる。 

安定性戦略課題対応プログラム群の、固定費比率改善プログラム、流動比率改善プログ

ラム、さらに収益性向上戦略課題対応プログラム群の効率向上プログラム、回転率向上プ

ログラム、品質コスト削減プログラムから組込みシステム商品は制約を受ける。組込みシ

ステムの開発はそれに加えて定常業務である予算管理、開発費管理、各種開発資源計画、

外注費計画の制約を受けることが多く、更にコーポレートガバナンス、環境問題、法的制

約など企業の社会的責任（CSR）の観点から制約を受けることがある。 

3.1. 組込みシステム開発におけるプロジェクトモデル 

3.1.1. 組込みシステムの構造（概略）の例 

組込みシステム商品の主制御機能は多くの場合ハードウェアで行うが、フロー制御など

が高度化するとハードウェアによるシーケンス制御だけでは困難になり組込みソフトウェ

アを内蔵させ制御するようになる。装置の状態を監視し、縮退運転や予備部への切替など

制御するようになるとセンサーやハードウェアからの情報を収集し、状態を監視制御する

ようになると、ハードウェアとソフトウェアの連携動作（擦り合わせ）が重要になる。 

機能が増えるに従い設定条件や制御条件を入力することが必要になるが、簡単な内容で

あればディップスイッチで行えるが、PC あるいは PC と同等な装置から入力するようにな

りソフトウェアで設定や制御情報を入力制御するようになる。 

複数の装置から構成されるシステム商品になると、相互の連携動作やシステムとしての
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全体制御はソフトウェアによる管理システムで全体を管理することが必要になる。また外

部のシステムとの接続を行うためには通信制御が必要になるが、これも組込みソフトウェ

アを内蔵させたハードウェアさらには LSI で制御する。 

組込みシステムの構造（概略)の例を図表 2-7 に示す。 

図表  2-7 組込みシステムの構造（概略)例 

3.1.2. 組込みシステム開発における計画策定モデル 

構想の決定を受けて組込みシステム商品開発計画を策定する。 

組込み商品が複雑化し、組込みシステム商品になると、複数の商品を開発することが必

要になる。ここでは、組込みシステム商品全体の開発をプログラムと呼ぶことにする。 

組込みシステム商品全体のプログラム開発が決定されたら、プログラム計画を立案する。

次のプログラムのアーキテクチャを決定する。プログラムアーキテクチャではプロジェク

トの種類とそのインターフェイス、共有資産を決定するだけではなく、プラットフォーム

の種類とその開発計画を決める。 

アーキテクチャが規定されたら、詳細なプログラム開発計画を策定し、資源計画、知的

資産計画他を作成し、必要であればハードウェア、ソフトウェアの技術開発計画を策定す

る。技術開発計画では外部との連携や購入等も検討する。 

システム
要件開発
要件分析

市場の定義
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フロー制御部
機器装置制御部

統合管理
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入力制御部
【設定情報他】

外部システム 外部システム

GUI系技術課題・操作性課題
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制御アルゴリズム課題
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プログラムアーキテクチャに基づいてプロジェクト群を決定し、プロジェクトの方針を

決定し、プロジェクト開発計画を作成し、プロジェクト開発を行う。 

組込みシステム開発の計画段階のモデルを図表 2-8 に示す。 

図表  2-8 組込みシステム開発における計画モデル 

3.1.3. 組込みシステム開発におけるシステムモデル 

プログラムの類型の項については別途説明するが、組込みシステム商品の開発では、ハ

ードウェア開発プロジェクトとソフトウェア開発プロジェクト、製造も含めて、それらを

統合する装置ごとのシステム開発プロジェクト（これもプログラムのひとつ）からなるこ

とが多い。その開発モデルは次の通りになることが多い。 

• 経営戦略、事業戦略に基づいて開発構想を立案し、商品企画を策定し、開発計画を策定

する（前述）。 

• 規定された組込みシステム商品ごとにシステムとして要求仕様書を作成するために、要

件開発・要件分析を行う。 

• 装置ごとにシステムとしてハードウェア開発、ソフトウェア開発、さらには説明書類等

の商品のドキュメントについて方式設計する。 

方式設計に基づいて、ハードウェア開発プロジェクト、ソフトウェア開発プロジェクト、

ドキュメント作成プロジェクトを開始する。 

• 開発されたハードウェア、ソフトウェア、ドキュメントを統合しテストを行う。 

• 開発側でのテストが完了すれば加工性、調達容易性などの基準に基づいて量産移行判定

プログラム
計画

プロジェクト
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プログラム
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技術
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プロジェクト
開発

知的資産
開発計画
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ＤＢ：データベース
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を行い、生産設計・製造設計を行い、量産試作を開始する。これもひとつのプロジェク

トとして行うことがある。 

• 量産試作を行い、原価低減策をも検討する。 

• 量産試作が終了したら量産を開始し、販売する。 

開発過程の概略を図表 2-9 に示す。 

図表  2-9 組込みシステム開発における設計・製造モデル 

ハードウェア、ソフトウェア、システムの関係のプロセスを図表 2-10 に示す。 

図表  2-10 組込みシステム開発におけるシステムモデル 
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生産設計、製造設計では、生鮮マップの決定、生産方式の決定、工程設計、設備設計・

選択、ジグの製作、作業設計、設備工法を定める。 

量産試作では組織化、教育訓練、現場管理方式の決定と試行などがある。量産試作に関

係する項目を図表に示す。例外事項発生時の管理体制の決定、品質不具合の検出・原因分

析・対策の実施、設備・ジグの不具合処置・改善、サイクルタイム短縮、歩留り向上等の

改善を行い、量産に入る。 

生産設計、製造設計、量産試作の項目を図表 2-11 に示す。 

図表  2-11 生産設計、製造設計、量産試作 

3.1.4. 組込みシステム開発におけるサービスモデル 

組込みシステム商品でも工事を含め、さまざまサービスを実施することが必要になる。

既存組込みシステム商品に対してバージョンアップ等の機能追加を行うサービスを実施す

ることもあり、保守をサービス事業として行うこともある。 

組込みシステム商品にフィールド稼動情報を蓄積し、サービスの向上と信頼性向上に活

用することもある。診断機能を組込みシステム商品に搭載し、保守および顧客に保守の警

告等を行うサービスを実施することもある。この機能は先に記述した装置内の状態監視機

能を拡充したものである。 

 

組込みシステム開発におけるサービスモデルを図表 2-12 に示す。 
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図表  2-12 組込みシステム開発におけるサービスのモデル 
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第3章 擦り合わせ型指向による組込みシステム開発でのプロジェク

トマネジメントの要点 
 

【要約】 

組込みシステム商品の開発では課題が難しいため、マネジメント技術としても試行錯誤

を行う必要があり、課題がある程度解消し、開発が安定化するまでは、明確にプロセスの

範囲を定義し、分担して開発する「組み合わせ型指向」のマネジメント方法は困難である。

そのため組込みシステム商品開発では、「擦り合わせ型指向」のマネジメントを適用する

ことがマネジメントプロセスでの要点である。擦り合わせ型指向による組込みシステム開

発におけるマネジメントプロセスでの擦り合わせには、前のプロセスとの擦り合わせ、後

のプロセスとの擦り合わせ、上層部との擦り合わせ、マネジメントプロセスのブレークダ

ウンしたプロセスの指導を中心とした擦り合わせ、専門分野間やコンポーネント間の擦り

合わせがある。 

マネジメントプロセスの要素プロセスである、「デザイン」プロセス、プロジェクト計

画策定プロセス、プロジェクト「実行」プロセス、プロジェクト「調整」プロセス、プロ

ジェクト「成果」プロセス、プロジェクト保証プロセス、その他の管理プロセスごとに組

込みシステム商品開発プロジェクトでの擦り合わせ型のマネジメントの項目について示し

た。 

 

擦り合わせ型指向による組込みシステム開発におけるマネジメントプロセスの要点を説

明する。組込みシステム開発は第１章で述べたように「組込みシステム開発プロジェクト

の特徴」のある商品を「組込みシステム商品の環境条件」下で、「組込みシステム開発プ

ロジェクトの課題」を乗り越えて達成する必要がある。そのためには、組込みシステム開

発プロセスだけではなく、マネジメントプロセスが重要である。組込みシステム商品の開

発では課題が難しいため、マネジメント技術としても試行錯誤を行う必要があり、課題が

ある程度解消し、開発が安定化するまでは、明確にプロセスの範囲を定義し、分担して開

発する「組み合わせ型指向」のマネジメント方法は困難である。そのため組込みシステム

商品開発では、「擦り合わせ型指向」のマネジメントを適用することがマネジメントプロ

セスでの要点である。 

マネジメントプロセスでの擦り合わせには、次の類型がある。 

• 前のプロセスとの擦り合わせや、そうした前のプロセスでプロジェクト全体として要求

されるマネジメント成果物を作成するという困難なことがあること、さらにその成果物
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の理解が不十分なことがあること。 

• 後のプロセスとの擦り合わせ 前のプロセスと同様な理由で擦り合わせが必要になる。 

• 組込みシステム開発プロセスのプロセス能力要素が、プロセスで必要とする質と量を満

たさないことが発生すると、対策を講じるために擦り合わせが必要になる。その場合に

は責任権限に関わることがあり、上層部との擦り合わせが必要になることがある。例え

ば、人的資源の不足は開発資源に関わることであり、上層部との擦り合わせが必要にな

る。 

• マネジメントプロセスのブレークダウンしたプロセスに対するマネジメント上の指導を

中心とした擦り合わせが必要なことがある。 

• 組込みシステム商品の開発では、専門分野間やコンポーネント間の擦り合わせが必要な

こともある。 

以下にマネジメント項目ごとに組込みシステム商品開発プロジェクトでの擦り合わせ型

のマネジメントの項目について説明する。 

 

1. 「デザイン」プロセスの要点  

(1) 方針の確認と決定 

 持続可能な成長 

組込みシステム開発は、経営および事業の直接結びつくことから長期的経営指針との整

合が求められる。質マネジメントシステムでの「持続可能な成長のための指針」対応に相

当する。特に組込みシステム商品開発は、継続的に開発するので、重要なのは組織学習を

行い、マネジメント力を向上することが重要である。この観点で事業の幹部からの指導を

主とした擦り合わせを受けることがある。 

 変動対応力 

持続的成長を阻害する要因としては、構造変化、環境変化、保有資源（特に人材）の変

化、技術革新などがある。環境変化には社会の要請の変化があり、ガバナンスの強化、企

業の社会的責任の追求がある。事業環境変化への対応は戦略策定時に対応策として検討す

る。この点についても、どのような変化が起きているかの認識について事業の幹部と擦り

合わせを行う必要がある。 

 共通観の定義 特に組織事故の防止 

組織事故の防止についても同様に対応が重要である。これらはプロジェクトでの共通観

の構成要素である。同様に組込みシステム商品開発プロジェクト内にも、グローバルな専

門家集団が形成させるようになり、異文化組織のマネジメントの方法の指導や専門分野別
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倫理綱領と順守がそれぞれの専門家に対して求められえるようになった。 

 組込みシステム開発における戦略の展開 

組込みシステム開発における戦略を展開する項目で、特に重要なことは事業戦略、市場

戦略、商品戦略の展開を行い、その内容について擦り合わせを行うことである。擦り合わ

せを行わないと売れそうもない市場に売るために、無理なビジネスプランを策定され、過

剰な要求仕様の商品、短期間で、開発費を制限された範囲で開発を強いられることがある。

市場の観点、品質・期間・コストの関係について擦り合わせ（優先度付けを含む）が必要

なことも多い。擦り合わせせずに、プロジェクト憲章も作成しないでこのようなプロジェ

クトを遂行させられるとプロジェクトマネジャーは疲弊する。 

 組込みシステム開発における中期開発計画との擦り合わせ 

組込みシステム開発における中期開発計画プロセスでの擦り合わせの要点はプロジェク

ト遂行に必要な能力の計画である。プロジェクト遂行能力にはマネジメント能力も含まれ

る。 

プロジェクト遂行のための人的資源の調達計画と組織のプロセス資産の構築計画とその

育成計画の策定と展開が中期計画での重要事項である。マネジメント能力の育成には、中

長期的視点で行う必要があり期間が掛かるため、トップ及び人材育成責任者との擦り合わ

せが重要である。マネジメント関係の人材育成については第９章に記述する。 

 組込みシステム開発における事業方針との整合 

組込みシステム開発における方針管理のテーマには、新規事業開拓、新市場開拓、新製

品開発、開発期間短縮、品質向上（急性問題）、開発費用削減、開発力向上、その他に人

材育成などがある。プロジェクトスコープ定義書に反映される内容と、プロジェクト憲章

に反映させる内容とがある。 

組込みシステム開発における方針管理・方針展開の擦り合わせでは、方針管理のテーマ

別に関係者と内容を擦り合わせる。 

新規事業開拓であれば、事業部門幹部や企画部門と擦り合わせを行う。 

新市場開拓についても同様にマーケティングとの擦り合わせを行う。 

新製品開発についても同様にマーケティングとの擦り合わせを行うが、市場・顧客が明

確であれば担当営業販売チャンネルとの擦り合わせを行う。多くの場合プロトタイプ開発

を先行させ、意見を聴き、商品仕様書を作成する。 

(2) 具体的プロジェクト体制・範囲・制約条件の定義 

 プロジェクトマネジャーの任命 

組込みシステム開発におけるプロジェクト「デザイン」では、プロジェクトスコープ、
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プロジェクトの前提条件、制約条件、プロジェクトマネジャーの任命などが主要な課題で

ある。プロジェクトマネジャーの任命のためにはプロジェクトマネジャーの人材育成策が

確立していることが前提である。プロジェクトであればプロジェクトスポンサーが決定す

るが、プロジェクトマネジャー要員の資源不足があると他のプロジェクトスポンサーとの

擦り合わせが必要になる。 

 プロジェクトスコープの擦り合わせ 

プロジェクトのスコープを規定するためには第 2 章にて説明したようにプロダクトライ

ンマネジメントが確立していることが望ましい。プロダクトラインマネジメントでは標準

化、既存資産・流用資産活用を規定し、継続的開発方針が定まる。プログラムマネジャー、

プログラムアーキテクトとの擦り合わせが必要なことがある。 

 定常的マネジメントからの要請 

品質向上方針、コスト削減方針、開発スピード改革方針、安全性方針など定常的マネジ

メントからの要請にも応える必要がある。これらは経理からの予算削減要請、品質保証か

らの品質目標など、機能別管理部門からの制約であり、それらの部門およびプロジェクト

スポンサーとの擦り合わせを行う。プログラムマネジメント計画策定時、プロジェクト計

画策定時にリスクマネジメント計画を作成し、リスク対策として擦り合わせを行うことが

あることをプログラムスポンサーやプロジェクトスポンサーの事前協議を行っておくこと

が勘所である。 

 事業環境との擦り合わせ 

プロジェクトの開始後にも同様に事業面から資源制約、コア技術の社内留保方針、プラ

ットフォーム活用の制約などが発生することがあり、随時、経理 事業計画 品質保証 資

材・購買などの機能別管理部門と擦り合わせを行い、制約条件を規定する。標準化の推進

と新規性の擦り合わせ 

組込みシステム商品開発ではハードウェア設計だけではなく、標準化の推進が重要であ

る。その観点から、プロダクト、プロセスについての標準にどこまで準拠するか、非標準

品の使用を許可して貰うか、あるいはどの程度テーラリングするかなどについて、標準化

推進部門だけではなく、プロダクトライン責任者、プログラムマネジャーとプロジェクト

の新規性の範囲について擦り合わせを行う。 

 組織共通アーキテクチャとの擦り合わせ 

コアプラットフォーム、ハードウェアプラットフォーム、ソフトウェアプラットフォー

ム開発グループとの擦り合わせ、研究所との擦り合わせ（組込みシステム開発では、基礎

研究成果に基づいて商品化することがある）を行う。 
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2. プロジェクト計画策定プロセスの要点 

プロジェクト計画プロセスでは、プロジェクト計画書を作成し、プロジェクトの補助計

画書を必要に応じて作成する。補助計画書には次の種類がある。組込みシステム商品開発

において特に重要な補助計画書は「＊」をつけた計画書である。 

プロジェクトタイムマネジメント計画書、＊プロジェクト品質マネジメント計画書、プ

ロジェクトコストマネジメント計画書、プロジェクトスコープマネジメント計画書、プロ

ジェクト人的資源マネジメント計画書、＊プロジェクトコミュニケーションマネジメント

計画書、＊プロジェクトリスクマネジメント計画書、プロジェクト購買マネジメント計画

書、＊プロジェクト技術マネジメント計画書。 

 プロジェクト計画書作成プロセス 

システム要約 （プロジェクト範囲）、システム条件 （プロジェクト憲章）、開発計

画・日程 （タイムマネジメント）、体制・要員（人的資源マネジメント計画書）、開発

規模・工数計画、スコープマネジメント、コミュニケーションマネジメント計画、費用計

画、外注計画、コストマネジメント計画、使用設備・ソフトウェア、生産物 中間成果物、

品質マネジメント計画、リスクマネジメント計画、エンドユーザリリース後の品質目標、

保守計画、構成管理、その他に適用する組織のプロセス資産などを記載する。プロジェク

トスコープマネジメント計画作成プロセスは、プロジェクトで必要とする作業全てについ

て WBS（ワークブレークダウンストラクチャ）を作成する。直近の作業については詳細な

WBS を定義する。 終的には各人の半日単位の業務までブレークダウンすることがある。 

プロジェクト組織外のメンバーに作業を依頼する（レビューアなど）についても WBS を

作成し、相手の上司に業務指示書の発行を依頼し、人事考課、賞与考課の対象にも含めて

もらう。 

 プロジェクト品質マネジメント計画作成プロセス 

プロダクトの質を確認し、それを達成するための各プロセス、各 WBS について質の定義

の確認を行い、公式レビューなど組織の規定に基づいてプロジェクトで行う品質マネジメ

ントの計画を確定する。組込みシステム商品開発では業種別の機能安全規格に対応して安

全性の観点で詳細な計画を立てることがある。 

階層別品質保証項目も規定することがある。指導項目、セルフチェック、クロスチェッ

ク、ペアチェック、チーム内レビューなども規定する。 

品質目標を設定することもある。 

 プロジェクトコストマネジメント計画作成プロセス 

事業に与える影響度によってプロジェクトのコストの見積精度は異なる。大規模プロジ
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ェクトでは１％の誤差を生じても事業が危うくなることもある。 

コストには、資材費、工数（人件費・人件経費）、外注費、管理費用などを見積もる。

設備やリースなど投資関係の費用をも見積もることがある。工数の見積はプロジェクト全

体の要求条件から開発規模を見積ることもあるが、WBS 毎に工数を見積り、費用を算出す

る（査定出来高；アーンドバリュー）、単価を査定し WBS のコストを見積る。全ての WBS

の費用を集計しコストを見積る。 

 プロジェクトタイムマネジメント計画作成プロセス 

WBS ごとの所要日数とその関係から日程計画を作成する。余裕日程をも産出し、どの段

階でどのような余裕を組込みかも計画に織り込む。マネジメントの方法によっては顧客提

出用の契約日程、プロジェクト責任者がその上司に約束日程、そしてプロジェクト内部で

の挑戦目標日程を別々に作成することもある。 

 プロジェクト人的資源マネジメント計画作成プロセス 

固定的組織で開発する場合と臨時にチームを編成する場合とがある。 

固定的組織で開発する場合は、要員の制約があることが多く、WBS で要求されている能

力条件を満たさないことがある。その場合には臨時に専門家をチームに追加投入するか、

あるいは要員を育成する。 

各プロセス別に必要な専門職種別に要員を算出し、それに対応した要員の質と量を割り

当てる。実際のプロジェクトではプロダクトマネジャー、プロジェクトマネジャー、ドメ

インスペシャリスト、システムアーキテクト、ブリッジ SE（システムエンジニア）、開発

環境エンジニア、開発プロセス改善スペシャリスト（生産技術）、品質保証スペシャリス

ト、テストエンジニア、ソフトウェアエンジニア、さらにそれ以外に、電気・電子エンジ

ニア、機械エンジニア、生産管理・プロジェクトマネジメントオフィス、構成管理、知的

資産担当のナレッジマネジャーなどの専門家が加わり、事務スタッフをも加えることがあ

る。 

要員が不足する場合には外部に発注することがあり、その場合はプロジェクト購買マネ

ジメント計画書を作成する。 

 プロジェクトコミュニケーションマネジメント計画作成プロセス 

プロジェクトの組織内、企業外の顧客などの利害関係者、組織の上層部や関連部門との

コミュニケーションの計画を立てる。コミュニケーションの内容には、7W3H(Why、What、

Which、Where、Who、Whom、When、How to、How much、How many)を規定する。

この中には階層別管理に対応したエスカレーションシステムを含めて記載する。 

コミュニケーションには報告、連絡、相談だけではなく、指示、命令、監査、診断、指



 

65 

導などのマネジメント項目がある。技術的意思決定、マネジメント的意思決定に関連した

コミュニケーション項目がある。 

電子メールでの報告書式、報告先についても規定する。 

 プロジェクトリスクマネジメント計画作成プロセス 

プロジェクトの結果管理項目である、品質、コスト、納期、安全性、各種満足度を特定

し、その影響度を勘案し、リスクを特定する。特定されたリスクに影響する要因を分析し

（リスクブレークダウンストラクチャがあればそれを使用する）、リスク評価を行い、リ

スク対策を検討し、リスク兆候の監視項目・監視者・監視プロセスを規定する。 

 プロジェクト購買マネジメント計画作成プロセス 

技術提携契約、技術導入、購入品、外部発注がある場合にはプロジェクト購買マネジメ

ント計画を立てる。外部との契約には、技術提携、技術導入、派遣契約、準委任契約・期

間開発委託契約、派遣契約、物品購入契約の種類があり、その方法で行うかを決定する。

これらの契約を結び、マネジメントを行う際には民法を始め各種の法令に従うことが前提

である。 

 プロジェクト技術マネジメント計画作成プロセス 

顧客指定あるいは組織の技術基準に基づいてプロセス別の技術基準を決定する。顧客指

定あるいは組織の技術基準に従わない場合にはその理由も明記する。 

開発型プロジェクトの場合には、学会レベルでの研究段階の技術を使用する場合も、他

社で使用し始めている開発段階の技術を使用する場合もある。実際のプロジェクトでは要

員の制約から、要員の技術力に応じた技術のマネジメントが必要になることがある。 

技術のマネジメントはどのチームの、誰が、どの技術課題を担当するかを把握し、要員・

チームの能力に応じて技術指導方法、途中経過を含めたレビュー方法を決める。プロジェ

クトで一律にマネジメント方法を規定することはできない。個人別にマネジメント方法を

検討し、組織としての実力をも判断しマネジメント計画を立てる。技術のマネジメント計

画ではプロセス別・担当別に個別指導方法を規定する。このような検討は技術リスクのマ

ネジメントで行ってもよい。 

 

3. プロジェクト「実行」プロセスの要点 

(1) 組織編制 要員の確保 

各職位にふさわしい人物をつけるように要員配置を行う。 

その際に部下が能力を 大限に発揮できるように、権限委譲を行い、仕事、責任、権限

を割りつける。 
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(2) 指揮統率 

割り当てが決まったら、 初にオリエンテーションを行う。プロジェクト憲章に相当す

る当該プロセスの方針・条件を明示し、指示を行う。指示は部下を使って目標を達成し、

目標を凌駕するために、既定の計画を実施し、達成することであり、課題と要員の能力と

の関係、その要員の育成計画によって指示の方法を決める。 

指示を行ったら放置せず、やる気を起こさせる部下の欲求を満たし、あるいはその欲求

に訴えることによって、部下が進んで仕事をやるようにするため動機づけを行う。 

どうしたらもっとうまくやれるか、個人的な問題をどう解決するか、あるいは念願を達

成するにはどうしたらよいか、といったようなことについて、部下に対してカウンセリン

グを行う。 

(3) 現場管理 

部下が職責を果たすのに必要な日々の指示を与え、指導し、鍛えることが必要であるが、

日本の組織では当該 WBS で求められている条件を満たした要員が必ずしも割り当てられ

ていないことがあるため現場指導が重要である。 

プロジェクトの実行状況を現場で、現物で管理する。現場巡回などを行い把握する。各

アクティビティについて、何をどのように行うかの仮説知識を持って、現場では仮説の検

証として比較対象法を用いて現場管理する。 

国内の現場での現場管理の実務は現場巡回である。現場巡回で問題が発見できるように

管理者に指導（擦り合わせ）を行う。日本の伝統文化ではプロセス定義項目だけではなく、

意欲「こころ」をも監視する。 

 現場管理の範囲 

組込みシステム開発での現場には、社内現場、国内社外現場、海外委託先現場がある。

国内社外現場は契約の種類によって管理の範囲と方法が変わる。 

 契約による違い 

契約による違いがあるので、法務部門とどのような管理・監督を行ってよいかを擦り合

わせる。基本は、日本の国内においては、請負契約の場合には、現場管理は受託側のマネ

ジャーが行い、準委託契約（期間工数契約）では契約書にマネジメント方法を規定し、派

遣契約の場合は通常社内現場にて現場管理の対象として行う。 

海外委託先現場は個別に相手の文化とも擦り合わせ、マネジメント方法を規定する際に

擦り合わせを行う。基本的に受託側のマネジャーが現場管理も行う。海外調達（購入）の

場合には基本的に現場管理の対象外である。 

 現場管理対象の組織文化との整合 
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国内でも海外でも、相手の文化によって現場管理の方法は変わる。WBS を定義し、明確

な業務内容に基づいて（契約型）業務を遂行する文化では、現場管理ではなく、プロセス

の定義、プロセスごとの業務マニュアルの作成が前提で、業務マニュアル順守が主たる現

場管理の相当する管理行動である。 

 現場管理技術教育との整合 

現場管理ではプロセス定義項目を実際にどのように行っているかを管理するが、違反行

為についての指導方法を決めておき、マネジメントマニュアルに記載し、指導方法を訓練

しておく。 

組込みシステム開発での現場管理の技術の要点は、対人関係能力と観察力である。組込

みシステム開発ではリーダーやマネジャーに工学系専攻、理学系専攻が比較的多いので、

監査力の指導は理詰めに、仮説「プロセス定義書、プロセス定義書記載技術別作業詳細」

との比較であると教える。対人関係能力についても同様に理工系出身者には理詰め指導が

必要であり、教育でもロールプレイングが相応しい。このような指導を行える体制を教育

訓練部門と連携して開発することが必要である。 

 人材制度との整合 

重要なことは現場管理の指導を出来る人材を確保する体制があるかどうかであり、構築

のためには人材制度「トップの方針・人事部門所管事項」との擦り合わせを行う。 

 訓練 

個人またはグル－プに職責を果たす方法を教える。 

 

4. プロジェクト「調整」プロセスにおける擦り合わせの要点 

プロジェクトの調整はプロセスの管理を行う。品質会議ではプロセスの品質情報に基づ

いてプロセスが管理状態にあるかどうかを管理する。予算会議ではプロセスのコスト情報

（出来高：アーンドバリュー）を用いてプロセスが管理状態にあるかどうかを管理する。

進捗会議では進捗情報を用いてプロセスが管理状態にあるかどうかを管理する。 

目標に対する結果を調べ、調整するフィードバックコントロール型の調整方法と、リス

クマネジメントベースのフィードフォワード型調整方法もある。リスク発生要因の影響度

と発生確率を考慮して、事前に対策をとる。対策をとっても発生する可能性のある要因に

ついては兆候を「調整」プロセスでも監視し、兆候があればリスクマネジメント計画で策

定し、擦り合わせてある対策を実行する。 

なお、フィードバックコントロール型で用いられている管理図の条件には下記の項目が

ある。 
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• 納期の記述 

• 計画（マイルストーン）の記述 

• 実績の記述 

• 計画と実績との差異 

• 遅れ日数  

• 遅れ量 

• 納期遅れ見込み 

• アクションの必要性の判断（例外管理） 

• 関連事項の管理、指示の記録 

• 目で見てかわること 

フィードバックコントロール型での管理図法にも複数の種類があり、使いわける。情報

システムを使用する場合も多いが、それぞれの管理図法の特徴を熟知して活用すること

が望まれる。 

• アローダイヤグラム・PERT 型 順序・余裕がわかる 

• ガントチャート型 目標と実績の退避が容易にわかる 

• 細目管理型・出来高管理 細かく管理するのに適している 

• 流動数曲線型・アーンドバリュー法 全貌を掌握することができる 

• 案件別特別管理図表 個別課題の見逃しを防ぐことができる 

組込みシステム商品開発の実務では報告される管理図上のパターン（下記例題を参照）

を分類し、対策のとり方も含めて組織の資産に登録し、誰もが同じマネジメントができる

ように改善する。 

 

【進捗管理】 進捗管理グラフの各ケースについてどのような管理を行うか図表 3-1 に

組込みシステム商品開発における調整教育演習問題例を示す。破線が計画、実線が実績、

Ｒはレビュー。 
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図表  3-1 組込みシステム商品開発における調整教育演習問題例 

5. プロジェクト「成果」プロセスにおける擦り合わせの要点 

プロジェクトの完了時の会議で何をどのように議論するかによって組織文化が変わる。

プロジェクトの完了時の会議における議論を基に管理職に、組織の風土がどのようになる

かを検討させた際の事例を示す。 

事例 1： 

管理者グループが技術論を戦わせた時代の例を示す。 

入社二・三年目の社員が上司に言われて開催の予定日を部長に尋ねてきた。 

担当：「プロジェクト完了時の あの会議は面白ですね、部長・課長・主任が専門的な議

論をしていて、その内容が後日雑誌の特集の題名に出ていた。その書籍を購入すると専門

的には難しくてわからないのですが、うちの部長・課長・主任はこのような議論をしてい

たのかと思いました」 

これはプロジェクトの完了時の会議における上下間の擦り合わせの事例である。 

事例 2： 

プロジェクトが混乱したがなんとか完了することができた。完了報告会で部長が、「よ

く頑張った」と言って褒めた、特に分析はしなかった。 

事例 3： 

目標を達成したので完了報告会で部長が、「よく頑張った」と言って褒めた。目標は容

易に達成できる水準だった。 

事例 4： 

Ｒ
Ｒ

計画と実績の発生パターン
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目標を達成したので完了報告会で部長が、「よく頑張った」と言って褒めた、かなり努

力した結果なんとか達成できた目標水準だった。 

事例 5： 

達成が困難な目標だったので、やはり達成できなかった。完了報告会で部長が、「目標

は約束だ、約束を破った」と叱った。「出来なかった理由を分析せよ」。 

 

同様に、プロジェクトの完了時の会議ではプロジェクト計画の項目に対応して結果を点

検し、改善策を検討するが、目標と実績との差異についての議論の進め方の例を示す。こ

れも指導教材である。 

「PM」はプロジェクトマネジャーを指し、「PMOer」はプロジェクトマネジメントオ

フィサーを指す。 

例１ 

（責任者）予算の目標と実績との差異が大きい、どうしてだ 

（PM）見積技術が未熟でした 

（PMOer の腹の中）責任者として何を指導していたのだ？ 

例 2 

（管理者）目標と実績との差異が大きいがその原因は何か 

（PM）見積する際にもれがありましたし、その後仕様変更があり差異が生じた 

（PMOer の腹の中）この次は見積をなかなかしなくなるな 

例 3 

（PMOer）見積と実績との差は約 30％か 何時見積もった？ 

（PM）顧客から要求が出された時点です 

（PMOer）それにしては当っているな 

（PMOer）どの位安全係数をみた？ 

（PM）見積った値に 50％増にしましたが少なかったようです 

（責任者）見積技術の指導はどうすれば良いのですか 

（PMOer）要求仕様レビューの技術次第だね 

  精度を上げるより多段階見積を行うよう指導することだね 

（PMOer）安全係数は×３倍の場合も、×９倍もありえる 

  人月の神話に書いてあるだろ！ 

組込みシステム商品の開発では新規性が強いので精度を向上するよりも先に多段階で見

積もりを行うことがある。 



 

71 

工程別品質目標を未達成（プロセス品質ともいう）の場合にも指導方法を検討する必要

がある。 

例４ 

（管理者）工程別品質目標が未達成で、出荷判定で不合格にするべきところ、納期が来

ていたので特別採用にし、出荷を認めた、A 工程は上限目標以上のバグが発見されたし、逆

に B 工程は下限目標以下しかバグが発見されていない 

（管理者）未達成の原因は何か、フィールド対応のための未然防止策として今からでも

何を行うのか 

（PMOer）その議論待った。管理限界の妥当性について管理部門は確認してあるのか、

責任者も確認しているのか 

前のプロジェクトと類似しているかどうか、前のプロジェクト群は管理状態になってい

ることをデータで説明できるのか、管理状態になっていることをデータで出来なければ、

形式的な品質保証だ 

  

完了時に感想を書かせ実態を把握するとともに、管理職に部下の指導方法を指導する。

指導演習の例を示す。 

例１ 

感想より：担当としては PL や PM がアホだから苦労した（ PL:プロジェクトリーダー） 

(管理者)何故だ 

(担当者）レビューアとして PL や PM がレビューに参加しても、バグを見逃した、その

結果後で検査の段階において、原因究明で苦労した 

責任者（課長）が叱ろうとしたら、上司の部長（後の PMOer）が笑っていたので、叱る

のをやめた。会議の後で課長が部長に「あのようなことを言っている部下を叱らないので

すか？」と聞いた 

部長は叱ろうとした課長をどのように指導するか？ 

 

6. プロジェクト保証プロセスにおける擦り合わせの要点 

プロジェクトでの保証は、マネジメントシステムとの擦り合わせ、プロセス改革・プロ

セスマネジメントとの擦り合わせ、階層別管理との擦り合わせ、業務監査との擦り合わせ

を行い、別々に保証活動を行うことでプロジェクトが混乱することを防止する。 

 マネジメントシステムの擦り合わせ 

組込みシステム開発におけるプロジェクトでの保証と定常的マネジメントにおける組織
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としての保証活動（品質保証部門が担当することが多い）の統合との擦り合わせが必要で

ある。 

組込みシステム開発では組織としての保証は ISO 9001 以外に、業界によっては、顧客か

らの契約条件で機能安全順守などの第三者による認証を要求され、そのための保証活動が

必要になることがある。 

 プロセス改革・プロセスのマネジメントとの擦り合わせ 

プロセスごとの保証は、プロセスアプローチ＋システムアプローチに基づいてプロセス

定義書を作成し、プロセスのマネジメントを行う。組込みシステム開発におけるプロセス

の保証では生産技術部門（ソフトウェアではＳＥＰＧ：ソフトウェアエンジニアリングプ

ロセスグループ）がプロセス設計と定義を担当し、品質保証部門（プロセスの監査 SQA：

ソフトウェア品質保証グループ）が監査を担当することがある。それらとプロジェクトチ

ームとの擦り合わせが必要になる。具体的なプロセスの定義とテーラリングについて擦り

合わせが重要である。 

 階層別マネジメントとの擦り合わせ 

保証は階層別の保証の観点とプロセスごとの保証【自工程完結】の観点とがある。保証

の基本は個人でのプロセス別保証（自工程完結）、グループでの保証、サブチームでの保

証、プロジェクトチームでの保証、及び組織として保証である。保証を確実に階層別に行

うためには階層別責任権限と擦り合わせる。 

 業務監査との擦り合わせ 

品質マネジメントシステム、機能安全以外に、公正取引の監査、契約に基づく監査など

取引に関連した監査を行うことがあるが、これは業務監査として行うことが多い。 

 

7. プロジェクト要件管理プロセスにおける擦り合わせの要点 

プロジェクトで、要件を管理し、追跡可能性の保証を行うとともに、組込みシステム商

品開発で重要な連続商品開発のために影響範囲の特定ができるようにする。 

 要件管理方法の確立 

要件の発行管理方法を確立する。要件ごとに管理番号をつけることもある。あるいは要

件データベースを構築し、要件を登録することがある。要件開発以降のプロセスの成果物

との間で双方向の追跡可能性を保証できるよう管理する。要件の変更管理方法を確立する。 

要件の発行者を定め、要件の管理方法責任者（プロダクトラインマネジャー、プロダク

トマネジャー）を定める。要件の管理番号ごとに優先順位付けをつけることがあるが、そ

の際にはマーケティングや営業との擦り合わせが必要になる。 
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 要件管理基準の確定と徹底 

実際に要件を管理するためには、要件の作成基準を明確にし、要件ごとの記述技術を確

立し、指導することが必要になる。要件の評価基準を確立する。 

 関連部門との整合 

要件の変更管理方法や双方向の追跡可能性は生産、保守、検査、品質保証にとっても重

要な項目である。 

 

実務で要件管理を行うためには、要求仕様の記載技術を確立し、徹底させることが重要

不可欠である。 

要求仕様書では、顧客のニーズ・期待から実現して欲しいことを「要求」として記述し、

要求が何を目的とするかを「理由」で記述し、シナリオでの位置づけを「説明」として記

述し、具体的な振る舞いを「仕様」として記述する。要求、及び仕様には番号をつける。 

文章についても、英文の場合は、文章のわかりやすさの尺度 Flesch Reading Ease score

他があるので、組織としてわかりやすさの尺度を規定し、水準（スコア）を規定する。な

お、有名な尺度であり、各種英文ワープロソフトには搭載されている。特に説明書では必

須である。仕様記述文は（可能であれば）仕様記述文法を組織として規定あるいは見本を

作成する。英文で仕様を記載する場合には仕様書文法「Boilerplate」に従って記載するこ

とが望ましい。例を示す［1］。 

The <system function> shall able to <action><entity> 

…at least <quantity> times per <time unit> 

…while <operational condition> 

…within <quantity><times unit>s from <event> 

…while <operational condition> 

…for sustained period of at least <quantity><times unit> 

…while <operational condition> 

このような定義を行っても日常言語ではあいまいさがあるので、UML 他の技法を用いて

記述することが重要である。 

 

8. プロジェクト構成管理プロセスにおける擦り合わせの要点 

組込みシステム商品の開発ではハードウェアは部品表など生産手配に影響するので構成

管理の制度が確立しているが、ソフトウェアについては管理対象外になっていて問題を発

生することがある。そのため、ソフトウェアについても変更管理も含めて構成管理を行う
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ことが重要である。 

 構成品目の定義 

構成品目を定義し、識別子＆構成品目特性（作者等）を明記する。構成品目には、成果

物、中間作業成果物、調達物、作業環境資産、組織の作業成果物（標準・ガイドライン・

手順・再利用ライブラリ）がある。 

 ベースラインの特定 

ベースラインを特定する。ベースラインを作成し、リリースする。構成管理システムを

確立し、登録する。その際に一貫性を維持し、監査も行う。プログラム、あるいはプロダ

クトラインとして変更管理システムを確立する。 

 共通資産の管理方法の整合 

共通プラットフォームが確立している場合にはプラットフォーム開発部門で組み込まれ

た先システム・商品を熟知できるようなシステムが必要である。各プロジェクトで流用し

あう場合には、更に問題が複雑になる。流用先を知っていないとバグが発見された際に組

み込まれた先での修正もれが発生する。 

 版数管理 

版数管理を行い、関係先を把握し、その関係先と擦り合わせを行う必要がある。 

 出荷品管理 

開発中の構成管理だけではなく、出荷後も構成管理を行う。出荷後の場合には号機管理、

トレーサビリティ管理との擦り合わせを行う。生産管理との擦り合わせ、及び保守との擦

り合わせを行う。 

 

9. プロジェクト課題管理プロセスにおける擦り合わせの要点 

 課題管理対象の定義 

組込みシステム開発におけるプロジェクト課題には、プロジェクトそのものの範囲内で

の課題とプロジェクを遂行に関連した定常的マネジメントからの要求される課題とがある。 

 定常的マネジメント課題【例】との整合 

定常的マネジメントからの課題には、ＣＳＲ課題（企業の社会的責任）、ガバナンス課

題、法令順守課題、環境経営からの課題、方針管理課題、改革対応課題、改善活動対応課

題、機能別目標対応課題（予算管理からの削減課題、資材からの外注費削減課題）などが

ある。 

また定常的マネジメントからプロジェクトに影響する課題に、プロセス定義・プロセス

順守課題、プロセス能力調達関連の人材育成課題、資源調達課題、資産調達課題がある。
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定常的マネジメントからの課題はプロジェクト「デザイン」時に制限条件、制約条件に明

示し、プロジェクトリスクマネジメントで対応方法を検討し、上層部を含めて擦り合わせ

を行う。 

 プロジェクト課題の例 

プロジェクトでの課題は第 1 章にて記載したように「デザイン」時の組織編制課題、要

員調達課題、プロジェクト進行中のマネジメント課題には、技術課題、意思決定課題、責

任権限明確化課題などがある。技術課題で多いのは要件定義技術課題と方式設計技術課題

である。 

 プロジェクト発見課題 

狭義でのプロジェクト課題管理は、プロジェクト活動中に発見された課題を管理するこ

とを指している。コミュニケーションマネジメント計画で管理方法を定め、階層別管理項

目の決定を行い、その基準に従ってエスカレーションを行う。 

プロジェクト中に発生した課題は、課題に応じて、要件開発課題であれば、顧客や商品

企画と擦り合わせを行い、ハードウェアとソフトウェアの両方の連携が必要な性能問題な

どの開発技術そのものであれば技術課題は技術センターとの擦り合わせを行うか、あるい

は特別検討チームを編成する。 

 プロセス定義・プロセス順守課題 

プロセス定義・プロセス順守課題は（S）EPG（ソフトウェア・エンジニアリングプロセ

スグループ、SQA（ソフトウェア品質保証グループ）と擦り合わせを行う。 

 プロジェクト障害管理 

組込みシステム開発におけるプロジェクト障害管理の対象にはフィールド障害、検査発

見障害、レビュー指摘事項がある。 

システムの結合、システム総合、妥当性確認テストで発見された障害については、誰が

原因究明できるかが問題であり、適確な指示が必要になり、ハードウェア・ソフトウェア

の擦り合わせが必要になることが多い。 

検査発見障害については個別に障害管理する方法と、類似設計法を用いた障害グループ

対処方法がある（納期直前の障害管理法）。 

レビュー指摘事項の管理は個別にレビューの管理として行うが、障害管理では類似障害

の発生防止を行う。 

障害の原因が判明した場合には、その原因だけかどうかを専門家が判断することが重要

であり、判明した原因の発生論理についてレビューを行う。その後解決方法についてシス

テムアーキテクト、ハードウェアアーキテクト・ソフトウェアアーキテクトの見解を確認
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し、決定する。ディグレードの発生を防止するためには修正後に、設計検証・検査・リス

クベースドテスト・妥当性確認を行う。その場合に影響範囲の分析が重要であり、影響度

解析について専門家による指導と確認を行う。 

 重要問題における組織ルールとの整合 

安全性ランクによっては組織内ルール、例えば重点管理体制に従って対処する。 

重要安全性に関わる障害、社会インフラ系停止等の傷害については速報を会社幹部に送

る。グループ制を引いている場合にはグループのトップにも送付する。その場合に事実を

確かめる前に送付する。（事実を確かめていると傷害対処の体制、方法を誤るリスクが発

生する）。障害のランクに基づいて重点管理体制をとる。障害の確認、障害切り分け、原

因究明（トラブルシューティング）プロセスを管理する。トラブルシューティングについ

てはトラブルシューティング技術の指導体制を定め実行する。 

 商品計画との整合 

集まった障害レポートは障害管理データベースに蓄積するだけではなく、クレームデー

タベースにも蓄積し、次の商品開発計画に反映させる。障害の原因が判明したならば、類

似障害の発生防止、次の開発以降での未然防止に反映させる。そのために失敗事例データ

ベースに蓄積することがある（組織の知的資産参照）。 

 納期直前の障害管理 

納期直前に発見された障害（質と量）については障害解決見通しの判断を行い、納期に

影響を与える可能性があれば、生産管理、営業部門、上層部との擦り合わせを行う。致命

的障害で対処が困難であれば開発中止にすることがある。 

 

10. 技術のマネジメントプロセスにおける擦り合わせの要点 

組込みシステム開発においては技術課題の解決が重要な項目である。そのために組込み

システム開発では技術のマネジメントを行う。 

 技術のマネジメントの対象範囲 

技術のマネジメントの対象は、技術課題と技術課題の解決法の体系の構築と活用、新規

技術課題のための先行開発、プラットフォームの開発、技術についての方針、計画立案、

実行、点検管理統制、改善、保証が含まれる。特に実行の技術指導が重要である。 

 知識資産のマネジメントとの整合 

技術的成果物は組織のプロセス別知的資産に蓄積する。プロセス別既存技術のマネジメ

ントの普及と指導を行う。 

 先行技術研究開発課題との整合組織全体としては、新規技術課題については重点マネジ
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メント項目として課題設定し、先行技術研究開発を行う。 

 人材育成との整合 

技術のマネジメントのためには、技術者の選抜・教育・訓練、技術指導者の確保・評価

方法・待遇、レビューアの組織化が重要である。それらは人的資源のマネジメントでも行

える。トップの方針との整合、採用、教育訓練・人材育成、人事制度担当部門との擦り合

わせが必要になる。 

個人に対しても、個人別技術のマネジメントを行い、スキル向上問題を図る。技術指導

者を決め、レビューアを決める。 

 技術戦略との整合 

個別技術の研究開発・普及のためには、組織として技術課題の調査を行うことが必要で

あるが、この領域では技術戦略を担当する CTO、技術企画、さらに研究開発部門との連携

が重要である。 

 専門家制度との整合 

レビューのためにも、難易度の高い技術課題を解決するためにも技術課題別専門家の育

成が重要であるが、専門分野別に専門家組織を構築することがある。 

 個別技術課題例と対応策との整合 

組込みシステム開発での代表的課題はリアルタイム制御技術、状態遷移設計技術、ハー

ドウェア・ソフトウェアインターフェイス設計技術などである。 

制御（アルゴリズム）系技術課題解決には、制御の専門家とハードウェア、ソフトウェ

アの専門家同士の擦り合わせが重要である。 

ユーザインターフェイス（Web）系技術課題解決には、利用者・保守者との擦り合わせ

が重要である。 

データ管理（データベース）系技術課題における擦り合わせではデータ設計の専門家、

工業デザイナー、設計者との擦り合わせを行う。 

 

 

参考文献 
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第4章 擦り合わせ型指向による組込みシステム開発におけるプログ

ラムマネジメントの要点 
【要約】 

擦り合わせ型の組込みシステム開発においては、製品企画、アーキテクチャ設計、ハー

ドウェア設計、ソフトウェア設計など各種の業務がある特定の使命を達成すべく相互に擦

り合わせを行ないつつ進められる。この使命達成に向けた業務の全体像がプログラムであ

り、使命を確実に達成するためには的確なプログラムマネジメントが重要といえる。 

本章では、組込みシステム開発を伴うプログラムとはどのような概念かを明確にするた

め、複数のプログラムモデルを取り上げて特徴を示した。さらに目的である擦り合わせの

要点を P2M 知識体系に基づき抽出するための標準モデルを決定して、そのプログラムモデ

ルにおける擦り合わせの要点を、P2M のプログラムマネジメント要素の分類にしたがって

明確にした。 

 

1. 組込みシステム開発におけるプログラムモデル 

P2M では、プログラムを以下のように定義している。 

『プログラムとは,全体使命を実現する複数のプロジェクトが有機的に結合された事業で

ある』。さらに、価値創造を使命とするプログラムには、システム開発といったいわゆる

プロジェクトマネジメント対象業務に加え、価値創造に関わる運用・保守等の定常業務も

プロジェクトに含むことがあるとしている。 

すなわち、P2M のプログラムマネジメントにおいては、企業あるいは組織の使命を柔軟

に捕えそこに関与する各業務をプロジェクトとして捕え、統合マネジメントしていくこと

が期待される。 

組み込みシステム開発においても、ハード及びソフト開発を伴う製品の開発がプログラ

ムの中核をなすものの、その開発を通して企業や組織がいかなる使命を達成しようとして

いるか、つまりプログラムミッションによりプログラムの構成は柔軟に変化させる必要が

ある。以下に、この概念をより明確に理解いただくために、組み込みシステム開発におい

てミッションが異なるプログラムモデル例を複数紹介する。 

(1) モデル 1 

• プログラムミッション 

目標 QCD を満足する形で、組込み製品開発を完遂する 

＜開発チームレベルのミッション＞ 
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• 特徴 

組み込みシステム開発プログラムとしてはほぼ 小の構造。実験評価品の予定通りの開

発など、目標を明確にして確実な成果を得るためにこのようなプログラム定義もありうる。

ただし、一般的には組織の使命はより広いことが多く、その場合は後述のようなモデルに

なっていく。 

(2) モデル 2 

• プログラムミッション 

ある組み込み製品の開発、販売、保守を通し、ビジネス目標を達成する 

＜事業部レベルのミッション＞ 

• 特徴 

単一製品の開発販売ビジネスにおける基本的なモデル。この例では製品量産や保守など

の定常業務も、プロジェクトとしてプログラムに含んでいる。 

先端技術分野の製品開発などでは、量産品開発前に数回の試作品開発、評価のプロセス

を設けることも多い。また、販売開始後の継続的な製品への機能追加や性能改良などのエ

ンハンス業務も前もって計画し、プログラムに含む形もありうる。 

(3) モデル 3 

• プログラムミッション 

複数のシリーズ製品の開発、販売による、市場シェアの獲得や拡大を図り、ビジネス目

標を達成する。 

 

 

 

 

 

ハード設計

ソフト設計

製品アーキ 

テクチャ設計 

システム

検証 

プロジェクト

プログラム 

製品企画 製 造 

保 守 

設計・開発（モデル１相当） 量産、保守 開発判断 

 品証
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 ＜事業本部レベルのミッション＞ 

• 特徴 

ある種の製品のビジネスでは、保有する機能、性能、価格等を顧客層や用途などの違い

に合わせて段階的に変えた、シリーズ製品を継続的にあるいは同時並行して開発し、販売

することも多い。 

この際には、個々の製品開発の間で共通作業の実行、成果の流通、情報の展開など各種

の連携が必須であり、上記モデルの如く系列品の開発全体をプログラムとして統合マネジ

メントすることが有効である。 

(4) モデル４ 

• プログラムミッション 

ある種のサービスを実現するのに必要な複数の機能が異なる製品を、一括開発すること

により、ソリューションビジネスを達成する． 

＜複数の本部横断的なレベル＞ 

• 特徴 

特定の顧客に対するソリューションビジネスでは、システムを構成する複数の専用装置

を開発するケースもある。この場合は、ソリューションの実現に向けて異なる製品を並行

に開発することになり、統合マネジメントが必要になる。このような場合、開発する製品

技術の共通性は少なく開発組織も異なることが多いが、製品間の機能分担、インターフェ

シ
リ
ー
ズ
製
品
企
画 

共
通
ア
ー
キ
設
計 

廉価品開発（モデル１相当）

普及品開発（モデル１相当）

高機能開発（モデル１相当）

製 造 

保 守 

シ
ス
テ
ム
要
件
設
計

シ
ス
テ
ム
ア
ー
キ
設
計

製品 A 開発（モデル１相当）

製品Ｂ開発（モデル１相当）

製品Ｃ開発（モデル１相当）

製 造 

保 守 

シ
ス
テ
ム
検
証
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イス調整、検証の実施などでは密接な連携が必要であり、各開発組織を統合したプログラ

ムとして、確実なマネジメントにより、円滑な目標達成することが効果的である。 

 

2. プログラムマネジメントにおける擦り合わせと P2M 

本節では、組み込みシステム開発でのプログラムマネジメントでの擦り合わせの要点と、

その擦り合わせにおける P2M の適用のあり方を述べる。 

2.1. プログラム全体像 

前節では、組み込みシステム開発でのプログラム定義には、プログラムミッションに応

じて各種のバリエーションがあることを説明したが、ここではその中でも代表的な組込み

システム開発プグラムモデルを示し、そのプログラムでの擦り合わせの要点と、P2M が提

唱するプログラムマネジメントとの対応の概念を示す。 

 

まず、図表 4-1 は、プログラムモデルの各プロセスにおける、特に重要な擦り合わせの

観点をまとめたものである。 

続いて図表 4-2 は、上記と同じプログラムモデルにおいて、P2M の提唱するプログラム

マネジメント要素がどのように対応するか、示したものである。 

以上 2 つの図はまず全体像を示したものであり、続く各項で、P2M の要素ごとにより具

体的な擦り合わせの要点と、P2M の適用のあり方を記述する。 
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図表  4-1 代表プログラムモデルにおける擦り合わせの要点 

 

 

 

製品開発構想
　　製品分野、市場、時期と期間、売上げ、体制、適用技術、等

構想の具体化、推進基盤確立
　　製品仕様決定、スケジュール、価格決定、チーム編成、設備等

製品アーキテクチャ設計
　　要素分割、Ｈ／Ｓ分割、インタフェース、非機能要件等

　　　総合検証
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、
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ル

組込み製品開発プログラムモデル 擦り合せの要点

・顧客の期待を満たす構想か
・中期計画に沿ったものか
・技術力、組織力等の裏付があるか

・開発構想を満たす計画か
・計画や予測の根拠は明確か

・関係全部門の意向を入れた設計か
・各部門の分担を明確にしているか
・長期的な構想も考慮しているか

計画策定時期
・全体計画に沿った個別計画か
・各計画の間に矛盾はないか
・各インタフェースは明確か
・合同レビュー対象や時期は明確か
・各作業の成果物は具体的か

各作業の進捗時期
・作業進捗や成果は相互に明確か
・リスクは共有されているか
・発生課題は共通認識されているか
・課題の対策は関係部門了解か
・各プロジェクト間擦り合わせの調整
・プロジェクト内擦り合わせの展開

各作業の完了時期
・完了規準は達成か
・未完了事項と対策は共有済みか
・未消滅リスクは引継ぎ済みか
・引継ぎ成果物は保管済みか
・フィードバック事項の整理は完了か
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図表  4-2 プログラムモデルと P2M プログラムマネジメント要素の対応 

 

2.2. ミッションプロファイリング視点からの擦り合わせ 

ミッションプロファイリングとは、企業あるいは組織のありのままの姿を捉えて、ある

べき姿の達成を目指す、プログラムの初期、出発点の活動を指している。そして、この活

動は以下の 3 つで構成されるとしている。 

製品開発構想
　　製品分野、市場、時期と期間、売上げ、体制、適用技術、等

構想の具体化、推進基盤確立
　　製品仕様決定、スケジュール、価格決定、チーム編成、設備等

製品アーキテクチャ設計
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① ミッション表現  ミッションの記述、コンテキスト分析、目的と目標の連鎖 

② 関係性分析    全体と部分意味分析、協力関係、利害関係 

③ シナリオ展開   シナリオ作成、実現性調査、模擬実験 

これらの活動における擦り合わせはいずれも『設定型』であり、組み込みシステム開発

を中核にするプログラムでは、プログラム構想時期の擦り合わせに相当する。 

そのことから、この時期の擦り合わせの要点を更に目的別に分類すると、以下のように

なる 

• プログラムを進めることが外部の期待を満たすものになるように、擦り合わせ自主開発

の場合は、事業方針や中期計画に沿った構想であるかどうかが重要。なお委託開発の場

合は、委託先が自社の中期計画や事業方針に擦り合わせ出来ているかを出来るだけ確認

することが望ましい。 

• プログラムを期待通り推進できるか否かの擦り合わせ 

特にこの視点では、プログラムミッションをはっきりさせ、その達成における課題を例

えば技術力の視点、開発体制の視点、予算面、設備面など整理して、そこに関係するス

テークホルダーと実現性を擦り合わせることが必要。 

2.3. アーキテクチャマネジメント視点からの擦り合わせ 

アーキテクチャマネジメントは、プログラム構想に基づいてプログラムを具体的に定義

し計画する構想具体化の活動である。したがって活動の内容はシナリオをプロセス化し、

プロジェクトモデル化と構造定義、プロジェクト機能分割、ロードマップや運営ルールな

どでの操作性を与えるというものであるとしている。 

組込みシステム開発プロジェクトにおいては。この段階もまだ実行開始前の『設定型』

擦り合わせで、実行計画をプログラムレベルで決めていくことになる。 

そのため、この段階では何を決定する必要があるか明確にして、それを確実に決定する

ことが重要であり、各項目はそれを入力にして以降の段階で作業を行う関係部門及び他の

ステークホルダーすべてにより、確実にレビューされる必要がある。 

以下に組み込みシステム開発でこの時期に決定すべき項目例を示す。 

 製品要件 

受託開発では顧客の希望を確実に引き出すと供に、顧客が気づきにくい非機能要件など

も確実に検討し決定する必要がある。また、自主開発ではミッション達成に関係するプロ

グラム外の部門（営業部門、標準化、知材、研究所、等）との擦り合わせも重要になる。 

 スケジュール 

事業方針や、前段階の製品構想などで製品投入時期がすでに確定している場合は、開発
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の実力や各プロジェクトの状況など踏まえ、クリティカルパスなど考えた総合線表の決定

が必要。また、まだ具体的な要求がないケースにおいても、以降の各プロジェクト間の擦

り合わせが有効に行われるべく、全体スケジュールを配慮する必要がある。 

 コスト見積もり 

重要な見積もりの要素は、開発費用、開発用設備費用、製品予定原価、保守コストなど。

特に運用開始後に長期に継続する製造・保守に関するコストは未確定、変動要因も多いた

め、以降の定期的な見直しを前提にする必要がある。 

 体制 

具体的な、各業務対応の人数、技術力の予測や、その調達方法などは、各プロジェクト

が決めるべきものであり、この段階ではそれぞれのプロジェクトと調整、擦り合わせを図

る責任者の明確化、そのメンバーとの情報共通化の手段の決定などが中心になる。 

2.4. プログラム戦略マネジメント視点からの擦り合わせ 

プログラム戦略マネジメントは、ミッションプロファイリングおよびアーキテクチャマ

ネジメントと独立したものではなく、それらで使命を明確にし、使命達成の為の構想を具

体化するに当たって必要になる、様々な意思決定や代替案の摘出と選定において、求めら

れる判断要素や、判断の技法などを示すものである。 

したがって、活動時期はプログラムの構想から構想具体化時期に当たるが、この中で擦

り合わせが求められるのではなく、前述のミッションプロファイリングおよびアーキテク

チャマネジメントにおける擦り合わせにおいて、使命達成に向けて 適な結論を得るため

活用される必要がある。 

なお、特に組込みシステム開発においての戦略視点には、P2M 標準ガイドブックにある

一般的項目を基本に、本研究報告書の第 1 章を中心に記述されている組込みシステムの重

要性や課題で取り上げた各項目を取り込むことが望ましい。 

2.5. プログラム実行マネジメント視点からの擦り合わせ 

プログラム実行マネジメントは、具体化し計画されたプログラム構想に従って、プログ

ラムを構成する各プロジェクト群が計画され実行される時期の活動である。 

プログラム配下の各プロジェクトは、プログラムマネジメントのもとで基本的に立ち上

げ、計画、実行、監視、終結の流れで進められる。 

そして、各々のプロジェクトでは設定型、課題達成型、発生型の擦り合わせがプロセス

に沿って頻繁に実行されることになるが、そのプロジェクトをまとめるプログラムにおい

てはプログラムの使命達成を目標に、プロジェクト間にまたがる擦り合わせを必要な関係

者を取り込んで、必要な時期に実施する必要がある。 
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以下に、プロジェクトのプロセスに対応して、プログラムにおける擦り合わせの要点を

列挙する。 

 計画プロセス時期 

相互の計画を擦り合わせる場合には、まず計画の根拠となる生産性や開発場所、開発設

備、体制など明確にすることが重要になる。その上で、マイルストーン、成果物の内容と

時期、合同レビューの対象と時期など、互いに矛盾が無いことを確認し調整することが必

要である。 

 作業実行の時期 

組み込み製品開発のためには、ソフト／ハードインターフェイスをはじめテクニカルな

擦り合わせが当然必要である。さらに、 終的にプログラムのミッションを計画通り達成

するためには、相互の進捗状況、品質状況の共有と調整などマネジメント視点の擦り合わ

せも必要になる。また、これらの擦り合わせのためには、成果物の保管や品質データ、生

産性データなどの共通管理も必要になる。 

更に、この時期には課題管理、問題管理において、原因究明、対策立案などでの発生型

擦り合わせも計画し、実行手順などあらかじめ関係部門間で調整しておき、各管理をその

手順に則り着実に実施する必要がある。また、この擦り合わせの観点、判断根拠、対応内

容などは確実に記録して経緯を再確認できるようしておくことも重要である。 

 完了時期 

各プロジェクトの完了の際には、該当プロジェクトにおいて完了基準が確実に満たされ

ていることが確認されていることが前提になるが、併せて関連プロジェクトも期待内容（成

果物、品質、引継ぎ事項、等）が満たされていることをレビューし調整する必要がある。

また、もし未達成、未完了の事項がある場合には、その影響を受けるプロジェクト間と、

解消時期やそれまでの対応方法など、確実に擦り合わせておく必要がある。さらに、それ

ぞれのプロジェクトの完了に当たっては、計画事項の達成状況など振返りにより、反省事

項や今後の改善事項など抽出するが、それらが有効に組織内に展開され、資産として生き

るように、関連部門と調整することが望ましい 

2.6. アセスメントマネジメント視点からの擦り合わせ 

アセスメントマネジメントは、プログラム実行の時間的な経緯と供に、当初のプログラ

ムミッションで狙いにした実行価値を定期的に評価し、維持あるいは増加させ低下を防ぐ

という、プログラムマネジメント活動である。 

この活動は、組込みシステム開発プグラムにおいては、プログラム外部環境の変化と初

期の構想との擦り合わせ、及び、プログラム内部での構想及び計画時期の目標や指標、計
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画の前提条件と、実績の差分との擦り合わせに大別される。 

後者は、プログラム実行マネジメントの監視、調整の項目に対応するもののためここで

は省略し、前者の外部環境という内容をやや掘り下げると、顧客のビジネス戦略、市場動

向、競合他社の動向、関連技術動向などがあがり、これらの初期段階との変化とそれによ

る価値への影響の把握、関係者間調整が重要になる。 

いずれにしても、構想段階でミッションに伴う価値を具体化しておくことが、まず重要

になる。 

2.7. 擦り合わせ開発におけるコミュニティマネジメントの要点 

コミュニティとは、ステークホルダーが共通のテーマや目的・目標に向けて交流し、協

働して、新たな価値を創造する共通の場であり、組織が職務の達成を重視するのに対して、

コミュニティは創造性の発揮を重視することになる。 

組込み製品開発における代表的なプログラムモデル（図表 4-1）では、事業計画、製品企

画、ハードウェア開発、ソフトウェア開発、検証、品証、製造、検査、出荷、保守、そし

て運用支援と多くの関係者が参加することになる。ステークホルダーの範囲はプログラム

ミッションによって異なってくるが、事業部門のプログラムの遂行では、各組織の上司と

部下の権限と責任が明確で業務遂行が各組織の業務目的に沿ってそれぞれ階層的に行われ

る。 

一方コミュニティは、組織にまたがる人的ネットワークを形成することで、組織の壁を

越えた問題解決が優先されることになる。コミュニティに参加するメンバーの専門能力の

醸成や学習の機会を作りだすことになり、スキルアップ、プロフェッショナリティーを高

める仕事への満足や創造性の発揮につながる人材育成に効果が期待できる。縦割りになり

がちな組織の欠点を補うことになる。 

コミュニティマネジメントの要点は、コミュニティの場をデザインすることと、コミュ

ニティが仕事に使え役に立つことが評価できることである。場をデザインするには、情報

交流のためのコミュニケーション、人材を結集させるオープンな風土、魅力あるテーマと

リーダーシップの３要素を考慮する必要があり、これらが価値創造に影響を与える。 

コミュニティを設定して運営する要点として、５つのルールがある。協働の信頼性、プ

ログラムコンテキストとルールの共有、プログラムプロトコルの共有、専門能力、そして

場の存在である。コミュニティに求められる機能として、物理的な場、電子的な場、連帯

の場の３つが必要だ。 

擦り合わせ開発においては、ソフトウェア開発やハードウェア開発において試作や製造

をパートナーに委託する場合やオフショア開発の場合には、コミュニティマネジメントの
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重要性が高くなる。組込みシステムのコア技術開発をともなう場合には、その道のプロフ

ェッショナル人材との連携が重要で、共通のテーマをもったコミュニティを製品開発構想

の具体化段階から立ち上げることが有益だ。経営戦略や事業戦略にクリティカルに影響を

与えるプログラムに参加するプロジェクトチームは戦略実現のためのプログラムの共通観

をもつ必要があり、プログラムコミュニティを形成することで、個々のプロジェクトに擦

り合わせてゆくことが可能となる。 

また、コミュニティは、組織の壁、企業の壁を超えて有能な人材を結集が可能で、自己

実現・自主意欲・自己能力によって創造力を発揮する基盤となる。専門能力の発揮や能力

形成、学習の機会の創出、仕事への意欲向上など人材育成への効果も期待できることから、

企業レベルで人事制度との関係を考慮した人材育成プログラムの一環としてプロフェッシ

ョナルコミュニティを位置づけることも有益である。 

2.8. 擦り合わせ開発における関係性マネジメントの要点 

プログラムとプロジェクト群の関係を把握しておくことと、プログラムステークホルダ

ーとの関係を分析しておくことがプログラムの進行途上の問題分析や判断基準に有益だ。

プログラムミッションの達成にはプログラムレベルでステークホルダーを把握したマネジ

メントが必要になる。プログラムステークホルダーには、プログラム全体に関与する者、

複数のプロジェクトに関与する者、個々のプロジェクトにみに関与する者がある。したが

って、利害の範囲は個々のプロジェクトのレベルより拡大し、かつ複雑化する。プログラ

ムミッションの達成ために、個々のプロジェクトの縮小、拡大、修正、中止などの必要性

が発生すると、個々のプロジェクトのステークホルダーの利害と一致しない可能性も出て

くる。プログラムマネジャーは、プログラムに関するステークホルダー全体の満足を図る

ことが必要である。 

擦り合わせ開発においては、構想設計段階での検討が重要で、早い段階からステークホ

ルダーを正確に把握し、関係性を構築・維持することが必要となる。 

ステークホルダー間での交渉はプログラムの進展に影響を与える。また、プログラムと

プロジェクトは共進的な関係にあるので、プログラムミッションを全体と部分の関係で把

握しておく必要がある。プログラムは製品開発構想段階のミッションプロファイリング段

階で記述され、ミッションシナリオの展開によっては個々のプロジェクトに影響を与える

からだ。つまり、利害関係の全体像を把握しておくことが必要になる。 

2.9. 擦り合わせ開発における技術マネジメントとナレッジマネジメントの要点 

プログラムの価値は、プログラムを構成するプロジェクト群の単体価値の総和を超える

ものでなければならない。あるプロジェクトで創出された価値を他のプロジェクトに転用
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する必要があり、その価値評価はアセスメントのテーマとなる。 

技術はバリューマネジメントの視点に立つと知識や経験といった価値の源泉から生まれ

る成果と考えられる。プログラムにおける技術マネジメントは、あるプロジェクトから生

まれた技術を他のプロジェクトで転用することを促進するための技術コミッティーといっ

た仕組みを作り運営することである。構想設計段階での検討が必要だ。プログラムの進行

の中で価値が増幅されてゆく仕組みを設けることだ。そのことで個々のプロジェクトはプ

ログラムの蓄積成果としての開発技術を相互に利用することを促進することができる。技

術特許は価値の資産化として事業戦略上も重要である。 

ナレッジマネジメントにおいても同様に、プログラムやプロジェクトの中で蓄積された

価値は、ナレッジの蓄積を生みベンチマークしてベストプラクティスとして整理されるこ

とで、プログラムやプロジェクトの中で流通することになる。ナレッジマネジメントとは、

個人や外部の情報・知識を組織的な知識体系として昇華し、組織経営に有効活用するため

の一連の活動である。技術経験は技術蓄積となり、ナッジマネジメントは知的財産の拡大

や事業展開に広がりをもたらすことになる。  

擦り合わせ開発において、製品開発構想段階で技術管理やナレッジマネジメントの仕組

みをつくり、技術ポートフォリオの維持や、ベストプラクティスの蓄積を継続的に行うこ

とで、技術やノウハウの蓄積積となり競争力の源泉になる。 
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第5章 プログラム＆プロジェクトの実践事例 
 

1. インタビュー調査の計画 

日本の組込みソフトウェア開発の現状は、経済産業省が毎年実施している「組込みソフ

トウェア産業実態調査」から把握できる。しかし、ハードウェア／ソフトウェア擦り合わ

せ問題を含む組込みシステム開発全体の実態について把握するために、以下の要領にて企

業訪問による「インタビュー調査」を実施した。 

(1) インタビュー調査の目的 

組込みシステム開発プロジェクトの課題を明確にし、本調査研究の方向性を確認する。 

(2) インタビュー調査内容 

経済産業省の「2009 年版組込みソフトウェア産業実態調査報告書－プロジェクト責任者

向け調査－」を参考に実施する。さらに、プロジェクト責任者を対象とし（一部は経営者

及び事業責任者）、組込みシステム開発の課題を探る。また、「擦り合わせ型開発」にお

ける効果を把握する。 

① 主な調査項目 

• プロジェクト概要（開発対象、規模、体制、期間） 

• ハードウェア／ソフトソフトウェアの擦り合わせ開発による効果 

• プロジェクトの実施状況（計画・実施・評価） 

• プロジェクト成功の条件 

• プロジェクト成功のための取り組み 

② 調査方法 

「擦り合わせ型組込みシステム開発」プロジェクトの実施企業を対象とする。このため、

委員が関係する会社、及び調査可能な会社（数社）を選定する。また、インタビュー項目

（別途作成）に基づき、実施する。 

③ 実施期間 

2009 年 9 月 16 日－10 月 15 日 

(3) インタビュー項目 

付録１に、「インタビュー記入調査シート」を示す。 

 

2. インタビュー調査の実施と結果 

インタビュー調査は、以下の業種についてそれぞれ 1 社を選び実施した。 

• Ａ社：組込みソフト開発会社 
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• Ｂ社：駅務機器開発会社 

• C 社：分析・計測機器開発会社 

• Ｄ社：複合機開発会社 

• Ｅ社：移動通信機開発会社 

上記各社の具体的な調査結果は以降に示すが、代表的な調査項目に対する回答の傾向を

サマライズすると以下の如くになった。 

① 擦り合わせの重要性はどこでも認識され、業務内容や組織形態などに応じて様々な形で

実施されている。 

② しかしながら、前向きの擦り合わせだけでは済まず、後ろ向きの擦り合わせも時折実施

されている。 

③ プロジェクトマネジメントは、いずれも手順やルールが明確に定められしっかり実施さ

れている。 

④ プログラムマネジメントは、経験的に各種実施され擦り合わせも適宜実施されているが、

知識体系化され、手順化・ルール化までできているところは少ない。 

⑤ 成功要因の第一に、技術者スキルを挙げるところが大多数。コア技術の継承が重要であ

るとの認識が強い。 

⑥ オフショア活用はほとんどの会社で見られるが、スキル要員の育成や意思疎通などの懸

念がある。 

⑦ ソフト規模は 1 メガ超がほとんどで、重要性が高まっているとともに開発力の維持、向

上の取り組みも各種進められている。 

2.1. A 社の事例 

A 社は独立系ソフトウェア開発会社である。組込みシステムの開発を強みとしてり、売

り上げ構成の 57％が組込みシステム開発によるものである。ビジネス系ソフトウェア開発、

自社製品の開発販売にも力を入れている。組込みシステムの受注は、顧客である装置メー

カーから組み込みソフトウェアを直接受託するケースが多い。独自にハーウェアの設計部

門も有しており、LSI の設計、試作回路設計から協力工場を使った少量産も手がけている。

近では、組込みシステム開発で培ったものづくりの経験を生かして、顧客向けに製品企

画から完成品までを一貫して受注するケースもある。 

今回の調査対象としたプロジェクトは、自動車に搭載する車載機器の組込みソフトウェ

ア開発である。 

2.1.1. プロジェクトの概要 

(1) プロジェクトプロフィール 
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製品プロフィールはマイコンを使用した車載オーディオ機器でナビゲーションシステム

と一体となった製品である。受託開発であるが、その受注の流れには次の二通りがある。 

① 純正品の場合；自動車メーカー→オーディオメーカー→A 社 

② 市販品 の場合；オーディオメーカー→A 社 

開発範囲は、ソフトウェアのみの開発で、CPU は客先指定で開発機材として評価ボード

の供給を受けてソフトウェアの動作確認を行う。開発工程はソフトウェア設計、開発、評

価までの範囲である。製品企画・要求仕様は自動車メーカーもしくは、オーディオメーカ

ーが行うが、インターフェイス規定があるだけなので、基本設計以降を担当し、開発は試

行錯誤しながら進めている。 

車載機器特有の電圧変動への対処などのノウハウをベースに擦り合わせが必要である。

オーディオ機にはベースになるモデルがあり、そのベースモデルを派生させた製品開発を

行っている。派生製品ごとにメーカーから A 社が請け負うことになる。この事例では、プ

ロジェクトマネジャーのもとに 10 名体制で実施し、期間は一年間の開発であった。プログ

ラムのサイズはＣ言語で 50Ｋラインの規模であった。 

(2) プロジェクト体制と管理責任者 

客先メーカーのハードウェア部門から受託するが、管理はメーカーのソフトウェア部門

が実施する。組込みシステムを専門とする事業部門が中心となって、プロジェクト体制を

構成した。組込みソフトウェア開発部門である。この部門は特に車載オーディオやナビゲ

ーションシステムの受託開発を長年に亘りしかも継続的に行い多くの開発実績を上げてい

る。メーカーはハードウェア開発部門とソフトウェア開発部門があるあるが、Ａ社ではソ

フトウェア開発を受け持った。ソフトウェア開発体制は、プロジェクトマネジャーをあて、

機能ごとにサブリーダーを配置した。このプロジェクトで開発した製品は高級ナビ機能を

もち、オーディオ機能、ナビ機能とそれぞれ専門性が高いのでソフトウェア技術者には経

験豊富な人材を充てている。組み込みシステム開発では、プロジェクトメンバーには専門

分野の知識と経験を求められるため、A 社は長年に亘る受注を継続することで体制の維持と

実践的なスキルの継承を図っている。 

この事例では、プロジェクトメンバーのうち１名はメーカーに常駐して仕様の調整にあ

たり、残りのメンバーは自社で開発に従事した。  

(3) プロジェクトの立ち上げ 

製品はシリーズ化して順次市場投入される。シリーズ製品の初期開発ではベース開発と

なり、ハードウェアやプラットフォームの新規性がある。継続開発や類似製品開発では、

既存モデルの流用開発や改造が主体となる。継続して受注することが多いので、開発プロ
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ジェクトチームはメーカーのプロジェクトチームと一体的に仕事を進めることが多い。装

置仕様や構造検討はメーカーのハードウェア設計者によって先行して実施されハードウェ

アの仕様が確定される。ドキュメントが作成されることは少ないが、継続的な受注の場合、

開発経験者にとって不都合は生じない。プロジェクトの立ち上げ段階では、開発計画書を

作成しプロジェクトキックオフミーティング実施し、開発ゴールの共有を実施した。 

2.1.2. プロジェクトの実施状況 

(1) 組込み系システムの開発プロセスモデル 

開発プロセスモデルは、ISO9001 に準拠している。開発工程はガラス張りでメーカーと

の綿密な打ち合わせを実施し、開発プロセスの成果のレビューを頻繁に行うことでプロジ

ェクトの見える化を行っている。レビューには、製品の納品先である自動車メーカーが参

加する場合とオーディオメーカーが独自にレビューを行う場合がある。自動車メーカー向

けの純正品開発の場合は前者、オーディオメーカーが大手量販店を通して市販品市場へ製

品投入する場合は後者となる。後者の場合、販売キャンペーンや季節性のイベントなどで

開発工程上の制約条件が厳しいことが多く、開発プロセスを歪めざるを得ないことがある。 

(2) プロダクト計画とプロジェクト計画 

プロダクト計画は自動車メーカーあるいは、オーディオメーカーが主体的に行う。A 社

はプロダクト計画が具体化すると開発委託を受けて基本設計以降のプロジェクト計画を立

てる。一定規模以上の受注プロジェクトでは、受注リスクが高くなるので受注可否の稟議

承認が必要となる。受注リスクの高い事例の場合、社内規定によりプロジェクト計画は営

業プロセスで作成され PMO による事前審査を受けることになっている。特に、顧客の要件

が確定する前の段階での受注はプロジェクト開始後に開発途上で見積もり段階の想定を超

える事象が発生することで受注損失を伴うケースがあるためである。ソフトウェア開発だ

けでなく、ハードウェア開発を含む製品の一括受託プロジェクトでは、リスクの想定範囲

が広がる。通常のプロジェクトでは、個々のプロジェクトを開始するプロジェクト申請段

階でプロジェクト計画を立てる。 プロジェクト計画はプロジェクト開始後、開発工程でプ

ロジェクトマネジャーによって更新管理され、プロジェクト報告にも利用できるようにな

っていてプロジェクトの見える化のツールとして使うことができる。プロジェクト計画に

は、プロジェクトの目的、開発方針、プロジェクトの概要、成果物、納期など、プロジェ

クト憲章として明記する項目と、成果物の品質、完成状況を示す管理情報が含まれる。こ

の事例では、オーディオメーカー指定の書式に合わせて提出した。 

(3) プロジェクト報告 

プロジェクト開始時に顧客とのキックオフミーティングを経て、プロジェクトが開始さ
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れると、プロジェクト内部の定例ミーティングを実施する。週次で行われるプロジェクト

ミーティングでは、プロジェクトメンバーから個々の作業レベルの進捗状況、問題点など

がプロジェクトマネジャーに報告される。プロジェクトマネジャーは、所属部門長に月次

にプロジェクト推進状況を報告する。また、プロジェクトリスク管理の規則に従い、管理

対象プロジェクトについては、部門長が事業部門全体の部門長会議でリスク報告を行う。

顧客であるメーカーへの報告は、プロジェクトのマイルストーンごとに行われ、顧客要求

実現内容の確認、進捗状況、問題点と解決方法、顧客への要望事項などが報告される。ハ

ードウェアとソフトウェアの技術課題の擦り合わせが必要なケースや顧客要件の実現に影

響を与える事項については、マイルストーンに限定しないで、発生の都度メーカーとの打

ち合わせをして、影響を 小限にするよう調整する。この事例では同一事業部門のハード

ウェア担当部門とソフトウェア担当部門がプロジェクトを構成して開発を行い、設計、開

発、試作段階で十分な擦り合わせが実施できた。 

2.1.3. 組込みシステム開発で直面した課題 

(1) 想定外事象への対応 

量産試作段階は、メーカーのハードウェア部門が対応するケースが多い。A 社の場合自

社製品開発も手がけており、その場合外部の協力工場を活用する。量産試作段階で、顧客

の利用環境に当初想定外の条件が発見されることがある。このような場合、顧客との意思

疎通に時間を要し、納期にも影響が出る。特に、機能要件については顧客要求を定義しや

すいが、非機能要件については顧客要求を定義しにくい。顧客の要求と製品実現レベルは、

製品企画段階で早期に解決しておくべき課題である。また、設計段階で協力工場との打ち

合わせを行っていても、量産試作段階で顧客要求の変更あるいは追加の要求となり、納期

に影響を与えることがある。受注確定後の仕様変更は受注サイドとして当然のことと承知

している。また、受注サイドからメーカーに対してハードウェア設計上の問題点を指摘す

ることがある。メーカーの要求によって受注条件が受注時と大きく乖離する場合には、メ

ーカーといつでも交渉する必要が生じることがある。技術的にも営業的にもいつでもメー

カーと交渉できるコミュニケーションチャネルを持っておくことが重要である。 

この事例では、メーカーとの長年の付き合いの中で継続的に製品開発を続けてきている

こともあって、大きなトラブルに発展することは無かった。リスク懸念材料はプロジェク

トの定例ミーティングで殆ど解決できた。 

2.1.4. 組込みシステム開発成功の条件 

(1) 技術者のスキル 

ハードウェアの新規開発を伴うプロジェクトでは、ハードウェアの新規開発要素に関係
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するソフトウェア部分が互いに開発工程に影響する。ソフトウェアはプロジェクトの工程

では後工程に位置づけられることもあり、また、ソフトウェアの可用性のために、ソフト

ウェアでハードウェアの機能の一部を吸収することがある。特に組込みシステム開発に携

わる技術者で、周辺機器や通信モジュールのドライバーなどハードウェアに近いソフトウ

ェア技術者はハードウェアをコントロールする開発スキルがもとめられる。スキルの育成

には、ETSS を参考にして技術進歩とともに変遷するで要求される技術要素の知識と必要と

なる経験を加味した独自の標準化を進めている。また、顧客市場のグローバル化にともな

い市場の特性を理解したグローバル人材の育成が必要である。 

2.1.5. プロジェクト成功のための取り組み 

(1) ハードウェア技術者・ソフトウェア技術者のスキル向上 

組込みシステム開発技術者には、理工系大学卒業者を主体として採用を行ってきている。

ハードウェア設計に求められるソフトウェアスキルも年々多くなっており、実務経験を重

視してスキル向上を図り、多様な開発経験を得るようプロジェクトへのアサインをしてい

る。プロジェクトの成功・失敗事例を社内横断的に実施しており、特に失敗事例は社内教

育の教材として社内教育に活かしている。 

(2) プロジェクトマネジャーの育成 

LSI 部品の多様化や組込みシステムの高度化によって、システムの範囲が広がっている。

車載機器や通信機器、情報家電に見られるようにシステムの規模が大きくなるとともに、

プロジェクト規模も必然的に増大し、体制も膨らむ傾向にある。プロジェクトマネジメン

トの必要性も高い。組込み技術者育成の一環として、組込み技術に卓越したプロジェクト

マネジメントのプロフェッショナルが必要となっている。組込みシステムを主体としてい

る事業部門としても、プロジェクトマネジャーの育成に力を入れている。 

(3) 顧客とのコミュニケーション 

顧客要求を初期段階でいかに吸収するかということが、プロジェクト成功を大きく左右

する。組込み系システム開発では、新規の開発テーマの受注には組込み系システム開発を

経験した技術者を営業部員として登用することで、受注確度を上げる効果があるが、加え

て顧客とのコミュニケーションが円滑になる。また、顧客からのリピート受注を重視して

おり、顧客の特性や顧客の市場の特性を理解することで顧客との信頼関係を維持向上する

ことで、プロジェクトの成功確率を上げている。組込みシステム技術者のコミュニケーシ

ョン能力はプロジェクトを遂行する上で重要である。特に、プロジェクト規模が増大傾向

にある現状では、プロジェクトメンバー内だけでなく、ステークホルダーとのコミュニケ

ーションは次期テーマの受注可否にも繋がる。 



 

96 

(4) リスク管理 

一定規模以上の受注プロジェクトでは、本社組織のリスク管理部にある PMO 組織が事業

部門の見積審査をプロジェクトリスクの観点で評価をおこなっている。このことで、早期

の段階でプロジェクトマネジャーと事業部門の責任者がプロジェクトリスクを認識する効

果がある。一方、プロジェクトを遂行する現場の意向と PMO 組織の見解が異なる場合があ

ったり、PMO 人材が充分でないなどの課題を抱えている。 

(5) ソフトウェア開発・供給体制 

同一顧客からの長年にわたる継続受注をすることで、生産性と品質を維持している。し

かし、組み込みシステムの複雑化やシステム規模の増大にともない、システム評価段階で

多岐にわたる評価項目の増大はプロジェクトの人的コスト増大につながる。100 万ラインを

超える規模のプロジェクトなどでは、技術者を大量に動員することになり、国内外の開発

拠点とのダイナミックな連携をとることで、顧客の開発需要に応える体制をとっている。

また、顧客のコスト削減要求に備え、受注プロジェクトの一部でオフショア開発を行って

いる。コスト低減要求は今後も強くなっていくものと見ている。 

(6) ソフトウェアの IP 化(IP：Internet Protocol による伝送化) 

ソフトウェアの IP 化の試みを始めている。機能部品として顧客に供給することで、開発

コストの削減と信頼性の担保という効果が期待できる。組み込みシステム分野において顧

客の製品企画を先取りした提案によって受注につながるケースがあり、受注拡大のために

もソフトウェアの IP 化は有効な手段となるものと期待している。 

 

2.2. B 社の事例 

2.2.1. プロジェクトの概要 

(1) プロジェクトのプロフィール 

Ｂ社は、制御機器、電子部品、駅務機器などの製造･販売及びソリューションを提供する

制御機器メーカーである。プロジェクトは、この駅務機器とソリューションを提供する部

門のプロジェクトで、部門で培われた要素技術をベースに搭乗ゲートのデジタル化に対応

するための顧客対応型のプロジェクトである。対象システムは、搭乗券の発券機、搭乗ゲ

ートを制御する自動改札機、制御状況を監視し集計する集計機とデータや制御状況を記録

し蓄積するサーバなどで構成する中規模の組込み系制御システムで、これまで培われた要

素技術をベースにしたシステムであるとは言え、従来の顧客の業種が異なることから新た

なハードウェア開発などのリスクの伴うプロジェクトである。 

(2) プロジェクト体制と管理責任者 
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プロジェクトは、営業部門、ハードウェア(以下 HW)設計部門、ソフトウェア(以下 SW)

設計部門、品質保証部門、生産技術部門にフィールドサービス部門、PMO・プロセス改善

組織の組織横断的な体制のプロジェクトである。プロジェクトの体制を図表 5-1 に示す。 

組込み系システム開発では、システムを構成する機器の機能がシステムの主要機能を確

定するためにプロジェクトの管理責任者（以下 PM）は、HW 設計部門が担当する場合が多

く、このプロジェクトでも、新たなハードウェアの開発が伴うために HW 設計部門が PM

を担当した。しかしながら、近年システムの大規模化とソフトウェアの肥大化により、プ

ロジェクトリスクやプロジェクト運営の全体 適から、PM は SW 設計部門で担当する場合

が増えてきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表  5-1 プロジェクトの体制 

(3) プロジェクトの立上げ 

プロジェクトは、顧客との擦り合わせの中でシステムの重要性や投資額、実現の可能性

や容易性、他への影響などのリスクを考慮して達成目標や進め方など方針を確定するが、

このプロジェクトでも段階を追って１年毎のプロジェクトとして進められ及び新たなハー

ドウェアの開発が伴うことからハードウェア開発を先行開発で進めて、試作機により実現

の可能性の評価が行い問題点を明らかにすることによって主要機能が定義されてプロジェ

クトが立上げられた。 

2.2.2. プロジェクトの実施状況 

(1) 組込み系システムの開発モデル 

組込み系システム開発では、機器戦略や顧客要件に基づいて目標とするシステム機能を

明らかにして、機器への機能分割とメカ・エレキ・ソフトの分担及びシステム設計と機器

設計・製造を軸にしてシステムを構築する。開発モデル例を図表 5-2 に示す。 
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図表  5-2 組込み系システム開発モデルの例 

(2) プロダクト計画とプロジェクト計画 

プロジェクトは、プロダクト計画・プロジェクト計画など階層別、工程別に様々に作成

され進められる。プロダクト計画は、機器の設計、量産、据付・調整を中心に顧客や事業

目標、HW／SW 設計部門、生産技術部門など部門横断的な擦り合わせを図るための計画で、

プロダクトの責任者（以下プロダクトマネジャー）によって維持・管理される。 

プロジェクト計画は、プロダクト計画と整合を図りながら設計部門を中心にハードウェ

アやソフトウェアの設計方針や品質・性能目標、リスク対策、スケジュール及びプロジェ

クトの進め方など主管部門で作成され維持・管理される。 

(3) プロジェクト報告 

プロジェクト報告は、夫々の計画の責任者に報告される。プロジェクト計画の基づく状

況報告は、定例報告会で PM に報告されるが、緊急事態やイベント発生時にはプロダクト

マネジャーにも報告されて適切な問題解決が図られる。また、プロジェクトでは顧客にも

PM が任命された。顧客の PM を交えた定期的な報告会で相互に状況が把握され、顧客間に

跨る問題が、速やかに解決が図られ計画が維持された。（下記（5）項の関連事項参照） 

(4) 開発標準 

プロジェクトでは、工程全般に亘って実施する手順が文書化され厳格な運用がされてい

る。HW／SW 設計ではハードウェア開発手順、ソフトウェア開発手順などが規定され、ソ

フトウェア開発手順については、ソフトウェアの見えないという特徴から実施される作業
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されている。とりわけ品質に注力した標準類が充実している。レビューや品質測定など品

質に直接影響を与えるため、工程毎に実施するレビューや品質を測定する項目などが規定

され品質向上への取組みがされている。 
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機器開発（メカ／エレキ／ソフト開発）

運
用
テ
ス
ト

シ
ス
テ
ム
企
画

シ
ス
テ
ム
分
析

Ｉ
／
Ｆ
設
計

評
価
・
保
守

シ
ス
テ
ム
テ
ス
ト

計画
設計・開発・試作 量産

評価
プロジェクト管理

Ｐ２Ｍ

スキームモデル システムモデル サービスモデル

統合分割

システム開発

機器開発（メカ／エレキ／ソフト開発）

機器開発（メカ／エレキ／ソフト開発）

運
用
テ
ス
ト

シ
ス
テ
ム
企
画

シ
ス
テ
ム
分
析

Ｉ
／
Ｆ
設
計

評
価
・
保
守

シ
ス
テ
ム
テ
ス
ト

計画
設計・開発・試作 量産

評価
プロジェクト管理

Ｐ２Ｍ

スキームモデル システムモデル サービスモデル

統合分割
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(5) 管理組織とプロジェクト憲章 

プロジェクトでは、顧客の管理組織とで「プロジェクト憲章」交わされて、憲章に基づ

いて厳格なプロジェクトの進捗など監視が行われた。「プロジェクト憲章」は、プロジェ

クトの方針や目的、プロジェクトの成果物と納期、プロジェクトの責任者など体制及び運

営上のルールなどプロジェクトの根本的な取り決めを記述した文書である。これによりプ

ロジェクトが明確に定義され、相互で適切なプロジェクト運営と管理が実施され目標が達

成された。 

2.2.3. HW/SW の擦り合わせの効果 

機器のコントロールは、タイミングやノイズなど設置環境を考慮したセンシティブな対

応が求められるが、これらは仕様として文書化が難しくそれを補うためにメカ・エレキ・

ソフトの蜜な擦り合わせが必要になる。新たな機器の開発が伴う場合はとりわけ頻繁に行

われ、時に現地での検証が必要になる。またセンシティブな対応はスケジュール化が難く

しばしばプロジェクトに大きな影響を与える。そのため機器コントロールソフトなどの基

本ソフト設計者の HW 設計部門への配属や新たな機器開発の先行開発などその対応が工夫

されている。 

2.2.4. 組込みシステム開発で直面した課題 

(1) 想定外事象への対応 

組込み系システム開発では、制御対象の想定外の事象や環境条件により充分な機能を発

揮しなくなる。プロジェクトでも、現地での試行錯誤により問題解決するが、顧客でも想

定外できない事象は充分な擦り合わせにも関わらず定義するのは難しく、また再現性の乏

しい事象の対応は苦慮する。 

(2) 調達部品の品質 

調達部品の品質管理は製品の品質を左右する基幹業務である。プロジェクトも調達部品

の品質が安定せず対応に苦慮したが、調達部品の品質を如何にコントロールするか、機能

の高度化・複雑化・肥大化にあって組込み系システム開発の重要な課題である。 

2.2.5. 組込みシステム開発成功の条件 

組込み系システムのデジタル化・ネットワーク化により、これまでメカ・エレキで実現

してきた機能がデジタル機器やソフトウェアで実現されハードウェアとソフトウェアを熟

知していないと目標とする機器性能を確保するのが難しく、ハードウェア・ソフトウェア

に精通した技術者の育成が欠かせなくなってきている。このためプロジェクトではハード

ウェア・ソフトウェアを俯瞰できる比較的小規模なシステムを担当することからハードウ

ェア・ソフトウェアに精通した技術者の育成に力を入れている。 
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2.2.6. プロジェクト成功のための取組み 

(1) PM・SE の育成 

機器のデジタル化とネットワーク化は、システム機能の高度化と複雑化に合わせてシス

テムの肥大化をもたらしシステムアーキテクトやプロジェクトマネジャーの必要性が増し

てきている。このためプロジェクトでは、社内外の教育コースの他に教育専門チームを設

けて、組込みスキル標準（以下 ETSS）などを参考に、プロジェクトに密着した 新の設計・

管理技術の教育を実施し資格取得を奨励するなど人材育成の充実を図っている。 

(2) レビュー体制の強化 

プロジェクトでは、デザインレビューを品質向上への重要な活動として位置づけて公式

レビューやピアーレビューなど実施しているが、更に品質を確実なものとするためにプロ

ジェクト外の専門家や有経験者の参加を得てレビュー体制を強化し、デザインレビューの

質の向上を図っている。 

(3) プロセス改善と SEPG 

組織では CMM／CCMI モデルによるプロセスの改善に早くから取り組んでいる。プロセ

スエンジニアリンググループ（以下 SEPG）の支援を得てプロジェクトの開発・管理プロ

セスの改善と改善結果のフィードバックにより組織の開プロセスの改善が図られている。 

(4) PMO の設置 

プロジェクトでは、PMO による支援を得たが今プロジェクトは機能別組織でプロジェク

ト間に跨るマネジメントリスクも少なく PM への進捗管理支援が行われた。組込み系シス

テム開発では顧客が複数になる場合、顧客と機器などのマトリクス型組織となるが、シス

テムの複雑化・肥大化・短納期化と組織の効率化に合わせて PMO による効果的なプロジェ

クト運営が望まれる。 

(5) 共通化と再利用 

組み込み系システムのソフト化は、ソフトウェアの属人性とその特徴から機能の高度化

や規模の肥大化に留まるところを知らず組織を上げて効率化への対応が求められている。

そのためプロジェクトでは、仕様の拡散防止とアーキテクチャ、モジュールなど資産の共

通化と再利用を進めている。機能の高度化と規模の肥大化は、これまでの開発方法では生

産性と品質が追いつかず、開発方法までも見直しが迫られている。 

(6) 海外メーカー・コンポの活用 

海外のメーカー・コンポが安価に調達し易くなってきている。組込み系システム開発の

モジュラー化が企業の収益性と製品競争力を高め、また擦り合わせ型開発が高コストの要

因でもあるとするならば、海外のメーカー・コンポを如何に取り込むかが今後の持続的・
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継続的な成長への鍵でもある。 

 

2.3. C 社の事例 

2.3.1. プロジェクトの概要 

(1) プロジェクトのプロフィール 

Ｃ社は、自動車・環境・医用分野などの分析・計測機器を製造・販売する総合機器メー

カーである。Ｃ社は、この分析・計測機器を開発するのにプロジェクトを組織して開発す

る。分析・計測機器の開発は、分析・計測技術の開発と高い信頼性が要求され、プロジェ

クトでは無理な計画は立てない。これまでハードウェアが分析・計測機器のコンセプトを

確定していたが、機能の高度化・インテリジェント化によりソフトウェアが機器のコンセ

プトやアーキテクチャに与えるようになってきて、今では分析・計測の専門家とメカ・エ

レキ・ソフトの技術者を交えた技術指向のプロジェクトである。 

(2) プロジェクト体制と PM 

プロジェクトは、機器の戦略性や開発規模によって体制は異なるが、多くは小規模精鋭

のプロジェクトで製品の分野別の分析・計測の専門技術者とメカ・エレキのハードウェア

技術者、ソフトウェア技術者が協調して進める。 

機器の要件仕様は、プロダクトマネジャーと製品の分野別の専門技術者によって確定さ

れることもあり、プロジェクトの管理責任者（以下 PM）は、分野別の専門技術者が担当す

る。またプロジェクトは、開発規模に応じて時にマトリクス型組織で対応するが、何より

もまして信頼性を重 視するため PM が不足するほどプロジェクトを発足させないなど品

質重視のプロジェクト体制となっている。図表 5-3 に示す。 

図表  5-3 プロジェクト体制 

 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄﾏﾈｼﾞｬｰ
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2.3.2. プロジェクト実施状況 

(1) プロジェクト計画 

製品計画に基づいて個々プロジェクトでは、機器の設計から出荷までの全体計画と、メ

カ・エレキ・ソフト毎の計画を作成し相互に進捗状況などを確認しながら進める。計画変

更は、進捗状況に応じて変更するが、購入品の実装前評価で期待する評価がでない場合や

実装して目標とする結果が出ない場合は大きな変更が伴いプロダクトマネジャーの承認を

得て計画を変更する。 

(2) プロジェクト報告  

プロジェクトの状況報告は、計画に基づいて定期的に報告することが規定されている。

新製品開発は時に経営のトップマネジメントまで、その他応用製品については顧客の重要

度に応じて報告され、報告に応じて適切な処置が施されて問題解決が図られる。 

(3) プロセス標準 

組織には機器の分野毎に標準プロセスが用意されている。プロジェクトは、組織の標準

プロセスに基づく成果物され、プロセスで品質を作り込むための継続したプロセス改善が

行われている。 

(4) 安定した購入部品の使用 

分析・計測機器は、グローバル展開を見据えて ISO/IEC など国際規格や広く採用されて

いる標準の測定・分析技術に準拠して開発する。従って他の組込み系製品と違って顧客毎

に応じた改造はなく、改造に伴うディグレードなどの不具合も発生しない。しかしながら

規格・標準への適合性と信頼性の維持への対応が強く求められ、その為プロジェクトでは、

使用実績の無い購入部品は品質の思わぬ事態にも見回れることもあり、原則使用実績を無

い購入部品の使用を控えて安定した購入部品を使用して信頼性を確保している。 

2.3.3. HW/SW の擦り合わせの効果 

測定・分析の HW/SW の擦り合わせは、測定・分析の方式設計などの前段階と機器への

実装後の後半で協調される。前段階では測定・分析技術の実装に向けた 適なアーキテク

チャなど方式設計のために、後半では、アーキテクチャと測定・分析方式設計などの妥当

性など評価するには難しい事項について擦り合わせが行われる。 

2.3.4. 組込みシステム開発成功の条件 

(1) 要素技術の先行開発 

測定・分析機器の開発では、測定・分析の要素技術の開発が必須要件である。要素技術

が確立されなければプロジェクトは成り立たず、そのため要素技術の開発の先行開発と開

発結果の確かな評価を経てプロジェクトを進める。 
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(2) 適切な計画 

PM や設計技術者が複数のプロジェクトを兼務したり、急ぐからといって納期を短縮した

りするなど無理な計画を立てないことである。測定・分析機器には、測定・分析技術の確

立や測定・分析の確かな精度が求められ、専従による着実な設計・開発の積み上げがプロ

ジェクト成功の条件である。 

(3) PM のリーダーシップ 

プロジェクトは問題解決の連続である。特に技術指向のプロジェクトでは、高度な専門

知識に裏付けられた適切な判断に合わせて、技術者のチームワークとノウハウやアイデア

を如何に導き出すかが求められ有能な PM のリーダーシップが欠かせない。 

2.3.5. プロジェクト成功のための取組み 

(1) 人材の育成 

測定・分析精度の向上と技術変化が著しく専門知識を有する技術者とメカ・エレキ・ソ

フトの開発技術者の人材育成が欠かせない。プロジェクトでは、ETSS などを参考に教育体

系を整備し、とりわけ PM は比較的小規模なプロジェクトを実践することにより人材育成

を図っている。 

(2) モチベーションの高揚 

分析・計測機器の開発は分析・測定技術の創造的なアイデアがキーとなる。メンバーに

気持ち良く楽しく仕事をしてもらう方が、遥かに優れたアイデアの創造と効率も良く、ユ

ニークな社是「おもしろくおかしく」が浸透しチームワークの良さとなってプロジェクト

の成功の要因となっている。 

(3) レビュー体制の強化 

分析・計測機器は顧客の品質に影響するだけに品質要求は厳しい。そのため不具合の原

因究明は徹底的に行われが、分析の結果から得たその対策にレビューに注力して取り組ん

でいる。とりわけ外部組織から有経験者や有識者の参加を得てレビュー体制を強化して製

品品質の維持向上に力を入れている。 

(4) 国際標準への対応 

分析・計測機器のグローバル展開には国際標準を念頭においたビジネス展開が不可欠で

あり国際標準への適合が国際競争力に繋がる。そのためプロジェクトでは、製品戦略に基

づいて国際標準への対応と合わせて国際標準を見据えた取組みがプロジェクト成功の要因

にもなっている。 

(5) ソフトウェアの共通化・流用化 

機器の IT 化は、機器の精度向上と高機能化をもたらしたが、一方では多品種少量の中で
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ソフトウェアの飽和と保守が課題となってきている。保守の効率化とコストダウンも踏ま

えソフトウェアの共通化・流用化が重要な課題となってきている。 

 

2.4. D 社の事例 

D 社は中堅機械メーカーであり、カラー複合機の商品群を開発・製造して輸出している。 

2.4.1. プロジェクト概要 

(1) 製品プロフィール 

開発製品はカラー複合機（MFP）であり、その商品コンセプトは「安い」、「速い」、

「きれい」である。 

(2) 開発対象 

組込み製品開発（開発・設計まで）が対象であり、製造は海外の子会社で実施している。

新技術は製品開発しながら要素開発する。さらに、担当範囲はハード及びソフトの開発で

ある。 

また、装置（システム）仕様や構造検討においては、ハード、ソフト設計者共同で、構

造や機能分担を決定した。 

(3) 規模（工数、費用） 

開発費用は約 3300 百万円、要員数は時期で変動したが 大ハードが 70 名、ソフトが 25

名程度。ソフトは当初新規開発を予定したが、途中で流用モデル中心に変更した。 

(4) プロジェクト体制 

設計部門は機能組織で構成されており、技術統括部長が任命した開発責任者がプロジェ

クトリーダー（PL、他社で言うとプロジェクトマネジャー）を選定し、その PL が各機能

組織から要素リーダーを選定、要素リーダーは自組織からメンバーを選出する。製品開発

プロジェクトと担当部門間のマトリクス管理がなされている。 

また、事業部レベル PMO を設置（プロジェクト責任者、プロジェクトマネジャー、サブ・

プロジェクト・マネジャー、システム環境構築担当者らで構成）し、計画の変更や進捗の

視点から支援している。 

(5) 開発期間 

2006 年 10 月頃から、約 1 年半である。 

2.4.2. ハード／ソフトの擦り合わせ開発による効果 

効果があった（全工程で擦り合わせを行っている）。なお、開発工程、擦り合わせの概

況は以下のとおり。 

① プロジェクト発足の前に、「構想基準書」（製品企画書に相当）が作成される。上記に
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は、今回の機能項目毎の関連ユニット、その対処内容を示すマトリックスもある。 

② 工程は「開発計画」、「要素開発」、「機能試作」、「試作」、「量産試作」、「量産

確認」のようになる。「要素開発」工程の初めに、構想基準書に対処すべき内容を各ユ

ニット（モジュラー部品）間で擦り合わせて要求仕様を確定する。次にユニット開発で

は、メーカー、プロセス、エレキ、ファームという要素リーダー間で頻繁な擦り合わせ

が行われる。 また、「機能試作」工程の評価からはソフトも組込み、マシンレベル合

わせで実施する。この際、工程を通じて毎週の「リーダー連絡会」開催により、各要素

リーダー参加で調整事項協議が行われる（活発な擦り合わせ）。 

2.4.3. プロジェクトの実施状況（計画・実施・評価） 

(1) 開発工程及び工程毎の生産物などの規定 

工程全般にわたり、規定が存在した。そして、各プロセス必要作業項目をチェックシー

ト化（開発プロセス・フォローシート）し、これに基づき品証と確認（作業項目毎に、実

施部門、予定、担当、完了日、等を記録）した。また、ほぼ規定に準拠した作業を実施し

た。 

(2) プロジェクト計画書の作成 

中核部分のみ作成した。キックオフ資料が相当する（開発内容、開発費、体制、スケジ

ュール等、9 項目）。 

(3) プロジェクト実施状況の報告 

プロジェクトマネジメント層は、事業本部長⇒技師長⇒技術統括部長⇒開発責任者⇒PL

による体制となっている。技術統括部長は MFP 全体を統括し、開発責任者以下は機種毎に

存在する。 

① プロジェクトマネジャーの報告 

PL に毎週、開発責任者に毎週報告している。 

② プロダクトマネジャーへの報告 

技術統括部長に毎週（週報）、直接報告は毎月（開発進捗報告会議の場で）報告し、さ

らに必要に応じて報告している。 

③ 上位管理者（事業部長）への報告 

事業責任者に毎月報告している。 

(4) プロジェクト内の調整と計画の変更 

プロジェクトでリカバリーの議論を行い、上位管理者に対応策を提言した。また、上位

へは QCD に影響するような変更の場合に報告した（例．使用ソフトウェアの変更）。品質・

コスト・納期の評価（0~3 の 4 点評価、3 がよく管理できた）では、製品品質の良し悪しは
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2（納期に影響する問題があったため）、開発費用の良し悪しは 3（今回はマイナーチェン

ジだったため）、開発期間の良し悪しは 1（１ケ月ほどの遅れがあったため）である。 

(5) 組込みシステム開発で直面した課題 

今回はマイナーチェンジで特筆なし。 

(6) 組込みシステム開発で、どのような課題が発生しがちか 

品質の視点では、ソフトの大規模化もあり、異常発生時の切分けが大変になっている。

また、ハード、ソフトの出荷後の修正容易性の違いを考えた対応方針が必要である。 

開発費用･工数の視点では、ソフトの確認工数の増大、多数の確認設備台数が必要になっ

ており、新規設計ハードのトラブル多発、ハード・メンテナンス工数が増加した。 

開発スピード、納期遵守の視点では、ハード、ソフトの完了遅れ、品質不足が相互の線

表に影響する。 

2.4.4. プロジェクト成功の条件とは 

以下の条件が挙げられる。 

① 技術者のスキル 

② 要求仕様の明確さ 

仕様が不明確でなくても、市場動向などから仕様を見直すことがありがち。 

③ プロジェクト･マネジャーのスキル 

バランス感覚が大事であり、今後はスキルの体系化を進めたい。現在、PMP 資格取得

を勧めている。 

2.4.5. プロジェクト成功のための取り組み 

① 品質向上（レビュー体制の強化等） 

フィールド問題の削減が大変重要である。 

② プロセス標準の整備 

品証が中心に進めている。 

③ PMO 設置 

事業部 PMO にて標準化（PM 基盤）を検討中である。 

④ 開発体制 

開発担当者兼務によるマトリックス管理の難しさを実感している。現在、社内でその解

決アプローチを模索中である。 

⑤ ソフトウェア開発・供給について 

開発・供給している、特定のソフトウェアの規模は 100 万行を超えており、ソフトウ

ェアアーキテクチャを導入しソフトウェア製品を開発・供給している。 



 

107 

現在、以下のことを実践している。 

• ソフトウェア資産としてコアアセットが定義され利用されている。 

• ソフトウェアプロダクトラインのソフトウェア開発プロセスが定義されている。 

• グローバルな開発プロジェクトに対するソフトウェア開発プロセスが定義されている。 

• 海外にソフトウェア開発をアウトソーシングしている。 

• ソフトウェア設計・開発を含め、ソフトウェア事業に必要な 3 年を超えるビジネス戦略

が策定され実践されている（中期計画を策定）。 

• ソフトウェア開発需要に見合ったソフトウェア人材育成プログラムがある。 

 

また、今後の課題への対処が迫られる事項と施策は以下のとおり。 

• 技術力育成 

• 先端技術導入 

• 顧客要求の把握 

• 提案型開発 

• すばやい実行と SPEED 感 

• 小回りのきく開発 

• カスタマイズ 

 

2.5. E 社の事例 

Ｅ社は大手の、情報処理装置、通信装置メーカーであり、自社開発装置の国内外への販

売および、各種サービス運用会社からの製品受託開発も行っている。 

2.5.1. プロジェクト概要 

(1) 対象プロジェクト 

国内の、大手通信キャリアから受託した、移動通信ネットワークを構築する移動通信用

交換装置開発のプロジェクト。 

(2) 開発対象 

移動交換装置のハードウェア及びソフトウェア。ただし、複数社が同一システム構成装

置を受託しており、同一機能の装置を他社と並行開発するケース、同一装置内のハード及

びソフトを他社と分他開発するケースも伴う。 

(3) 開発規模 

初期開発品におけるソフト開発者はピーク時で約 250 名、ハード開発者は約 100 名ほど

であった。 



 

108 

(4) 開発体制 

一つの事業部で、該当装置及び同一顧客向けの他のネットワーク構成装置を並行して開

発している。事業部は大きく、方式部門、ハード設計部門、ソフト設計部門、品質保証部

門で構成され、営業部門、購買部門、製造部門、予算管理部門などは事業部外の組織とな

っている。 

(5) 開発期間 

試作機の開発評価の期間も含めて、約 3 年 

2.5.2. プロジェクト実施状況 

(1) 開発工程及び開発工程の生産物などの規定 

工程全般にわたり、明確な規定が存在し実行されている。なお、各工程の生産物はもと

より、開発マネジメント用の帳票など、顧客の規定が多岐にわたり、その要求を満たす作

業規定になっている。 

(2) プロジェクト計画書の作成 

計画書作成規定にそった計画書を作成している。なお、計画書はプロジェクト全体の計

画書、ハード開発の計画書、ソフト開発計画書と階層的に複数作成されている。 

(3) プロジェクト実施状況の報告 

① プロジェクトマネジャーへの報告 

ソフト開発プロジェクト、ハード開発プロジェクト等の単位で、プロジェクトマネジャ

ーには、毎週進捗会議を開催しその中で報告している。 

② 総括プロジェクトマネジャーへの報告 

各プロジェクトをまとめた装置全体をまとめる総括プロジェクトマネジャーには月に 1

度ほど、状況を報告数している。 

③ 顧客報告 

顧客のプロジェクト責任者に対しては、ほぼ毎週開催される進捗会議に、プロジェクト

マネジャーが出席し、指定された内容で進捗状況を報告している。 

また、この席には作業分担する他社も集積しており、相互の進捗や課題などの情報交換

や作業調整を行う場となる。 

(4) プロジェクト内の調整と計画の変更 

作業進捗あるいは、品質など計画達成の課題が発生した場合は、まず社内でリカバリー

のための調整を図る。この調整が、社内だけで困難なレベルになった際は、顧客開催の会

議などで報告し、計画見直しの調を図り、計画変更の了解を得る。 

また、この変更が、システムを構成する他の装置の計画にも影響を与えるような場合に
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は、関係各装置担当との調整も行う。 

2.5.3. ハード／ソフト擦り合わせ開発による効果 

効果があった。擦り合わせはプロジェクトを統括する顧客の主導で、関係者出席の技術

打合せや、設計要綱や設計書の相互レビューのような形で、定常的に実施される。 

また、新規通信サービスの導入に当たっては、エンドユーザーの評価，既存サービス環

境との親和性、性能条件等の実現性を確認する必要があるため、研究所での試作・評価、

商用実験機の開発と実証実験、などを経てから、商用サービス品の開発に着手するような

段階的開発と擦り合わせが行われる。 

2.5.4. プロジェクト成功の条件とは 

(1) 技術者のスキル 

オフショア開発などで、外部要員のスキル向上 

(2) プロジェクトマネジャーのスキル 

経験的なマネジメントから、標準スキルの体系化と教育 

2.5.5. プロジェクト成功のための取り組み 

(1) 品質向上 

品質保証部門の設置と、品証試験の実施 

QMS の構築、組織的な品質活動の推進 

(2) 開発支援ツール類の導入 

プロジェクトマネジメントツール、設計支援ツール、シミュレーターなどによる生産性

の向上、開発期間短縮など 

(3) 人材育成、教育 

開発技術の教育、マネジメント教育、品質管理教育、等 

2.5.6. ソフトウェア開発に・供給についての取り組み 

• 開発・供給しているソフトウェアの規模は，100 万行を超えている 

• 既存のソフトウェア資産を活用して、開発している 

• ソフトウェア資産として、コアアセットを定義し利用している 

• ソフトウェア開発を含めたソフトウェア事業に、3 年を超えるビジネス計画が策定され実

践されている 

• ソフトウェア開発需要に見合った、人材育成プログラムがある 

2.5.7. ソフトウェア開発・供給の将来のあり方、懸念事項 

• 製品に魅力的な付加価値をつけるために、ソフトウェアはますます必要になる 

• ソフトウェアの納期はますます短くなる 
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• ソフトウェアの開発コストをまかなえる受注額あるいは販売額の確保が困難になる 

• 今後一層問題となる事項は、 

ハードウェアに密着した FPGA や DSP の大規模化への対応 

ソフト構造、資産化を考えた製品アーキテクチャの採用 
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第6章 プロダクトラインへのプログラムマネジメントの適用 
 

【要約】 

我国のものづくりを支えるデジタル家電、自動車、医療機器、産業機器等のシステム機

器には大量のソフトウェアが組込まれている。そして、これらシステム製品を差別化する

ため機能を追加しようとすると、ソフトウェアをいっそう必要とする。しかも、安全性・

信頼性等の高い品質を実現し、市場喪失を避け、あるいは市場を拡大するため短納期・低

コストの厳しい制約条件を達成しなければならない。他方、ソフトウェアを供給する技術

者や仕組みはソフトウェアが複雑・大規模になればなるほど開発生産性は低下し、いっそ

う多くの技術者等の経営資源を投入しなければならなくなる。このように、要求側と開発

側には大きな隔たりがある。本稿では、この問題を解決することを目的に、欧米で浸透し

ているプロダクトラインの成果を取り入れつつ、我国の強いものづくりを象徴する前向き

の「擦り合わせ」を取り入れ、我国のプロジェクト及びプログラムマネジメントのあり方

の集大成である P2M をベースにしたものづくり競争力強化のあり様を検討する。 

 

1. 組込みシステム開発の抱える課題 

我国のものづくりを支えるデジタル家電、自動車、医療機器、産業機器等には、今日、

大量のソフトウェアが組込まれている。いずれも「強いものづくり」を代表する製品群で

ある。これらシステム機器を差別化するため、さらに機能を追加しようとすれば、ソフト

ウェアをいっそう必要とする（図表 6-1 参照）。しかも、安全性や信頼性等の我国のものづ

くりを象徴する優れた品質を高め、日本製品に対する安心感・信頼感という強いものづく

りがこれまでに獲得し育んできた特質を維持発展させて行かなければならない。しかもそ

の上に、既存市場を喪失しないように極めて短い納期を厳守するだけでなく、コストの削

減ないしコスト増を抑制するという厳しい制約条件のもとで開発を継続しなければならな

い。また、このような柔軟な製品開発をするためにも、ますますソフトウェアを必要とし

ている。 

他方、ソフトウェアに対する開発需要が増加すると、システム機器に組込まれるソフト

ウェア量は増加し、ソフトウェア内部はもちろん、複数のハードウェア部品や他のソフト

ウェアとのインターフェイスも複雑になり、システムとしての統合（本来の意味での「イ

ンテグラル」、我国では「擦り合わせ」と訳され独自の意味を与えられていることも多い）

も困難になる。例えば、ソフトウェアが増えるとソフトウェア間のインターフェイスも増

え、追加したソフトウェアの試験だけでなく、既存部分との試験も繰り返すことが必要に
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なる。しかも、試験を実施するタイミングも様々な条件が追加されることになり、徐々に

ソフトウェア開発にかかる作業負荷が増え開発生産性は急激に低下して行く（図表 6-2 参

照）。 

図表  6-1  ソフトウェアをますます必要とする時代に突入 

図表  6-2  ソフトウェアの大規模・複雑化に伴い開発生産性は大きく低下する 

２１世紀は、ソフトウェアを
ますます必要とする時代と
して特徴づけられる。

ソフトウェアでの実現要求
（柔軟・低コスト・短期間で実現
することが期待されている）

明日

開発
需要

これまで 今日
膨大なソフトウェア開発
需要を生み出す。

・新機能の追加開発要求
・製品差別化要求
・新製品・新機種向け新規開発要求
・多機種の同時対応要求

次第に、ものづくりに
ソフトウェアが欠かせなくなる。

差別化/機能の
追加要求

ソフトウェアが複雑化・大規模化すれば、どうなるか！

複雑化・大規模化に伴い、
技術者一人当たりの
開発生産性 は著しく低下する

開発コストは、急上昇！
技術者は場当たり的な対応に
追われ、付加価値向上に向け
る時間が減少、士気も低下する。

明日

開発
生産性

今日これまで

抜本的な対応が求められている！

以下の部分的な解決策の導入 ⇒ 見えてこない抜本的な効果
・人員増、協力会社の活用 ・海外へのアウトソーシング
・生産性向上策（最新ツールの導入）
・標準・品質保証の強化による手戻り抑制 ・プロセス改善～ＣＭＭ導入

確信の持てない未来像

ソフトウェアの
複雑化・大規模化
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このように、開発生産性が低下している状況にも関わらず、厳しい競争を勝ち抜くため

に差別化に必要な機能追加が求められる。こうして、ソフトウェア開発部隊はさらに困難

な状況を迎える。結果的に、図表 6-3 に示すような開発要求と供給能力との間のギャップが

どんどん拡大し、股裂き状態から抜け出すことができなくなり、やがて破綻に至る負のス

パイラルに落ち込む。 

図表  6-3  やがてソフトウェアビジネスは破綻する 

もちろん、このような状況に至らないために、開発現場では様々な努力や工夫が行われ

ている。例えば、次のようなことが行われている。 

• 人員増や人材育成 

• ソフトウェアの再利用 

• プロジェクト管理法の改善 

• 開発標準の確立やプロセス改善 

• CMM（Capability Maturity Model: 能力成熟度モデル）の適用 

• 品質管理基準の設定や基準の強化 

• 「戦略なき」PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）の設定 

• 外部、とりわけ海外へのアウトソーシング 

• 生産性の高いツールの導入 

 

必死の努力が積み重ねられていると言えよう。その努力は場当たり的な対処に過ぎない

需要増加と生産性低下という大きな矛盾が生じている
→ 放置すれば、確実にソフトウェアビジネスは破綻する！

明日

複雑化・大規模化に伴い、
ソフトウェア技術者
一人当たりの開発生産性
は著しく低下せざるをえない

ソフトウェア開発要求量
とソフトウェア提供能力

のギャップが拡大開発
需要

開発
生産性

今日

ますます増大する開発要求
→ソフトウェアは複雑化・
大規模化せざるをえない

・ソフトウェア開発部隊は、
股裂き状態

・やがて、破綻に至る
（仕事があっても、
利益が出ない）

・成算がないビジネス展開
→ 通常の経営では、
撤退する局面。しかし、

ものづくりには、
ソフトウェアが欠かせない。

これまで
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ものから根本原因にさかのぼって再発を防止するものまで様々である。しかし、開発要求

増に安易に人員増で対応すると固定費を押し上げ、ソフトウェアものづくりを容易に破綻

させてしまう。また、これらの努力は国際的な開発競争力を確保・維持・強化するまでに

達していると言えるだろうか。多くの組織では、ソフトウェアの開発生産性の改善目標さ

え明確にすることもなく、また近い将来の開発需要増に十分な見通しすら持っていないの

が実情ではないだろうか。今後ますます、システム機器に果たすソフトウェアの役割が増

えると、グローバルなソフトウェア開発競争に敗れ、結果的に「強いものづくり」も極め

て困難な事態を迎えることにならざるをえない。図表 6-4 に示す。 

図表  6-4  ソフトウェアものづくりに敗れると「強いものづくり」も敗れる 

欧米企業では、ソフトウェア集約的なシステム機器を開発するためのソフトウェアのグ

ローバルな開発・生産プロセスを確立している。グローバル開発本部では、ソフトウェア

への要求を掌握、ソフトウェア製品の企画や市場戦略、ローカルなニーズを融合し統一し

たアーキテクチャの確立やユーザインターフェイスの設計、グローバルに実施する複数の

同時並行開発プロジェクトの計画策定と進捗のコントロール、要員のスキル習得や配分を

実行するリソース管理、世界各国で開発されたソフトウェア製品の統合検証、開発や検証

環境の標準設定等を実施している。さらに、国境を越えたグローバルなネットワーク上に

ローカルなソフトウェア生産拠点を配置し、ネットワークを介して開発中のソフトウェア

構成管理を実行し、日々、ソフトウェアの開発状況を監視・統制しながらタイミングよく

ソフトウェアを出荷する体制を整備している。 

我国のハードウェア中心の強いものづくりも、ソフトウェアによる製品差別化の比重が

増すにつれ、このようなグローバルの競合他社といっそう厳しい競争に追い込まれること

ものの価値を実現するためにソフトウェアが必須 →
ものづくりは、ますますソフトウェアに依存するようになる。

ソフトウェアづくりに負ければ、強いはずの「ものづくり」も負ける。

ものづくりは、絶対絶命の危機に直面している！

欧米ではすでに高い開発生産性を実現する仕組みを
グローバルに展開している。
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になる。ソフトウェアビジネス戦略のないまま、その場しのぎの現場対応だけで十分だろ

うか。現場で行われている「擦り合わせ」も後ろ向きのものに過ぎないのではないか。ハ

ードウェア中心の強いものづくりは徐々に弱体化が進んでいる。システム製品を生み出す

には、強いものづくりとソフトウェア開発の特徴を活かしたソフトウェアものづくりを融

合した新しいものづくりの戦略が必要であり、これは経営者がみずから直接関与すべき緊

急の経営課題となっている。 

 

2. 企業の究極的なゴールとゴールを達成する力 

システム製品に組込みソフトウェアは欠かせない。しかし、第 1 節で述べたように、製

品に必要なソフトウェア開発は限界的な状況を迎えている。すなわち、既存のモデルに従

って追加の労力や資源を投入しても、これまで得ることができたはずの効果を期待できな

くなっている。現在のソフトウェア供給のあり方は、製品市場が飽和し、図表 6-5 で示す成

長曲線の 上部に至った製品がひたすら退場を待っている状況に似ている。開発現場の限

界的な実情を冷静に捉えなおし、ソフトウェア供給に抜本的な改革を実施し、高付加価値・

高品質・高信頼性のソフトウェアを多種多量供給する仕組みを再構築し、これからのもの

づくりを支える基盤を強固なものにしなければならない。 

図表  6-5  既存モデルに替わるシステム製品の新しいものづくり基盤が必要 

競争力のある強固なものづくりには、どのようなイノベーションが必要なのであろうか。

イノベーションを経て生み出すものづくりの理想解とはどのようなものか。また、イノベ

Conception（着想）

Birth（誕生）

Infancy/Growth
（幼時/成長）

Maturity
（成熟）

Retirement
（引退）

時間

価値

現在の製品・仕事
の進め方・仕組
み・システム

新しい製品・仕事の
進め方・仕組み・
システム

現在のソフトウェア開発方法は、
その性能の限界に達し破綻している

新しい成長曲線
へシフトが必要
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ーションを加速する方法がないだろうか。新しいソリューションが必要である。新しい革

新的なアイデアは、これまで非常に優れた人の思いつきから生まれるとされてきた。しか

し、今日ではこのイノベーションすらもエンジニアリングの対象とされている。 

究極的に理想的なモデルでものづくりを行えば、それに要する犠牲・コストが限りなく

少ないのに対し、効用が限りなく大きい（図表 6-6 参照）。このような極端な結果を生み出

せないとしても、現状（図表 6-6 の P）を大幅に改善・改革した現実的な開発モデル（図表

6-6 の S）を創造することが必要になっている。 

図表  6-6 究極の理想解 

では、理想的なモデルではどのような成果を生み出せばよいのだろうか。代表的な結果

は、以下のようになるであろう。 

• 顧客満足を獲得できる機能性や価値 → 顧客の求める機能や価値をすべて実現する 

• 高品質（安全性・信頼性・操作性等）→ 高い品質を提供できる 

• 低コスト → 限りなく安く生産し供給できる 

• 短納期 → 納期も著しく短い（市場変動に素早く対応可能/市場をリード可能） 

• 競争力 → グローバルな競合他社に勝てる 

理想解をイメージしながら、理想の実現を阻んでいる要因を取り除き、自社が求める現

実的な選択肢を明確にしなければならない。それでは、どうすれば解決の道筋を明らかに

することができるのだろうか。日本の強みとされる「擦り合わせ」をすれば獲得できるの

IFR: Ideal Final Result

（究極の理想解）

時間

今日の
問題空間

出典：「ＴＲＩＺ実践と効用－体系的技術革新」に加筆引用

この方向に戻ると選択肢の数が増える

究極の理想解から後退
した任意の位置での解
決策探索空間

自社の優位差となる時間差

P

S
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であろうか。本報告書の第 3 章及び第 4 章で、擦り合わせには「前向きの擦り合わせ」と

「後ろ向きの擦り合わせ」があることをすでに示している。「後ろ向きの擦り合わせ」の

典型は、市場に出荷した後、露見した不具合により製品をリコールすることに現れる（図

表 6-7 参照）。この不具合は、開発工程毎の品質確保を目的として設定されていた、いくつ

ものいわゆる「品質ゲート」をすり抜け、市場で初めて、しかもその多くは顧客が検出す

る。この場合も「擦り合わせ」を行っていたが、効果がなかったのである。言うまでもな

く、上記の理想解の対極に存在するものである。 

図表  6-7  市場で露見した不具合に求められる「後ろ向きの擦り合わせ」 

言うまでもなく、不具合を取り除くコストは遅れれば遅れるほど高くつく。市場で露見

すれば、稼いだはずの利益も水泡に帰す。図表 6-8 は、ソフトウェアの実装時のコストを 1

とした場合に、設計段階で不具合を取り除くと 0.5、要求定義段階であればさらに少なくて

済むことを表している。一方、不具合を見過ごしテスト工程以降に持ち越すと、 悪 100

倍ものコストを支払うことを表している。要求段階からすれば、1,000 倍ものコスト比が生

じかねないことを表している。不具合が生じてしまった結果、擦り合わせを行い本来の姿

に戻したとしても、すでに失ったものがあまりに大きいだけではない。もはや市場から撤

退せざるを得ない状況をみずから作り出していると言えよう。 

 

市場障害
表面化

要求 設計 実装 テスト 出荷

バグ混入

不具合
検出工程

不具合
の露見

バグ
表面化バグ混入バグ混入

手戻り （後ろ向きの擦り合わせ）

不具合の是正には、負の工数（本来、ゼロにしたい工数）が必
要になる。 ⇒ 例えば、増員が必要になる。
これに必要な原資はどこから捻出可能か。もちろん、顧客から
ではない。とすれば、コスト増、やがて赤字につながる。

不具合の見過ごし

不具合
混入工程

品質ゲート
や品質保証
の仕組み
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図表  6-8 不具合の修正にかかるコストを相対比較する 

この図表 6-8 は、今日でもソフトウェア開発の現場で、したがって擦り合わせが不足し

たソフトウェアを組み込んだシステム製品づくりの現場で起きている実情を表していない

だろうか。逆に言えば、不具合を埋め込まない理想的なエンジニアリングを追求すること

は大きな効果を生み出す可能性がある。とりわけ、要求～設計段階で精度の高いエンジニ

アリングを実行することが必須であり、またそうすることは、我国の強いものづくりを強

化し発展させることに直結している。要求エンジニアリングについては、第 3.3 節で詳述す

る。 

本稿の追求する理想解は、このような「後ろ向き」の「擦り合わせ」を追求するもので

はない。「後ろ向き」の事態、例えば上述の不具合が発生しないよう、まず予防の徹底・

不具合を発生させない仕組みを確立する。不具合の露見修復から信用回復にかかる膨大な

コストを想定し、予防と仕組みづくりを採用する先進的な経営意志を明確にしておかなけ

ればならない。現場まかせはもちろん、現場を見て回って気づくマネジメントでは手遅れ

になる可能性が高い。 

また、万一、実際に不具合が発生した場合にも冗長化する等の予防的措置を実装するこ

とにより品質を確保することはもとより、異常事態も即時に検出する（すなわち、正常値

を逸脱したことがわかる）仕組みと共に製品を出荷する。後工程から異常を懸念する「後
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具
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出典：「Software Requirements Engineering」p.481 (IEEE, 2000)
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ろ向き」の情報をフィードバックし、前工程を「前向きに」転化するようにものづくりを

行い、システムの一部で発生した異常によって他のモジュールも異常になるような事態を

回避する。あるいは、前工程の情報をフィードフォワードし後工程の予防的措置を厳しい

ものに変える等、今日の制御工学をはじめとするエンジニアリングが教えることは極めて

多い。我々の強いものづくりをさらに強くする知見が溢れていると言えよう。 

しかも今日、このようなエンジニアリングに注力することが不可欠になっている。これ

を実践する人的な対応も個人レベルから、チーム、組織、組織ネットワークを統合したバ

ーチャルなプロセス自体も設計対象とされている。このプロセスは、理想解に近づく経営

成果を生み出す業務プロセスとして設計され、設計されたプロセスは論理的に成果を生み

出す様子を目に見えるようにしている。すなわち、このプロセス上を流れる成果、例えば

システム製品づくりに欠かせない要求仕様や設計書、試作品・製品・出荷済み製品を計測

し、得られたデータを即時にフィードバック/フィードフォワードし、上記の理想的成果を

追求するメカニズムを常に働かせておかなければならないのである。 

我国が得意とする「擦り合わせ」を実行したとしても、その成果が論理的に我国の強い

ものづくりを担保するものでなければ徒労に帰す。本報告書が提唱するシステム開発にお

ける「擦り合わせ型指向」は、ただ前向きに擦り合わせればよいというものではなく、具

体的な成果に着実につながり、そこから大きな効果が期待できるものでなければならない。 

 

3. ミッションプロファイリングのためのフレームワーク 

本報告書が対象としている組込みシステム機器のものづくりの環境条件について、第 1

章図表 1-1 に、また、その製品を生み出すプロジェクトの特徴と課題について第 1 章図表

1-2 と 1-3 に示している。そこに記載された様々な「擦り合わせ」の要点を前向きに実行す

ることによって、前述の理想解まで押し上げるにはどうすればよいか。本稿の目的は、こ

の変革に道筋を提示することである。そして、この変革を通じて日本的な強みを遺憾なく

発揮し、日本企業のグローバルな競争力を強化向上することである。 
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図表  6-9  前向き擦り合わせから日本型アプローチで付加価値創出を 

可能にするエンジニアリングのフレームワークを創出する 

このモデルないしフレームワークは、我々の（1）これまでの強いものづくりの優れた特

質・伝統を継承し、（2）しかも、すでにグローバルスタンダードとして受け入れられ世界

各国に普及している成果を取り入れつつ、その欠点や弱点を補正ないし克服したものでな

ければならない。例えば、今日のグローバルなソフトウェアものづくりはアジャイルな形

態をベースとしており、顧客や市場へのアクセスの近いものとして実装されている。(3)ま

た、新たに描くモデルはグローバルな多様な環境に馴化しやすく多様性を受け入れる機能

を備える。例えば、ネットワークをフルに活用する一方で、ローカルなインターフェイス

を積極的に取り入れることが可能なフォーマットで対応でき、したがってグローバルな多

様性に対し馴化しやすく設計される。結果的に、ローカルな市場ニーズを吸収し、例えば

ローカルな顧客に受け入れられる機能やインターフェイスを購買可能な価格や方法で届け

ることが可能な製品を生み出せるプロセスを備えていなければならない。（4）しかもその

上に、21 世紀になっていっそう顕著になった国境を越えて影響し合う環境問題や、グロー

バルに単一な市場においても強いものづくり能力をビルトインした、すなわち、日本的な

優れた価値を遺憾なく織り込んで伝えることができるものでなければならない(図表 6-9 参

照)。 

 

3.1. システムエンジニアリング  

システム製品を生み出すことは、ハードウェアやソフトウェアで構成されるシステム機

器に対する様々な要求～顧客価値を整理・分析・加工し、品質・コスト・出荷時期を考慮

した設計情報と生産情報に変え、その情報に基づき実際に製品をジャストインタイムに生

日本の強いものづくりを
支える新しいモデル

現行の破たんが近い
開発モデルに内在

する優れた特長の継承

ボトムラインとして
グローバル

スタンダードを採用

グローバルに
多様な環境への馴化

と統合

新しいものづくりを
特長づける

日本的な強み
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産し顧客や市場に届けることである。同時に、顧客価値を顕在化させるための製品利用に

必要な情報や保守等の情報を加え市場に送り出す。この一連のプロセスは、システムエン

ジニアリングの対象領域であり、通常、要求エンジニアリング、プロダクトエンジニアリ

ング、そしてプロセスエンジニアリングの 3 つの分野に分類される。要求エンジニアリン

グは、顧客ないし市場に潜在する「こと」や「もの」に対するニーズから製品化を目的と

して仕様化する一連の行為を工学的に実施するプロセスである(図表6-10参照)（3.3項参照）。 

図表  6-10 システムエンジニアリングの対象領域 

システムエンジニアリングの外には、ビジネス要求と成果、さらにその外には社会～環

境の要求とその成果がある。その内部のプロダクトエンジニアリングでは、要求仕様とし

て明確になった情報に基づいて具象化された製品全体の完成仕様、製品を構成する部品、

それぞれの部品仕様等を示す設計書を作成する。製品は通常、単発の製品として産出され

ることもあるが、多くは一連の製品シリーズ、またはファミリーとして企画・設計・生産・

出荷されるため、単発のプロダクトとしてエンジニアリングされるよりもプロダクトライ

ンのエンジニアリングとして実行される。したがって、実際に製品を製造するプロセスも

多種多様な製品を臨機応変に生産できるように考慮される。この生産プロセスは設計情報

に沿った製品を具体的な完成製品に変換するプロセスであり、一般にプロセスエンジニア

リングと呼ばれる。 

このように、システムエンジニアリングでは、潜在する製品需要から供給・保守まで、

ビジネス要求
ビジネスモデル
（人と組織・資金・
バリューチェーン）

企業に求める
経営効果

社会/環境～顧客要求

企業努力
の所産

経営成果

社会/環境～顧客の評価

システム要求
システム

要求仕様
システム
設計書

システム
製品

ハードウェア要求
ハードウェア
要求仕様

ハードウェア
設計書

ハードウェア
製品（部品）

ソフトウェア要求
ソフトウェア
要求仕様

ソフトウェア
設計書

ソフトウェア
製品（部品）

実線の枠内は、システムエ
ンジニアリングの対象領域
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ハードウェアはもちろん、市場情報、ハードウェアやソフトウェアのサプライチェーン、

設計や製造のプロセス、それに携わる技術者の規模・スキルや経験、設備、投資対効果、

資金調達等の幅広い領域を対象とする。ものの単なる工学的な側面だけでなく、ものづく

りのマネジメント全般に関わる。したがって、対象とする知識領域や獲得しなければなら

ない手法や技術は極めて多様であり、体系的な習得が難しいとされる実践的な分野であり、

その能力獲得自体は企業競争そのものと言える。組織的な学習が競争要素なのである。 

したがって、企業独自に能力を表すことも多く、組織内部ですら共通の理解を獲得する

ことが困難とされ、「擦り合わせ」の対象物となることも多い。しかし、「擦り合わせ」

を強調しすぎると、目的が見失われ不用意な擦り合わせによって事態をいっそう悪化させ

ることになりかねない。擦り合わせには、価値創出という結果につながる、顧客から見え

る具体的な成果等を明確にして「擦り合わせ」の妥当性を判断しやすくした目安や指標が

準備されていなければならない。 

このような取り組みを円滑に推進するためには、多岐にわたる要素を取り扱う高度のエ

ンジニアリングに精通することが求められる。同様のチャレンジは、例えば大型プラント

や高層ビル建設等で実施される大規模なプロジェクトマネジメントでも見受けられる。こ

の分野には、我国で生まれた P2M（Project & Program Management）がスタンダードと

して定着しグローバルに高い評価を受けている。また、グローバルスタンダードとして

PMI®（Project Management Institute）の PMBOK®（プロジェクトマネジメント基礎知

識体系）が受け入れられているが、自社の競争力向上につながるレベルのプロジェクトマ

ネジメントを確立するには図表 6-9 で記載したような工夫を加えなければならない。 

PMBOK®と同様、システムエンジニアリングのスタンダードは、INCOSE（International 

Council Of Systems Engineering）の「システムエンジニアリングハンドブック」に表現

されている（以下、INCOSE ハンドブック、あるいは単にハンドブックと表記。 新のバ

ージョンは V3.1 である。また、このハンドブックは ISO、したがって JIS で定められるス

タンダードのベースになる）。 

システムエンジニアリングは急速に進化している。その理由は、20 世紀後半に様々な工

学分野の成果を複合的に取り入れた製品づくりが進み、また製品サイクルが非常に短くな

り（図表 6-11 参照）、システムエンジニアリングの考え方を大幅に取り入れてものづくり

をしなければならなくなったという背景があるからである。例えば、今日の機械製品には

先進の金属学、機械工学、電気工学、電子工学だけでなく、制御工学、コンピュータ支援

設計(CAD)、シミュレーション、流体力学、組込みソフトウェアのためのリアルタイムソフ

トウェアのエンジニアリング等が必須となっている。 
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図表  6-11 製品がプロトタイプから市場に浸透するまでにかかった期間 

図表 6-11 は、製品のものづくりサイクルが急激に早くなってきたことを教えている。グ

ローバルネットワークの普及により、ローカルな側面があるとは言え、世界が単一市場に

変質したこと、したがってローカルなニーズとグローバルなニーズを巧みに自社のものづ

くりネットワークに取り込むメカニズムを働かせなければ、どうしても立ち遅れてしまう。

強いものづくりは、このメカニズムの上に構築する必要がある。 

図表 6-8 から製品の企画・要件定義、そして設計を適確に実践することによって製品の

ライフサイクルコストを削減可能であることが推測できる。同じことを、INCOSE では製

品のライフサイクルコストがどこで決定づけられるかを図表 6-11 のように示している。こ

の図から明らかなように、製品のコンセプトや設計段階で 85%のものづくりコストを埋め

込むことになる（図表 6-8 と同じく、INCOSE の図表 6-12 で不具合が出荷以降に持ち越さ

れると、その除去に 500～1,000 倍ものコストがかかるとしている）。 

 

 

 

 

 

 

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1図2-4を転載。

市
場
へ
の
浸
透
度
（％
）

インターネット
1975

携帯電話
1983

パソコン
1975

TV
19２６

電力
1873

ラジオ
1905

電話
1876

自動車
1886

ﾏｲｸﾛ波
1953

ﾋﾞﾃﾞｵ
ﾚｺｰﾀﾞ-
1952

年

ソース： マイクロソフト
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図表  6-12  製品のライフサイクルコストが織り込まれるフェーズ 

このように、コスト発生予測を想定する一方で、製品（ファミリー）のライフサイクル

に対しいっそう顧客価値の高い知識集約型のエンジニアリングを実施しなければならなく

なっている。これらは、製品ファミリーの組み合わせというポートフォリオ問題であり、

さらにまた多品種・多地域間のポートフォリオ問題でもある。単なる製品ファミリーだけ

でも、市場の多様な変化に即応可能な、しかも企業の成長の要因を織り込んだエンジニア

リングが求められている。図表 6-13 は、ある製品のサイクルをファイナンスの視点から見

たものである。システムエンジニアリングでは、この製品への投資決定から、市場からの

対象あるいは後継製品までを包括的に対象としている。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図2-3を転載。
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図表  6-13  製品のビジネスサイクル 

3.1.1. プロダクトエンジニアリング 

プロダクトエンジニアリングでは、製品の企画、他社製品との相違、機能、構成、製品

のアーキテクチャ、部品と（必須・オプション等の）部品構成、製品の設計品質、コスト

（原価構成）等がどのようなものかを明らかにする。プロダクトエンジニアリングでは、

設計情報を反映した製品の構成と個々の部品が基本的な情報となる。ここに、コンピュー

タやソフトウェアが登場してくる（図表 6-14 参照）。 

図表  6-14  システム製品の構成 

ビジネス開発・マーケティング

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

設計

生産

運用

受注

ROI（投資に対する回収）
累計金額

損益分岐

年月

投資期間
収益

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図3-1を転載。

ビジネス開発・マーケティング

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

設計

生産

運用

受注

ROI（投資に対する回収）
累計金額

損益分岐

年月

投資期間
収益

ビジネス開発・マーケティング

ｼｽﾃﾑｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

設計

生産

運用

受注

ROI（投資に対する回収）
累計金額

損益分岐

年月

投資期間
収益

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図3-1を転載。

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図I-4を転載。
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ソフトウェアも図表 6-14 の HWCI（Hardware Configuration Item）の部品である CSCI

（Computer Software Configuration Item）に過ぎないが、通常ハードウェアをはるかに

しのぐ複雑な構成となっている。このような製品構成と個々の部品を明らかにする場合、

部品を組み立てることに終始するのではなく、システム機器を外部システムとの関わり、

そしてシステム機器内をサブシステム、さらにその一部を構成する組立て部品というよう

に階層的に捉え複数のサブシステムの同時並行開発を容易にすることが求められている

（図表 6-15 参照）。 

図表  6-15 システム内の階層 

製品のアーキテクチャをプロダクトエンジニアリングの初期段階で明確する。製品づく

りはこのアーキテクチャに沿って詳細化と統合化を進めることになる。こうして、アーキ

テクチャに基づいたものづくりでは、基本的にモジュール化が進む。そして、CAD による

ものづくりの支援、部品調達、内製部品や製品組立ての生産ラインの設計・構築、モジュ

ール部品をベースにした製品ファミリー化、業界ないしグローバルな部品の標準化、標準

部品をベースにした電子機器の製造における EMS（Electronics Manufacturing Service）

の活用等に進化する。同時に、グローバルな生産分業も一気に進むことになる。ソフトウ

ェアではこの生産ラインはネットワーク上に形成される。しかも、外部から調達するソフ

トウェアの一部は、それも自社の基幹部品となるソフトウェアもオープンソースとして流

通していることが多い。つまり、モジュール化が進んだ外部環境をベースに擦り合わせを

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図E-1を転載。
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行い、自社のアーキテクチャ、さらにプロセスを一気に組み上げる必要が発生している(図

表 6-16 参照)。 

図表  6-16  システムアーキテクチャベースのプロセスフロー 

3.1.2. プロセスエンジニアリング 

前述のように、ハードウェアとソフトウェアを混在させて構成するシステム機器を製品

として完成させるプロセスをどう進めるかは、プロセスエンジニアリングの対象領域であ

る。INCOSE には製品のライフサイクルをベースにしたプロセスの原型が描かれている（図

表 6-17 参照）。 

図表  6-17  製品のライフサイクルとステージ 

プロセスを明確にすることによって、初めて複数のプロジェクト（繰り返し生産になれ

ば、自社の生産ラインあるいは外部のサプライチェーン）間の接合点やタイミングを明確

にすることが可能になる。INCOSE ハンドブックには、ベースとなるプロセスを 3 つの大

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図K-1を転載。

QFD： Quality Function Deployment (品質機能展開)

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 表3-1を転載。
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ステージの目的 ステージのゲート

コンセプト
利害関係者の要求を識別
コンセプトの掘り下げ
解決策の提示

意志決定の選択肢
・次のステージに移る

・このステージを続行する
・先行ステージに戻る
・プロジェクトの活動

を中断する
・プロジェクトを終結する

開 発

システム要求を明確化
解決策を創出
システムを構築
システムの検証と妥当性確認を実施

生 産
システム製品を製造
システム製品の検査と試験（検証）

運用/利用 システムを利用し顧客満足を獲得

サポート システム機能の持続支援

退出 システムの保存・記録・廃棄

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 表3-1を転載。
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システムの検証と妥当性確認を実施

生 産
システム製品を製造
システム製品の検査と試験（検証）

運用/利用 システムを利用し顧客満足を獲得

サポート システム機能の持続支援

退出 システムの保存・記録・廃棄



 

128 

きなプロセスと特定の 4 つの活動分野に分け解説している（図表 6-18）。ここでは技術プ

ロセスとその 初のプロセス「利害関係者の要求定義プロセス」の概要図（図表 6-19）を

示す（その他のプロセスと活動の詳細は、INCOSE ハンドブックを参照）。 

図表  6-18  INCOSE の定義するシステムエンジニアリングプロセス 

図表  6-19  INCOSE の技術プロセス 

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1

INCOSEの主要3プロセス

・技術プロセス
→ このブレークダウンは図表6-19を参照。

・プロジェクトプロセス （詳細は割愛）
-プロジェクト計画策定プロセス
-プロジェクト評価プロセス
-プロジェクトコントロールプロセス
-意志決定プロセス
-リスク及び機会の管理プロセス
-構成管理プロセス
-情報管理プロセス

・組織と製品管理プロセス （詳細は割愛）
-組織環境管理プロセス
-投資管理プロセス
-システムライフサイクル管理プロセス
-リソース管理プロセス
-品質管理プロセス
-調達プロセス
-サプライプロセス

INCOSEの主要な4つの活動分野 （詳細は割愛）

・システムエンジニアリングを可能する活動
-意志決定
-要求管理
-リスクと機会の管理

・システムエンジニアリングを支援する活動
-調達とサプライ
-アーキテクチャ設計
-構成管理
-情報管理
-投資管理
-プロジェクト計画策定
-品質管理
-リソース管理
-妥当性確認
-検証

・特別なエンジニアリング活動
-調達ロジスティック設計
-電磁適合性分析
-人的システムの統合
-量的物質（マスプロパティ）のエンジニアリング
-モデリング、シミュレーション、プロトタイピング
-安全性と健康へのハザード分析
-持続性分析
-トレーニングニーズ分析

・適合活動
-適合プロセス
-適合の落し穴

利害関係者
の要求定義
プロセス

要求分析
プロセス

アーキテ
クチャ
設計

プロセス

実装
プロセス

統合
プロセス

検証
プロセス

移行
プロセス

妥当性
確認

プロセス

運用
プロセス

保守
プロセス

廃棄
プロセス

利害関係者の要求定義
・利害関係者の識別

・要求の収集
・制約条件の明確化

・シナリオとコンセプト作成
・要求上の課題解決

・要求の確認
・要求の追跡可能性を確保

インプット
・利害関係者の要求

プロジェクトの制約条件

アウトプット
・システム解決策の制約条件

・要求の検証と
追跡用マトリクス作成

・妥当性確認の基準設定
・コンセプトの明文化

コントロール
・合意事項

・プロジェクトのプロセス
と手続き

イネーブラー
・企業の支援環境/条件

・企業の方針/プロセス/基準

利害関係者の要件定義プロセス

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1
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3.1.3. プロダクトラインエンジニアリング 

システムエンジニアリングに対し解決策提示を強く求められていることの一つが、シス

テム製品のファミリーを円滑に生み出すプロセスを明確にすることである。製品ファミリ

ーには多様なエンジニアリング、そしてその成果であるハードウェアとソフトウェア部品

の進化を取り入れることが必要になっている。それらをファミリーの製品として総合プロ

デュースすることが求められる（図表 6-20 参照）。ソフトウェアに対するプロダクトライ

ンは次節 3.2 で詳述する。 

図表  6-20 プロダクトラインエンジニアリングが産み出す製品ファミリーの例 

3.1.4. 自社のプロセスと外部サプライチェーンを結ぶ 

自社の業務プロセス（システムエンジニアリングプロセスも業務プロセスの一つにすぎ

ない。また、業務プロセスは大きくとらえてバリューチェーンと呼ぶこともある）は、外

部のディマンドチェーンとサプライチェーンにリンクしている。ハードウェア部品の調達

と供給では、これらのチェーンと結び付け自社製品の生産状況の可視化が行われている。

また、ソフトウェアについても開発状況の可視化が進んでいる。 

 

3.2. ソフトウェアプロダクトラインとそのエンジニアリング 

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図2-2を転載。
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システム機器にソフトウェアが大量に組込まれるようになり、このソフトウェアをどの

ように調達または開発するかは、単に製品を構成する一部品を取得する以上に大きな課題

に変質してしまった。今日、ソフトウェアの調達ないし開発は、ネットワークを活用した

グローバルなソフトウェアサプライチェーンとして形成されている。また、このチェーン

を論理的に結び付けるために様々な開発フレームワークや方法論が提唱され利用されてい

る。ライフサイクルの観点から、SLCP（Software Life Cycle Process）、またその開発部

分だけを取り出した方法論として、例えばウォータフォール、RAD（Rapid Application 

Development）やプロトタイピング、アジャイル等の様々な開発モデルが存在している。

また、ソフトウェアの要求から保守に至る知識体系をまとめた SWEBOK（Software 

Engineering Body of Knowledge）も公表されている。これらのフレームワークやモデルは、

ソフトウェアに関わらない一般の組織が通常、ビジネス（業務）モデルあるいはそのモデ

ルをさらに詳細にした業務プロセスと呼んでいるものと同等である。すなわち、上記のフ

レームワークや開発モデルは、ソフトウェアに特化した業務モデルないしプロセスを表し

たにすぎない。 

今日なお、これらのフレームワークや開発モデルの延長線上でソフトウェア開発を実行

している組織が多い。しかし、第 1 節で記載したように現行モデルはすでに限界的な状況

を呈している。この状況から脱皮するフレームワークもすでに米国 SEI（Software 

Engineering Institute）によって明らかにされている。このフレームワークでは、多くの

組織が独自にソフトウェア開発するとしても、多くの組織に共通することも極めて多いと

指摘し、その特徴を普遍化することによって多くの企業が限界的状況から脱却しやすくし

ている。 

ソフトウェア開発組織によって異なる点（組織毎に個性があるもの）： 

• その組織が産出する製品の特性 

• 市場あるいはミッション 

• 事業目標 

• 組織の特徴 

• 企業文化や方針 

• ソフトウェア開発の考え方 

• 従来型開発の成熟度や適用範囲 

• 組織の地理的分散の程度 

ソフトウェア開発組織に共通する点： 

• ドメインエンジニアリング（コアアセット開発とも呼んでいる） 
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組織がソフトウェア開発に関わる業務分野を分析し、共通する部分を抽出・再利用を可

能にする活動。具体的なプロダクト開発に対し、コアアセット、そしてソフトウェアの

生産計画策定や生産方法を役割を担う。 

• アプリケーションエンジニアリング（プロダクト開発とも呼んでいる） 

コアアセットをもとにしてファミリー製品のソフトウェアを開発する活動。 

• マネジメント 

マネジメントは、技術（プロジェクト）レベル及び組織レベルのプラクティスを実行す

る。技術レベルのプラクティスは、コアアセット及びプロダクト開発活動を管理し、組

織レベルのプラクティスでは、プロダクトライン全体が正常に稼動するように管理する

（3.2.1 ソフトウェアプロダクトラインの概要に詳述）。このマネジメントのプラクティ

スは多くの組織に共通である。 

3.2.1. ソフトウェアプロダクトラインの概要 

ソフトウェアプロダクトラインは、欧米のソフトウェア先進企業の実践を通じて形成さ

れてきたもので、決して新しいものではない。SEI の定義によれば「特定の市場分野ある

いは使命の特有のニーズを満たし、事前に記述された方法を用いて、共通のコアアセット

から開発される、共通し管理されている機能を共有するソフトウェア集約型システム」を

指している。そして、このソフトウェアプロダクトラインを実践するには、29 のプラクテ

ィス（図表 6-21 参照）の実践が必要であり、また、この 29 のプラクティスは前述のドメ

インエンジニアリング、アプリケーションエンジニアリング、マネジメントの 3 つに分類

した活動として実践することになる。 

図表  6-21  3 つのプラクティスエリアと 29 のプラクティス 

1. アーキテクチャ定義

2. アーキテクチャ評価

3. コンポーネント開発

4. ＣＯＴＳ（市販製品）の利用

5. 既存資産の発掘

6. 要求エンジニアリング

7. ソフトウェアシステム統合

8. 試験

9. 関連ドメインの理解

1. アーキテクチャ定義

2. アーキテクチャ評価

3. コンポーネント開発

4. ＣＯＴＳ（市販製品）の利用

5. 既存資産の発掘

6. 要求エンジニアリング

7. ソフトウェアシステム統合

8. 試験

9. 関連ドメインの理解

1. 構成管理

2. データ収集/メトリクス/追跡

3. 内作/購入/発掘/外注の分析

4. プロセス定義

5. スコープ定義

6. プロジェクト計画策定

7. プロジェクトリスク管理

8. ツールによる支援

1. 構成管理

2. データ収集/メトリクス/追跡

3. 内作/購入/発掘/外注の分析

4. プロセス定義

5. スコープ定義

6. プロジェクト計画策定

7. プロジェクトリスク管理

8. ツールによる支援

1. ビジネスケース作成

2. 顧客インタフェース管理

3. 調達戦略策定

4. 資金調達

5. プロダクトラインの着手と

制度化

6. 市場分析

7. プロダクトライン運営

8. 組織計画策定

9. 組織リスク管理

10. 組織編成

11. 技術予測

12. トレーニング

1. ビジネスケース作成

2. 顧客インタフェース管理

3. 調達戦略策定

4. 資金調達

5. プロダクトラインの着手と

制度化

6. 市場分析

7. プロダクトライン運営

8. 組織計画策定

9. 組織リスク管理

10. 組織編成

11. 技術予測

12. トレーニング

ソフトウェアエンジニアリング 組織管理プロジェクト（技術）管理

出典：「ソフトウェアプロダクトライン」
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ソフトウェアプロダクトラインのソフトウェアエンジニアリングは、単発プロジェクト

とは異なり、製品ファミリー向けである。図表 6-21 のプロジェクト（技術）管理と組織管

理もソフトウェアプロダクトラインとしての実践である。ソフトウェアプロダクトライン

では、単一のソフトウェア開発プロジェクトを対象とするのではなく、むしろソフトウェ

アビジネス全体をエンジニアリングする。多くの日本企業のソフトウェア担当部門では、

ソフトウェアエンジニアリング分野を中心に従来型の対応をすることが多い。欧米企業と

このエンジニアリング上の違いが、今日我国のソフトウェア企業が開発上の限界的状況を

迎え回避できていない原因として際だっている。 

図表 6-21 は、ソフトウェアプロダクトラインのバージョン 4.2 を示したものであるが、

SEI のホームページにはすでにバージョン 5 が紹介されている（それぞれのプラクティス

の説明は、参考文献に示す「ソフトウェアプロダクトライン」あるいは SEI のホームペー

ジを参照して欲しい）。 

29 のプラクティスを実践し、ソフトウェアプロダクトラインを具体的にどう進めかを説

明したものはプラクティスパターンと呼ばれている。プラクティスパターンは、どの段階

で何をすればよいかを説明したソフトウェアプロダクトラインを実践するためのフレーム

ワークであり、次のようなプラクティスパターンが定義されている。 

1. 体系的な導入パターン  

2. 必須範囲の導入パターン  

3. アセット確立パターン  

4. 商品開発パターン  

5. プロダクト部品パターン  

6. 組立てラインパターン  

7. 監視パターン  

8. プロダクト生産パターン  

9. コールドスタートパターン 

10. 作動パターン 

11. プロセスパターン 

12. ファクトリーパターン 

13. その他のパターン 

次に、代表的で、しかも包括的なパターンである「ファクトリーパターン」について説

明する。 
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3.2.2. ソフトウェアファクトリーパターン 

ソフトウェアファクトリーパターンは、プラクティスパターンの 1 つであり、ソフトウ

ェアプロダクトラインを全面的に採り入れる組織が実践するプラクティスを体系化したも

のである。その概要を図表 6-22、その詳細を図表 6-23 に示す（詳細は参考文献「ソフトウ

ェアプロダクトライン」を参照）。 

図表  6-22  ファクトリーパターン 

ファクトリーパターンは、ソフトウェア工場内部とその組織をマネジメントする際に必

要な活動や活動相互の関係を示している。単なるソフトウェア開発方法論と異なり、ソフ

トウェア製品ファミリーを開発・出荷するソフトウェア組織のマネジメントやテクニカル

な側面をどのように運営すればよいかを説明したものである（ファクトリーパターンの詳

細は、参考文献に掲載した「ソフトウェアプロダクトライン」を参照）。 

 

 

 

 

 

 

アセット確立
パターン

アセット確立
パターン

商品開発
パターン

商品開発
パターン

コールドスタート
パターン

コールドスタート
パターン

作動
パターン

作動
パターン

監視
パターン

監視
パターン

プロダクト部品
パターン

プロダクト部品
パターン

プロダクト生産
パターン

プロダクト生産
パターン

組立てライン
パターン

組立てライン
パターン
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図表  6-23  ファクトリーパターンの詳細 

アセット確立
パターン

アセット確立
パターン

商品開発
パターン

商品開発
パターン

コールドスタート
パターン

コールドスタート
パターン

作動
パターン

作動
パターン

監視
パターン

監視
パターン

プロダクト部品
パターン

プロダクト部品
パターン

プロダクト生産
パターン

プロダクト生産
パターン

組立てライン
パターン

組立てライン
パターン

プロダクトライン
の着手と制度化

組織編成

組織計画策定

資金調達

顧客インタフェース
管理

調達戦略作成 トレーニング

組織リスク管理

プロダクトライン
運営

プロダクトライン
運営

資金調達

組織編成

調達戦略作成
顧客インタフェース

の管理トレーニング

資金

運営方針

組織リスク管理

プロジェクトリスク管理

データ収集・メトリクス・追跡

プロセス定義

組織計画策定

プロジェクト計画策定

聴き手グループ 回答グループ

推奨案 改訂計画
及び新規計画

改訂プロセス及
び新規プロセス

コールドスタート
パターンの詳細

コールドスタート
パターンの詳細

作動
パターンの詳細

作動
パターンの詳細

監視
パターンの詳細

監視
パターンの詳細

市場分析
関連ドメインの

理解 技術予測

スコープ定義
ビジネスケース

の作成

プロダクトラインの
スコープ

ビジネスケー
ス

商品開発
パターンの詳細

商品開発
パターンの詳細

プロダクト
アーキテクチャ

要求
エンジニアリング

試験

ソフトウェア
システム統合

コンポーネント
開発

アーキテクチャ
評価

アーキテクチャ
定義

プロダク要求
プロダクト要求

プロダクト
コンポーネント

プロダクト生産
パターンの詳細

プロダクト生産
パターンの詳細

各アセット

各アセット

アーキテクチャ評価内作/購入/発掘/外注の分析

調達戦略策定COTSの利用既存資産の発掘各アセット

ソフトウェアシステム統合

各アセット 試験

要求

アーキテクチャ

プロダクト部品
パターンの詳細

プロダクト部品
パターンの詳細

ツールによる支援

プロジェクト
計画策定

プラクティス
エリア

データの収集/
メトリクス/追跡

構成管理

試験

プロセス定義

ツール 付属プロセス

付属プロセス付き
試験済みベースラ
インアセット

構成管理
プロセス

データ

作業計画

作業計画
進捗及び変更

構成管理 プロセス定義

プロダクトライン
運営

ツールによる支援

組織計画策定

プロジェクト
計画策定

構成管理
プロセス

組織の考え方

プロダクト計画

プロダクトライン計画

ツール運用

生産計画

アセット確立
パターンの詳細

アセット確立
パターンの詳細

組立てライン
パターンの詳細

組立てライン
パターンの詳細

(注)上図は、その他の図に詳細化されている。例えば、上図の「商品開発

パターン」は下図「商品開発パターンの詳細」に詳細化されている。また、
「・・詳細」図に記載したp.nnnは、そのプラクティスを説明している参考文献

「ソフトウェアプロダクトライン」のページ番号を表す。

p.167- p.314- p.388-

p.216- p.263-

p.120- p.110- p.282-

p.142-

p.152-

p.201- p.91-

p.250- p.210-

p.152-

p.183-p.193-

p.216-

p.345-
p.250-

p.232-

p.358-

p.210-p.183-

p.132-

p.68- p.91-

p.101-

p.142-

p.152-

p.314-

p.305- p.370-

p.305-

p.345-
p.345-

p.282-

p.282- p.295-p.295- p.394-p.394-

p.358-

p.358-p.370-

p.193- p.232-

p.210-p.362-p.362-

p.242-
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3.2.3. ソフトウェアプロダクトラインの導入効果 

では、ソフトウェアプロダクトラインを導入することによってどのような効果が得られ

るのであろうか。SEI の調査では、実際に実践した企業では、以下のような効果が生まれ

ていたと報告されている。従来型の開発モデルに沿ったソフトウェア開発をしている立場

から見ると驚異的な効果である。 

従来型開発に比べたソフトウェアプロダクトラインの効果： 

• 10 倍以上の生産性向上 

• 10 倍以上の品質向上 

• 大幅なリードタイムの短縮 

• 60%ものコスト削減 

• ソフトウェア開発者需要の大幅な削減（開発者数を 10%以下に） 

• 新規市場への参入 

このような効果を実現した Cummins 社の実際例を付録 2 に添付した。それは、Cummins

社がソフトウェアプロダクトラインに取り組んだ経緯を分かりやすく説明したものである。

一読し、自社の開発パラダイムとの違いを検討して欲しい。この事例からも分かるように、

ソフトウェアプロダクトラインでは、戦略的目標を達成するためにソフトウェアビジネス

を可視化し、効果測定を事前に設定することが必要とされている（図表 6-24 参照）。 

図表  6-24 ソフトウェアプロダクトラインの効果を表す指標 

 

・脅威への対応、あるいは予想される脅威･市場に支配力を及ぼすタイミング･ドメインの専門知識の獲得

・競争に対応する力
・市場シェア
・新技術の調査及び吸収力

・競合他社に利用可能な情報、掌握された事
業情報の集積の差異

・情報及び/あるいは事業の優位性
・市場の満足

・システムの故障
・顕著な障害報告

・運用上の利用可能性・高品質プロダクト

・単位金額毎の節減(あるいは利益)見積
り額の割合 － すなわち従来のソフト
ウェア開発コスト対プロダクトラインの
アプローチ/移行投資のコスト

・節減と投資額の見積り
･プロダクトラインのアプローチへの移行コスト
・プロダクトラインのアプローチを用いたプロダ
クト開発コスト

・投資収益率(ROI)

・プロダクトラインのプロジェクト数と
完了の間隔

・スケジュール
・完了済みプロジェクトの期間
あるいは暦上の時間

・製品化するためにかかる時間
あるいは出荷するための時間

・これまでの実績とプロダクトラインの実績
との比較

・プロダクトアウトプットと、それを作るため
の累積リソースとの割合

・開発/統合時の要員数
・プロダクト開発のトータルコスト
(直接コスト＋アセット開発の分担)

・プロダクト数
・プロダクト規模
・プロダクト当たりの機能数

・コスト節減/コスト回避
・生産性向上

追跡方法/指標
(目標に対する現状)

通常の尺度
(生データ)

プロダクトラインの目標

出典：「ソフトウェアプロダクトライン」p.279より引用
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3.2.4. その他の事例 

その他にも、ソフトウェアプロダクトラインを導入し成功した事例が多数紹介されてい

る。その代表的な企業の例は以下のとおりである。 

• Nokia（通信機器） 

• Hewlett Packard（プリンタ） 

• Ericsson（通信機器） 

• Boeing（航空機） 

• Bosch（自動車部品） 

• Alltel（金融機関向けシステム） 

• Siemens（医療機器等） 

• Philips（医療機器等）  

• Symbian（携帯端末用 OS） 

• Motorola（通信機器） 

• Cummins（ディーゼルエンジン搭載機器） 

 等々 

これらの事例から、すでに多数の組織に導入されていることが分かる。我国のソフトウ

ェアものづくりは、このレベルを克服しなければならない状態である。自社に適した早期

の打開策の実施が望まれる。様々な事例や調査を集約した報告書等を末尾に掲載した（参

考文献 2～11 等を参照）。 

3.2.5. グローバルソフトウェアファクトリーの構成管理 

グローバルなソフトウェア開発には多くの懸念事項がある。 も懸念される点の一つが、

世界的に分散した様々な拠点で開発されるソフトウェアの構成管理をどうするかである。

今日、この課題もソフトウェアを活用して解決している。その代表的な事例は、オープン

ソースの構成管理ツール CVS、その後継バージョン Subversion で著名な CollaboNet 社で

ある。同社は、グローバルな構成管理ツールを SaaS としても提供している。また、クラウ

ドコンピューティングで世界中に同時にサービスする SaaS ベンダーも、このようなグロー

バルな構成管理を使用しグローバルなソフトウェアサービス事業を展開している。 

 

3.3. 要求エンジニアリング 

本稿の3.1と3.2でシステム機器のプロダクト及びプロセスのエンジニアリングについて、

グローバルスタンダードをベースに説明してきた。そのエンジニアリングの開始点には要

求が整然と明らかになっているという暗黙の想定がある。 
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しかし、例えばソフトウェア組織が保有する開発能力をはるかに超える要求が発生すれ

ば、ソフトウェア組織はどういう対応をすればよいか。第 1 節では、開発現場でよく見受

けられる現行の開発アプローチが破綻していることに言及した。この破綻状況から抜け出

すために、まさに前向きな「擦り合わせ」が必要な局面である。欧米でソフトウェアプロ

ダクトラインに着手した組織の多くは、従来型の努力では今後発生するソフトウェア開発

需要にもはや対応できないという危機感を組織的に共有しソフトウェアプロダクトライン

化に着手している。すなわち、ソフトウェア開発に対する圧倒的に膨大な要求を認識し、

要求にどのように立ち向かうかがかつて求められていたのである。 

伝統的なソフトウェアエンジニアリングでは、その 初に要求エンジニアリングをサブ

セットとして説明する（図表 6-25 参照）。例えば、SWEBOK の体系では図表 6-25 の「要

求開発」を図表 6-26 ように詳細化し紹介している。もちろん、この図 6-25 はソフトウェ

アプロダクトライン向けのものではなく、多数の活動が不足している。しかし、我国のソ

フトウェア組織には、この図表 6-26 の基本的な実践すらできていない組織も多く、驚かさ

れる。このような組織では、あいまいな要求を開発工程に送り込み、手戻り（負の擦り合

わせを必要とする）を多発させている。これは、緊急に改善しなければならない現行のエ

ンジニアリング上の欠陥である。 

図表  6-25  一般的な要求エンジニアリングのフレームワーク 

 

 

 

プロダクトとプロセスの
エンジニアリング

要求開発要求開発
要求管理
要求管理

保
守

設計 実装 テスト

運
用

要求エンジニアリング

要求開発 要求管理

要求エンジニアリング

要求開発 要求管理

新たな潜在的
要求の発生

要求
分析

要求
仕様

妥当性
確認

要求
抽出

あいまい
な何か！
（あいまい故
のビジネス
チャンス）

要求
仕様書

開発
計画書

シス
テム
製品

インプット

要求を確定するプロジェクト 要求を実現するプロジェクト
要求を活かす
プロジェクト

次の要求へ

アウトプット → インプット アウトプット
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図表  6-26  SWEBOK が示す伝統的な要求エンジニアリングのフレームワーク 

3.3.1. 要求の受け皿 － 要求データベース 

一般に、要求は顧客から直接、あるいは販売企画（マーケティング）部門を通じて間接

的に開発部門に伝わることが多い。このため、要求は販売企画部門でまず要求一覧表とし

てまとめられる。通常、このレベルの要求一覧表は Excel 等を用いた表形式で表されるこ

とが多いが、この方法では要求を扱うには量的にも機能的にも対応し切れない。要求自身

は、多様なレベルが混在し、一般にあいまいに表現されることが通常であり、一見ゴミの

山であるが、その中から宝物を発見することが可能な無形の資源である。したがって、多

様な分析を可能にする環境に記憶することが望ましい。 

また、要求に関わる用語もシーズ、ニーズ、不満やクレーム、不快やいらだちといった

感情、表現された要求、仕様化された要求、要件と多様であり、適確に意味づけされるこ

とも少なく、言葉使いが混乱していることが多い。要求エンジニアリングにはもともと様々

な不定形に明示された情報（要求らしいもの）や、十分表現されていないが（潜在的に）

要求になり得る情報がインプットされてくる。これらは、すべて要求の素材である。その

発生源も自社が直接関わる特定顧客や対象市場に限らない。また、外部だけでなく、内部

の発生源も注視しなければならない（図表 6-27 参照）。 
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図表  6-27 要求の発生源 

3.3.2. 要求開発（要求から要件、そして要求仕様、さらに要求管理へ） 

多様な要求発生源から送られる要求は未整理なままで、いったん要求データベースに記

録し、次いで分類・整理等を行い、要求仕様に導く。このプロセスを要求開発プロセスと

呼んでいる（図表 6-25 参照）。要求仕様として確立した要求は、ベースラインとして設計・

開発工程にインプットされ製品を産み出す。ベースラインの要求は、要求管理を実行する

ことによって顧客が望む機能要求と品質等の非機能要求としてシステム製品に実際に作り

込まれる（図表 6-25 の「要求管理」参照）。要求管理は、開発プロセスと並行して実施す

る要求提示側のプロセスを指している。 

3.3.3. 要求創造 

このように、要求はいわばビジネス価値生成の源である。したがって、要求データベー

スを整備し、まだ顕在化していない価値を含んでいるかもしれない情報を収集することは、

組織の基本的な活動でなければならない。一般に要求分析は、価値の高い製品要求を導く

ことが目的である。収集した情報だけから付加価値を生み出す要求を獲得できない、ある

いは要求というよりは、現状の製品や市場における問題ばかりが指摘されているとすれば、

そうした問題を分析し要求を創出することが必要になる。 

創造は、これまで一部の天才のみが行えることとされてきたが、今日、この分野にも工

学的なアプローチが進出してきている。このアプローチでは、要求の一歩手前の問題すら
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企業にとっては価値生成の源泉となるのである(図表 6-28 参照)。 

図表  6-28  要求創造とそのプロセス 

3.3.4. ソフトウェアプロダクトラインにおける要求エンジニアリング 

ソフトウェアプロダクトラインでは、共通性（Commonality）と可変性（Variability）

を要求開発段階で明確にし、共通性と可変性を備えたコアアセットを戦略的に再利用する

ものとして開発し、このコアアセットを使用し実際に出荷するソフトウェアを開発する。

戦略的に再利用するとは、作ってしまった後でソフトウェアを何とか再利用できないかと

試みることではなく、作る前から複数の製品で利用することを戦略として決定し実行する

ことを指している。このコアアセットには、対象とするビジネス領域に共通する核となる

ソフトウェアと可変性を織り込んだソフトウェア、これらのソフトウェアを可変性を使用

してここの製品にソフトウェアに実装する際の使用説明等が含まれる。このため、ソフト

ウェアに対する要求をソフトウェアファミリーに共通するような要求と特定顧客や製品に

限定したソフトウェア要求であるかを識別することが重要となる。また、この共通性と可

変性のモデリングには、フィーチャモデリング手法を使用して表す。実際には、ツールを

用いて表現することによってソフトウェア開発を自動化することが進んでいる(図表 6-29

参照)。 

要求エンジニアリング
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図表  6-29  ソフトウェアプロダクトラインにおける要求エンジニアリング 

ちなみに、付録 2 で紹介している Cummins 社では、「基本的」または粗いレベルの可

変性は、ソフトウェアを実行する(9 つの内の 1 つ)エンジン、シリンダの数(4 から 18)、排

気量(3.9 から 164 リッタ)、車載の ECM(電子制御モジュールの 12 種の内のどれか)、マイ

クロプロセッサの利用可能な範囲(5)、ソフトウェアが相互に作用しなければならない燃料

システムの数(10)、そしてエンジンの燃料の種類(ディーゼルガス、または天然ガス)が含ん

でいる。さらに、ソフトウェアのコンポーネントを様々なアプリケーションの実装バージ

ョンを選択するため、基本的なビルド時の仕組みとして約 2,600 もの＃ifdefs を使用した。

これに加えて、Cummins 社は、制御技術者がアプリケーション制御を構成し制御を可能に

する数千のパラメータと、それに加えて約 300 のパラメータ、たとえば出荷後に顧客が設

定可能なアイドリングのスピード用パラメータを提供した。 

3.3.5. 要求エンジニアリングからシステムエンジニアリングへ 

ソフトウェアプロダクトラインでは、要求は必ずしもソフトウェアそのものの開発に関

わる、いわゆる機能要求・非機能要求に限定しない。もっと広く要求をとらえ、ソフトウ

ェアビジネスに関わる懸念・課題・可能性をも要求とする。また、要求を販売地域や分野

を狭く限定することなく、あくまでビジネスドメインとして広く捉える。また、 初にシ

ステムへの要求としてハードウェアに対する要求も一緒に把握される（図表 6-30 参照）。 
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図表  6-30 要求エンジニアリングからシステムエンジニアリングへ 

 

4. 自社のプログラムを設計し実践する 

自社がこれからファミリー製品へと進化する場合、あるいはすでにファミリー化が進ん

でいる場合でも、ソフトウェアを含むプロダクトライン化にはまだ機会があるかもしれな

い。形状が目に見えるハード的な構造体と違い、ソフトウェアはただコンピュータによっ

てデジタル処理されるビットの塊に過ぎない。何らかの方針や基準を明確にし、そしてア

ーキテクチャとして構造を確立することなく、ただ大量のソフトウェアを作成しゴミの山

を築いていたとしても外部からは分からない。したがって、すでに開発したソフトウェア

を資産として計上していたとしても、技術的に資産か負債か（これからのソフトウェアも

のづくりに役立つか、かえって悪影響を及ぼすか）は別途評価しなければならない。自社

のソフトウェアが原因となって発生する不具合がモグラたたきのように生じ、いつまでも

不具合対応に追われているようであれば、おそらく後者に違いない。 

ソフトウェア開発を制御できなければ、ものづくりを弱体化させるだけではない。大規

模になったソフトウェアを十分テストしないまま、出荷を急ぎ市場に送り出せば、個々の

ソフトウェア部品が正常に動作した試験結果があったとしても、多数のソフトウェアを結

出典：「INCOSEハンドブック」V3.1 図I-2を転載。
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合し、さらにハードウェアと統合した結果、安全性・信頼性等の極めて重要な品質を損な

うことはなる。さらに放置すれば、自社のソフトウェアによって顧客だけでなく、一般人

や社会を傷つける「ソフトウェア公害」を排出しかねない。 

しかも、欧米企業・韓国の脅威だけでなく、中国・インドといった我国のシステム機器

のものづくりにとって脅威となる存在が今後ますます増大してくる。このように、自社の

内部・外部の環境を見れば、膨大なソフトウェア要求を含むシステム要求に敏感に反応で

きる新たなものづくりの仕組みが必要なことが理解できる。仕組みを変革することは、自

社の製品・市場・技術・人材・財務等の複合的な経営課題を克服することを意味し、単に

ソフトウェアプロセスを改善すること以上のものである。 

多くの組織では、ソフトウェア開発チームの単なる生産性向上や品質改善運動といった

対応に留めていることが多い。これではソフトウェアプロダクトラインの本来のねらいに

は到底及ばない。プロダクトラインが完成した場合のイメージを図表 6-31 に示す。 

図表  6-31 ソフトウェアプロダクトライン適用のイメージ 

4.1. P2M を活用したプロダクトラインの実践 

プロダクトラインを導入することは、もともと複数プロジェクトを同時並行させながら

全体（プログラム）として成果を求めている。付録 2 に示した Cummins 社が実践したよ
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うに組込みシステム開発をコアアセット開発チームと、個々のソフトウェア製品を生み出

すプロダクト開発チームに分けてソフトウェア開発を実践する（図表 6-32 参照）。前者は

組織に 1 つ、後者は個別の製品の数だけプロジェクトを開始する。複数のプロジェクトは

プログラムとして統合する（すなわち、P2M のプログラム統合マネジメントを実行する）。 

図表  6-32 プロダクトラインのプロジェクト 

4.2. 組込みシステム開発の課題解決への最初のステップ 

「プロダクトライン」の実装に着手することは、個々のプロジェクトだけでは解決でき

ない組織横断的な課題に対処することであり、したがって、マネジメントのリーダーシッ

プとサポートなしに成功することは不可能である。これには、我国の組織が一般に苦手と

する図表 6-33 に示すようなトップダウン型のアプローチを採用することが一般的である。

このため、我国なりの創意工夫（マネジメントを交えた「擦り合わせ」）による難題克服

が求められる。 
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図表  6-33  プロダクトラインの導入 

また、具体的に進めるに当たって自社の能力を事前に評価し理解しておくことも望まし

い。このための物差しとして CMMI（Capability Maturity Model Integration）がグロー

バルスタンダードなツールになっている。ソフトウェアプロダクトラインは組織的な問題

解決であることから、個々のプロジェクトレベルで達成しなければならないとされる

CMMI のレベル 2 では十分ではない。ソフトウェアプロダクトラインを開始する組織はレ

ベル 3 相当以上でなければならない。図表 6-34 は、CMMI のプロセスエリアとソフトウェ

アプロダクトラインのプラクティスを簡単に比較したものである。この表からソフトウェ

アプロダクトラインが単にエンジニアリング上の課題に留まらず、組織課題にも広く及ん

でいることが分かる。我国のソフトウェア組織の 大の課題はソフトウェアをハンドリン

グする組織が脆弱なことである。 
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置かれている状況

汎用的な手引き
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図表  6-34  CMMI とソフトウェアプロダクトラインの比較 

また、CMMI レベル 5 の評価を獲得したとしても、なおソフトウェアプロダクトライン

のプラクティスの対象領域が広い。とりわけ、組織そのものやビジネスのマネジメントに

関わる能力をさらに向上させることが肝要である。また、ソフトウェアプロダクトライン

形成上、次の 6 つの中核要素はとりわけ重要である。 

(1) ビジネス/マネジメント 

現行の開発方式からプロダクトラインへ移行するには、組織編成を見直す等の対応が必

要になる。これを指揮・統制するには、自社のビジネスドメインの将来的なソフトウェア

需要の程度、出荷の時間軸、競合他社との相対的な能力獲得の速度比等、自社の内外の環

境を分析し、強みを強化し弱みを減少させる自社の革新シナリオ/戦略を確立していなけれ

ばならない。 

(2) 要求/市場 

プロダクトラインを開始する潜在的な圧力は、第 1節に記載したような開発需要である。

グローバル市場のどの地域にどのような機能で、またどれくらいの価格であれば事業機会

があるのか、といったビジネス要求から実際の機器への要求まで多様な要求を捉えておく

ことが欠かせない。 

(3) 製品/アーキテクチャ 

(なし)
関連ドメイン
の理解

妥当性確認

検証試験

成果物統合
ソフトウェア
システム統合

要件開発
要求エンジニア
リング

(なし)既存資産の発掘

供給者合意
管理

ＣＯＴＳの利用

技術解
コンポーネント
開発

検証
アーキテクチャ
評価

技術解
アーキテクチャ
定義

(なし)ツールによる支援

リスク管理
プロジェクト
リスク管理

プロジェクト
計画策定

プロジェクト
計画策定

(なし)スコープ定義

組織プロセス
定義

プロセス定義

供給者合意管理

決定分析と解決(*)
内作/購入/発掘
/外注の分析

統合プロ
ジェクト管理(*)

プロジェクト
の監視と制御(*)

測定と分析(*)データの収集/
メトリクス/追跡

構成管理(*)

要件管理(*)構成管理

組織
トレーニング

トレーニング

(なし)技術予測

(なし)組織編成

リスク管理組織リスク管理

プロジェクト
計画策定

組織計画策定

(なし)
プロダクトライン
運営

(なし)市場分析

(なし)
プロダクトライン
の着手と制度化

(なし)資金調達

供給者合意管理調達戦略策定

(なし)
顧客インタフェース
管理

(なし)ビジネスケース作成

ソフトウェア
プロダクトライン ＣＭＭＩ ＣＭＭＩ ＣＭＭＩ

（＊）印： CMMIのプロセスとソフトウェアプロダクトラインのプラクティスが対応し、ほぼ等しく直接支援する。
（＊＊）印： CMMIに存在する「プロセスと成果物の品質保証」、「組織プロセス重視」、 （統合チーム編成）、 「定量的プロジェクト管理」、

「原因分析と解決」、「組織改善と展開」の６つのプロセスエリアは、SPLのどのプラクティスエリアとも対応していない。

ソフトウェア
プロダクトライン

ソフトウェア
プロダクトライン
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ものづくりの根幹となるアーキテクチャがしっかりとして構造物として提示されている

か。とりわけソフトウェアは目に見えないとされるが、大規模な、あるいは複雑なソフト

ウェア開発はアーキテクチャの良し悪しでまったく異なった結果となる。アーキテクチャ

は製品構成の枠組みを提供すると同時に、部品の標準化の基盤となってグローバルにオー

プンな部品仕様を提示することも可能にする。 

(4) プロセス 

プロダクトラインでは同時並行開発が常態となる。プロセスの可視化はもとより、グロ

ーバルな開発プロセス（前述のソフトウェアファクトリーのような）をネットワーク上に

配備し監視・制御する能力が欠かせない。このプロセスでは、アーキテクチャに基づいた

中間成果物の標準部品やグローバルにオープンな部品もこのプロセスと同期するように統

合される。 

(5) 開発環境/ツール 

ソフトウェア開発の主力はソフトウェア技術者であり、多くのプロジェクトは労働集約

的な作業で成り立ってきた。技術者の絶対数はさらに必要だとしても、開発生産性は人員

増をはるかに上回るものでなければならない。今日、ものづくりに CAD やシミュレーショ

ンが必須のツールであるのと同じく、ソフトウェア開発に必要なツールやネットワークを

フルに活用した環境の確立はプロダクトラインにとって不可欠な要素である。 

(6) 組織/チーム/戦略的な人材育成 

プロダクトラインを担う人的資源の確保・成長を図る組織的な仕組みが問われる。人の

能力は個人に固有であることも多いが、個人の能力がチームや組織と協調し相乗的な効果

につながる仕組みがこれまで以上に重要になっている。この仕組みの能力を測定するモデ

ルが People CMM である。これは、組織と技術者を Win-Win の関係で結びつけ、双方が

相手をテコとして成長するメカニズムを提供している。 

 

これらの重要な要素が互いに相乗効果を発揮するように改善し、競合他社と比べ、また

グローバルな競争環境で勝つことが求められている。図表 6-35 に例示した自社評価シート

を用いて、自社の(1)～(6)の要素を自己評価しプロダクトライン化への契機にすることがで

きる（図表 6-35 は自己評価のための質問表の例である）。 
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図表  6-35 自社の競争環境における自問自答 

6 つの要素について複数のメンバーが回答することで、図表 6-36 のような自社の評価結

果を表すことができる。競合他社と共通の要素で能力を評価することによって、自社の強

み・弱み、そして戦略的な成長や革新のシナリオを描きやすくなるであろう。 

図表  6-36  自社の開発競争力の自己評価結果 

そして、自社の強みをさらに強化し、同時にこれまで獲得してきた高い評価を継承しな

素晴しいと考えているソフトウェア企業名：

何が素晴しいか：

自社に取り入れたいか：

自社の強み：

自社の弱み：

自社のレベル（現状と達成目標に✔を記入して下さい）：自社の製品戦略とアーキテクチャに足りないものを
３点挙げて下さい：

L５：グローバル競争に勝ち目がある

現在 目標

自社のライバル：

L4：グローバル競争に互角に戦える

L3：グローバル競争に参入できる

L2：グローバル競争に勝てない

L1：国内でも勝てない

システム製品戦略とアーキテクチャの調査

自社の評価
０１

ビジネス/
マネジメント

製品/
アーキテクチャ

プロセス
組織/チーム
/人材育成

開発環境
/ツール

L1

L２

L３

L４

L５

L５：グローバル競争に勝ち目がある
L4：グローバル競争で互角に戦える
L3：グローバル競争に参入できる
L2：グローバル競争に勝てない
L1：国内でも勝てない

要求/市場
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がら、図表 6-9 に示したように新しい日本的な強みを特長とする新しい「強いものづくり」

モデルへと着実に成長させて行かなければならない。それぞれの組織の確固とした決意と

実践が期待されている。 
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第7章 組込みシステム開発のための支援ツール（マネジメントチェ

ックリスト） 
 

【要旨】 

本報告書をより実践的に活用するために、プログラムマネジメントとプロジェクトマネ

ジメントにおける擦り合わせ観点をリストアップした。( )内は該当する節を示す。 

プログラムマネジメント(第 1 節)は、ミッションプロファイリング(1.1)、プログラム戦略

マネジメント(1.2)、アーキテクチャマネジメント(1.3)、コミュニティマネジメント(1.4)、

アセスメントマネジメント(1.5)、プログラム実行統合マネジメント(1.6)のプロセスから構

成される。またプロジェクトマネジメント(第 2 節)は、プロジェクトデザイン（立ち上げ）

(2.1)、プロジェクト計画(2.2)、プロジェクト実行(2.3)、プロジェクト調整（監視コントロ

ール）(2.4)、プロジェクト成果（終結）(2.5)のプロセスから構成される。 

それぞれのプロセスにおいて必要とされる項目を抽出してあるので、カスタマイズする

ことで、マネジメント上の漏れやプロセスアセスメントのチェックリストとして活用でき

る。 

 

1. プログラムマネジメント 

1.1. ミッションプロファイリング 

(1) 「ありのままの姿(As-Is)」は分析され、議論され、共有されているか 

① 経営状況について分析し、議論し、現状認識を共有しているか。 

• 売上高、収益性、およびステークホルダーの評価等 

② 顧客及び市場ニーズについて分析し、議論し、認識を共有しているか 

• 顧客ニーズの把握、市場構造の把握、需要のネック、および潜在的ニーズの発掘等 

③ 競合相手について分析し、対応策について、認識を共有しているか 

• 真の競合相手はどこか、その強み弱みは、対応策は、および見えざる敵は等 

④ ビジネスシステムについて分析し、問題点についても、認識を共有しているか 

• ビジネスシステムを明確に記述できるか。 

• 自らの業務とビジネスシステムの整合はとれているか 

⑤ 核となる技術は何か、市場ニーズとマッチングしているか、陳腐化する恐れはないか、 

• 他の技術との組み合わせ、及び擦り合わせは検討されているか 

⑥ 市場や顧客等の環境情報を適切に組織内部に取り込み、蓄積する仕組みはあるか 

• 組織情報が適切に外部に向けて発信される仕組みはあるか 
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• 組織内の情報処理（伝達、蓄積、および発信）の仕組みは適切に構築されているか 

⑦ 必要な資源は組織内に持っているか、充分か、また効率的に活用されているか 

• 外部資源に頼るものは何か、それは調達可能か 

⑧ 働く人は夢を持ち、一体感を感じて、生き生きとしているか 

• 戦略的思考が組織メンバーに植えつけられているか、変化対応力は高いか 

(2) 「あるべき姿(To-Be)」としての仮説を設定し、検証し、また共有しているか 

① あるべき姿のビジョンは明確になっているか 

• 経営理念はコンテキスト分析に基づき、正しく解釈され、共有されているか 

• 実現したいビジョン、コンセプトは構築され、共有されているか 

② 事業戦略としての顧客とビジネスモデルは明確になっているか 

• 内外環境の時系列的な変化に対応し、先取りした戦略になっているか 

• 4P (Product, Place, Promotion, Price)の視点での戦略構築は行われているか 

③ ビジネスモデルは通用するのか、競争力はあるのか、また検証されているか 

• 商品ライフサイクルの視点から４Ｐ戦略を補強することはなされているか 

• 自社の業界位置づけの視点から４Ｐ戦略を補強することはなされているか 

• 業界の構造を分析して外部環境の影響（機会と脅威）を洗い出すことはなされている

か 

④ ビジョンを実現するために幅広い組み合わせ要素の可能性が検討されているか 

• 部門を超えた要素の可能性を検討しているか 

• 業種業界を超えたアライアンスの可能性を考慮しているか 

• グローバル展開を見越した可能性を先取りしているか 

(3) 「ありのままの姿」と「あるべき姿」のギャップは、課題として共有されているか 

① 事業戦略は明確に「可視化され共有」されているか 

• コーポレート（全社）戦略は明確に「可視化され共有」されているか 

• ドメイン（部門）戦略は明確に「可視化され共有」されているか 

• コーポレート戦略とドメイン戦略とは擦り合わせ整合性がとられているか 

② ドメイン（部門）のミッション設定はなされているか 

• ドメイン内の単体事業ごとの定義づけは行われているか 

• 担当する組織や事業のミッションは明確になっているか 

• ミッションは上位組織の戦略との関係が擦り合わせ規定されているか 

③ ミッション達成に向けたシナリオはあるか 

• シナリオを達成するための実行戦略は構築されているか 
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(4) ギャップを埋める手段としての「実行施策」は、策定され実践されているか 

① それぞれの施策は全体 適の為の検証がなされているか 

• 大きな視点から事業環境の長期的な分析は出来ているか 

• 主要な経営活動要素との適合性分析が行われ、課題抽出が出来ているか 

• それぞれの施策の具体的な指標による効果評価は明確か 

② 施策を実践する組織の力はあるのか 

• 各施策の実現可能性は検証され、必要な経営資源はアサインされているか 

• 施策の実行の責任者と組織は適切に選定されているか 

• 施策を立案する際に現場の意見は反映されているか 

③ 現場での擦り合わせの議論で、真の問題解決が行われているか 

• 施策を実践する上で現場の創意工夫が留意されているか 

• 何故なぜなぜの 5 回で真因を追及しているか 

• 三現主義（現場、現物、現実）に基づき、擦り合わせが徹底されているか 

④ 施策を実践する資金力はあるのか 

• 施策に必要な資金確保の目処は立っているか 

⑤ 施策がどんな経営貢献をするのか明確になっているか 

• 施策からどのようなベネフィットが得られるのか明確か 

• 施策の資金面からみた事業性や実行性は検証されているか 

• 施策は資金出資者から見て成果が期待できる、魅力的な枠組みになっているか  

• 想定されるリスクへの、資金面からの対応策や仕組みは考えられているか 

⑥ ステークホルダーの洗い出しと要求把握はなされているか 

• ミッションの達成に向けた各種方策はステークホルダーの共通認識となっているか 

(5) プロファイリングマネジメントの結果は、「ドキュメント」に明記されているか 

① 「プログラム憲章」「プログラム計画書」、またはそれに類似するドキュメントがある

か 

② 「プロジェクト憲章」「プロジェクト要求仕様書」、またはそれに類似するドキュメン

トがあるか 

③ それらのドキュメントは擦り合わされ、有機的に整合関係を保っているか 

1.2. プログラム戦略マネジメント 

(1) 経営戦略とプログラムの関係は整合性がとれているか 

① 施策を効果的に遂行し、成果を 大化するために、全体 適を指向した戦略的な仕組み

は考慮されているか  



 

154 

② 施策はポートフォリオ分析等によって投資の適格性や効果が検証、選別されたものか 

(2) 体系的なプログラム戦略の意思決定プロセスを持っているか 

① 企業の使命→事業の定義→目標の設定→優先順位の決定→成果尺度の設定→成果のフ

ィードバックのプロセスを持っているか 

② 外部環境分析→内部環境分析→事業領域（ドメイン）設定→戦略策定→施策実践→仕組

み構築のプロセスをもっているか 

③ 戦略の全体像は可視化されているか 

• 事業の選別と集中は出来ているか 

• 戦略への資源配分は考慮されているか 

• 環境変動を見通した複数の戦略が準備されているか 

④ 企業・事業戦略策定方法（企業・事業戦略（中期計画）設定）を持っているか 

• バリューチェーン設計方法（あるべき姿の枠組み設定）、バランススコアカード（ビ

ジネスプラン設定）、ポートフォリオマネジメント（優先順位付け）、業務改革基本

方針（ビジネス革新・改革方針策定）、IT 戦略基本方針（IT 戦略計画書策定） 

1.3. アーキテクチャマネジメント 

① 実行戦略は具体的な複数の施策群に分割され、施策相互の関連は整理されているか 

② 施策は複雑であいまいに絡み合う要素群をシステマティックに解明した枠組みになっ

ているか  

• 施策のつながりは、スキーム、システム、サービスモデルとして 適化されているか 

③ 施策の求める成果物の本質が正しく表現されたモデルになっているか 

• 顧客要求の本質を外していないか 

④ 施策の制約条件と外乱条件は認識されて対応策が考えられているか 

⑤ 施策達成までの問題認識と解決について論理的なアプローチとシミュレーションは行

われているか    

⑥ 施策相互のシナジー効果を 大化するための戦略的な施策の組み合わせや経営資源の

共通活用等は考慮されているか 

• 戦略的再利用を考慮したアーキテクチャになっているか 

1.4. コミュニティマネジメント 

① 施策は企業の継続性を考慮した、全社的な知的資産の蓄積やＷｉｎ－Ｗｉｎ関係の構築

を配慮したものか  

② 組織の基本、しくみ、ルールなどは有効に機能しているか 

• 仕事の分業や標準化などの仕組みは機能し、効率の高い組織になっているか 
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• ボトルネックへの認識、対応などが十分に配慮されたスムーズな処理プロセスを有す

る組織になっているか 

• 例外処理や不確実性に対応するための仕組みのデザインは出来ているか 

• 戦略形成や人材育成に配慮された組織デザインになっているか 

③ 社内外のステークホルダーが自由にコミュニケーションを取り、必要な情報が入手でき

る工夫はなされているか 

④ 施策遂行に必要な情報は特定され定義づけられて、マネジメント対象として認識されて

いるか 

⑤ 情報について、伝達や共有、変更管理、および蓄積の対象者や手法は明確になっている

か 

⑥ プログラムガバナンス体制は構築されているか 

• 情報セキュリティをはじめとするガバナンス体制はあるか 

• PMO(Program Management Office)は組織化されているか 

1.5. アセスメントマネジメント 

① ミッションで創造する価値の概念と評価手法は明らかになっているか 

• 何をもって達成されたとするか、途中経過の目標も含めた指標は設定されているか 

• 施策が目的としている価値（群）は漏れなく洗い出されて、認識されているか 

• 価値に関係するステークホルダーのニーズは把握され、到達すべき満足水準は認識さ

れているか 

② 価値の評価は事前・中間・事後・追跡にわたってバランスよく指標化され、評価手法が

決められているか 

③ 価値の継続的な創造を可能にする価値蓄積のあり方や環境に対する価値という観点は

意識されているか 

1.6. プログラム実行統合マネジメント 

① ミッション終結までの大まかなフェーズ分割とマイルストーン設定のグランドデザイ

ンはあるか 

② 施策実行の監視とコントロールや方針変更の体制やルールは決められているか 

③ ライフサイクルマネジメント全体におけるアクティビティは明確になっているか 

• 施策の 終成果物は詳細に規定されているか 

• 施策を推進する 適のマネジャー（リーダー）は選出されているか  

• 施策の制約条件は適格に洗い出され、認識されているか 

• 施策の対象となる範囲（スコープ）は決定されているか 
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• 施策の対象となる商品構成や役務の洗い出しは漏れなく行われているか（ＷＢＳ）     

• 施策の対象となる商品やサービスに対する要求品質や契約条件は明確になっているか    

• 施策に関係する組織のプロフィールや特徴などの情報はあるか 

• 施策を推進する 適な組織のデザイン検討は行われているか 

• 推進チームはチームビルディングの手順を踏まえて構築されているか 

• チームメンバーには 適人材がアサインされているか       

• 施策を実行するために必要なワークの順序（前後関係）は検討されているか 

• も長い工程となり、納期に影響を与えるルート（ワークフロー）は確認できている

か 

• ワークの手順を踏まえた日程化（スケジュール化）は行われているか 

• 必要な人材の過不足調整（キャパシティプラン）は行われているか 

• 工程を管理するツールは決められて、管理可能な状態への落とし込みは出来ているか         

• 見積もりは適切な方法で行われているか 

• 予算の設定は適切に行われているか 

• 施策完了までのキャッシュフローの予測は行われている 

• コストコントロール手法は決めてあるか     

• 必要な資源を洗い出て特定することは行われているか 

• 資源確保の方針は決められているか 

• 資源確保計画は適切に立案されているか     

• 想定されるリスクは洗い出して、特定されているか 

• リスクは分析、評価されてマネジメント対象とするか否か決められているか 

• マネジメント対象としたリスクへの対応策は準備できているか  

• どのようなステークホルダーがどのような役割で参画するか明確にされているか 

• ステークホルダーへの提案活動や契約などの関係構築活動は適切に行われているか 

• 円滑で効率的な業務推進を可能にするコミュニケーションの経路や伝達手段は決めら

れているか 

• コミュニケーション阻害の要因は分析され、対応策が考えられているか  

• 進捗（出来高）を管理するツールや手法は決められているか 

• 進捗途中における変更等のルールは決められているか 

• 活動結果の見届け・完了につてのルールなどは決められているか 

• 成果物としての資源蓄積やリスク教訓の整理は行われているか 
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2. プロジェクトマネジメント 

2.1. プロジェクトデザイン（立ち上げ） 

(1) プロジェクトは、上位のプログラムマネジメントで決定し、立ち上げられているか 

① プロジェクトが立ち上がる理由は、プログラムミッションを達成する為になっているか 

② 定量的手法と定性的な考察を通して、プログラムと有機的な関係のもとにプロジェクト

は決定されているか 

(2) プロジェクト立ち上げの承認文書である「プロジェクト憲章」が存在するか 

① プロジェクト憲章は、プログラムマネジメントで決定し、承認されているか 

② プロジェクト憲章には、プロジェクトの目的、役割と責任、成果物スコープについて記

述されているか 

(3) プロジェクトの概要を記述した「プロジェクト要求書」は存在するか 

① プロジェクト要求書には、次の項目が明確に記述されているか 

プロジェクトの経緯・概要、プロジェクトの目的、プロジェクトのフェーズと成果物、

主要なマイルストーン、前提条件、リスク、主要資源、制約条件、関連プロジェクト、

受け入れ基準、特記事項、レビュー方法、コミュニケーション計画、および変更管理計

画、財務分析 

② プロジェクト要求書は、主要ステークホルダー間のコンセンサスを得られているか 

2.2. プロジェクト計画 

(1) 計画は適切な手順に従って、作成され、改訂され、レビューされているか 

① 要件管理計画、開発計画、進捗管理計画、品質管理計画、外注管理、および構成管理計

画等の策定、改訂、レビューの手続きを文書化しているか 

② 開発計画書又は工程計画書で引用した標準ドキュメントを明記しているか 

③ この手続に従い、各種計画を文書化しているか 

(2) 計画は、実施すべき作業を記述しているか 

① 目的（達成すべきゴール）を文書化しているか 

② 目的を実現するために、方針を明記しているか 

(3) 計画は、その作業を実行するために理解しやすく表現されているか 

① 計画は、メンバーに対して、分かりやすい表現になっているか 

(4) 開発する案件は手順に従って適切に見積られているか 

① ソフトウェアの規模、工数、コスト、スケジュール、コンピュータリソース等を見積る

ためのルール、手順を文書化しているか 

② 予め定めた見積ルール、手順に従い見積り、具体的な数値を文書化しているか 
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(5) 規模、工数、コスト、スケジュールの見積根拠は記載されているか 

① ソフトウェアの規模、工数、コスト、スケジュール、およびコンピュータリソース等の

見積根拠、見積手法を文書化し、データを保管しているか 

(6) タスクは管理可能なサブタスク（例えば WBS)にブレークダウンされているか 

① タスクは、進捗状況を把握でき、管理可能なレベルまで詳細化されているか 

(7) 適当かつ測定可能なマイルストーンが設定されているか 

① マイルストーンとして、「作業開始時期」、「作業終了時期」、「チェック時期」を設

定しているか 

② 余裕を持った設定となっているか 

③ チェックポイントを設定しているか 

(8) 計画は、プロジェクトが責任を負うライフサイクルのすべての工程を示しているか 

① プロジェクトが責任を負うすべての工程について、タスクを文書化しているか 

(9) タスクを実施するために必要な全てのスキルが考慮されているか 

① タスクに対して、必要なスキルを抽出し、文書化しているか 

(10) タスクを実施するために必要な全てのスキルは、利用可能か 

① タスクを実施するのに必要な要員、スキル、および開発環境を記載しているか 

② タスクに応じて、必要な要員、スキル、および開発環境を計画通りに利用可能であるか 

(11) 割り当てられた要員のスキルは、タスクにマッチしているか 

① 要員のスキルは作業に必要なスキルがあるか 

② 開発稼動とは別に、要員育成に必要な工数を確保しているか 

③ 開発線表には要員育成のタスクを記入しているか 

(12) 計画は、全工程をカバーした要員計画を含んでいるか 

① プロジェクトが責任を負うすべての工程について、要員計画を文書化しているか 

(13) 計画は、プロジェクトの構成と責任体制を記述しているか 

① プロジェクトの体制図があるか 

② 構成要員の分担と役割を文書化しているか 

(14) 要求事項（技術的、非技術的）は、明確に定義されているか 

① エンドユーザー機能、運用機能、品質特性、設計上の制約、開発言語、およびインター

フェイス要件等の技術的要求事項を文書化しているか 

② 従来の合意事項との関係、生産物、納期、マイルストーン、および顧客の受入れ基準等

の非技術的要求事項を文書化しているか 

(15) 計画は、技術上、管理上、契約上のリスクを見極めているか 
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① 技術上のリスクを明記しているか 

② スケジュール、開発条件、体制上のリスクを明記しているか 

③ 契約上のリスクを明記しているか 

(16) 計画は、識別されているリスクのそれぞれに対し、対策を用意しているか 

① リスクを識別するためのルール、手順を定めているか 

② 識別されたすべてのリスクに対し、１つ以上の対策を文書化しているか 

(17) 計画は、難しい技術上の問題を全て見極めているか 

① 難しい技術上の問題をすべて見極め、議事録を残しているか 

(18) 予想される問題や課題に対し、解決のアプローチが示されているか 

① 予想される問題、その解決策を文書化しているか 

② 問題発生を想定し、発生時の対処内容を文書化しているか 

③ 解決策が見出せない問題については、進捗状況を管理し、記録を残しているか 

(19) 計画は、各フェーズで実施される具体的なアクティビティを示しているか 

① 実施されるタスクを、その工程で求められる作業レベルまで詳細化しているか 

② 作業期間、作業実施者を定めているか 

(20) 適切な自動化ツールの適用が計画されているか 

① 費用対効果が見込まれる場合は、自動化ツールの適用が計画されているか 

(21) 計画は、必要な具体的な手順を含むか、あるいは少なくとも参照しているか 

① 各工程で実施される作業に対して、プロセス管理マニュアル、レビュー規約、およびコ

ーディング規約等のプロジェクトの遂行に必要と考えられる手順がある 

② 開発計画書で引用した標準ドキュメントを明記しているか 

(22) 計画で示されている手順は、実行可能かつ反復可能なように記述されているか 

① 開発担当手順が実行可能なレベルまで記述しているか 

② 分かりやすい表現になっているか 

(23) 構成管理計画は、適切な手順に従って計画されているか 

① 構成管理計画を策定するための開発標準ドキュメントがあるか 

② 開発標準ドキュメントに従って、構成管理のルール、手順を文書化しているか 

(24) 外注する作業は、適切な手順に従って計画されているか 

① 外注管理計画を策定するための開発標準ドキュメントがあるか 

② 開発標準ドキュメントに従って、外注管理のルール、手順を文書化しているか 

(25) 適切なテストレベル（種類）が計画されているか 

① すべてのソフトウェア品質特性について、確認すべき管理指標と許容範囲を規定し、文
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書化しているか 

② 規定したすべての管理指標について、試験を計画しているか 

(26) 定期的なレビューがスケジュールされているか 

① 各工程のマイルストーンに対して、レビューをスケジュールしているか 

(27) 独立した SQA(Software Quality Assurance)を規定しているか 

① SQA 担当を開発担当以外からアサインしているか 

(28) 計画は、プロジェクトの進捗状況について、定期的なレビューを規定しているか 

① 進捗状況について、プロジェクト責任者による定期的なレビューを、開発線表に盛り込

んでいるか 

(29) 計画は、上級管理者との報告会を規定しているか 

① 上級管理者との報告会を、開発線表に盛り込んでいるか 

(30) 目標設定を含む品質計画が作成されているか 

① 顧客側の要求条件から品質管理項目を定め、文書化しているか 

(31) 計画は、収集すべき適切なプロジェクト管理尺度を規定しているか 

① 定められた品質管理項目について、プロジェクトの管理尺度（指標）を定め、文書化し

ているか 

(32) 計画は、プロジェクト管理尺度の予測（指標と目標値）を含んでいるか 

① 定められた品質管理項目について、プロジェクトの管理尺度（指標）に対し、予測値、

目標値を見積り、文章化しているか 

② これには要件管理、プロジェクト管理、外注管理、構成管理、および品質管理等の管理

作業と、設計、レビュー、テスト等のエンジニアリング作業の、各工数、各処理量を示

すデータ、生産物の量、および品質を示すデータが含まれるか 

(33) 計画は、SQA がどのようにプロジェクトに関与するかについて考慮しているか 

① SQA のスケジュールがあるか 

② SQA の監査対象、監査時期、監査基準、監査手法等を定めているか 

(34) 計画は、顧客側の受入れ基準を考慮しているか 

① 品質、納期、コスト等の計画は、ソフトウェア製品等の顧客側の受入れ基準を考慮して

いるか 

2.3. プロジェクト実行 

(1) 開発報告書には、記述した項目に対応する実績が全て記述されているか 

① 開発計画書に記述した全ての項目（開発概要、品質管理、生産性、要件管理、構成管理、

進捗管理、外注管理、リスク管理、およびツール/再利用モジュール等）について、評価
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結果並びに実績データを記述しているか 

② 省略する場合、その理由を記述しているか 

(2) 開発報告書には、要件管理に関する状況が正確にレポートされているか 

① 要件管理に関する状況を正確に記述しているか 

② その状況を分析し、すべての問題について解決済みとなっていることを説明記述してい

るか 

(3) 開発報告書には、構成管理に関する状況が正確にレポートされているか 

① 構成管理に関する状況を正確に記述しているか 

② その状況を分析し、構成物の一貫性と完全性が補償できることを説明記述しているか 

(4) 開発報告書には、未解決の問題について正確にレポートされているか 

① 未解決問題に関する状況を正確に記述しているか 

② その状況を分析し、すべての未解決問題について運用対処方法やリスク回避策等を記述

しているか 

(5) 開発報告書には、テスト・試験の状況及び結果が正確にレポートされているか 

① 実施したすべての試験状況及び結果を正確に記述しているか 

② その状況を分析し、すべての課題について解決済みとなっていることを記述しているか 

③ 未解決課題が残っている場合、運用対処方法やリスク回避策等を説明記述しているか 

(6) 開発報告書には、品質状況を客観的に判定できるような情報が含まれているか 

① 計画で定めた品質指標の実績値を正確に記述しているか 

② その状況を分析し、計画を達成できていることを説明記述しているか 

(7) 開発報告書には、品質に対する責任者の見解が記述されているか 

① 品質に対するプロジェクト責任者の見解を記述しているか 

② 開発報告書は責任者にレビューを受け、責任者の名前で発行されているか 

(8) 開発報告書には、責任者等の提案と反省が記述されているか 

① プロジェクト管理における成功事例、水平展開すべき推奨事項、その期待される効果、

および応用例を記述しているか 

② プロジェクト管理の失敗事例、今後の提案を記述しているか 

(9) プロジェクト内外のすべての約束事は、適切な手順に従ってレビューされているか 

① 他組織（顧客、協力会社等）と約束事（開発項目、期限、協力事項、その他）を締結す

るためにルール、手順を文書化しているか 

② 課題表、議事録の様式があるか 

③ ルール、手順に従い、約束事を議事録に残し、約束を遂行できるまで課題表で管理して
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いるか 

④ 関係者に確実に約束事を伝達しているか 

(10) 開発計画書が改訂される場合、適切な手順に従って改訂され、レビューしているか 

① 開発計画書のレビュー実施要綱があるか 

② 開発計画書は構成管理計画の対象であるか 

③ 開発計画書はレビュー実施要綱、構成管理計画に従い、レビューされ、改訂されている

か 

(11) 開発するソフトウェアを計画に照らして適切にモニタしコントロールしているか 

① 計画に従い、規模、工数、費用、スケジュール、技術や設計上の制約、およびコンピュ

ータリソース等をチェックする時期を開発線表に記入しているか 

② その結果を文書化しているか 

③ 計画時の値と大きく乖離する場合、エスカレーションを行っているか 

④ 問題の対策を行い、解決するまで状況を管理しているか 

(12) 外注管理は、計画と手順に従って適切に管理されているか 

① 外注の作業範囲、進捗管理方針、品質管理方針、問題・課題管理方針、および納入条件

を文書化しているか 

② 外注管理計画に従い、外注管理を実施しているか 

(13) 構成管理は、計画と手順に従って適切に管理されているか 

① 構成管理の計画には、構成対象、構成識別、初期ベースライン化の時期、ベースライン

化及び改訂のフロー、体制と役割、記録方法、および変更要求票及び構成管理簿の様式

を明記しているか 

② 構成管理計画に従い、構成管理を実施している 

③ ベースライン化の時期と現状の状態とに矛盾がないか 

(14) ベースライン管理対象物は、適切な手順に従って管理されているか 

① 計画に従い、ベースライン管理対象物を管理し、構成管理簿に記録しているか 

(15) 品質は目標に対してその達成状況をモニタしているか 

① 開発線表に、品質（機能性、信頼性、効率性、保守性、移植性、操作性）目標に対する

達成状況を確認する時期を記入しているか 

② 計画に従い、定期的に品質データと品質状況を記録しているか 

③ プロジェクト管理者は問題発生箇所（品質計画と乖離）を把握しているか 

④ 問題箇所については、解決するまで進捗管理しているか 

(16) プロジェクトのリスクを追跡しているか 
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① リスクの管理範囲、識別するためのルール、リスクを検知した場合の手順を文書化して

いるか 

② 識別されたリスクに対し、優先度付けを行い、発生可能性、影響範囲、原因等を特定し

ているか 

③ 識別されたリスクに対し、リスク軽減を実施し、リスク状態を管理しているか 

(17) 規模、工数、費用等の実績値と再見積値を記録しているか 

① 規模、工数、費用等の実績値をチェックする時期を開発線表に記入しているか 

② 計画に従い、規模、工数、費用等の実績値を算出しているか 

③ 計画時の値と大きく乖離する場合、再見積結果を上級管理者に報告しているか 

(18) 公式レビューを実施しているか 

① 開発計画書に定められたマイルストーン時に、公式レビューを実施しているか 

（公式レビューとは、マイルストーン時にプロジェクトの達成状況を確認するもの。プ

ロジェクト管理者は、必要であれば、顧客、エンドユーザー、組織内の影響を受けるグ

ループの参加を得る） 

(19) 上級管理者はプロジェクト状況を定期的にモニタしているか 

① 上級管理者との報告会を、開発線表に盛り込んでいるか 

② 計画通りに、上級管理者に対して、定期的に進捗状況を報告しているか 

(20) 開発計画で明示した必要な計測値が集められているか 

① 開発計画に従い、進捗管理データを計測しているか 

② 収集した計測値を、開発報告書又は各工程報告書に盛り込んでいるか 

2.4. プロジェクト調整（監視コントロール） 

(1) 要件及びその変更は、適切に識別されているか 

① 要件の設定・変更のルール、手続を定めているか 

② ルールには要件の識別方法を含むか 

③ この識別方法に従い、要件の設定・変更を識別しているか 

(2) 要件及びその変更は、計画に組み込む前に適切にレビューしているか 

① 要件を文書化しているか 

② レビュー実施要領に従い、非技術要件、技術要件、顧客の受入れ基準の観点からレビュ

ーしているか 

(3) レビューはすべての課題とリスクを検証し、解決の見通しを得ているか 

① レビューで抽出された課題とリスクを文書化しているか 

② 課題については、その対策を文書化しているか 
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③ リスクについては、発生原因、発生可能性、影響範囲等を文書化しているか 

④ レビューでの未決定事項がある場合は、解決策を文書化しているか 

⑤ 未解決問題がある場合は、進捗管理を行い、記録を取っているか 

(4) 要件及びその変更と生産物とのトレーサビリティ、反映状況をモニタしているか 

① 反映すべき成果物（設計書、ソースコード、マニュアル等）を明確化しているか 

② 個々の成果物に対し、反映状況を管理しているか 

(5) 変更された要件に基づいて、開発計画書や関連する文書は適切に改訂されているか 

① 要件変更により、規模、工数、費用等に影響を受ける場合は開発計画書や関連文書に反

映しているか 

② 改訂した開発計画書や関連文書を、速やかに関連メンバーに周知しているか 

(6) 要件及びその変更を記録として維持管理しているか 

① 要件管理簿が構成管理対象となっているか 

② 要件を成果物や計画書等に反映を終えた後も、要件及びその変更を参照することが可能

であるか 

(7) 要件変更により改訂された開発計画書や関連する文書は文書管理されているか 

① 文書は、 新版のものが管理され、関連のメンバーならば誰でも容易に閲覧できる状態

となっているか 

(8) 構成管理担当は、構成管理計画を熟知しているか 

① 構成管理計画があるか 

② 構成管理担当を定めているか 

③ 構成管理担当に構成管理計画を熟知させているか 

(9) 構成品目は明確にされ、初期ベースライン化の時期が決められているか 

① 構成品目を定め、識別体系を定義しているか 

② 定められたすべての構成品目に対し、初期ベースライン化の時期を定めているか 

③ 対象には、リリースした版が再現可能となるように、設計書、仕様書等の関連文書、ソ

ースコード、試験関連資料（手順書、データ、結果）、マニュアル、開発環境（コンパ

イラ等）、および実行環境（組込みソフト等）があるか 

(10) 構成品目の変更を行う時、文書化（変更要求票/問題票）がされているか 

① 構成品目の変更を記録するための様式（変更要求票や問題票等）があるか 

② 構成品目を変更する時、変更要求票や問題票等に記録しているか 

(11) 文書（変更要求票や問題票）の中に、必要な項目が十分に網羅されているか 

① 変更要求票/問題票には、レビュー、テストで発見された欠陥や設計上の問題を掌握する
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に十分な項目があるか 

（項目例としては、識別番号、システム版数、発行者、発行日、表題、問題内容/変更内

容、重要度、影響モジュール、その他の影響、発見された試験番号、解決策、影響調査

結果の資料名、および原因分析がある） 

(12) 文書（変更要求票/問題票）は、変更すべき構成品目を記述しているか 

① 文書（変更要求票/問題票）は、変更すべき構成品目を識別体系に従って記述しているか 

(13) 変更要求票には、解決方法/実現方法が十分詳細に記述されているか 

① 変更要求票/問題票は、解決/実現可能なレベルまで、その方法を詳細に記述しているか 

(14) 問題票には、特定の解決方法/実現方法が十分詳細に記述されているか 

① 解決/実現可能なレベルまで、その方法を詳細に記述しているか 

(15) 問題票に記述されている内容は、問題を再現、解析するのに十分詳細か 

① 問題票に記述している内容で問題を再現、解析可能なレベルまで記述しているか 

(16) 提案された解決方法の影響は評価され、影響についての記述が明記されているか 

① 解決方法の影響を評価し、影響について詳細に記述しているか 

② 影響が大きい場合は、その影響調査を関係者に求めているか 

③ その際、影響評価調査票を発行しているか 

④ 調査票には、影響の内容、影響の程度（範囲、工数、所要日数、およびコスト等）、評

価者等の項目を含むか 

(17) 文書（変更要求票/問題票）は、構成管理簿に記録されているか 

① 構成管理簿の様式があるか 

② 様式には処理状態を識別するための項目があるか 

③ 変更要求票/問題票を構成管理簿に記録しているか 

(18) 構成管理簿は、文書（変更要求票/問題票）の現在の状態を反映しているか 

① 構成管理簿には、文書（変更要求票/問題票）の現在の状態を反映しているか 

(19) 変更要求票/問題票は、実施要領に従って、レビューされ、承認されているか 

① 変更内容についてレビューし、変更可否判断を行い承認されているか 

② 影響範囲に応じて、レビューメンバーを追加しているか 

(20) 変更に対して、レビュー内容は十分か（審議事項、最終結果） 

① 課題をすべて解決しているか 

② レビューの結論、理由を関係者に配布しているか 

(21) 変更内容は正確かつ完全な実現方法が検証されたか 

① 変更対象のソフトウェアの設計レビューを行い、変更内容が正しく反映され、不必要に
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変更されていないことを確認しているか 

② 変更対象のソフトウェアを試験し、変更が正しく反映され、デグレがないことを確認し

ているか 

(22) 変更要求が、影響のあるソフトウェアに内容が正しく反映されているか 

① 変更による他のソフトウェアへの影響範囲を明確化しているか 

② 影響のあるソフトウェアについて、設計及び単体レベルで、変更が正しく反映されてい

ることを製造元に確認しているか 

③ 影響のあるソフトウェアと結合試験し、変更が正しく反映されていることを確認してい

るか 

(23) 変更要求は、影響のあるドキュメントに内容が正しく反映されているか 

① 変更による他のドキュメントへの影響範囲を明確化しているか 

② レビュー実施要領に従い、影響のあるドキュメントの変更履歴とドキュメント自身に正

しく反映されていることをレビューしているか 

(24) 変更要求票/問題票が、影響のあるモジュールは十分に再テストされたか 

① 変更内容及びレビュー結果に基づき、試験項目表票を作成しているか 

② 試験項目表票は影響のあるモジュール/コンポーネントを網羅されているか 

③ 定めた試験項目表に従い、試験実施しているか 

(25) 完成した変更要求票/問題票は、適切にファイルされているか 

① 構成管理の計画に従い、完成した変更要求票/問題票を、所定のフォルダに保管している

か 

(26) 構成状況を記録し、その報告を定期的に行っているか 

① 構成管理簿には、文書（変更要求票/問題票）の現在の状態を反映しているか 

② 構成状態の報告の契機を定めているか 

③ 構成管理の報告内容に、全問題件数、未解決問題件数（重大、軽微）、未解決状態の残

留期間、および欠陥集中度合（モジュール、プロセス、要員等）を含めているか 

(27) ベースライン化は、手続通りされているか 

① 構成管理の計画に従い、対象の構成品目に対しベースライン化を実施しているか 

(28) 要求分析工程終了時に、構成品目は、構成制御下にあるか 

① 要求分析工程の構成品目を定めているか 

② 要求分析工程終了時には、該当の構成品目（要求仕様書、開発計画書等）は初期ベース

ライン化され、構成制御下となっているか 

③ 該当の構成品目は他の生産物との一貫性と整合性を保っているか 
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(29) 基本設計工程終了時に、構成品目は、構成制御下にある 

① 基本設計工程の構成品目を定めているか 

② 基本設計工程終了時には、該当の構成品目（基本設計書等）は、初期ベースライン化さ

れ、構成制御下となっているか 

③ 該当の構成品目は他の生産物との一貫性と整合性を保っているか 

(30) 詳細設計工程終了時に、構成品目は、構成制御下にあるか 

① 詳細設計工程の構成品目を定めているか 

② 詳細設計工程終了時には、該当の構成品目（詳細設計書等）は初期ベースライン化され、

構成制御下となっているか 

③ 該当の構成品目は、他の生産物との一貫性と整合性を保っているか 

(31) 製造工程終了時に、構成品目は、構成制御下にあるか 

① 製造工程の構成品目を定めているか 

② 製造工程終了時には、該当の構成品目（プログラムリスト、ソース等）は初期ベースラ

イン化され、構成制御下となっているか 

③ 該当の構成品目は他の生産物との一貫性と整合性を保っているか 

(32) 構成品目の正しい版は、構成管理ライブラリに保管されているか 

① 定期的に構成管理ライブラリが正しいことを検証しているか 

② 定期的に構成管理ライブラリの構造、機能を見直しているか 

2.5. プロジェクト成果（終結） 

① プロジェクトの完了作業は WBS の中で計画されているか 

② 成果物の検証と引渡しは、定められたルールに基づき、計画的に行われているか 

• 成果物を検証する際には、全要求事項が達成されているかを内部的に確認し、また顧

客とも確認しているか 

• 顧客との完了プロセスでは、成果物の引渡しと受入れだけでなく、顧客の満足度も確

認しているか 

• 管理上及び契約上の完了プロセスの際、全ての手続きに見過ごしがないかどうか確認

しているか 

• プロジェクト成果物の検証と顧客への引き渡しでは、WBS を使用しておこなっている

か 

③ プロジェクト終了後のレッスンラーニングは、計画的に実施されているか 

• 組織にとって、将来活用できる価値ある知識は整理され引き継がれているか 

• 有為な情報はタイムリーに、背景、状況、前後関係等を詳細にまとめ保存されている
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か 

④ その他の完了作業はもれなく実施されているか 

• チーム、ステークホルダー、プロジェクトマネジャーは、各人の努力の適切な認識と

褒賞を含めて完了手続きをとっているか 
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第8章 擦り合わせ型指向と組み合わせ指向による組込みシステム開

発の革新法  
 

【要約】 

擦り合わせが日本のものづくりの特徴であっても、全ての場合に擦り合わせが望ましい

わけではない。擦り合わせには (1)設定型の擦り合わせ、(2)課題達成型の擦り合わせと、(3)

発生対応型の擦り合わせの 3 つがある。「設定型擦り合わせ」と「課題達成型擦り合わせ」

は望ましい「前向き擦り合わせ」であるのに対して、「発生対応型擦り合わせ」とされる

「問題解決型擦り合わせ」、「課題未達成状態解消型擦り合わせ」及び「逸脱矯正型擦り

合わせ」は望ましくない「後向き擦り合わせ」である。革新するためには「後向き擦り合

わせ」を分析し、「前向き擦り合わせ」に改善することが重要である。 

組込みシステム開発の革新法は、擦り合わせ型指向から組み合わせ指向への革新、組み

合わせ指向から擦り合わせ型指向への革新があり、その革新の要点を示した。 

組込みシステム開発プロセスでの擦り合わせには、プロセス間の擦り合わせとプロセス

内での擦り合わせがあり、それぞれにおいて前向き擦り合わせと後向き擦り合わせがある。 

マネジメントプロセスにおける擦り合わせの内容と背景について分析し、マネジメント

プロセスでの擦り合わせを革新の道として、マネジメント能力の成長段階モデルを示した。

さらに組込みシステムの開発では、後向き擦り合わせの原因として、マネジャーの交渉能

力不足、説得力不足、さらには人に対する無知・無視があることを指摘した。 

 

1. 擦り合わせの分類 

擦り合わせが日本のものづくりの特徴であっても、擦り合わせが全ての場合に望ましい

わけではない。擦り合わせの内容を分析し、擦り合わせの分類を行い、望ましい擦り合わ

せ【これを「前向き擦り合わせ」と呼ぶことにする】、と改善が必要な擦り合わせ【これ

を「後向き擦り合わせ」と呼ぶことにする】を明確にする。 

佐藤允一の問題構造学を基に擦り合わせの分類について説明する[1][2]。擦り合わせには

(1)何かを設定するための擦り合わせ（これを「設定型の擦り合わせ」と呼ぶことにする）、

(2)何かを達成するための擦り合わせ、（これを「課題達成型の擦り合わせ」と呼ぶことに

する）、さらに(3)何らかに問題が発生したり、課題が達成できなかったり、基準を逸脱し

たりして解消するための擦り合わせ（これを「発生対応型の擦り合わせ」と呼ぶことにす

る）がある。 

1.1. 設定型擦り合わせ 
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設定型の擦り合わせには、方向づけのための擦り合わせ、目標設定のための擦り合わせ、

および課題設定のための擦り合わせがある。 

(1) 方向付け型擦り合わせ 

方向づけ型の擦り合わせには、経営理念の策定のための擦り合わせ、経営方針の設定の

ために擦り合わせ、事業方針の設定のための擦り合わせ、さらに行動規範の策定や、企業

の社会的責任を考慮した具体的な価値基準を決定し、方向付けを合意形成するための擦り

合わせなどがある。 

(2) 目標設定型擦り合わせ 

方向づけが決定した後で、経営目標を設定するための擦り合わせ、事業目標を設定する

ための擦り合わせが行われる。中長期の目標が設定されると、プログラムを設定するため

の擦り合わせが行われ、さらに設定されたプログラムごとにプログラム目標を設定すらた

めの擦り合わせなど目標設定型擦り合わせが行われる。 

(3) 課題設定型擦り合わせ 

目標が設定されると、次に目標達成のために各種課題を設定するための擦り合わせが発

生する。それらには、品質向上、効率向上、開発期間の短縮、組織資産の充実、人財育成、

自働化・自動化・武装化、技術力の向上、マネジメント力の向上、ガバンナンス強化など

の課題設定が必要になり、そのための擦り合わせが発生する。 

1.2. 課題達成型擦り合わせ 

課題達成型の擦り合わせには、新しいものを生み出すための設計型擦り合わせ、および

繰り返し行う業務も含めて業務を遂行するための業務遂行型擦り合わせ、そして継続的な

改善のための擦り合わせがある。 

(1) 設計型擦り合わせ 

新しいものを生み出すための設計型擦り合わせには開発業務に伴う擦り合わせがある。

例えば顧客との間で行われる要求仕様策定のための擦り合わせ、ハードウェアとソフトウ

ェアのインターフェイス設計を設計するための擦り合わせなどが含まれている。 

設計型の擦り合わせには、技術的解決策検討のための擦り合わせとマネジメント的解決

策検討のための擦り合わせがある。 

(2) 業務遂行型擦り合わせ 

業務遂行型の擦り合わせには、予算編成および予算統制のための擦り合わせ、人事関係

の擦り合わせ、運用や保守業務のための擦り合わせなどがある。 

(3) 改善向上型擦り合わせ 

継続的に改善する擦り合わせもある。 
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1.3. 発生対応型擦り合わせ 

発生対応型の擦り合わせには、セキュリティ漏洩事故が発生した際の解決のための擦り

合わせ、バグなどの問題が発生した際の解決のための擦り合わせ、課題が達成できなかっ

た際の課題未達成状態を解消するための擦り合わせ、および基準などを逸脱し矯正する際

の擦り合わせがある。 

(1) 問題解決型擦り合わせ（例：納期遅れ解決） 

問題解決型の擦り合わせには、バグ解決のための擦り合わせ、納期遅れを解決するため

の擦り合わせ、予算オーバーを解消するための擦り合わせ、ストレスによる出勤拒否問題

の解決のための擦り合わせなどがある。 

(2) 課題未達成状態解消型擦り合わせ（例：品質向上未達成） 

課題未達成状態解消型の擦り合わせには、品質向上未達成、効率向上未達成、開発期間

の短縮未達成、組織資産の充実未達成・活用未達成、人財育成未達成、自働化・自動化・

武装化未達成、技術力の向上未達成、マネジメント力の向上未達成、ガバンナンス強化未

達成などの解消のための擦り合わせがある。 

(3) 逸脱矯正型擦り合わせ （例：法令違反） 

逸脱矯正型の擦り合わせには、法令違反、脱税、公正取引違反、企業会計原則逸脱、品

質マネジメントシステムに関わる逸脱などを矯正するための擦り合わせがある。 

1.4. 前向き擦り合わせと後向き擦り合わせ 

「設定型擦り合わせ」と「課題達成型擦り合わせ」は望ましい前向きな擦り合わせであ

るのに対して、「発生対応型擦り合わせ」の「問題解決型擦り合わせ」、「課題未達成状

態解消型擦り合わせ」及び「逸脱矯正型擦り合わせ」は望ましくない後向きの擦り合わせ

である。 

 

これらの関係を図表 8-１に示す。 

擦り合わせの分類は図表 8-2 の通りである。 
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図表  8-1 擦り合わせの種類 

図表  8-2 擦り合わせの分類 

2. 組込みシステム開発における方法の革新 -擦り合わせと組み合わせの変遷- 

擦り合わせの分類を基に、後向きの擦り合わせの解消と前向きの擦り合わせの促進につ

いて説明し、さらに「擦り合わせ」と「組み合わせ」の変遷についても説明し、擦り合わ

せ組込みシステム開発における方法の革新について述べる。 

実態基準

問題

方
向
付
け

逸脱矯正

課題未達成

改 善

暗黙の期待

設定しようとしている

目標

課題

設定された

目標

問題解決

目標設定

目 標 未 達

課題設定

問題発生

設 計

設定された

課題

ゴールはない

注：改善にはより良くする活動が含まれる

課題：設定しようとする目標と現実と
の、対処を必要とするギャップ

課 題 達 成

注：設計には製品開発・マネジメントシステム開発活動が含まれる

後向き擦り合わせ

前向き擦り合わせ

擦り合わせの分類

(1)設定型の擦り合わせ（前向き）
方向づけ、目標設定、課題設定

(2)課題達成型の擦り合わせ（前向き）
開発業務型、

プロセス間擦り合わせ
プロセス内擦り合わせ

業務遂行型

(3)発生対応型の擦り合わせ（後向き）
「問題解決型擦り合わせ」、
「課題未達成状態解消型擦り合わせ」
「逸脱矯正型擦り合わせ」
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(1) 後向きの擦り合わせの解消と前向きの擦り合わせの促進 

技術の新規性が高いなど、開発が難しければ難しいほど組込みシステム開発では擦り合

わせを行うことが重要である。擦り合わせの内容についての前述したように「後向き擦り

合わせ」と「前向き擦り合わせ」があり、後向き擦り合わせは改善し、解消し、擦り合わ

せの内容が前向き擦り合わせだけになるようにすることが望ましい。 

(2) 組込みシステム開発における方法の革新―擦り合わせから組み合わせへの変遷－ 

前向き擦り合わせでも、擦り合わせを行えば常に成功するわけではない。効率化のため

には社内の範囲での【クローズ・モジュラー（クローズ組み合わせ）】共通化策を行うこ

とが革新の方策である。開発能力の向上課題のためにはメーカー間での協業が必要なこと

があり、その場合には地域が離れていることがあり擦り合わせではなく組み合わせ型が望

ましい。また開発期間短縮のためには開発速度を高める方策としてオープン品を活用する

ことが有力な方策「モジュラー（オープン組み合わせ）」である。これが擦り合わせ開発

における方法の革新、擦り合わせから組み合わせへの変遷策である。図表 8-3 に要点を示す。 

図表  8-3 擦り合わせ型から組み合わせ型へ 

(3) 組込みシステム開発における方法の革新―組み合わせから擦り合わせへの変遷－ 

逆に組み合わせで行えば常に成功するわけではない。価格削減や小型化のためにはコア

技術を自ら開発することが重要なことがあり、そのためには擦り合わせ型開発が必要にな

る。商品差別化のためには、変動対応力を強化し連続商品開発を行う方策をとることがあ

る。そのためには擦り合わせが重要になる。事業を拡大し、競争相手を振り落とすために

はプロダクトライン開発が重要でありそのためにはプロダクトライン内での共通開発を行

うことがありそのためには擦り合わせ開発が重要である。これが組み合わせ開発における

組み合せ型
開発

開発能力課題

標準技術規格

効率化課題

オープン品
の活用

メーカ間協業

標準
インタフェース

社内オープン化
共通化

擦り合わせ型
商品開発

開発速度課題
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方法の革新、組み合わせから擦り合わせへの変遷策である。図表 8-4 に要点を示す。 

図表  8-4 組み合わせ型から擦り合わせ型へ 

3. 組込みシステム開発プロセスでの前向き擦り合わせと後向き擦り合わせ 

組込みシステム開発プロセスでの擦り合わせには、プロセス間の擦り合わせとプロセス

内での擦り合わせがあり、それぞれにおいて前向き擦り合わせと後向き擦り合わせがある。 

3.1. プロセス間の擦り合わせ 

プロセス間の擦り合わせは，次の擦り合わせがある。 

(1) 上流工程とその前の企画プロセスとの擦り合わせ 

上流工程には要件定義・要件分析・方式設計を含めて説明する。その前の企画プロセス

あるいは顧客から要求を聴きだすためプロセスは超上流工程ということがある。 

上流工程での擦り合わせは、その前の企画プロセスが確立しているかどうかで、後向き

擦り合わせと前向き擦り合わせとに分かれる。 

企画プロセスが確立していないと上流設計工程との間で擦り合わせが発生する。企画プ

ロセスが確立していると擦り合わせは企画プロセスのレビューに参加し、戦略他を確認し

［Why の定義］、それに基づいた要求の定義・仕様の定義［What の定義］を行うことに

なる。 

後向き擦り合わせが発生する背景のひとつはシステム設計技術力の差異である。ハード

ウェア技術者やソフトウェア技術者が上流工程を担当するとシステム設計技術を適用しな

いので後向き擦り合わせが発生しやすい。 

(2) 上流工程と中流工程（設計・実装・単体検査）との擦り合わせ 

上流設計力の差異のために中流工程で仕様のもれ、仕様のあいまいさに気づき後向き擦

小型化課題

コア技術開発

摺り合わせ型
商品開発

組み合わせ型
商品開発

商品差別化

変動対応型
連続商品開発

多様化課題

プロダクトライン
開発

高機能品だと日本企業の
品質要求水準に応えられ
ないことがある

プロダクトライン
共通開発

逐次開発
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り合わせが発生することがある。また機能設計だけを重視すると中流工程、さらには下流

工程の際にインターフェイスやデータと機能との関係で後向き擦り合わせが発生しやすい。

前向き擦り合わせでは、コントロールフローダイヤグラムやデータフローダイヤグラム、

UML に基づくモデリング設計資料の作成とレビューを行う際に擦り合わせを行う。 

(3) 中流工程と下流工程（結合テスト・総合テスト・妥当性確認テスト）との擦り合わせ 

静的解析を行っていないと後向き擦り合わせが発生しやすく、静的解析ツールで検証し

ておくとテストはバグ抽出（後向き擦り合わせ）のためではなく、保証のためのテスト（前

向き擦り合わせ）になる。前向き擦り合わせではテスト工程間で何をテストするか、どの

テスト技法を適用するかについて擦り合わせを行う。 

(4) 下流工程と上流工程との擦り合わせ 

下流工程の段階で上流設計の内容と確認しテスト仕様書を作成するために、テスト仕様

書作成時に上流工程の内容について疑問点が発生し、後向きの擦り合わが発生することが

ある。それに対して前向きな擦り合わせでは上流工程の段階で下流工程のためのテスト仕

様書を作成し、上流工程の成果物のレビュー時のテスト仕様書と整合する。テスト仕様書

作成工程（テスト設計工程）を何時行うかで後向き擦り合わせと前向き擦り合わせに分か

れる。 

3.2. プロセス内での擦り合わせ 

(1) 源流工程での擦り合わせ 

品質マネジメントシステム ISO 9004:2000 の 5.経営者・管理者の責任の項に、トップマ

ネジメントが考慮すべき行動として、ビジョン、方針、及び戦略的目標を設定すること、

品質及び品質マネジメントシステムに関する組織としての方向性と価値観を伝えること、

製品実現プロセスを明確にすることが記載されている［3］。さらに 5.2 利害関係者のニー

ズと期待の項において、利害関係者を明確にし、そのニーズと期待とに対して調和のとれ

た対応を維持すること、明確にしたニーズと期待を要求事項に変換すること、組織内すべ

てに、その要求事項を伝達することなどが記載されている［3］。 

品質マネジメントシステム ISO 9004:2000 の６．資源の運用管理の項では、トップマネ

ジメントは、組織の戦略及び目標の実施、並びに達成に不可欠な資源が明確にされ、利用

できようになっていることが記載され、重点訓練、教育及び学習による実力の向上、組織

の将来の管理者に対するリーダーシップの技量及びあるべき人物像の開発が記載されてい

る［3］。 

これらを商品戦略、市場戦略、顧客戦略、人的資源戦略で明確に行うことが前向き擦り

合わせであり、品質マネジメントシステムが形骸化していると開発中に利害関係者からの
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ニーズや期待が発生し、後向き擦り合わせが発生する。 

品質マネジメントシステムが効果的で、効率的に運営されていると前向き擦り合わせに

なる。 

(2) 超上流工程「企画プロセス」での擦り合わせ 

源流工程「戦略策定プロセス」と超上流工程「企画プロセス」の擦り合わせや、研究開

発との擦り合わせが発生する。その際に利害関係者を特定し、そのニーズ・期待を理解す

ることが重要である[3]。利害関係者との前向き擦り合わせ、その成果物であるニーズ・期

待について商品計画、プロジェクト計画、プログラム計画プロセスで擦り合わせを行えば、

より事業が成功するための方策になる。組織内の人々も利害関係者であり、技術的に達成

可能な要求事項であることを擦り合わせで確認することも調和のとれた対応の一項目であ

る。 

商品設計技術、業務改革技術、システム設計技術が欠落するか不足すると、商品計画、

プロジェクト計画、プログラム計画が利害関係者と整合せず、開発開始後に利害関係者と

調整が発生し、後向き擦り合わせが必要になる。 

(3) 上流工程での擦り合わせ 

上流工程ではシステム設計と同時にハードウェア設計、ソフトウェア設計が行われるが、

システム設計の段階でシステム技術者、ハードウェア技術者、そしてソフトウェア技術者

の擦り合わせを行う。 

なお、擦り合わせを減らす方法として、ハードウェア技術、ソフトウェア技術およびシ

ステム技術の出来る技術者を育成確保し、担当させる方法もあることに注意する必要があ

る。全ての技術涼気がわかる技術者が確保できる場合には「組み合わせ」開発でも行える

が、より小型化、高密度化、より低価格化を行うためには上級レベルのハードウェアとソ

フトウェア技術者が擦り合わせを行うとより高度な商品が開発できる。 

システム技術力がないと（組込み開発ではしばしば見られるが）ハードウェア開発が先

行することがあり、その場合にはソフトウェア上流設計の際に仕様のあいまいさ、もれ、

性能問題や容量制限問題の発生のために後向き擦り合わせが発生することがある。ソフト

ウェア開発が先行しても同様な問題が発生しやすい。 

ハードウェア技術とソフトウェア技術が並行してする場合には、開発者ハードウェア技

術者とソフトウェア技術者の間でのコミュニケーションもれ【システム設計能力不足によ

る擦り合わせ不足】が発生し、後向き擦り合わせに陥ることがある。インターフェイス仕

様設計技法（システム設計技術の項目のひとつ）を確立し共通技術として普及しておくと

前向き擦り合わせを行うことで効果的に開発することができる。 
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(4) 中流工程での擦り合わせ 

状態遷移技術課題（タイミング問題でもある）、容量制限技術課題、性能設計技術課題

などの技術課題に対応する技術力があれば前向き擦り合わせが中心になり、無ければ中流

工程で後向き擦り合わせが発生する。 

暗黙知が設計の際に多いと他の技術者との間で暗黙知の不整合による擦り合わせが発生

することがある。擦り合わせの原因で、業務知識の不足、あるいは専門知識不足の不足と

指摘されることがある。 

上記に記載したように技術的問題解決力不足による擦り合わせの代表的な技術課題が状

態遷移設計問題である。実務では膨大な規模の状態遷移表を作成し、検証することが必要

になる。専門家が複数で数ヶ月間集中して行う密度の高い擦り合わせが必要な領域である。

ハードウェア故障時仕様なども熟知している技術者がいれば単独でも設計できるが、通常

は複数領域の専門家が集まって前向き擦り合わせ（合同検討とデザインレビューの実施）

を行う。 

他の工程でも同様であるが工程での技術マニュアルを作成し、順守していると後向き擦

り合わせは減少する。特にソフトウェアでのプログラミングスタイルガイドラインが重要

である。多くのプログラミングスタイルに関する検証は静的解析ツールで行う。例；この

プログラムの部分は使われていない、このデータは初期化せずに使用されている。 

(5) 下流工程での擦り合わせ 

バグが発見された後での原因究明（トラブルシューティング）のための後向き擦り合わ

せが発生することがあるが、この「後向き擦り合わせ」の 中にもトラブルシューティン

グ技術力の有無によって後向き擦り合わせの度合いが大きく変わる。その内容については

別項に記載する。 

テスト仕様書を作成する段階で発生するのが、仕様項目の理解力に起因し、後向き擦り

合わせが発生することがある。内部仕様・外部仕様理解不足による擦り合わせである。前

向き擦り合わせでは、事前に教育するか、知的資産を構築する。 

あるいは仕様そのものをモジュール化することにより保証済のコンポーネントが使用す

る方法がある。モジュール化は擦り合わせから組み合わせへの変遷の類型のひとつである

が、クローズされた範囲で組み合わせを行うためには何を、どの範囲の仕様でモジュール

化するかを検討するために前向き擦り合わせが発生する。 

下流工程になってから、作りこみ能力不足が発見されて後向き擦り合わせが発生するこ

とがある。たとえば、性能条件の仕様が厳しい場合に、ハードウェアとソフトウェアの分

担の変更（設計見直し）のための「後向き擦り合わせ」が発生することがある。 
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3.3. 障害発生時の技術的解決法「トラブルシューティング」での擦り合わせ 

障害が発生した際に再現が可能であれば、特に擦り合わせは発生しないが、直接原因が

個々の技術分野の専門家だけでは解明できない複数技術境界線上の問題の場合には後向き

擦り合わせが発生する。このトラブルシューティング課題についても解決技術の類型があ

り、どの方法で行うか、技術問題解決法に従った指導を行うことで擦り合わせの度合いを

減らすことが出来る。技術問題解決法を定義し、指導し、指揮統率しないと後向き擦り合

わせがひどくなり、場合によると解決できないことがある。トラブルシューティングの技

術の要点を以下に記載する[4]。 

(1) トラブルシューティング技術の種類と擦り合わせの要点 

障害が発見された後で修正の必要な個所を特定するためトラブルシューティング技術に

は、①主担当者の勘と経験による方法、②原因ストーミング法、③保証抜け項目発生確認

法、④同類バグの重点確認法、⑤再現法、⑥分割切り分け法、および⑦仮説設定法がある。 

次に①～⑦を説明する。 

① 主担当者の勘と経験による方法 

主担当者が、勘と経験に基づいて次々とシューティング行為を行う方法がある。トラブ

ルシューティングをこの方法で行っている担当者を観察すると、彼や彼女が一つひとつの

行為を、何から思いついたのか、何に基づいて行っているのかよくわからず、また各行為

の相互関係についても論理的な関係が無いことがある。 

担当者がシューティングの方法を、潜在意識で行っていて、潜在意識の内容を論理的に

説明することをせずに、担当者本人も周囲も勘だと思っている。この方法は、勘が当たれ

ば即時に原因究明ができる利点があり、特に関連性を記憶する長期記憶型の能力の持ち主

では有効な方法であるが、経験が豊富かどうか、潜在意識の質と量がどの程度あるかによ

って結果が左右される。また、担当者が疲れている場合は、注意しないと同じ行為の繰り

返しや、しばらく前に行った行為の繰り返しに落ち入ることもある。 

組込みシステムの開発ではハードウェアとソフトウェアの技術者がそれぞれ自身の分担

領域が原因だと思って勘と経験でトラブルシューティングを行っても、ハードウェア・ソ

フトウェアのインターフェイスの問題であれば擦り合わせを行う以外に解決の道はない。 

② 原因ストーミング法 

「初期化を忘れていないか。タイミングの問題ではないのか。割り込みの問題ではない

のか・・・」と、上級者が次々とあれでもないか、これでもないかと担当者を指導して、

推論方法に論理がなく、断片的知識を次々と当てはめて原因を探る方法がある。論理的な

根拠のない試行錯誤である。上級技術者の、担当者に対する先入観に基づいて、次々と指



 

179 

導しているように思えることもあり、「断片的チェックリスト」とでもいうように、論理

的ではないことも多い。しかし、この方法は技術力の水準が進歩しない担当者や、同じこ

とで失敗する、懲りない常習犯的な担当者が起こした障害についてのトラブルシューティ

ングには有効である。これは、断片的な要因を記憶しておいてそれを思い出し列挙する短

期記憶型の技術者・管理者にしばしば観られる。 

この場合にも組込みシステムの開発ではハードウェアとソフトウェアの技術者がそれぞ

れ自身の分担領域が原因だと思って原因ストーミングでトラブルシューティングを行って

も、ハードウェア・ソフトウェアのインターフェイスの問題や、ノイズによるハードウェ

ア・ソフトウェアの双方が誤動作した結果であればハードウェア・ソフトウェアの両者が

擦り合わせを行う以外に解決の道はない。 

③ 保証抜け項目発生確認法 

優秀なハードウェア技術者（管理職級）ソフトウェア技術者（管理職級）が協働でトラ

ブルシューティングを行っているのを観察して発見した方法である。優秀な技術者は、ト

ラブルシューティングの際に、装置を使用したシューティングを直ぐには行わず、発生し

ている障害に関連した仕様がどのような内容かを確認し、仕様そのものに問題がないこと

をまず始めに検証し、次に仕様書を作成した当時、障害に関連してどのような技術課題が

あったのかを解析し、その技術課題に対してどのような解決策を立て、どのような設計を

行い、どのようなレビューを行ったかを確認し、設計上の問題が無いかを検証し、そして、

どのような検査を行っているかを確認した後、これらを基に検討した残された品質保証も

れを検討し、トラブルシューティングしていた。 

この方法は、障害を発生させた装置がどのような品質保証プロセスを踏んだのか、そし

て、品質保証抜けがどこにあるのかを確認してから保証もれ項目についてシューティング

する方法である。「品質保証確認法」という。 

組込みシステムの開発の実例では、ハードウェアとソフトウェアの技術者がそれぞれ自

身の分担領域の保証を確認した後で、相手の保証内容について質問により品質保証監査を

行い、両者の保証範囲外の検討を行った。生産管理が部品を変更したため、ＬＳＩの規格

限界が微妙に変化し、ソフトウェアの誤動作（特定の命令だけが動作しない）していた。

この事例ではハードウェア・ソフトウェアの両者が擦り合わせを行う以外に解決の道はな

い。 

④ 同類バグの重点確認法 

それまでに発生したバグと同じ原因で発生しているのではないかと調べる方法がある。

以前にバグが発見され、修正は行ったものの、その時点で原因の分析を行わず、従って根
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本原因そのものに対策を講じておらず、類似のバグが残っている場合には有効である。先

入観による固執傾向がある技術者によく観られる。通常この種の類似バクは、原因分析の

結果に基づいて再発防止策としてレビューを行えば発見できる可能性が高い。 

この方法では擦り合わせ以前に再発防止策の点検が必要である。 

⑤ 再現法 

障害を再現するために、多少の変化を加えてテストを繰り返す方法がある。安易に思考

を省略して行っている場合がある。行動型のタイプが陥りやすい。トラブルシューティン

グの方法を計画せず、指導もしていないとこの行動傾向が強く出やすくトラブルシューテ

ィングが長引くことになる。 

同じ条件で繰り返してもソフトウェアのバグは見つからない。データ条件やタイミング

などを、少しずつ変える必要がある。何も工夫せずに再現を繰り返しているだけでは原因

の究明には効果はない。 

⑥ 分割切り分け法 

障害を起こした装置の構造を分割して、分割したどの部分が問題かを、境界線上のデー

タから判断する方法である。境界線上のデータを見る仕組みが装置に仕込まれていると遠

隔地からでもシューティングができる。設計段階で擦り合わせの一環として切り分けのた

め、保守性のためにどのようにシュ-ティングするかをハードウェアとソフトウェアの双方

が合同で検討し、必要な箇所を特定しデータを保存しておくことが前提である。 

⑦ 仮説設定法 

起きた障害を発生させる要因を全て洗い出して［仮説］、その要因について全て着実に

しらみつぶしに調べる方法がある。要因がしっかり列挙されているとずれば、原因が見つ

かる。ハードウェアとソフトウェアの双方が合同で要因を列挙し、各要因仮説の検証方法

を検討する。 

(2) 再現が難しい障害の解析例 

再現が難しい障害に対して仮説設定法を適用した例を示す。メモリ上に異常データがあ

り、それが原因で誤動作した。 

ハードウェア側でも、ソフトウェア側でも調べて原因不明であったので、トラブルシュ

ーティング技法の類型を説明し、主技術者が勘と経験で行っても解決できなかったこと、

上級者があれやこれやと過去の経験を基に指導しても解決できなかったこと、品質保証は

ある程度の水準で確実に行っていること、過去の同類のバグは当時のそのプロジェクトメ

ンバーでは思いつかなかったこと、再現し難いこと、分割切り分けの想定対象外の異常で

あったことから仮説設定法を用いて解析した。 
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その結果、LSI の 低動作規格電圧近辺での誤動作に絞り込まれ、検証し、解決した。

この事例では図表 8-5 に示す故障解析のための要因仮説樹（FTA 故障の木 Fault tree 

analysis の技術と同系統の技術である）を作成する際にハードウェア技術者とソフトウェ

ア技術者とが擦り合わせを行った。 

図表  8-5 システム障害の故障解析 トラブルシューティング技術の例 

なお、日付と資料番号は確証を示すと共にトラブルシューティングについても「目で見

る管理」を行うための記載項目である。この資料を見ているだけでトラブルシューティン

グについての進捗を把握できる（図表 8-5 参照）。 

 

4. マネジメントプロセスでの前向き擦り合わせと後向き擦り合わせ 

マネジメントプロセスにおける擦り合わせの内容と背景について分析し、マネジメント

プロセスでの擦り合わせを革新の道として、マネジメント能力の成長段階モデルを示す。 

4.1. マネジメントプロセスの特徴と背景 

マネジメントプロセスでの擦り合わせは、マネジメント能力の水準によって異なる。一

般的に技術力の有無は比較的容易に技術者自身でもわかるので指導も容易であるため、進

メモリー上に異常データがある
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歩も早い。それに対してマネジメント能力の場合にはマネジメント能力の有無は当人・当

該チーム・当該組織（会社全体でも）ではわからないことが多いため、指導しても効果が

少なく進歩が遅い。 

マネジメントプロセスでは、マネジメント能力不足、あるいは不十分さが原因で擦り合

わせが発生する。マネジメント能力不足、あるいは不十分さはマネジメント課題の見逃し

あるいは軽視、マネジメント課題に対するマネジメント課題解決力の不足や不十分さ、意

思決定能力の不足から発生する。これらが原因で擦り合わせが発生する。 

マネジメント課題解決力の不足や不十分さはマネジメントプロセスモデルの欠落や不十

分さ、マネジメント関係の知識の欠落や不足（過去の経験にもとづく先入観やあいまいな

知識）、マネジメント技法の修得不足、タイミングの見逃しによって生じる。 

前向き擦り合わせはマネジメント課題ごとにリスクマネジメント技術を用いて予見し、

未然防止策を実施し、監視項目を決め、兆候を監視し、兆候の段階でタイミングよく緩和

策、対応策を実施する。マネジメント力、特にリスクマネジメント力が欠落あるいは不十

分だと、目標と実績との差などの問題が発生してから原因を分析し、対応策を考えるなど、

後向き擦り合わせが発生する。 

マネジメント能力不足あるいは不十分さが発生する背景には次の項目がある。 

• 日本のものづくりの伝統である「見て覚える」行動習性（マネジメント力は見ただけで

は何が不足しているかわからないので修得できない）が一般的に存在すること 

• 以前のように席を並べる（コロケーション）ことがセキュリティの関係で困難になり、

物理的、地理的に離れた場所での開発が増えたこと 

• 日本の開発組織では、ものづくりと同様に、多層の下請け構造があること 

• ある程度の経験と年齢になると、職人的に「見て覚える」指導で技術を身に付けた技術

者に、管理業務を指導せずに行わせること 

• 組込みシステムの開発では、しばしば、理学系統の出身者が比較的多くいて、高校時代

から社会科学系にあまり興味をもっていなかった人がいること、人に対する興味と能力

（対人関係能力、あるいは社会的能力）が不足していることがあり、マネジメントにつ

いて理解できても実践出来ないことがあること 

 

これらのためにマネジメント能力については成長段階モデルを示し教育と指導を行うこ

とがある。各成長段階でそれぞれに応じたマネジメント能力向上のための擦り合わせを行

う。 
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4.2. マネジメントプロセス欠落あるいは不足型擦り合わせ 

マネジメントプロセスは、Target、Plan、Do、Check、Act［PDCA］の順に行い、

ISO9000:2000 ではこれに改善と保証が加わる。擦り合わせは Target、Plan の際に前向き

擦り合わせを行う。不足すると Do、Check、Act の際に後向き擦り合わせが必要になる。

特にリスクマネジメント計画を確実に立案し、未然防止策を実施し、リスク監視、リスク

対策の実施を行う。リスクマネジメントの実行が前向き擦り合わせの要点である。 

しかし日本では、やってみて・やらせてみてから、原因を分析し、改善する習性がある

ため、Check、Act、Plan、Do［CAPDo］で行われることが多い。この場合には Check の

際に後向き擦り合わせを行うことになる。再発防止策さらには未然防止策まで検討すると

前向き擦り合わせに切り替えることができる。 

望ましい前向き擦り合わせは過去の知的資産を点検（CHECK）、対策を立て（ACT）そ

の後に計画を立てる未然防止法である（CHECK-ACT Plan、Do、Check、Act［CA-PDo］）。

擦り合わせは未然防止活動の際に行う。 

4.3. マネジメント能力の成長段階モデルに基づく擦り合わせ 

個人でも、組織でも同じであるがマネジメント能力には成長段階がある[5]。以下に記載

したマネジメント能力成長段階モデルは、論語 為政第二「子曰、吾十有五而志于學。三

十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十而従心所欲、不踰矩」［6］と、木

暮正夫の成行管理、戦術管理、準戦略管理、戦略管理【経営】を基にしている［7］。 

(1) 無知な段階 成行経営の一形態である原始的な場合に相当する 

思いつくままに事前の準備もなく、その場その場の状況に対応して（成り行きに応じて）、

業務を遂行している状態である。問題が起きてから対応策をとる。 

社員に対して業務マニュアルに基づく指導が欠落している場合、あるいは徒弟奉公的に

訓練する組織で若手が受身型の場合に見られる。今でも派遣社員を指導教育せずに使用し

ている組織や二次・三次のパートナーで存在している。 

変化に対しては事前には対応出来ず、事後的に混乱しながら対応策をとる。仕事があり、

市場競争が少なかった時代には多少時間をかけて改革しても歩いて程度は業績を挙げるこ

とができた。そのような状況下での遺物であるが、多くの組織で現在でも観察できる。 

同じ業務を繰り返し経験すると次の段階に移行できる。 

(2) 繰り返し安定型段階 成行経営の一形態である経験重視型に相当する 

過去にこだわり、経験的に基づいて業務を遂行している状態である。上司が部下に改善

や向上心を指導していないと今でも存在している。ビジネスパートナーでもしばしば存在

している。 
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経験的に基づいて同じことを繰り返しても業績を挙げることができる組織ではこのよう

な業務遂行方法は維持されていることがある。非創造的な仕事が数多くあり、市場競争が

少なかった時代には多少時間をかけて改革しても歩いて程度は業績を挙げることができた。 

「職人レベル（同一のことは維持保証をすることができるレベル）」ともいえる。日本

のものづくりの文化では担当する人の資格、技術力、相互の信用に基づいて行い、相互に

絶えず暗黙に牽制し、条件に欠ける場合には契約解除あるいは仲間から外すこともある。 

変化に対しては事前には対応出来ない。系統的に業務を少しずつ変化させ、経験の幅を

広げる対応策をとる。 

上司が計画目標を提示し、目標と実績との差異を自覚させ、改善を指導すると次の段階

に移行できる。そのための方法として小集団活動も有効である。 

(3) 統制（コントロール）段階 成行経営の一形態である改善型に相当する 

実行し、その結果について反省し、差異分析を行い、改善する Check、Act、Plan、Do

型管理が行っている。（進歩することができるレベル）一度目は成行きで遂行され、二度

目から失敗を反省して、次からその経験したリスクについては避けることができる。しか

し開発型などの非繰り返しの新規型の業務では再発する。 

工程を定義し、その通りに実行させるので管理状態になっており、計画通りの業績を挙

げることができる。また経験してから改善【学ぶ】ので組織差や、個人差が発生するので、

全体として結果はばらつく。また技術者や管理者が変われば再度、問題が起きることもあ

る。 

変化に対しては二度目からしか対応できない。部下が経験と反省により、改善すること

により変化への対応はできるようになる。プロトタイピングや先行開発を行うことで変化

への対応を加速させることができる。 

差異について真の原因まで原因分析できるよう原因分析力を指導し、事前に計画を作成

するよう指導すると次のマネジメントの段階に移行することができる。 

(4) マネジメントサイクル実践段階 戦術経営に相当する 

自らの経験と見分に従い、計画を立て、計画通りの実績を挙げることができる。Plan、

Do、Check、Act が実践されている。TQM の原則について学び、定量的、定性的管理を実

行し、経験的に改善活動の成果に基づいて再発防止、未然防止が行っている組織で存在す

る。 

変化に対しても同様に、計画段階で織り込まれた変化には対応でき、安定して仕事がで

きる。しかし、内部・外部の大きな変化が発生すると、経験した範囲での未然防止策のた

め、業績は保証できないし、効率やスピードに劣ることもある。 
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どの工程で何を行うべきかを事前に検討し工程別に品質保証する項目を定義し、管理状

態にするとともに、プロセスの改善を継続的に行う。 

さまざまな変化にも対応できるようにするには経験だけではなく、理論を学び実践する

ようになると次の 適化段階に移行することができる。 

(5) 最適化段階 準戦略経営に相当する 

短期的に論理的観点から 適なマネジメントを行う段階である。短期的には 高の業績

を挙げることができる可能性がある。 

自らの経験と見聞きした内容に参考にして、理論、他社の事例･プラクティスから学び、

戦略的に組織として対応できる。リストラクチャリング、リエンジニアリング、競争戦略

など重視される。 

環境の変化を知り、 適な対策をとることができる。 

改革を含めて方針を明示し、計画作成能力を向上させると、情況に対応することができ、

関係者を定義し、目標を設定し、方針を提示し、結果をマネジメントサイクルに基づいて

実践すると、その時点でその利害関係者にとって 適な戦略を立て、その戦略を遂行する

ことができる。顧客を重視することが事業の短期的業績に良いとわかれば、顧客指向を経

営方針とすることがある。 

環境の変化が顕在化してから行動をとるので短期的な 適化であり、中期的な 適化の

ためには変化を予知・予測することで次の段階に移行できる。 

(6) 適応段階 戦略経営に相当する 

環境の変化を予知・予測することにより、速やかに対応できるため、中期的にも適応で

きる。環境の変化を予知・予測するためには歴史に学び、理論の変遷にも学ぶと、物事の

原理を知ることができる。論理的な体系に基づいて、兆候がはっきりした時に戦略的に組

織として対応できる。 

変化を予見し、兆候を監視し、関係者、価値観、経営理念を考慮して、経営方針を立て、

戦略を立案し、実行すれば、中期的に変化に対応でき、 善の手が打てる可能性がある。 

さらに変化を受身では自ら起こせるようになれば、次の段階に移行できる。 

(7) 直観レベル 高度な戦略経営に相当する 

他の組織の決定を知ると直ちに、その理由を知ることができ、直ちに対応が取れる。 

価値観、経営理念をも変革し、経営方針を立て、戦略を立案し、変化の予測を創造する

ことができ、業界の覇者になれる。 

(8) 無意識化レベル   

自ら組織の行動原理に基づいて決定しても、それが戦略的で変化の流れの先端にいる。
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他の業界から侵略されても覇者の地位は揺らがない。 

常に顧客にとって新たな付加価値が生まれる創造的な製品が提供され、関係者の望む、

共存共栄の経営ができ、社会に存在が認められている。持続的に数百年に渡って存続でき

る。「入神あるいは智者のレベル（事業領域を越えた王者）」。 

4.4. 社会的能力不足型擦り合わせ 

組込みシステムの開発では、後向き擦り合わせの原因として、マネジャーの交渉能力不

足、説得力不足、さらには人に対する無知・無視がある。 

(1) 交渉能力不足型擦り合わせ 

超上流や上流が原因で後工程において擦り合わせが発生する例に、顧客との要求仕様協

議の際における交渉能力（社交能力）の不足、組織内の上層部との戦略・商品企画につい

ての交渉能力の不足、人や資金などの開発資源の交渉回避などがある。第９章に記載する

教育研修が不可欠である。研修し修得していないと各マネジメント段階で後向き擦り合わ

せが発生する。 

(2) 説得力およびリーダーシップ能力不足型擦り合わせ 

プロジェクト、プログラムの遂行の際に組織内のメンバーや他の組織をも統率すること

が重要であるが、そのためには説得力が必要であり、リーダーシップ能力が重要である。

これらについても教育研修が不可欠である。研修し修得していないと各マネジメント段階

で後向き擦り合わせが発生する。 

(3) 無知・無視型擦り合わせ 

組織の状況を把握するためには定量的な管理だけでは不十分である。現場管理などの際

に定性的な管理を行うことが重要である。定性的な管理では人や組織に対する知識と観察

力が重要である。厳しい制約条件下での開発ではストレスが強いので、メンタルヘルスに

関する知識、対処方法を知っていて、ストレスを受けている部下を察知し、その扱いにつ

いて熟知してことがマネジャーに求められる。欠落あるいは不足すると 悪は部下がノイ

ローゼになり社会から脱落するだけではなく、組織の持続的な繁栄が保証させない。 

組込みシステム開発では、人の個性や相性、行動習性についての教育研修を受け人材が

必要不可欠である。研修し修得していないと各マネジメント段階で後向き擦り合わせが発

生する。 

4.5. 組込みシステム開発組織の改善策の推移 

まとめると、成熟度の高い前向き擦り合わせにするための指導順序を図表 8-6 に示す。 
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図表  8-6 組込みシステム開発組織の改善策の推移 
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第9章 組込みシステム開発における組織と人材 
 

【要約】 

組込みシステム開発における組織の類型として、市場別組織、技術分野別組織、プロダ

クトライン別組織、開発プロジェクト型組織などがあり、組織で必要とする人材も多様で

ある。ETSS ではレベル４までの人材育成法が示されている。レベル５以上の人材育成方法

と、プロジェクトマネジメントの専門家を使う立場のプロジェクトスポンサー、プログラ

ムスポンサー及び経営幹部に対する人材育成の方法が課題であった。 

この章ではこれらの人材のためのプロジェクト＆プログラムマネジメントに関する育成

課題について分析した。組込みシステム開発におけるプロジェクトマネジャー層以上の出

身類型として、プロジェクトマネジメント系、固有技術専門家系（システム技術、ハード

ウェア技術、ソフトウェア技術、コアプロットフォーム開発など）、ライン（生産、営業）

系、およびスタッフ系（生産技術、品質保証、生産管理他）があることを示し、出身分野

別の人材育成課題を明確にした。 

価値観の違い、知識修得型実務型、知識実務兼備型タイプの違い、能力と意欲の違い、

専門職志向型とマネジメント職志向型の違い、向上心の違いによる、マネジャー一般に共

通する人材育成課題についても明確にした。 

組込みシステム開発における役割別に、レベル５以上の人材育成方法と、プロジェクト

マネジメントの専門家を使う立場のプロジェクトスポンサー、プログラムスポンサー及び

経営幹部についてのキャリアパスと人材育成法、経歴別の人材育成法を示し、セミナーの

科目設計書を提案した。さらに幹部候補生（後継者）育成プログラムとしてプログラムマ

ネジメントを用いたモデルを提案した。 

 

1. 組込みシステム開発における組織の類型と課題 

組込みシステム商品開発では組織もさまざまであり、組織で必要とする人材も多様であ

る。ETSS における人材育成の方法はレベル４まで示されているが、レベル５以上の人材育

成方法とプロジェクトマネジメントの専門家を使う立場のプロジェクトスポンサー、プロ

グラムスポンサー及び経営幹部に対するプロジェクト＆プログラムマネジメントに関する

人材育成の方法が課題であった。組込みシステム開発における組織の類型と課題について

述べる。 

組込みシステム開発における組織の類型として、市場別組織、技術分野別組織、プロダ

クトライン別組織、開発プロジェクト型組織などがある。各々の組織における代表的な課
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題について述べる。 

(1) 市場別組織と課題 

組込みシステムの場合には市場別にニーズ・期待が異なることが多く、競争環境も異な

ることがあるのでしばしば市場別に組織を編成することがある。長所は市場のニーズ・期

待に詳しいことであるが、次の課題が発生しやすい。 

 技術開発の遅れの懸念 

技術者の優秀さの差異は知識の有無ではなく、何ができるかであり、技術課題と解決技

術の体系を熟知して解決技術の使いわけができるかどうかである。解決技術の技術分野に

よって、修得に時間がかかる技術と、才能の有無や努力の度合いにより比較的修得の容易

な技術とがある。上司層がその違いを知っていて技術者を育成し、技術者の業績を評価す

ることができるかで技術開発の遅れが発生することがある。 

 技術者への動機づけの不足 

専門家に対して動機づけを怠ると向上心がなくなり同じ技術を繰り返し適用するように

なり職人化する。その結果、新しい技術課題に組織としても対応できなくなることがある。 

 専門家を育成する指導者 

市場別組織では技術分野ごとの専門家も市場別組織に組み込まれるため、その専門家が

数多くの市場別組織に分散して配属されるため、専門家の質量が不足しやすい。そのため

専門家の指導を誰がどのように行うかが課題になりやすい。指導が不足すると技術者が井

戸の中の蛙になることがある。専門家を指導する者には、「上級の専門家」、「宮大工の

棟梁のようにその道の専門家ではないが専門家を統率できる指導者」と、「顧客型（日本

の伝統文化の領域では旦那衆）の専門家の成果物の違いを見抜ける指導者」の三種類があ

る。棟梁型、旦那衆型指導者に市場別の組織の長がなれるよう育成しているかが組織の課

題である。 

 専門家の処遇制度の確立 

市場別組織は業績評価が売上高重視になりやすく、営業系の専門家が昇進に有利になり、

純粋な専門家の処遇が問題になることがある。キャリアパスが先行き途絶えていると若手

技術者が察知すると優秀な人材が他社に流出することがある。 

(2) 技術分野別組織と課題 

コアコンピタンスが重要な場合には技術分野別組織で組込みシステム商品を開発するこ

とがある。自動車メーカーなどではしばしば見られる。 

 技術分野間の擦り合わせ 

技術分野別の組織にすると、技術分野間の擦り合わせが課題になりやすい。他の専門分
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野の理解が不足するので擦り合わせをしない・出来ないことがある。 

技術分野別組織の場合には、マーケティング・営業・保守関係との前向き擦り合わせが

重要であり、このテーマの前向き擦り合わせを怠ると、技術部門がプロダクトアウト型の

体質になり、新規技術の開発に過度に重心が移り、売れない思い込みの強い商品になりや

すい。業績が不振になってから市場ニーズの調査などの擦り合わせを行ってもこれは前向

き擦り合わせではなく、一周遅れの後向き擦り合わせである。 

 多分野型技術への革新遅れ 

また技術の革新が特定技術分野だけの技術革新であれば対応は比較的容易であるが、多

分野型技術への革新であると追随できないことがある。メカニカル技術、エレクトロニク

ス技術、ソフトウェア技術の分野別組織で擦り合わせを行っても、システム化が進展する

と取り残されることがある。システム技術などの境界技術分野の進展に留意が必要であり、

速やかに新しい技術分野の組織を立ち上げることが必要になる。境界技術分野の進展に気

がついて組織を作ろうとしても、境界技術分野の指導やマネジメントが出来る人材が育っ

ていないことがある。 

 人材処遇制度と再教育 

さらに時代遅れになった技術に慣れ親しんだ人材の再教育を怠ると、日本の組織では長

期雇用制度と年功序列制度の影響で（解雇できないので）陳腐化した技術者が大量に発生

し、上級職位が古い技術者に占められ、新規の技術分野の専門家が昇進できず権限を与え

られず、新規技術への対応が遅れ、競争力上の課題になることがある。 

また技術者に対しても人材育成方針として、35 歳前後で新規技術についての教育（再教

育）が必要になり、45 歳前後でマネジメントコースへの転換教育が必要になることがある。

55 歳前後になると、職位から外れることがあり、部下を使って業務を遂行していた人材は

役に立たなくなり、課題や業務を割当てられて仕事をしていた人材は年功序列のために年

齢が上がると命令する人が居なくなるため何もすることがなくなる。そのため 55 歳くらい

までに指導者への転換教育を終えておく必要がある。 

これらを怠ると定年延長も効果なくなる。少子化の影響もあり、組織としても人材が不

足し衰退することになる。 

(3) プロダクトライン別組織と課題 

組込みシステム開発ではプロダクトラインごとに市場も、技術も、マネジメント方針も

異なることがあり、プロダクトライン別組織（商品群別組織）を編成することがしばしば

ある。市場別組織と同様な課題が発生することがあるが、プロダクトライン別組織で課題

になりやすいのがプロダクトライン編成の設置・変更・廃止【再構成】である。 



 

191 

 業界間競争への対応［プロダクトラインの再構成］ 

プロダクトラインは常に安定しているわけではない。隣の業界からの侵食や業界間競争

が発生することがあり、プロダクトライン編成も柔軟に改革する必要がある。FAX と COPY

機は統合され複合機になったし、ワープロは PC に侵食されたし、携帯電話は携帯情報端末

に変わってきている。 

 プロダクトライン間の共通化 

効率を向上させるために、プロダクトライン間の共通化することが望ましいが、プロダ

クトライン別組織では、プロダクトライン間の擦り合わせが難しいことがある。 

(4) 開発プロジェクト型組織と課題 

 技術の継承と温存（機密保護を含む）による人材の固定化 

情報システム系統ではプロジェクト型の編成がしばしばみられるが、組込みシステムの

開発では商品知識・固有技術が重要であり、継続的に開発することがあり、技術の継承と

機密保護の観点から集団を抱え込み、組織を温存することが多い。そのためプロジェクト

終了後に人材を動的に活用できないことが多い。 

 外注会社（ビジネスパートナー）での課題 

日本の場合には組込みシステム商品開発でも外注することが多いが、開発プロジェクト

型組織では外注先などの受託型組織を含むことがある。受託型組織は派遣型から期間工数

契約型へ、さらに請負型組織へと成長することが多い。 

その過程で技術力の向上、マネジメント力の向上課題が発生することがある。その成否

によって外注会社自身が成長できるかどうかが決まる。 

 マネジメント力の向上課題 

開発プロジェクト型ではマネジメント力の向上は機会が多いため比較的容易である。し

かしプロジェクトの制約条件が大幅に異なるとリスク発生の可能性が高まる。困難な条件

下での開発のためには上級のマネジメント力（ETSS での５以上のランク）が重要な課題で

ある。 

 技術力の向上課題 

開発プロジェクト型組織では技術者の育成と組織全体での技術力の向上が重要な課題で

ある。これを怠ると繰り返し型の開発プロジェクトしかできなくなる。 

 全体効率の低下 

開発プロジェクト型組織ではそれぞれの組織が別々に開発するので、よく似た中間製品

を別々に開発しやすい。各プロジェクトの納期の関係があり、共通開発が成功し難く、全

体 適化をどのように行うかが課題になりやすい。同類の商品開発がある場合にはプロダ
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クトラインマネジメントの導入が必要不可欠である。 

 

2. 組込みシステム開発における人材の類型と課題 

組込みシステム開発における人材の類型と課題について述べる。 

組込みシステム開発組織におけるプロジェクトマネジャー層以上への代表的なキャリア

パスは、市場別組織、技術分野別組織、プロダクトライン別組織、開発プロジェクト型組

織によって異なり、人材育成が難しい場合があることは前述した。 

組込みシステム開発組織におけるプロジェクトマネジャー層以上には、ETSS レベル５以

上の人材とプロジェクトマネジメントの専門家を使う立場のプロジェクトスポンサー、プ

ログラムスポンサー及び経営幹部がある。ここでは、組込みシステム開発における役割に

それらの人材の類型別の代表的なキャリアパスについて説明し、その課題について述べ、

マネジャー一般に共通する人材の特性の類型と育成課題について述べる。 

2.1. 組込みシステム開発におけるプロジェクトマネジャー層以上への代表的な

キャリアパス 

組込みシステム開発組織における人材の出身類型として、「プロジェクトマネジメント

系」、「固有技術専門家系（システム技術、ハードウェア技術、ソフトウェア技術、コア

プロットフォーム開発など）」、「ライン（生産、営業）系」、および「スタッフ系（生

産技術、品質保証、生産管理他）」が知られている。図表 9-1 に代表的な昇進コースの例を

示す。 

図表  9-1 組込みシステム開発におけるキャリアパスの例 

スタッフ 商品企画

生産他
マネジャ

プラットフォーム
開発マネジャ

システム技術
マネジャ

ハードウェア
マネジャ

ソフトウェア
マネジャ

プロジェクト
マネジャ

プログラム
マネジャ

プロジェクト
スポンサー

プログラム
スポンサー

生産他
技術者

プラットフォーム
開発エンジニア

システム
エンジニア

ハードウェア
エンジニア

ソフトウェア
エンジニア

営業部長級

営業
事業部長級

品質保証他

代表的昇進コース

稀な昇進コース

工
場
長

小規模
プロジェクト

マネジャ
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2.2. 組込みシステム開発における代表的な人材の出身分野別の人材育成と課題 

(1) 固有技術専門家集団マネジャー系出身者の育成課題 

組込みシステム開発では固有技術専門家集団に技術者兼マネジャーが比較的多くいる。

それらの固有技術専門家集団マネジャー（日本的ものづくりでの頭領に相当）がプロジェ

クトマネジメントを行うようになり、プロジェクトマネジメント系（日本的ものづくりで

の棟梁に相当）に進むことがある。固有技術専門家集団マネジャー系出身者の育成では次

の４つの人材育成課題が発生することがある。 

 課題１：自身の専門と異なる専門家のマネジメント方法の修得 

専門技術系マネジャーの場合の課題は自身の専門と異なる専門家をマネジメントできる

かどうかが課題である。これは日本のものづくりでの「棟梁」への育成課題と同じ課題で

ある。 

 課題２：プロジェクトマネジメント技術の修得 

固有技術専門家集団マネジャーにはハードウェア技術系（これも電気・電子系、機械系

他がある）、ソフトウェア技術系、およびシステム技術系他の類型があり、プロジェクト

マネジメント教育を受ける必要がある。 

 課題３：上級の専門家に対する指導 

専門家の職業病のひとつは自惚れであり、謙虚さや向上心がないと成長しないだけでは

なく、職人化（同じことをしたがる人）し、新しい課題への挑戦を無意識に避けるように

なり、その技術者が壁になり組込みシステムの開発が（他国の専門家との競争の場合があ

り）成功しないことがある。上級の専門家に対する指導が重要であるが、各専門分野の技

術が詳細化し、分化しているので、各論の専門知識・技術を有していて指導する人材を確

保することは困難なことが多い。 

先端分野の人材に対しては、各論を熟知して指導するのではなく、方法論を知り、技術

者に説明責任を果たせ、その論理の誤りを指摘し、技術者自身が自ら気づかせよう指導す

る。これは大学院での教授と同等の指導方法能力が必要であることを意味しており、組織

内に大学院での教授レベルの指導者が必要である。 

 課題４：他の専門家との擦り合わせ方法の指導 

組込みシステム開発のマネジメントは、マネジャー自身が各自の専門分野に詳しいだけ

では成功しない。他の専門家との擦り合わせができなければならない。境界領域での設計

技術、障害解析技術（トラブルシューティング）も重要であり、要件定義、基本設計では

技術分野をまたがる代替案の検討（擦り合わせ）が重要なことも多い。 
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(2) プロジェクトマネジメント系出身者の育成課題 

小規模のプロジェクトを担当しているプロジェクトマネジャーやプロジェクトリーダー

出身者が組込みシステムの開発でも多くいる。プロジェクトマネジメント系出身者の育成

では次の２つの人材育成課題が発生することがある。 

 課題１：プロジェクト特性の変化への対応能力 

プロジェクトマネジメント系の場合でも上位のプロジェクトマネジメントのためには経

験だけではなく、規模の相違に伴う人・組織のマネジメント技術、課題の変化・複雑化な

どのため中級・上級のプロジェクトマネジメント教育・研修が必要である。 

 課題２：組込みシステム商品の課題変化への対応能力 

第１章の図表 1-1 に示したように組込みシステム商品の課題は変化している。組込みシ

ステム商品開発ではその他にも事業の変化の影響も受ける。これらの組込みシステムの動

向についての啓蒙指導と、変化に対応するプロジェクトマネジメント方法を修得させるこ

とが必要である。さもないと自身の成功体験にこだわり従来どおりのマネジメントを行う

ため、プロジェクトマネジャー自身の過去の実績と自信がプロジェクトの障害になること

がある。 

(3) スタッフ系出身者の育成課題 

スタッフ系出身者の類型には、技術企画スタッフ出身以外に、品質保証スタッフ系、生

産管理スタッフ系、生産技術スタッフ系、その他スタッフ系がある。 

これらの出身者には上記の各キャリア出身者における課題が全て対象になる。特に、組

込みシステム商品の開発について、基本からテクニカル技術の要点、マネジメント技術の

要点、さらに改善･改革について教育する必要がある。まとめると次の４つの課題である。 

• 課題１：マネジメント基礎技術の修得 

• 課題２：プロジェクトマネジメント技術の修得 

• 課題３：組込みシステム開発の現状と課題についての認識の共有 

• 課題４：専門家のマネジメント法など組込みシステム開発の要点の理解 

2.3. 人材の特性に基づく育成課題 

マネジャー一般に共通する人材の特性の類型があり、それぞれに育成課題が異なる。以

下に代表的な人材特性を示し、５つの人材育成課題を述べる。 

(1) 価値観の違いによる人材育成課題の違い 

価値観には、経済人仮説、社会人仮説、自己実現人仮説、自然人仮説、および複合人仮

説がある。それに伴って、育成する際にも経済的効用、達成感向上の効用、昇進の可能性

増大の効用等の動機づけ方法がある。これらの動機づけが経済的資源の有無、昇進可能性
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の有無によって効果が無い場合には、強制的育成が必要になる。 

(2) 能力タイプの違いによる人材育成課題の違い 

人の能力タイプの違いにより、知識を修得する能力のある人材、実務的な能力のある人

材、さらに両能力共に優れた人材に類別できる。 

 知識修得に優れた人材の育成課題 

知識修得型の場合には資格は容易に取得できる【資格型】が、実務的能力は実務に相当

する研修で育成する。 

 実務的能力に優れている人材の育成課題 

それに対して実務的能力にすぐれている人材【実務型】 はプロジェクトの課題が変化し

た際に対応できないことがあり、人材育成では体系的知識の取得と、その応用法を教育す

る。 

 実務および体系的知識に優れている人材の育成課題 

両能力ともに優れた人材は課題を与えて経験を積ませる（図表 9-2 参照）。 

図表  9-2 能力類型による育成の要点 

(3) 能力と意欲の違いによる人材育成課題の違い 

能力と意欲の違いによっても人材育成の方法は異なる。 

能力と意欲共にある人材は課題を与えて経験を積ませる。 

能力が優れているが意欲の少ない人材は意義と説得を中心に研修する必要がある。 

実 務 的 な 能 力

体

系

的

知

識管理候補生

体系的知識
入門レベル

PMBOK

体系的知識
専門的

実務マネジメント
経験

３００人以下

実務マネジメント
経験

１０００人以上

マネジメント
力ある人材

実務ケース指導

体
系

的
知

識
指

導

知
識

教
育

実務経験

小集団活動
グループ長経験！

Ⅰ
資格型

Ⅱ
実務型

Ⅲ
PMOer



 

196 

能力はこれからで、意欲の高い人材の指導は「やってみせ、やらせてみせ、褒める」こ

とが必要でありきめ細かな研修が必要になる。 

能力･意欲ともに無い人材は（採用の間違いであるが、育成するならば）努力すれば達成

できる業務を担当させ、号令型の指導を行い達成したら褒め、次の難易度の業務を割当て

る。業務課題に対応した体系的な演習中心の研修を行う。 

(4) 専門職志向型とマネジメント職志向型ごとの人材育成課題の違い 

人材は、関心のある領域の違いにより専門職志向型とマネジメント職志向型とにわかれ

る。 

専門職志向型人材の育成課題は人に対して関心が少ないことがあるので、対人関係能力、

社会的能力、組織力を中心に育成する。 

マネジメント職志向型人の育成課題は専門家の使い方、技術のマネジメント法を中心に

育成する。 

(5) 向上心の違いによる人材育成課題の違い 

さらに同じことを繰り返し行うことを好む人材（職人型）と向上心があり新しい課題に

挑戦することを好む人材（技術者型）とがある。 

職人型の人材には徐々に内容が異なる開発課題を系統的に与え経験を積ませる方法で指

導する。技術者型の人材には技術課題解決方法を中心に指導する。 

 

3. 組込みシステム開発におけるプログラムスポンサーのキャリアパスと人材

育成法 

組込みシステム開発における役割別に代表的なキャリアパスごとの人材育成法について

述べる。経営幹部についての人材育成は 8.6 に記載した。ここでは重要な役割のひとつであ

るプログラムスポンサーの人材育成方法について述べる。 

3.1. 人材の類型別の研修の要点 

組み込みシステム開発では、商品が事業そのものの中核なことがあり、プログラムスポ

ンサーは事業部長級の職位の場合がある。そのキャリアパスの類型には①プログラムマネ

ジャー出身、②ラインマネジャー出身、これには営業系出身と（組込み系では）生産工場

出身系とがある、組み込みシステム開発ではこれらに加えて③研究・技術企画出身系など、

事業のコアコンピタンスの確立を担当していた出身者の場合もある。それぞれの出身で先

に記述したように人材育成の重点項目は異なるが、プログラムマネジャー出身者はプロジ

ェクトマネジメント技術については修得していることが多い。ラインマネジャー出身者は

対人関係能力が優れ、マネジメント技術の基本は修得していることが多く、市場や顧客重
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視の思想も身についていることが多い。P2M の枠組みで体系的に学ぶことが必要なことは

変わらない。 

3.2. プログラムスポンサーの人材育成法 

も育成課題が多い、研究・技術企画出身者を想定して基礎的な人材育成の科目をも含

めて示すと以下のようになる。 

 企業倫理教育・企業の社会的責任に関する意識啓蒙教育 

プログラムスポンサーの場合には 近の動向と事例を紹介し、復習程度で済むことが多

い。 

 顧客重視・マーケットインの思想教育 

この科目についてもプログラムスポンサーの場合には 近の動向と事例を紹介し、復習

程度で済むことが多い。営業系出身者が参加者にいれば、討議で済む。 

 マネジメントの基礎：対人関係能力・社会的能力研修 

この科目はオフショア開発がある場合や理工学系出身のプログラムスポンサーの場合に

は事例研究中心にロールプレイング教育を主体に行う。 

 マネジメントの基礎：マネジメントプロセス研修 

Target、Plan、Do、Check、Act［PDCA］について詳細に説明し、演習を行う。 

 マネジメントの基礎：コミュニケーション技術 

日本の組織では階層別の責任権限が明確でないことがあり、この科目には階層別マネジ

メントを含めて説明する必要がある。定量的管理、定性的管理についても説明する。 

 マネジメントの基礎：プロセス設計とプロセスのマネジメント 

スコープマネジメントの基礎としてプロセスアプローチ、日本的ものづくりでの工程重

視について研修する。 

 共通観の定義法 

プログラムスポンサーの場合には品質・コスト・納期および安全性についてマネジメン

ト思想を復習し、これらを含めた価値判断の基準を定義する方法をプロセス設計とプロセ

スのマネジメントに結び付けて教える。 

 開発マネジメントの要点：技術のマネジメント 

プログラムスポンサーに対して、本報告書を基に組込みシステム開発の要点を説明する。 

 プログラム基礎：プログラムの類型 

本報告書記載内容に基づいて開発パターンとプログラム類型について研修する。企業内

研修では具体的にプロダクトを規定し議論する。 

 P2M 概要 
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本報告書記載内容および P2M 標準ガイドブックに基づいて P2M の概要について研修す

る。教材は P2M 標準ガイドブックである。 

 P2M 詳細：プログラムマネジメント 

プログラムスポンサーに対しては統合マネジメントを主体に研修し、個別マネジメント

群は要点を研修する。購買マネジメントについては外注組織、市販品購入、提携、オフシ

ョア開発について 近の動向と事例を紹介する。教材は P2M 標準ガイドブックである。 

 組込みシステム開発の改善法 

本報告書の擦り合わせの類型、後向き擦り合わせと前向き擦り合わせ、組込みシステム

開発プロセスでの擦り合わせ、マネジメントプロセスでの擦り合わせを中心に講義する。 

 組込みシステム開発の革新法 

プログラムスポンサーに対しては本報告書の擦り合わせと組み合わせの推移を中心に講

義する。 

 P2M 事例研究を行う。 

 P2M 例題と演習を行う。 

 総合質疑を行う。 

 

4. 組込みシステム開発におけるプログラムマネジャーの人材育成法 

4.1. 人材の類型別の研修の要点 

組込みシステム開発ではプログラムマネジャーは、プロジェクトマネジャー出身者や特

定の技術分野のラインマネジメント出身者が比較的多くいる。 

プロジェクトマネジャー出身者の場合には P2M での個別マネジメント群についての研

修は復習程度で演習や事例研究を行い、統合マネジメントを中心に研修を行う。 

技術分野のラインマネジメント出身者には P2M での個別マネジメント群、統合マネジメ

ントを研修する。教材：P2M 標準ガイドブック。 

両者ともに、人材の特性に基づく育成課題とその指導方法について研修する。 

4.2. プログラムマネジャーの人材育成法 

プロジェクトマネジャー出身者を例にプログラムマネジャーの人材育成カリキュラムの

概要を示す。 

 自己診断 

プログラムマネジャーはプロジェクトマネジメントの経験者が多いので、自惚れと安住

からの打破のために、講義の前に P2M の診断書・チェックシート等を活用し自己診断を行

ってから研修する。 



 

199 

研修科目はプログラムスポンサーの項に記載したものに、プログラムマネジャーの場合

には 近の動向と事例を紹介し、丁寧に指導する。 

 企業倫理教育・企業の社会的責任に関する意識啓蒙教育については、要点を説明する。 

 顧客重視・マーケットインの思想教育については、要点を説明する。 

 マネジメントの基礎となる対人関係能力・社会的能力研修については、丁寧に説明する。 

 マネジメントの基礎となるマネジメントプロセス研修については、要点を説明する。 

 マネジメントの基礎となるコミュニケーション技術については、要点を説明する。 

 マネジメントの基礎となるプロセス設計とマネジメントについては、要点を説明する。 

 開発マネジメントの要点となる技術のマネジメントについては、要点を説明する。 

 プログラム基礎となるプログラムの類型については、丁寧に説明する。 

 プロダクトラインマネジメントについては、丁寧に説明する。 

 P2M 概要については、要点を説明する。 

 P2M のプログラムマネジメントについては、丁寧に説明する。 

 P2M の個別マネジメント群については、丁寧に説明する。 

 組込みシステム開発の改善法については、丁寧に説明する。 

 組込みシステム開発の革新法については、丁寧に説明する。 

 P2M 事例研究を行う。 

 P2M 例題と演習を行う。 

 P2M 役割演技を行う。 

 P2M 課題解決法を行う。 

 総合質疑を行う。 

 

5. 組込みシステム開発におけるプロジェクトスポンサーのキャリアパスと人

材育成法 

5.1. 人材の類型別の研修の要点 

組込みシステム開発におけるプロジェクトスポンサーは、専門技術部門長、プロジェク

トマネジャー出身者、および営業等の市場担当のマネジャー出身者が比較的多くいる。 

プロジェクトマネジャー出身者の場合には P2M での個別マネジメント群についての研

修は復習程度で演習や事例研究を行い、統合マネジメントを中心に研修を行う。 

営業などの市場担当のマネジャー出身者には P2M 標準ガイドブックを用いて P2M での

個別マネジメント群、統合マネジメントを研修する。技術のマネジメントにおいて技術者

の指導・統率法を講義する。両者ともに、人材の特性に基づく育成課題とその指導方法に
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ついて研修する。 

5.2. プロジェクトスポンサーの人材育成法 

プロジェクトスポンサーの人材育成法の要点を示す。 

 企業倫理教育・企業の社会的責任に関する意識啓蒙教育については、復習程度で済む。 

 顧客重視・マーケットインの思想教育については、省略することもできる。 

 マネジメントの基礎となる対人関係能力・社会的能力研修については、復習程度で済む。 

 マネジメントの基礎となるマネジメントプロセス研修については、復習程度で済む。 

 マネジメントの基礎となるコミュニケーション技術については、技術者の指導・統率法

を中心に講義する 

 マネジメントの基礎となるプロセス設計とマネジメントについては、復習程度で済む。 

 開発マネジメントの要点となる技術のマネジメントについては、丁寧に説明する。 

 プログラム基礎となるプログラムの類型については、丁寧に説明する。 

 プロダクトラインマネジメントについては、丁寧に説明する。 

 P2M 概要については、要点を説明する 

 P2M プログラムマネジメントについては、要点を説明する。 

ミッションプロファイリング、プログラム戦略マネジメント、アセスメントマネジメン

トについては、丁寧に説明する。 

 P2M 個別マネジメント群については、要点を説明する。 

バリューマネジメント、関係性マネジメント、コミュニケーションマネジメントについ

ては、丁寧に説明する。 

 組込みシステム開発の改善法については、要点を説明する。 

 組込みシステム開発の革新法については、丁寧に説明する。 

 P2M 事例研究を行う。 

 P2M 例題と演習を行う。 

 P2M 役割演技を行う。 

 P2M 課題解決法を行う。 

 総合質疑を行う。 

 

6. 組込みシステム開発におけるプロジェクトマネジャーの人材育成法 

6.1. 人材の類型別の研修の要点 

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトリーダー出身者、技術分野の専門家出身者が

組込みシステム開発では比較的多くいる。まれにスタッフ系出身者がいる。 
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プロジェクトリーダー出身者の場合には P2M での個別マネジメント群、統合マネジメン

トを研修する。 

技術分野の専門家出身者の場合にも P2M での個別マネジメント群、統合マネジメントを

研修する。特に対人関係能力・社会的能力研修、コミュニケーション技術については研修

だけではなく重点的に個別にも指導する。 

スタッフ系出身者には技術のマネジメントで技術者の指導・統率法を講義する。 

両者ともに、人材の特性に基づく育成課題とその指導方法について研修する。 

6.2. プロジェクトマネジャーの人材育成法 

プロジェクトマネジャーの人材育成法の要点について説明する。 

 自己診断 

プロジェクトマネジャーの場合には、自信過剰な場合があるので、講義の前に必ず、P2M

の診断書・チェックシート等を活用し自己診断を行ってから研修する。 

 実力診断 

また、知識偏重かどうかを診断し、研修・指導内容を変えるために受講前に実力診断を

行う。 

 企業倫理教育・企業の社会的責任に関する意識啓蒙教育については、丁寧に説明する。 

 顧客重視・マーケットインの思想教育については、丁寧に説明する。 

 マネジメントの基礎となる対人関係能力・社会的能力研修については、事例研究、例題

と演習、役割演技、課題解決法を加味して講義・演習を行う。 

 マネジメントの基礎となるマネジメントプロセス研修については、要点を説明する。 

 マネジメントの基礎となるコミュニケーション技術については、事例研究、例題と演習、

役割演技、課題解決法を加味して講義・演習を行う。 

 マネジメントの基礎となるプロセス設計とマネジメントについては、丁寧にプロセス定

義書についても講義・演習を行う。 

 開発マネジメントの要点となる技術のマネジメントについては、要点を説明する。 

 プログラム基礎となるプログラムの類型については、要点を説明する。 

 プロダクトラインマネジメントについては、要点を説明する。 

 P2M 概要については、要点を説明する。 

 P2M プログラムマネジメントについては、事例研究も含めて丁寧に講義・演習を行う。 

 P2M 個別マネジメント群については、マネジメント群個別に事例研究、例題と演習、役

割演技、課題解決法を加味して丁寧に講義・演習を行う。 

 組込みシステム開発の改善法については、事例研究、例題と演習、課題解決法を加味し
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て講義・演習を行う。 

 組込みシステム開発の革新法については、事例研究、例題と演習、課題解決法を加味し

て講義・演習を行う。 

 総合質疑を行う。 

 

7. 組込みスキル標準に基づくスキル診断への考察 

自分たちの強み・弱みを判断する評価基準が無ければ、的確にプロジェクトマネジメン

ト力を伸ばすことは出来ない。組織としての利益を 大化するマネジメント手法を確立す

る一方で、プロジェクトマネジャー個人の能力も高めれば、プロジェクトが成功する可能

性は高まる。 

7.1. 組込みスキル標準（ETSS）の構成 

経済産業省から提示された組込みスキル標準（ETSS2008 準拠）は、組込みソフトウェ

ア開発に関するスキルを体系的に定義している。 

スキル基準（組込みソフトウェア開発スキルを体系的に整理する）は、管理技術、技術

要素、開発技術から構成されている。キャリア基準（組込みソフトウェア開発に関わる職

種／専門分野を定義する）は、これら 3 つのスキルに加え、パーソナル・スキル（リーダ

ーシップ、コミュニケーション、ネゴシエーション）が定義されている。さらに、組織や

プロジェクトの中で職種が果たすべき責任に対するビジネスやプロフェッショナルの貢献

の度合いをキャリアレベル（7 段階）で評価している。図表 9-3 に組込みスキル標準（ETSS）

の構成を示す。 

図表  9-3 組込みスキル標準（ETSS）の構成 
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7.2. スキル診断の実施例 

ピーエム・アラインメント社は、スキル診断ツールを提供している。このツール利用に

より、IT スキル標準（ITSS）で要求されるスキルを簡易診断し、プロジェクトマネジャー

のスキル評価が出来る。以下に、ツールによる診断結果と活用例を述べる。 

(1) スキル診断の特徴 

ETSS スキル診断ツールの特徴は下記のとおりである。 

① 自分で簡便に診断することが出来る。 

② 診断対象とする人材は、ETSS の職種／専門分野の「プロジェクトマネジャー」。 

③ 同僚や上司にお願いすると、客観的なデータが得られる。 

④ 質問内容は 4 種類（コンピテンシー：60 問、管理技術：9 問、技術要素：23、開発技

術：21 問）。 

特にパーソナル・スキルのベースとなるコンピテンシー（行動特性）を診断し、プロジ 

ェクトェクトマネジャーとしての適格性を明確にする。重要なコンピテンシー要素は以下

のとおりである。 

① 組織的リーダーシップの発揮 

多様な立場や背景を持つ人々をまとめあげ、１つの方向に向かせる。 

② 方向性やゴール・イメージの共有 

ビジョンや目標を関係者の間で共有・一体化出来るようにする。 

③ 新しい成果へのチャレンジ 

新しい領域において、ビジョン・成果目標やゴール・イメージを設定する。 

④ 戦略・戦術立案推進 

目標を達成するための戦略・プロセスを立案し、展開する。 

⑤ 情報分析・統合 

社内外の広範・多様な情報を収集・分析・統合・活用する。 

(2) スキル診断結果の活用 

コンピテンシー分析結果（高い業績を達成している人の行動特性面からの分析）から、

プロジェクトマネジャーに向いているかをパーソナル・スキル判断が出来る。次に、管理

技術・技術要素・開発技術の結果から、プロジェクトマネジャーに必要な”技術”に着目

した強み・弱みを定量的に把握することが出来る。さらに全体総括から、目標とするプロ

ジェクトマネジャーのキャリアレベルの現在位置を確認することが出来る。 

図表 9-4 に「コンピテンシー」診断結果の例を示す。コンピテンシー要素について、目

標値と個人得点のギャップを確認出来る。特に、前述の重要なコンピテンシー要素に着目
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する必要がある。 

図表  9-4 コンピテンシー診断結果の例 

図表 9-5 に「技術要素」診断結果の例を示す。ここでは技術要素について、強みと弱み

を確認することが出来る。 

図表  9-5 技術要素診断結果の例 
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図表 9-6 に全体総括の例を示す。ここでは各レベルの目標値と自分の得点（加重点）の

ギャップを調べて、どのテーマが強いか・弱いかを確認出来る。この例ではプロジェクト

マネジャーのキャリア基準として、レベル５であることを示す。また、各レベルの目標値

と得点（加重点）のギャップから、コンピテンシーと管理技術は強いが技術要素と開発技

術が弱いことを示している。 

図表  9-6 全体総括の例 
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今、組込みシステム開発のプロジェクト遂行に重要となる項目の一つに「プロジェクト

マネジャーのスキル」が挙げられている（「2009 年版 組込みソフトウェア産業実態調査：

プロジェクト責任者向け調査」、経済産業省）。これには標準の整備・活用、研修、資格

取得、生涯学習によりプロジェクトマネジメント力を強化することが必須である。このた

めには、以下のアクションが望ましい。 

① 強化研修の計画 

強化研修ロードマップを策定（ETSS に準拠）し、前述の診断結果を踏まえた弱点の対

策と強化研修のポイントを含む計画を作成する。 

② 強化研修コースの選定 

PM 教育パートナーを含めて、研修コースを選定する。 

③ 強化研修コースの実施 

プロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダー向けに研修を実施する。 

 

次に「プロジェクト計画作成演習」コースの(1)目的と(2)内容の例を示す。 

① 目的 

プロジェクトマネジメントにおけるプロジェクト計画の必要性を理解し、ケーススタデ
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ィ（製品開発）を題材とした計画書を作成することにより、プロジェクトを成功に導く

ポイント（計画の遵守）を習得する。 

② 内容 

• プロジェクト計画の概念 

• プロジェクト計画作成プロセス 

• WBS の作成方法 

• スケジュール作成技法 

• プロジェクト計画の作成 

• プロジェクト計画書作成ガイド（例） 

• ケーススタディ（製品開発プロジェクト計画書作成） 

• プロジェクト計画書の運用ポイント 

• PM 支援ツール活用のポイント 

 

8. 組込みスキル標準に関する、本研究によるモデル研修（P2M の視点の提案） 

組込みスキル標準に対応して本研究による役割別、経歴別のモデル研修（P2M の視点の

提案）を示す。さらにプロジェクトマネジメントを用いた幹部候補生（後継者）育成プロ

グラムモデルを示す。 

8.1. プログラムスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

(1) 科目概要書 

［科目名称］ 

プログラムスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

［科目概要］ 

• 組込みシステム開発の現状と課題 

• 技術者を使う方法、マネジャーを使う方法 

• 開発マネジメントの要点：技術のマネジメント 教材：本報告書 

• 組込みシステム開発の要点 

• 組込みシステム開発の改革の要点 教材：本報告書 

• P2M の概要 

［教育対象］ 

• プログラムスポンサー 

• プログラムスポンサーに就任する予定の人 

［実施方法］ 
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講義 事例 質疑 

［実施期間］ 

2 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7 時間） 9:00～17:00 

(2) 科目設計書 

［科目名称］ 

プログラムスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

［実施日数］ 

2 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7 時間） 9:00～17:00 

［学習目標］ 

• 組込みシステム開発の改革について方向付けができるようになること。 

• プログラムマネジャー、プロジェクトマネジャー、技術者を指導・薫陶できるように

なること。 

• プログラムを定義し、方向付けができるようになること。 

［科目内容］ 

• 組込みシステム開発の現状と課題 

• 技術者を使う方法、マネジャーを使う方法  

対人関係能力・社会的能力の指導法、マネジメントプロセスの指導法、コミュニケー

ション技術の指導法 

日本的ものづくりの要点；プロセス設計とマネジメント 

• 開発マネジメントの要点：技術のマネジメント 教材：本報告書 

• 組込みシステム開発の要点 

プログラム基礎：プログラムの類型 プロダクトラインマネジメント 

• P2M 概要 教材：P2M 標準ガイドブック 

• 組込みシステム開発の改革の要点 教材：本報告書 

擦り合わせの類型、後向き擦り合わせと前向き擦り合わせ、組込みシステム開発プロ

セスでの擦り合わせ、マネジメントプロセスでの擦り合わせ、擦り合わせと組み合わ

せの推移 

［教材］ 

• P2M 標準ガイドブック 

• 「擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究」報告書 

• 個別に追加資料を作成する 

［前提知識］ 
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• 企業の社会的責任 

• 【別の研修】P2M 詳細：プログラムマネジメント；統合マネジメント 教材：P2M 標

準ガイドブック 

［講師担当］ 

PMAJ 講師その他 

8.2. プログラムマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

(1) 科目概要書 

［科目名称］ 

プログラムマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

［科目概要］ 

• 自己診断 

• マネジメントの基礎【復習】 

• 開発マネジメントの要点 

• プログラムの類型とプロダクトラインマネジメント 

• 【別の研修】P2M 復習 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• 【別の研修】P2M 事例研究 

［教育対象］ 

• プログラムマネジャー 

• プログラムマネジャーに就任する予定の人 

［実施方法］ 

講義 事例 例題 演習 質疑 

［実施期間］ 

3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×3 時間） 9:00～17:00 

(2) 科目設計書 

〔科目名称〕 

プログラムマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

〔実施日数〕 

3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×３時間） 9:00～17:00 

〔学習目標〕 

• 組込みシステム開発プログラムのマネジメントができるようになること。 

• プロジェクトマネジャー、技術者を指導・薫陶できるようになること。 



 

209 

〔科目内容〕 

• 自己診断 

• マネジメントの基礎 

企業倫理教育・企業の社会的責任 

顧客重視・マーケットインの思想 

対人関係能力・社会的能力 

マネジメントプロセス研修 

コミュニケーション技術 

プロセス設計とマネジメント 

• 開発マネジメントの要点：技術のマネジメント 

• プログラム基礎：プログラムの類型 

• プロダクトラインマネジメント 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• 【別の研修】P2M 復習と演習 

• 【別の研修】P2M 事例研究と課題解決法 

• 総合質疑 

〔教材〕 

• P2M 標準ガイドブック 

• 「擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究」報告書 

• 個別に追加資料を作成する 

〔前提知識〕 

• P2M  

〔講師担当〕 

PMAJ 講師その他 

8.3. プロジェクトスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

(1) 科目概要書 

［科目名称］ 

プロジェクトスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

［科目概要］ 

• マネジメントの基礎【復習】 

• 開発マネジメントの要点 

• プログラムの類型とプロダクトラインマネジメント 
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• 【別の研修】P2M プログラムマネジメントの要点 

• 【別の研修】P2M 個別マネジメントの要点 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• 【別の研修】P2M 事例研究 プロジェクトを中心に 

［教育対象］ 

• プロジェクトスポンサー 

• プロジェクトスポンサーに就任する予定の人 

［実施方法］ 

講義 事例 例題 演習 質疑 

［実施期間］ 

3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×3 時間） 9:00～17:00 

(2) 科目設計書 

［科目名称］ 

プロジェクトスポンサーのための組込みシステム開発セミナー 

［実施日数］ 

3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×３時間） 9:00～17:00 

［学習目標］ 

• プログラムスポンサーの方向付けにしたがって、プロジェクトの方向付けができるこ

と。 

• プロジェクトマネジメントについて指導できること。 

• プロジェクトマネジャー、技術者を指導・薫陶できるようになること。 

［科目内容］ 

• 自己診断 

• マネジメントの基礎 

企業倫理教育・企業の社会的責任 

顧客重視・マーケットインの思想 

対人関係能力・社会的能力 

マネジメントプロセス研修 

コミュニケーション技術 

プロセス設計とマネジメント 

• 開発マネジメントの要点 

• プログラム基礎：プログラムの類型 
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• プロダクトラインマネジメント 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• 【別の研修】P2M プログラムマネジメントの要点 

• 【別の研修】P2M 個別マネジメントの要点 

• 【別の研修】P2M 事例研究 プロジェクトを中心に 

• 総合質疑 

［教材］ 

• P2M 標準ガイドブック 

• 「擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究」報告書 

• 個別に追加資料を作成する 

［前提知識］ 

• P2M  

［講師担当］ 

PMAJ 講師その他 

8.4. プロジェクトマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

(1) 科目概要書 

［科目名称］ 

プロジェクトマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

［科目概要］ 

• 自己診断 

• マネジメントの基礎【復習】 

• 開発マネジメントの要点 

• プログラムの類型とプロダクトラインマネジメント 

• P2M 復習 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• P2M 事例研究 

［教育対象］ 

• プロジェクトマネジャー 

• プロジェクトマネジャーに就任する予定の人 

［実施方法］ 

講義 事例 例題 演習 質疑 

［実施期間］ 
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3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×３時間） 9:00～17:00 

(2) 科目設計書 

［科目名称］ 

プロジェクトマネジャーのための組込みシステム開発セミナー 

［実施日数］ 

3 日間（P2M 研修を除いて実実施時間は 7×３時間） 9:00～17:00 

［学習目標］ 

• 組込みシステム開発プロジェクトのマネジメントができるようになること。 

• プロジェクトリーダー、技術者を指導・薫陶できるようになること。 

［科目内容］ 

• 自己診断 

• 実力診断 

• マネジメントの基礎 

企業倫理教育・企業の社会的責任 

顧客重視・マーケットインの思想 

対人関係能力・社会的能力 

マネジメントプロセス研修 

コミュニケーション技術 

プロセス設計とマネジメント 

• 開発マネジメントの要点：技術のマネジメント 

• プログラム基礎：プログラムの類型 

• プロダクトラインマネジメント 

• 組込みシステム開発の改善法・革新法 

• 【別の研修】P2M 復習と演習 

• 【別の研修】P2M 事例研究と課題解決法 

• 総合質疑 

［教材］ 

• P2M 標準ガイドブック 

• 「擦り合わせ型指向による組込みシステム開発プロジェクト基盤の調査研究」報告書 

• 個別に追加資料を作成する 

［前提知識］ 

• P2M  
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［講師担当］ 

PMAJ 講師その他 

8.5. 経歴別に人材育成を行う方法【選択コース】 

経歴別に人材育成の課題が異なるため、プログラムスポンサー、プログラムマネジャー、

プロジェクトスポンサー、プロジェクトマネジャーに就任する前に経歴に応じて P2M 専門

教育で必要な科目を選択し受講する方法もある（図表 9-7 参照）。 

図表  9-7 経歴別人材育成選択科目 

8.6. プログラムマネジメントを用いた幹部候補生（後継者）育成プログラムモ

デル 

プログラムマネジメントを用いた幹部候補生（後継者）育成プログラムについて説明す

る。 

組込みシステム商品を開発する組織の 高幹部に必要な資質と能力には次の項目がある。 

• 専門技術者集団を使えること 

• スタッフを駆使できること 

• 改革、改善を統率し、指導できること 

• 複雑な組織を設計し、改革し、運営できること 

科目 経歴 事業担当 営業 商品企画 工場長 ＰＧマネジャ ＰＭ 小規模ＰＭ 専門技術 スタッフ

マネジメントサイクル △ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎

対人関係能力育成 △ △ ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎

社会的能力育成 △ ○ ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎

企業の社会的責任 △ ◎ ◎ △ △ ○ ◎ ◎ ◎

△ △ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

△ △ △ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ △ ○

○ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎

○ ◎ ◎ ◎ ○ △ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

プロダクトラインマネジメント ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○

概論 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

プログラムマネジメント

個別マネジメント

事例研究 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○

演習 ○ ○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○

ＰＧ－Ｓ：プログラムスポンサー ◎　必須
ＰＧ－Ｍ：プログラムマネジャ ○　要点
ＰＪ－Ｓ：プロジェクトスポンサー △　任意
ＰＭ：プロジェクトマネジャ

ＰＧーＳ、ＰＧ－M　概要理解
ＰＪ－Ｓ、ＰＭ　必須

ＰＧーＳ、ＰＧ－M　必須
ＰＪ－Ｓ　概要理解

ＰＭ　概要理解

開発マネジメントの要点

組込みシステム開発の要点

マネジメント基礎

市場戦略

商品戦略

技術戦略

組込みシステム開発の現状と課題

組込みシステム開発の改善の進め方

組込みシステム開発の改革の進め方

Ｐ２Ｍ

各経歴別にそれぞれに必要な科目を受講し、プログラムスポンサーなどの役割に応じてP2Mの研修を受講することが
望ましい
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• プロダクトラインマネジメントの経験が必要であること 

• 事業の創業から、出来れば縮小･撤退し、再生できることなど 

組込みシステム商品を開発する組織の 高幹部の育成は短期では困難であり、長期的に

30 年以上に渡るプログラムで行う（入社時から育成計画を立てる）ことがある。 

この後継者育成プログラムモデルは、ある組織での事例の観察・分析と【事例に学ぶ】、

日本における日本的ものづくりと老舗企業の事例研究【歴史に学ぶ】の調査、および中国

や米国の文献【文献に学ぶ】の調査に基づいて作成した。 

(1) 某社事例の研究からの要点 

• 大規模プロジェクトに長期間担当していると、そのプロジェクトの方法を固く信じて、

他の市場、他の顧客、他のビジネスモデルの商品開発を担当した際に弊害になること

がある 

• 大規模プロジェクトの担当から育成すると、一部分を担当することになり、全体がわ

からなくなる 

• 大規模プロジェクトでマネジメントを学ぶと、実力がつくまでに時間がかかる 

• それに対して小規模プロジェクトを担当していると全体がわかり、マネジメントもわ

かるようになる 

• 小規模の組織でないと合意形成、改善および改革の成功体験を得るに手間がかからな

い。その体験を基に大規模組織で挑戦させることが望ましい。大規模組織では合意形

成、改善および改革の成功体験を得ることは関係者が多いので難しい。なお、大規模

組織で、改善や改革を成功させるためには、責任権限を明確にして、優秀な人材を抜

擢し、権限の委譲を行えば成功する可能性がある。それでも経験が必要であり、小規

模プロジェクトで経験を何回も積ませることが望ましい。 

(2) 老舗企業の事例研究からの要点 

• 後継者育成は長期的視点で行うこと［1］ 

• 後継者には早くから新規の事業を立ち上げさせ、事業全体を掌握させること［1］ 

• 後継者の死亡などに対するリスクマネジメントを立てておく 

• 後継者には資産ではなく「師匠を残す」（社外取締役や顧問をつける）こと［2］［3］ 

(3) 日本のものづくりの伝統からの要点 

• プログラムマネジャーは統領、プロジェクトマネジメントは棟梁、専門集団の長は頭

領に相当する。 

• 頭領と棟梁とは異なる。棟梁は大工であると同時に、設計、積算、専門家の長である

頭領（専門技術部門の長）以下の手配や指示を行い、使いこなさなければ成果を出す
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ことができない［4］。そのためには専門家の良し悪しがわからなければならいない 

• 専門家を使いこなすためには、専門家である必要はないが、専門家の質・手抜きを見

抜けなければ目指す成果の質を達成することができない 

• 専門家の質・手抜きを見抜くためには、ひとつの領域で専門家は絶えず・死ぬまで修

行であることを身についていることが必要である 

(4) 中国や米国の文献からの要点 

• 兵、兵の将、将の将は異なる（十八史略、西漢 高祖）。優秀な人材（韓信）でも大

規模組織（プロジェクト）は統率できても、プロジェクトを複数統率することはでき

ない。プロジェクトマネジャーの能力とプロジェクトマネジャーを統率能力・資質（劉

邦）は別である［5］ 

• 部下からの報告が信用できるとは限らない（韓非子）［6］ 

• 創業と守成では異なる（十八史略、唐 太宗より）。改革・創業期、成長期、安定期

では必要な統率者が必要な資質は異なる。日本の英雄（信長・秀吉・家康）はどれか

ひとつで優れている。中国の英雄（朱元璋）には、兵士としても、小隊長としても、

軍指揮官としても、皇帝としても優れている人がいた［7］。改革・創業期、成長期、

安定期にも対応できる部下を育てるか、改革・創業期、成長期、安定期に対応して部

下を入れ替えられない幹部はそれが弊害となることがある 

• マネジメントは教育を受け、訓練を受けても理解できるが実践できるようになるには

時間がかかる 

 

以上の要点から、組込みシステム商品を開発する組織の 高幹部を、プログラムマネジ

メントを用いて育成するには、特定の分野で専門家として修行すること、大規模組込みシ

ステム開発事業を担当させるよりも、中小規模の組込みシステム開発事業を 初から立ち

上げさせること、特定の商品開発だけではなく、事業の全体（プロダクトライン）全体を

統率させ、複数の事業環境下で複数のプロジェクトを統率させることが重要である。 

プログラムマネジメントを用いた経営幹部候補生の育成のためのキャリアパスモデルを

図表 9-8 に示す。 
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図表  9-8 プログラムマネジメントを用いた経営幹部候補生の育成のためのキャリアパスモデル 

後に、「組込みスキル標準に基づくモデル研修システムの策定」について述べる。 

策定は次の 2 項目である。 

① 組込みシステム開発プロジェクトの人材育成法の全体を立案し、その理解の上で、既存

の組込みスキル標準などと連携をはかる事である。 

② 組込みシステム開発プロジェクトのモデル研修の対象者は、ⅰ)経営者および事業責任

者、ⅱ)開発責任者およびプログラムマネジャー、ⅲ)プロジェクトマネジャー、および

ⅳ)技術者、の４つにわたり、そうした多様なメンバーを一同に集めて、モデル研修を

紹介し、研修の有効性を確認する事である。 

上述の策定２項目のモデル研修の実施概要は次の通りである。 

ⅰ．開催日：2010 年 3 月 13 日(土)  

ⅱ． 開催場所：霞ヶ関ナレッジスクエア 

ⅲ．参加者：公募申込者 43 名および委員会関係者 9 名 計 52 名 

ⅳ．モデル研修の内容： 

  [策定項目①として] 10:30～12:00 委員会コアメンバーを対象に模範講義の実施 

  a.「組込みシステム開発プロジェクトマネジメント基盤の調査研究報告紹介」 

  調査研究報告書の目次案に基づき、全体の紹介の仕方を実演により示す 

固有技術分野兼システム
マネジャ

小規模
プロジェクト

マネジャ

プログラム
マネジャ

プロジェクト
スポンサー

プログラム
スポンサー

役員級

事業部
長級

事業部長
級専門職

部長級

専門職

固有技術兼システム
エンジニア

固有技術分野
マネジャ

プロジェクト
マネジャ

専門技術者

システム技術
マネジャ

システム
エンジニア

プログラム
マネジャ

経営幹部 経営幹部候補生
キャリアパスモデル

プロダクトライン
責任者

課長級

主任級

課長級

部長級



 

217 

[策定項目②として] 13:00～16:30 公募申込者を対象に内容の理解と効果の検証 

  b.「ピープル CMM」 

  人材育成の考え方と仕掛けとして、「ピープル CMM」をとりあげ、そこから組 

         込みシステム開発プロジェクトの人材育成の具体的な提言を行った。 

  c.「擦り合わせ開発での人材育成課題」 

        組込みシステム開発における代表的なキャリアパスの具体例をとりあげ、組織の 

        類型と課題と、人材育成課題を示し、人材対応のモデル研修の案を示した。 

  d.「組込みシステム開発の人材育成の討論」 

        組込みシステム開発を、ハードウエア開発関係の人材と、ソフトウエア開発関係 

        の人材の２者に分かれ、現状の問題点からどうあるべきかまで、更にその為にど 

        のように人材育成を行うか、討論形式でまとめた。 

 

なお、モデル研修システムに関する当日の多くの意見を、重要と思われる４つの大きな

項目にまとめると次の通りである。 

① 組込みシステム開発プロジェクトの内容が明確となり、これまでの自社内で進めてきた

組込みスキル標準(ETSS)等を含めて見直しを行い、レベルアップに有効な人材育成の体

制を作りたい。 

② 組込みシステム開発の中を、「組み合わせ」と「擦り合わせ」の２つで捉えることが非

常に重要であると理解出来た。この両者をマネジメントの視点で捉えられる人材育成が、

日本独自の今後の発展にすごく役立つとの認識を得たので、早速に検討をしたい。 

③ 組込みシステム開発は、組込みそのものに焦点がいってしまい、うまくいかない点が見

えないことや、中味がわかりにくいこと等を克服出来ないでいた。今回のマネジメント

プロセスの視点からの投げかけで、新しい見方に気付いた。更に、それが P2M のプロ

グラムの視点から上手に捉えられ、実践できることは素晴らしいことと思える。 

④ 人材育成の話しで、答えがわかっている問題だけに取り組むのでなく、答えがわからな

い問題に挑戦することの大切なことに同感した。しかも、そこに「擦り合わせ」の視点

があると考えると、その人材育成の重要性は今後の企業の成功のキー項目と考えられる。

特に、単に組込みとか IT のことでなく、大きくビジネスやマネジメントの視点にこそ

有効と判断した。 
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終わりに 
 

日本の企業が持続的成長を続けるためには、国内市場だけではなく欧米以外の国々と提

携し、それらの国にも進出することが不可欠である。そのためにグローバル競争に勝ち抜

くことが必要である。しかしその道は従来の日本の企業の道とは異ならざるを得ない。 

日本の現状は、ファイナンとフライが 1994 年に、日本の成功の道はアジアの国々がたど

ることができ、日本のハイテク産業は衰退する可能性があると「日本の技術が危ない」で

警告どおりになっている［1］。 

新たな道を開拓しなければならなかったが、今までは明確ではなかったが、成功するチ

ャンスがあるのは「擦り合わせ型組込みシステム商品」の領域であろう。 

研究会ではそのための革新の方法について以下の論点で議論し、報告書にまとめた。 

(1) 単純組み合わせ型商品の競争力低下と当該産業の衰退 

自転車、パソコンなどの「組み合わせ型商品」は商品そのものを観察し、分解し、構成

要素を調べれば、設計図を作成でき、部品表を作成できる。構成要素を入手あるいは作成

し、組立て、検査すれば商品ができる。このような他国の商品を真似て事業を開始するこ

と今に始まったことではない。真似るから始まる工業の育成モデルの典型的な方法であり、

これに加えて技術導入が日本の戦後の工業の繁栄の源泉であった。真似られた事業領域は、

価格競争に陥り衰退することは米国での産業の変化の歴史が物語っている。 

日本が以前に日本が海外先進国【欧米】との競争に勝ち経済成長を果たせることを証明

した方法である。それが現在、海外（アジアの諸国）が日本との競争に勝ち、日本で衰退

する産業が起きているだけである。 

(2) 擦り合わせ型での優位性確保の重要性 

単純な組み合わせ型商品、組み合わせ型指向開発は後進国でも出来るので、先進国での

企業の活きる道は、知的資産重視型産業への転換（パソコン OS や高度の LSI など）か、

グローバルネットワークサービス産業への転換であろうが、それは既に米国が競争優位性

を確保している。日本企業の有力な方向は擦り合わせ型商品への転換であろう。 

(3) 擦り合わせ型商品開発でのリスク 【擦り合わせ型開発の研究の重要性】 

しかし擦り合わせ型商品のための方法としても擦り合わせ型開発方法が必ずしも有効な

わけではない。技術やマネジメントが劣っているあるいは、下級者任せにしていて上級者

が後で活躍する（真似て覚えろ、やってみてから指導する職人文化の名残！）ようでは、

スピードとタイミング競争から脱落する。このような実行後に改善するようでは成功しな

い。開発開始時に過去の教訓などを基に改善することが重要である。 
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この報告書では擦り合わせも、「前向き擦り合わせ」と「後向き擦り合わせ」を明確に

区別し、成功するためには、「前向き擦り合わせ」を行い、「後向き擦り合わせ」が生じ

たならばその内容を分析し、「前向き擦り合わせ」を始めから行えるようにすることの重

要性を述べた。「前向き擦り合わせ」を行うためにはシステム設計と方式設計が重要であ

り、それらの技術がないとフィールドで問題が発生し、現象の確認、原因分析、説明など

の「後向き擦り合わせ」が発生する。 

(4) 擦り合わせ型商品開発の効率化策 

組込みシステム商品開発をより効率向上するためには、プロジェクトマネジメントの前

にプログラムマネジメントを、「前向き擦り合わせ」として行うことが重要であり、その

有力な方法としてプロダクトラインマネジメントの適用をこの報告書で推奨した。 

(5) 組み合わせ型指向と擦り合わせ型指向の統合開発による更なる効率向上策 

この報告書では擦り合わせ型が成功の道で、組み合わせ型では競争に敗退するといって

いるわけではない。 近はグローバル化が進み、部品もグローバルに覇者が決まるように

なってきた。インターネットの進展でグローバルに調達できるようになってきた。グロー

バル調達品を活用した商品開発において、グローバル品提供者は日本企業との擦り合わせ

に応じてくれるわけではない。組み合わせ型指向開発が必須の方法である。 

「擦り合わせ型」開発を更に革新する際には「組み合わせ型」が有効であり、さらに「組

み合わせ型」開発を更に革新する際には「擦り合わせ型」が有効であることをこの報告書

で述べた。 

革新には終わりは無く、「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」の両方を取り入れ発展さ

せることが成功への道である。 

(6) 日本の組織での擦り合わせ型開発推進のための主要課題：人材育成 

「擦り合わせ型」と「組み合わせ型」の両方の開発ができるためには、システム技術、

方式設計技術、プロジェクトマネジメント技術・プログラムマネジメント技術、そして固

有技術について ETSS レベル５以上が重要である。 

海外では、専門家に任せ、専門家の能力が不足していれば、解雇し、別の専門家を雇用

することができる場合がある。しかし日本の経営では専門家が能力無い場合にも解雇では

できないので、専門家をも指導する必要がある。 

この報告書では ETSS レベル４以下の指導カリキュラムは既にあることもあり、ETSS

レベル５以上の専門家の指導カリキュラムと、専門家をマネジメントし、指導する人のた

めのカリキュラムについて、日本のものづくりの伝統、東洋の人間学に基づいて検討し、

提案した。 
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日本の組込みシステム商品開発では、経営者を含めた上級幹部の育成も課題があるので、

経営レベルの後継者育成についても P2M が有効であることを述べ、育成方法についても提

案した。 

 

但し、この報告書は企業内の革新を中心に述べたので、企業間連携、産学連携などの外

部との擦り合わせ（オープン・イノベーション）については要点のみ記載し、今後の課題

としている。 

 

この報告書では以上の問題意識で、調査及び検討を行い、組込みシステム商品開発にお

ける革新の要点を、擦り合わせ型を主体に示した。 
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付録-1  インタビューシート 

インタビューシート  

                                

                                   特定非営利活動法人 

 日本プロジェクトマネジメント協会 

（事務局） 

 

１． ご対応組織、ご対応者名 

ご対応組織名：                                 

ご対応者のお名前：                        

 

２． 実施日時 

日付：        、時間：         

 

３． 場所 

                                

 

４． ご提供いただいた資料等 

(1) 会社案内 

(2) 組込み製品のカタログ 

(3) その他 

 

５． インタビュー実施者 
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インタビュー項目 

 

ご担当されたシステムのうち、代表的なものの実績について教えて下さい。 

 

Ｑ１：プロジェクト概要を教えて下さい。 

Q1-1 開発対象（組込み製品開発、組込みソフトウェア製品開発、組込みソフトウェア受

託開発、など） 

 Q1-1-1 ご紹介頂けるシステム、製品はどんな分野の装置等ですか？ 

                                        

 

Q1-1-2 御社の担当はそのうち、何処までだったでしょうか？ 

□ ハード及びソフトの開発 

□ ソフトのみの開発 

□ その他（                            ） 

 

Q1-2 規模（工数、費用） 

                                        

 

Q1-3 体制 

                                        

 

Q1-4 期間 

                                        

 

Ｑ２：装置（システム）仕様や構造検討の流れはいかがでしたか？ 

   □ハード設計者が先行して、先にハード仕様などを確定 

□ソフト設計者が先行して、先にソフト構造や機能を確定 

□ハード、ソフト設計者共同で、構造や機能分担を決定 

□その他（                              ） 

 

Ｑ３：ハード／ソフトの擦り合わせ開発による効果を聞かせて下さい。 

 効果があった （               ） 



 

224 

 効果がなかった （              ） 

 組み合わせ開発のみであった 

 

Ｑ４：組込みシステム開発プロジェクトの実施状況を聞かせて下さい。 

Q4-1：開発工程及び工程毎の生産物などは、あらかじめ規定していましたか？ 

□ 工程全般にわたり、規定が存在した。 

□ 工程の一部は規定が存在した。 

 □ 殆ど規定はしていなかった。 

 

Q4-2：上記の規定の遵守状況はいかがでしたか？ 

□ ほぼ規定に準拠した作業を実施した。 

□ 一部の工程やチームなどでは、規定遵守ができていない。 

□ 殆ど規定は遵守されなかった。 

 

Q4-3：プロジェクト計画書は作成しましたか？ 

 作成した。 

 中核部分のみ作成した。 

 作成しなかった。 

 

 Q4-4：プロジェクトマネジメント層はどのようになっていましたか？ 

  □ 事業責任者 

  □ プロジェクト総括（プログラム）責任者 

  □ プロジェクト･マネジャー 

  □ その他（                          ） 

   

 Q4-5：プロジェクト実施状況の報告は？ 

 プロジェクト・マネジャーの報告 

 プロダクト・マネジャーにも報告 

 上位管理者（事業部長）にも報告 

 

 Q4-6：プロジェクト内の調整と計画の変更は？ 

 プロジェクト計画は更新されなかった。 
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 チーム内で調整を行い、プロジェクト計画を更新した。 

 プロジェクトでリカバリーの議論を行い、上位管理者に対応策を提言した。 

 

Ｑ５：品質・コスト・納期の評価を聞かせて下さい。 

（0~3 の 4 点評価、3 がよく管理できた。） 

製品品質の良し悪し（ ） 

開発費用の良し悪し（ ） 

開発期間の良し悪し（ ） 

 

Ｑ６：組込みシステム開発で直面した課題を挙げて下さい。 

 開発計画がずさんであった。 

 ドキュメンテーションが不十分であった。 

 開発プロセスが明確でなかった。 

 プロジェクトマネジメントがなされていなかった。 

 その他（                   ） 

 

以下では、貴社あるいは貴組織の組込みシステム開発に関するご意見を伺います。 

 

Ｑ７：組込みシステム開発で、どのような課題が発生しがちでしょうか？ 

・品質の視点 

 （                                 ） 

・開発費用･工数の視点 

   （                                  ） 

・開発スピード、納期遵守の視点 

 （                                  ） 

 

Ｑ８：組込みシステム開発プロジェクト成功の条件を挙げて下さい。 

 技術者のスキル 

 要求仕様の明確さ 

 プロジェクト･マネジャーのスキル 

 経営者の理解 

 その他（                   ） 
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Ｑ９：プロジェクト成功のために、どのような取り組みをしていますか？ 

 PM プロフェッショナル強化（プロジェクト･マネジャー教育、コーチング等） 

 品質向上（レビュー体制の強化等） 

 プロセス標準の整備 

 PMO 設置 

 その他（                   ） 

 

Ｑ１０：ソフトウェア開発・供給について、現在、どのような取り組みをしていますか？ 

（実践しているものを選択して下さい。） 

 貴社が開発・供給している、特定のソフトウェアの規模は100万行を超えている。 

 ソフトウェアアーキテクチャを導入しソフトウェア製品を開発・供給している。 

 既存のソフトウェアを派生させ、ソフトウェアを開発している。 

 派生開発ではなく、ソフトウェアを設計・開発する前に
．．

ソフトウェアの再利用の

あり方を定義し、個々のソフトウェアの設計・開発を行っている。 

 ソフトウェア資産としてコアアセットが定義され利用されている。 

 ソフトウェア開発に MDD（モデル主導開発）を取り入れている。 

 ソフトウェアプロダクトラインのソフトウェア開発プロセスが定義されている。 

 グローバルな開発プロジェクトに対するソフトウェア開発プロセスが定義されて

いる。 

 海外にソフトウェア開発をアウトソーシングしている。 

 ソフトウェア設計・開発を含め、ソフトウェア事業に必要な 3 年を超えるビジネ

ス戦略が策定され実践されている。 

 ソフトウェア開発需要に見合ったソフトウェア人材育成プログラムがある。 

 

Ｑ１１：ソフトウェア開発・供給の将来のあり方、あるいは懸念事項について、お尋ねし

ます（そうだと思われるものを選択して下さい。）。 

 製品に魅力的な付加価値をつけるためにソフトウェアはますます必要になる。 

 ソフトウェアの規模は、ますます大きくなる。 

 （製品に組込んで）今後ますますグローバル市場にソフトウェアを供給しなけれ

ばならなくなる。 

 将来のソフトウェア開発要求量に見合ったソフトウェア供給体制を確立すること

には、人材確保を始めとした懸念がある。 
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 ソフトウェアの納期は、ますます短くなる。 

 ソフトウェアに対する品質要求は、ますます厳しくなる。 

 ソフトウェア開発コストの固定比率が上昇傾向にある。 

 ソフトウェア開発コストをまかなえる受注額あるいは販売額の確保が困難になる。 

 グローバルなソフトウェア開発競争に勝ち残れる自信がある。 

 現状を踏まえると、今後、いっそう問題となる、あるいはこれから課題として対

処が迫られる事項は何ですか。 

（                                     

                                   ） 

 ソフトウェアビジネスを継続・成長させる上で、必要とお考えの施策があれば記

入下さい。 

（                                     

                                   ） 

 

Ｑ１２：その他 

・ 離職率の状況について → 

・ ドキュメンテーションの実施状況について 

・ レビューの手法について 

・ ETSS 対応について 

 

ご協力いただき、たいへんありがとうございました。 
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付録-2  Cummins 社の事例 

 

欧米企業は、今日、グローバルで、しかもバーチャルなネットワーク上にソフトウェア

工場を構築し、ものを移動する必要がないというソフトウェアの特性を活かした極めて効

率の高い方法でソフトウェアものづくりを実践している。このグローバルなソフトウェア

ものづくりに対し、我国のシステム製品に不可欠なソフトウェア供給体制は脆弱なまま、

強いものづくりへと進化することもなく弱体化が進んでいる。こうした事態を回避し、ソ

フトウェアも含めた、新しい日本型の強いものづくりの仕組みを再構築して行かなければ

ならない。 

 

以下に、このような課題を克服した米国 Cummins 社の事例を紹介する。Cummins 社

は、ディーゼルエンジンのトップメーカーであり、システム製品（車載のディーゼルエン

ジン）のソフトウェア供給の仕組みを革新することによって優れた経営効果を実現した企

業である。同社は、システム製品に不可欠なソフトウェアの品質・コスト・納期・生産性

を大幅に改善しただけでなく、製品を多様化させ、売上・利益を増大させた。さらに、新

たな製品を開発し市場を拡げ、ソフトウェアエンジニアリングを含むシステムエンジニア

リングの成果を遺憾なく享受している。また、Cummins 社の成功事例には、日本企業に

相通じる考え方や実践が数多く見受けられる。この事例は、我国システム製品メーカーの

現状と対比し、また新しい競争力あるシステム機器の供給体制を再構築する上でこの上な

い参考になることであろう。 

 

なお、この事例は日刊工業新聞社出版「ソフトウェアプロダクトライン」第 9 章を許可

を得て転載している（但し、本報告書の主旨に沿うように一部再編集している）。 

 

 

Cummins 社の会社概要 

本社所在地： 米国、イリノイ州、コロンバス市  

会社名： Cummins Inc. 

高経営責任者： Tim Solso  

設立年月： 1919 年  

業務内容： ディーゼルエンジンの製造・販売 

売上： B$14.13（2008 年度、¥100/ドル換算で 1 兆 4130 億円） 
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2007 年以前の売上（単位 B$）： 

販売製品の割合（%）：  

販売地域： 
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同社のその他の情報は、下記 URL を参照。 

・http://www.cummins.com/cmi/index.jsp?siteId=1&langId=1033&newsInfo=true 

・http://distribution.cummins.com/wps/portal/japan 

 

Cummins 社の歴史については、下記 URL を参照。

http://www.cummins.com/cmi/content.jsp?siteId=1&langId=1033&menuId= 

1&overviewId=865&menuIndex=none&dataId=2955&feed=1&feed=1 
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Cummins 社のソフトウェアプロダクトライン導入小史 

 

変化は日常茶飯事である。企業は好機があれば変化に挑戦すべきである。企業は変化に

期待を持つべきであり、そして変化を生き甲斐にすべきである。しかし、というよりもむ

しろ一番大切なことは、他社が生み出した変化に対応するよりも、自ら創造し踏み出すこ

とである。変化は健全なものである。変化を創造し踏み出すことは、組織やグループを問

わず、場所に関係なく、あらゆるマネジメントにとって も重要な仕事である。 

－Henry B. Schacht 

 

自社製品を陳腐化せよ。成長か、さもなくば廃業か。 

－J. Irwin Miller 

 

1. はじめに 

ソフトウェアプロダクトラインのパラダイムを取り入れることは、変化を捕らえるとい

うことである。プロダクトラインアプローチの採用に動いた企業に共通することの 1 つは、

思いつきや、単純に面白いことが流行しているからプロダクトラインを採用したのではな

いことである。それどころか、どの企業も迫ってくる危機や難題に直面している。しかし、

「成功した」企業には楽観的であるという共通点がある。 悪の状況から脱却する一方で、

彼らは明るい見通し －より良い未来－ を予想できる。困難な状況を突破する時、同時

に成功へと前進するのである。 

本稿では、50 馬力を超える商業ディーゼル機関においては世界 大の製造メーカーであ

る Cummins 社が、ソフトウェアプロダクトラインを採用した体験談が描かれている。こ

れは、歴史もあり、そして豊かな文化もある企業が、ソフトウェアプロダクトラインを採

用して組織及び経営上の変革を実行しなければならなくなり、そしてその変革を成し遂げ

た話である。また、プロダクトラインの導入に伴って生じるリーダーシップと人の問題に

どう関心を払ったかの物語である。また、(コアアセット開発とプロダクト開発は別々のグ

ループで行う)プロダクトラインの業務を 2 分した組織構造で実現する話である。そして、

誰が実行し何を成したかを決して忘れることなく、しかも変化を取り入れることを生き甲

斐にしている企業の話である。 

  

どの成功したソフトウェアプロダクトラインの話にも並外れた多くの成果があるが、な

かでも Cummins 社によって成し遂げられたものは異彩を放っている。かつては、新しい
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エンジンのソフトウェアをテストをするために実験室に持ち込むことに一年以上の期間を

費やしていたのに対し、現在では一週間以内でできるようになっている。プロダクトライ

ンのアプローチを採用することによって、たった 20 のソフトウェアを開発するだけで、

1,000 以上に分かれたエンジンプロダクトに対する基盤を提供し、業務用ディーゼル市場を

積極的に拡大し、自動車用ディーゼルエンジン市場の支配を強化することを可能にした。

また、プロダクトラインは、機能とプラットフォームの柔軟な組み合わせを可能にしたが、

もしプロダクトラインを採用していなければ 4 倍もの人員を必要とするところであった。

プロダクトラインアプローチを採用することで可能になった柔軟な対応力により、まった

く新しい市場に積極的に参入することもできた(この例やその他の効果についての詳しい説

明は、本稿の第 7 節を参照)。さらに、Cummins 社は、将来に向けて新しく、そしてます

ます野心的な計画を立てるに至っている。 

 

2. Cummins 社の歴史 

1908 年の身の引き締まるような秋の日、運命は 19 歳の Clessie Cummins の手の中にあ

った。彼は、独学で修理工と発明家になったのだが、インディアナ州コロンバスの裕福な

銀行投資家 William Glanton Irwin 氏 (以下、Irwin と表現)の運転手兼修理工の仕事に応

募しようとしていた。Irwin は、月 85 ドルで自家用車の運転と整備のできる人を探してい

た。当時、 新式の自動車を持つ多くの資産家は専属の運転手や修理工を雇っており、そ

の仕事は若い Clessie にぴったりであった。しかし、始めに彼は車を発車させることができ

ることを証明しなければならなかった。 

1908 年当時、Irwin の Packard 大型 セダンを含め、どの車も前方のクランクを素早く

回してエンジンを作動させなければならなかった。これを素早く終えるにはかなりの力を

必要としたが、体重 110 ポンド[訳注：約 50Kg]で 10 代の Clessie の力をもってしてはまっ

たく動くことはなかった。Clessie は少し考え、そしてガソリンタンクに布を浸した。彼は

エンジンの点火装置のカップに数滴ガソリンをたらし、シリンダの中に燃料や空気が入る

ように車を乱暴に動かして点火させた。インディアナ州の秋の経験から数年を経て、Clessie

はもっと多くのエンジンの知識を得てコツだけでエンジンを動かすことはほとんど不可能

であることに気付くようになったが、その時はエンジンを動いたのである。Packard の大

型セダンはゴホゴホと音を立てて動き出し、Clessie は仕事を得た。 

Irwin 家での彼の仕事は、家族経営の事業で生じる様々な雑用へと瞬く間に広がっていっ

た。そして、彼と Irwin 一家とのつながりは強くなっていった。Clessie は、自動車、エン

ジン、その両方にたいてい関わった発明の才能を持ち合わせていた。1911 年当時、国全体
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の道路事情はひどく、車が将来性のある代物であることを示すために、Clessie は Irwin の

Packard に鉄道用ホイールを取り付け、 Irwin と鉄道関係者を定員だけ乗せインディアナ

レース場を大げさな広告とファンファーレの中 19 マイル運転した。途中、鉄道会社の総支

配人の帽子が飛んでしまったために一度だけ車を止めてしまったが、一周平均して時速約

60 マイルの速さで運転した。1913 年、Irwin は Clessie に自動車修理業を自力で経営でき

るように、自分の邸宅の裏小屋を改造し拠点を作って開業させた。Clessie は、この会社を

「The Cummins Machine Works」と名付けた。そして彼は、気紛れのプロペラ駆動式ボ

ブスレー等に思い通りの熱意を発揮するだけでなく、生活できるだけの稼ぎを得ることも

できた。第一次世界大戦の間、Clessie の修理工場は政府と契約を結んでいた。この時すで

に、彼はドイツの Rudolf Diesel によって新種のエンジンが発明されていたことを知ってい

た。ガソリンは不足していたので、Clessie は Diesel のエンジンの 2 つの点に時間をかけず

に気が付いた。それは、まず第１に、ガソリン内燃機関に比べ経済性と耐久性の点で有利

であること、第 2 に、Diesel のデザインは完成には程遠いということであった。エンジン

が使えるものになるには、まだ多くの研究が必要だったのである。 

1918 年までに Clessie の会社は 50 人の従業員を抱えるようになっていた。戦争が終結し

たので政府との契約は終了し、Clessie は新しい方向を選択しなければならなかった。彼は

ディーゼルエンジン業界に参入し、オランダとは異なる技術のアメリカでライセンス製造

する権利を手に入れた。第一次大戦が終了して 14 週経った 1919 年の 2 月、Irwin から必

要な資金提供を受け Cummins 社は誕生した。Clessie とエンジニアたちは、オランダ製の

設計を改良し、主に燃料を燃えやすくしてシリンダへ送り込むように改善をした。1921 年、

Cummins 社は制限のあるライセンスの付いたオランダ製の設計を捨て、新しい燃料供給方

式の特許権を獲得することができた。そして、新しい技術のオーナーとして新たな出発を

した。1920 年代全体に、Cummins 社は順調に成長した。事業の中心は、船舶用、特にト

ロール漁船やヨット向けエンジンメーカーなることであった。 

大恐慌は、この事業だけでなく、Cummins 社が獲得していた建設機械や鉄道機関車の事

業までも終わらせてしまった。1929 年 12 月 5 日、Irwin は Clessie を自分の会社へ呼び

Cummins 社を清算し工場を閉鎖するよう伝えた。 

ウェブサイト http://www.cummins.com にある Cummins 社の歴史には、この点を次の

ように取り上げている［訳注：2010 年 1 月時点の Cummins 社のホームページにはこの記

載はない］。 

「しかし、Clessie は創造性によって倒産を回避した。彼は中古の Packard 大型乗用車に

ディーゼルエンジンを取り付け、そして ―1929 年のクリスマスに― アメリカで 初の
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ディーゼル自動車に Irwin を乗せてドライブに連れ出した。この賭けが会社を救った。Irwin

は資産を新たに投入し、Clessie は自動車にディーゼルを使用するという発想を普及させる

決心をした。彼は、Daytona Beach の Duesenberg でディーゼルの速度記録を作り、そし

て、たった 11.22 ドル分の燃料でアメリカ横断を可能にする Cummins 社エンジン付きト

ラックの生産を開始した。1931 年、Cummins 社チームはインディアナポリスの自動車ス

ピードウェイで 13,535 マイルの過酷な耐久レースで新記録を樹立した。この試作品で経済

性と耐久性を印象付けたため、トラック運送業や軍の自動車部隊の担当者は Cummins 社

のエンジンを車両に取り付け始めた。」 

 

1930 年代全般において Cummins 社は自動車用ディーゼル市場を足がかりとして利益を

あげていたが、この時代はまさに初期のトラック運送業が受け入れられる時期であった。

そして、鉄道向けディーゼル機関車へ進出し再び活気付いた。1940 年代、アメリカの製造

業も戦争状態に突入した。戦後の 1950 年代、好景気を迎え、アメリカの州際の新しい幹線

道路網によって商業トラック運送は基幹となる水準にまで成長し、エンジン市場も巨大な

ものに変貌した。1960 年代までには、Cummins 社は自動車ディーゼル市場において 大

のシェアを獲得していた。20 世紀末までの 20～30 年間、Cummins 社はアメリカと世界の

景気の波を乗り越えていた。Cummins 社は、国際的な拡大、不景気による規模縮小や業界

の統合、排気ガス削減要求、激しい労働争議、そして大規模なリストラと引き締めを経験

した。さらに、買占めと合併の嵐であった 1980 年代も買収を回避できた。この時代をとお

して、Cummins 社は並外れて安定した会社として生き残った。というのも、この会社が高

品質のディーゼルエンジンを製造するという明白なビジョンを持ち続けていたからである。 

会社が安定している理由の 1 つとして、リーダーシップが安定していることを挙げるこ

とができる。Clessie Cummins は 1950 年代の会社の方向付けに積極的な役割を果してい

た。そして、彼が死亡した 1968 年以降も存在感を示していた。J. Irwin Miller (Irwin の孫、

以下 Miller と表現)が、1934 年に会社の副支配人に就任した。彼は、明白なリーダーシッ

プを持ち、60 年間 Cummins 社に在職した。Cummins 社の多くの文化は、華やかな Miller

の足跡をたどることによって語ることができる。Miller は、1968 年「Esquire Magazine」

誌によって「次期アメリカ大統領になるべき」と言われた人物である。Miller は、自らの

価値と流儀で会社を強く印象付けた。「成長か、さもなくば廃業か」は、彼のビジネスの

持論であり、会社に粘り強い競争力をもたらした。また、彼はビジネス倫理においても妥

協がなく、Cummins 社の印象を強くした。人によっては、彼を設立者としてではなく、彼

を失望させるくらいなら彼のために死を選ぶという意味から、彼を会社の「父」と呼んだ。
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1969 年、Miller はハーバードビジネススクール卒の役員 Henry B. Schacht を社長に昇進

させた。1972 年のストライキの苦痛は、自社の市場シェアを失わせ、進むべき方向を再検

討させた。Schacht のもと、会社はスキー製造のような関連のないベンチャー事業に手を広

げようとしたが、これは短期間の投資で終わった。Schacht は、会社の日常経営をハーバー

ドビジネススクール卒の James A. Henderson に引き継いだ。1970 年代後半から 1980 年

代半ばにかけて、Schacht と Henderson は新しい技術の導入の監督、苦痛を伴う組織のリ

ストラ、数千もの業務整理、そして経費削減を達成した。彼らは、会社の問題をコスト、

品質、そして対応力に重点を置くことに変えた。この努力は、10 年にわたって行われ、新

しい工場、設備、そしてエンジン設計に合計 13 億ドルを投資した。1994 年、Henderson

は Schacht から 高経営責任者の地位を引き継いだ。 

 

1980 年代、Cummins 社の製品にとって電子工学が重要な役割を示し始めた。 初の特

徴は、電子制御の燃料噴射機と車載の電子記録装置であった。この拡大する事業分野にお

ける専門的知識に集中できるように Cummins Electronics 社を設立したが、その理由もこ

の分野が Cummins 社の新しいコアコンピテンシになることに気付いたからであった。電

子工学によって、技術者たちはエンジンの排気、性能、そして燃費、すなわち燃焼中にい

つ、どれくらい燃料噴射をするかを正確に制御することによって、燃料を節約する方法を

早期に発見することができた。これは先見の明であった。しかし、当時、電子工学は高額

なものと考えられ、またディーゼルエンジンの厳しい稼動環境における電子部品の信頼性

はまだよく分かっていなかった。Cummins 社は、故障しても深刻ではない調速機と自動速

度制御装置に電子工学を導入し始めた。電子制御装置の全面的な導入は遅く、1990 年代初

頭より始まった。できるだけかゆい所に手が届くように、Cummins Electronics 社を電子

制御分野で新しい発見を可能にする会社に戻し、電子制御モジュールの製造責任を

Motorola 社に譲渡した。 

この頃、Cummins 社は、エンジンと車両の全体に電子工学を統合している自動車メーカ

ーの経験を学ぶため、(多くの候補者の中から)Ford 社の Ronald H. Temple を招いた。

Temple は電子技術部門の副社長になった。拡大が続いているエンジンファミリーに必要な

ハードウェアとソフトウェア －Cummins 社には比較的新しい言葉－ を供給すること

が彼の仕事だった。 

これからが、ソフトウェアプロダクトラインの話の始まりである。 
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3. エンジン向けソフトウェアのプロダクトライン 

1993 年後半、Ron Temple は問題に直面していた。6 つのエンジンソフトウェアのプロ

ジェクトが彼のグループで進行中であり、そのグループは他にも 12 の計画も抱えていた。

これらのソフトウェアプロジェクトは、Cummins 社のディーゼルエンジンの新しいモデル

を生産するために重要であったが、その理由はエンジンがまぎれもなくトラックを動かし

ているのと同じく、今ではソフトウェアがエンジンを動かしていたからである。 

新の内燃機関は 1 世紀以上前に発明されてから基本的理論は変わっていないが、その

周辺は急激に変化している。点火と燃料噴射を制御するには高速の電子制御が必要であり、

電子制御によって高い馬力、優れた燃費、排出ガスの少ない 適な構成のエンジンを作る

ことが可能になった。これらの 3 つの目標は、互いに激しく対立する関係にあり、しかも

法規制に加え、市場から高い目標値を達成するように求められていた。温度、積載量、道

路の傾斜等の運転状況によって目標値が大きく変化することで、さらに事態を複雑にして

いた。エンジンは、その環境を理解し、ドライバーのニーズに素早く反応し、効果を示さ

なければならなかった。エンジンを制御するソフトウェアは堅牢で高い信頼性がなければ

ならない。20 万ドルの高速道路用トラックや数百万ドルもする鉱業掘削機はもちろんのこ

と、家庭用の小型トラックでさえ故障に繋がる欠陥は許されなかった。Cummins 社の事例

では、これらに必要なプログラムは約 13 万行のプログラムのコードで書かれていて、C 言

語、アセンブラ、マイクロコードで構成されたものであった。 

 

ディーゼルエンジンによって力を得た製品には、驚くべきものがあった。例えば、自動

車、工業、電力、海運、鉱業、鉄道、農業、そして軍事の掘削。機能の範囲は同じような

ものである。Cummins 社のエンジンには、50 から 3500 馬力の範囲で、4 から 18 本のシ

リンダを備え、燃料システム、空調システム、そしてセンサーも様々な種類があった。エ

ンジンは、世界中で使われ、異なる操作インターフェイスと通信(データリンク)を要求して

いた。しかも、非常に広い地域でサービス提供の基盤を利用し業務を遂行しなければなら

なかった。電子工学をこれらすべてのエンジンに広範囲に寄与するように準備を進めてい

たため、知的なコントロールを行って多様なものすべてを管理することは極めて難しくな

りつつあった。 

Temple がその配下のプロジェクトについて調査したところ、どのグループもグループ独

自のプロセスに沿って独自のアーキテクチャで開発し、言語さえも独自に選択しているこ

とが分かった。1～2 のグループは、自分たちのプロダクト作成にオブジェクト指向の方法

を利用しようとして、 新の技術を社内に取り込むことを望んでいた。ビジネス領域に特
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有で多様な事態を管理するために必要な適切な計画がなかった。機能がいっぱいある個々

のプロダクトを出荷さえすれば、後続の保守部門に何の考えを伝えることもなく、間違っ

たプロセスのもとで開発されたものでも報奨されていた。Temple には、たとえ進行中のい

くつかのプロジェクトが成功しそうであった(ほぼ完成していた)としても、事業として将来

役に立たないことが理解できた。しかも、近い将来だけではなかった。計画されていた 12

のプロジェクトはこの特別なアプローチをもってしても、ことによると成功できない可能

性があった。1 つのプロジェクトに、足りない技術者や資源を充足させることはほとんど不

可能であった。40 人以上もの経験あるソフトウェア技術者を採用し雇用を維持継続する必

要があったが、考えられないことだった。 

このようにして、1994 年 5 月、Temple は大胆かつ勇気ある決断を下した。彼はすべて

のプロジェクトの中止を呼びかけた。これは、多数の人を驚かせ動揺させた。というのも、

これらのプロジェクトに関わっていた人数は決して少なくなかったからである。Temple は、

群を抜いていたプロジェクトを 2 つに分け、1 つのプロジェクトにすべてのプロダクト－開

発中及び計画中の両方－で使える汎用のコアアセットを作る責任を与えた。この目標に向

かって、プロダクトラインのスコープ計画を立てた。そして、多くの市場に役に立ち、多

くの用途に利用でき、そして多くのプラットフォーム上で稼動する、多くのエンジンプロ

ダクト用のシステムを網羅した(この分野は電子制御モジュール(ECM：Electronic Control 

Module) と呼ばれている)。Temple は、約束されていたが、そして 終的に注意をそらせ

オブジェクト指向技術を取り込むことを止めさせた。彼のスタッフは、役に立つオブジェ

クト技術について十分理解していなかった。彼は、標準の「制御ソフトウェア」ワークフ

ロープロセスを確立し、標準ハードウェアプロセスグループを作り、そして専任の開発環

境チームを立ち上げ、共通の開発及び構成管理ツールとプロセスを確立する権限を与えた。 

しかし、プロジェクトは完成に程遠く、2 つに分けた内の 1 つのプロジェクトをこれらの

活動に焦点を当てるようにした。これは、試験的なプロジェクトであった。1994 年後半、

顧客試験が始まり、1995 年にはプロジェクトを (修正された計画に対して) 予定どおり開

始し、そして高い品質を証明した。 

その時は、幸運な始まりをただ頼みにしていたに過ぎなかった。それ以外のプロジェク

トはコアアセットを使用して、納期どおりに高品質な製品を出荷した。新しいニーズが認

められたので、さらに多くのコアアセットを追加し、そしてプロジェクトグループとコア

アセットグループが互いに頼りにできるように支援する組織的な基盤に細かな調整を加え

ることでいっそう強力になった。 
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4. 軌道に載る 

Roy Temple が業務中止を命じたことを喜んでいる者は誰一人いなかった。開発者の約

10%は、会社がオブジェクト技術を続けるつもりがないことにひどく失望し、退職する者も

出た。振り返ってみると、Temple のリーダーシップとビジョンは、プロダクトラインを着

手し初期的な成功を収めるために絶大な役割を果たしていた。ある者は、「予見できなか

った問題が発生したので、以前の方法へ戻そう。」と言い、またある者は「私は計画を変

更してしまったのでコアアセットは待てない。コアアセットなしで開発する。」と宣言し

た。これらの例や、他の逸脱した考えは、ビジョンの全体像や長期的な見方を維持しなが

ら、プロダクトラインマネジャーによって取り扱われる必要があった。しかし、 初の業

務指示は、躊躇する人たちにトンネルの出口の光が見えていることを示すことであった。

事例を作成し訓練することが共に大きな役割を果した。 

 

4.1. 事例を作る 

Cummins 社におけるソフトウェアプロダクトラインの事例は非常に分かりやすいもの

であった。つまり、ソフトウェアプロダクトラインなしでは既存のプロダクト計画を実現

できなかったのである。それは、本当に単純であった。しかし、優れた点を強調し、意思

疎通を図る努力を続け、プロダクトラインのアプローチによって敏速に新しいプロダクト

を開発でき、途方もない可能性を会社に与えることに誰もが気付くようになった。この事

例では、獲得すべき生産性を明確にしていたが、それはプロダクト計画の中で要求されて

いる、新たに登場する機能要求によって大きく成長することを可能にすると説明された。

また、生産性を向上させて Cummins 社に採用予定のなかった 40 人もの新しいソフトウェ

ア技術者を埋め合わせる必要があった。この事例は開発期間の短縮について述べているが、

これはエンジンの完全な開発サイクルから一年をそっくり短縮するという目的を設定する

ことであった。また、リスクの高い開発をなくすることや、プロダクトをまたがるコアア

セット試験をすることによって、プロダクトの品質を改善することにも触れていた。そし

て、多くの機能を提供するだけでなく、共通のルックアンドフィールを提供して 終的に

顧客満足度を向上させることに言及していた。 

組織に打ち勝つ取り組みに事例が存在していたことによって、スタッフにプロダクトラ

インの考え方を訓練し習熟させるトレーニングをすることができた。トレーニングコース

では、プロダクトラインの考え方と専門用語を教え、プロダクトライン運営方法を説明し

た。Cummins 社は、プロダクトラインを運営するための共通のワークフローを改善し普及

させ、そしてプロダクトラインの支援ツールを開発し、トレーニングでは両者を含む拡張
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した内容を教えた。 

 

4.2. コアアセットの構築 

プロダクトラインを開始するために、開発中の旧来システムの 1 つがコアアセットプロ

ダクトラインの着手箇所として選ばれた。この選択されたシステムは、要求された信頼性

と安定性を実証し、優れたモジュール構造で初期のコアアセットの基盤として使用するた

めに必要な文書を備えたアーキテクチャ構成であることも示した。 

Cummins 社は、何を外注し、何を社内で行うべきかについて明確な決断をした。このた

め、何を内作、購入、発掘、外注するかを判断するため、追加の質問項目を取り入れた。

すなわち、「4 つの方法の 1 つ、またはその方法のコンポーネントのみを利用してシステム

全体を調達することが可能か」という質問である。新たに始まった開発(内作)が納期の重圧

のせいで問題になることはなかった。Cummins 社の方針は、戦略的な製品では購入と外注

に依存させないことであったため、これらの方法が採用されることはなかった。また、自

社の戦略的製品に価値の高い差別化を実現し、競合他社に対する競争優位を実現すること

であった。発掘という方法が残されていたが、それはすでに行われていた。旧来のシステ

ムは異なったアーキテクチャで開発されていたため、旧来システムからコンポーネントを

発掘することは不可能であった。これが、プロダクトラインの開始点として、旧来システ

ムから始めることに決めた理由である。 

Cummins 社は、プロダクトラインの要求を明確にするために、従来の要求分析と軽いド

メイン分析を組み合わせて実施した。「機能(顧客の目から見えるソフトウェアの能力)」は、

要求を明示する単位であった。異なる市場セグメントのドメイン専門家を、個別にインタ

ビューした。一度識別された機能は、共通あるいは独自の機能かを区別して表し、市場の

見込み、出荷の時期、そして相対的な優先度を設定した。共通機能は、コアアセットグル

ープが実装した。共通の機能に、提供しなければならない必要な可変性の程度に関するド

メイン分析情報を追加した。プロダクトに固有の機能は、適切なプロダクトチームに任さ

れた。市場専門家は、市場動向分析に基づいて新機能の予測を加えることに貢献した。ま

た、要求エンジニアは操作以外の属性と品質ついて詳細に説明をした。すべてのプロダク

トチーム(この間、全員が同じ共通のプロダクトラインの開発に焦点を当てていた)や、各分

野の専門家の参加によって、プロセスのすべてを網羅した。 

Cummins 社は、ソフトウェアシステムを統合する方法の中心にラッピングと生成ツール

を使用した。ビルドツールは、ビルド時間の構成設定を自動化し、宣言文、ハードウェア

構成、ツールインタフェース、そしてファイル選択の取り扱いをサポートした。全体とし
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て、構成ツールを使用する単調で時間のかかる業務から人が誤りを犯すことを取り除くこ

とに、ツールに金を支払う以上の価値があると感じられた。また、ツールはアーキテクチ

ャの多様な仕組みを強制する構造も提供した。 

この分野のシステムには、豊富で、しかもきめの粗い可変性がある。「基本的」または

粗いレベルの可変性には、ソフトウェアが実行される(9 つの内の 1 つ)エンジン、シリンダ

の数(4 から 18)、排気量(3.9 から 164 リッタ)、車載の ECM(12 種の内のどれか)、マイクロ

プロセッサの利用可能な範囲(5)、ソフトウェアが相互に作用しなければならない燃料シス

テムの数(10)、そしてエンジンの燃料の種類(ディーゼルガス、または天然ガス)が含まれて

いる。ソフトウェアのコンポーネントを、様々なアプリケーションの実装バージョンを選

択するため、基本的なビルド時の仕組みとして、約 2,600 もの＃ifdefs を使用した。これに

加えて、Cummins 社は、制御技術者がアプリケーション制御を構成し制御を可能にする数

千のパラメータと、それに加えて約 300 のパラメータ、たとえば出荷後に顧客が設定可能

なアイドリングのスピード用パラメータを提供した。要求として、可変性のすべてと、そ

れぞれをバインドする時点を理解しなければならなかった。そして、アーキテクチャとし

て適切な仕組みを提供しなければならなかった。 

ソフトウェアプロダクトラインのアーキテクチャとしての先見的なビジョンは、実際の

アーキテクチャとは異なる、と指摘されるに違いない。このビジョンは、アーキテクチャ

は再利用可能なコンポーネントの 2 つのグループから成り立っており、共通の相互作用の

仕組みにより共に結ばれていると考えられている。一方のグループは、カプセル化された

ハードウェアインタフェースを提供し、その結果プラットフォーム間で移植可能なアプリ

ケーションソフトウェア(もう一方のグループ)を利用できるようになった。この 2 層からな

るアーキテクチャに加えて、特殊な燃料システムで実行されるすべてのソフトウェアのよ

うに、システム、あるいはシステムのグループに固有な機能を追加した。実際には、その

機能はプロダクトチームによって時々変更される核コンポーネントを伴った調和の取れて

いないものであった。結果として、標準でもなく、連絡を受けることもなく、強制される

こともないアーキテクチャであり、そして(始めるには決して強力とは言えない)ビジョンは

崩れ始めた。このようなアーキテクチャをデータフローと論理ビューを使って文書化した。

しかし、この文書は、修正されたコードとは言うまでもなく、発掘されたコードといつも

一致しているとは限らなかった。もしこのプロダクトラインの物語に弱点があるとすれば、

この点である。振り返ってみて、その当時のプロダクトラインは再利用可能なコンポーネ

ントのまとまりのない集合から構成されていたと、プロダクトライングループは認めてい

る。こういう状態でもこのグループが賞賛に値する成果を出したとされていたが、強力な
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アーキテクチャを実現することによって得られる利益を獲得できていなかったことも、現

在では理解されている。このため、後述の「Core II アーキテクチャ」と呼んでいるものに

すでに取りかかっている。 

 

4.3. 開始 

この事例から、Cummins 社は以下の 6 つのステップで開始していることが分かる： 

(1) コアアセットの実装計画を確立し導入する。これは、コアグループの選定と役割を明確

にすることである。 

(2) 開始点として旧来のソフトウェアを選択し、そのモジュール方式を明らかにする。 

(3) コアアセットと開発チームを確立し、(主として、アーキテクチャによって強制されるモ

ジュール方式に基づく)コアアーキテクチャを満足するようにソフトウェアを変更する。 

(4) ワークフロー(プロセス)と使用すべきツールセットを確立する。つまり、きめ細かいプ

ロジェクト計画を策定する。 

(5) 初のアプリケーションを試行した経験を活かし、ワークフローとツールセットを改善

する。 

(6) 次のプロダクトを展開し、プロセスとツールの改善を継続して実行する。 

ステップ(3)に含まれ、ステップ(4)で制度化する組織構成は、このプロダクトラインの物

語に特別な意味を追加した。 

 

5. 協調のための組織編成 

Cummins 社の成功を分析した結果、すぐに組織編成の重要性が明らかになった。適切に

組織編成することは、正しいことを協調して実行するという Cummins 社の精神を反映し

強化している。 

Cummins 社では、エンジンの種類をおおよそ自動車用、産業用、電力用に分けているが、

様々な種類のエンジンの事業部門が互いに関係のない孤立した事業になることを意識的に

避けて責任を割り当ててきた。例えば、コアアセット事業は産業事業部門の一部であるが、

自動車事業部門が製造上の共通点があるためリソースの一部を管理している。事業部門に

は自給自足できるものは何もないので、意図して協力しなければならない。このように、

全体的に誰かが共通する課題を取り扱うという考えが意図的に深く浸透していて、事業部

門の管理者は自部門の範囲外に「コアアセット」の可能性があるという考えを喜んで受け

入れている。この考え方はプロダクトグループにも受け入れられ、ソフトウェアコアアセ

ットグループの成功にも役立った。 
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協調することには、手続きに従ったやり方以上のものがある。事業部門の管理者が協調

について言及すると「他者に実行を確約すること」と言い、またその話し方をすることに

よってその企業について多くのことを物語る。他人の力を借りずに仕事をする管理者はい

ないし、そして管理者は誰も、自らが管理する共通するアセットを予定どおりに他のグル

ープに供給できると伝えている。この方針は、管理者全員がすべての事業が成功しなけれ

ば、自らの事業も成功しないことを理解している場合にうまく行く。「多人数のニーズは 1

人のニーズより重い」という考え方は、Cummins 社の文化の 1 つの側面であり、ソフトウ

ェアプロダクトラインの物語をどんなものよりも説得力のあるものにしている。 

ソフトウェアプロダクトラインがうまく行き始めたので、管理グループ全員(別にしたコ

アアセットグループを含んでいる)が 1 人の副社長に報告をした。その人は、もちろん Ron 

Temple であった。Cummins 社は、幸いなことに、プロダクトラインの推進者がプロダク

トラインの管理者でもある事例であった。Temple は、各プロダクトチームがプロダクトラ

インアプローチに従いながら、自らプロセスを監視し、そして障害を回避するように支援

することができた。そして、彼は別にコアアセットグループの業務を確立することができ

た。 

 

5.1.  2 人の踊り(Pas de Deux)：2 分し組織業務を行わせる（Paul C. Clements の寄稿） 

「組織編成」プラクティスエリア（本稿末尾の図表 4 参照）では、プロダクトラインの

業務分担を明確にするために 2～3 の基本的な方針を決定する。 も共通する方針の 1 つは、

プロダクト開発グループにコアアセットを供給するグループを別個に編成することである。

これは、Cummins 社が選んだ方針である。 

Winston Churchill は 1947 年の下院で、「民主主義は、これまで時々試みられてきたそ

の他のすべての体制を除けば、 悪の政治体制だ」とスピーチをした。プロダクトライン

のために組織を 2 分することは、時に同じように見えるようである。しかし、他の組織が

そうした失敗をしてきたことを Cummins 社は成功させた。それは、幾多の困難な学習な

しに成し遂げることができないものであった。したがって、その学習を詳細に検討するこ

とには価値がある。 

2 分組織には、確かに目指すものが多くある。プロダクトラインを管理し進化させること

に焦点を合わせ、独立したコアアセットグループを唯一の組織として編成する。そして、

プロダクトラインの運営に欠かせない共通性と可変性の知識の中心となるリポジトリを作

成する。これは、新しいプロダクトのアイデアにどれぐらいコアアセットを使用するかを

見ることによって、実現可能性を検討する 初の場所である。横断的なプロダクトの共通
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性を識別し利用する場所でもある。また、これは製品ファミリー全体で汎用的に使用する

コアアセットを提供するが、特定のプロダクトに対するものは絶対に提供しない。 

しかし、この運営には油断ならないことが多い。その一例として、プロダクトライン管

理者はコアアセットグループに注意して要員配置しなければならない。ソフトウェアプロ

ダクトラインのワークショップで、ある参加者は「管理者がコアアセットグループに属す

る一部の要員をうまく使えなかったが、その理由は彼らが実際のビジネスからあまりにも

かけ離れた製品納期を感じたことが理由ある。」と語っている。また、別な参加者は「自

分の職場では誰もがコアアセットグループの仕事を望んだが、それは自分の書いたソフト

ウェアが非常に多く利用され、しかもビジネスにとって も大きな影響力を持っているか

らである。」と話した。コアアセットグループは通常、 も有能な設計者や開発者を必要

とし、彼らは当然プロジェクトが も欲しがるが、おそらくあきらめなければならない人

材である。 

やる気は、2 分構造の も大きな問題であるが、いつもたいてい見過ごされている。コア

アセットグループは、プロダクト開発者にとって何もかもうまく行かない時はコアアセッ

トグループはたいへん好都合なターゲットとなるが、ものごとがうまく行っている時に、

プロダクト開発者の成功に対し温かい賛美が送られたとしてもその賛美をいつも共有する

とは限らない。Cummins 社のコアアセットグループメンバーが、出荷されたプロダクトに

不具合がいくつかの見つかった時のたいへん悪い知らせについて語ってくれた。「その時

に飛びかった電子メールは、コアアセットのメンバーをその犯人だと非難していた。事実

は違っていたと判明したが、どういうわけかその非難を取り消されたことは(もし、非難が

取り消されたとしても)、非難が起きた時とは同じ意気込みやけたたましさで広まったりは

しなかった。そして、ものごとがうまく行った時は、Indy500 のチケットの褒美を手に入

れたのはプロダクトチームであって、コアアセットグループではなかった。」とほんの少

しもの欲しそうに語った。プロダクトラインに対する組織問題の狭間で、チームのやる気

が大きな懸念のある分野であると、Ron Temple は指摘している。 

「重要な問題は、チーム編成とやる気を維持することである。プロダクト出荷の「賞賛」

は、顧客や経営者に分かりやすいエンドユーザーであるお客様に も近いチームが手に入

れがちである。出荷問題の見通しに対する重圧と｢罪のなすり合い｣は、複数の事業部門間

で役割、したがって出荷をつりあわせようとすることに中心的なチームに向けられる。こ

の緊張は、いくつかの方法で改善できる。例えば、いろんなチーム間のローテーションは、

一時的にも、または長期的にも好ましい回答の 1 つである。しばらくの間、供給者あるい

は顧客のもとで仕事をすることは、他者の問題を理解する上で効果がある。」 
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終的に、コアグループのメンバーは、プロダクトグループに自分達の標準、プロセス、

ツールを強制しようとする独裁者として見られ、恨みを買わないよう注意しなければなら

ない。Cummins 社では、「core」はよく 4 文字の言葉として扱われた。これは、プロジェ

クトチームの対多数の懸念事項を巧みに操ったり、全員の関心を大きな考え方に向けさせ

ようとして、あるグループにいらだちを起こさせることになる。 

 

何が、Cummins 社を 2 分組織で業務を遂行することに変えたのか。我々の見解では、次

の 4 つ要因である。 

(1) プロダクトラインの推進者(Temple 氏)に権限を与えたこと 

(2) 企業の協調の精神 

(3) 効果的な資金調達の方法 

(4) プロダクトに基づいた優先順位に対する合意 

ここでは、後者の 2 点について検討する。 

 

「資金調達」プラクティスエリア（本稿末尾の図表 4 参照）で、コアアセットに対する

投資について検討している。このプラクティスエリアは分かりにくく、たぶん無味乾燥と

思われるかもしれないが、Cummins 社の資金調達はコアアセットを開発するためだけでな

く、コアアセットを「利用」させるためにも行われた。資金調達は、適切な行為を促し、

グループ間に健全な組織的緊張を引き起こすことに利用される。以下に、資金調達がどの

ように役立つかについて述べる。コアアセットグループの予算が設定され、各事業部門は

その事業部門の売上に比例して予算の一部が請求される。こうして、コアアセットを使用

してもしなくても請求されるので、どの事業部門もコアアセットを使用しなければならな

い、というように動機づけられる。繰り返しになるが、横断的組織の源を信頼する傾向が

この方針によって強化される。このような資金調達モデルは、トップレベルのマネジメン

トがコアアセットと、したがってプロダクトラインの考え方を誠意をもって支援している

確かな表れと言える。それは口先だけのサービス以上のものである。つまり、これはマネ

ジメントの持っている財源から投資することを意味する。また、事業部門(あるいは、さら

に言えば個々のプロジェクト)がコアアセットグループを無視して自らソフトウェアを開発

することをあきらめさせるという副次効果がある。同僚の前で立ち上がって、重複してい

る仕事を外注するため資金獲得を認めてもらおうというプロジェクト管理者はいない。こ

れは、多額の予算を持っている、早急な是正が可能なプロジェクトに見られる兆候である。 

これは、システムを働かせる 4 番目の要因を明らかにしてくれる。コアアセットグルー
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プとすべてのプロダクトグループの間で、プロジェクト計画を検討するため、毎週ミーテ

ィングを開いた。このミーティングは新しい機能要求を話し合い、情報を交換し、その結

果、共通性のある新しい分野を発見するかけがえのない機会となった。また、このミーテ

ィングで、プロジェクト管理者達はコアアセットグループから要求されたことに対して価

値を判断した。また、彼らは変更要求と問題報告に優先順位を付けてコアアセットグルー

プの対応を待った。このアプローチには 2 つの素晴らしい点があった。第 1 に、プロダク

トグループにとって重要なことは何か決定をしなければならないことに、コアアセットグ

ループの負担を軽減し、このためプロダクトの優先順位を法律でも定めるように決めて、

しかも嫌なことと理解されないように防いでくれた。第 2 に、実際に優先度の高いものは

何かをプロダクトグループ間で解決させたことである。同僚の前に立って、どの変更要求

も重大であると主張するプロダクト管理者はいないだろう。このミーティングは、プロダ

クトグループ間の一致を余儀なくさせ、今一度組織方針である「多数のニーズ」の文化が

強化された。正味の効果は、コアアセットグループが全体としてプロダクトラインに対す

る責任を担ったことである。プロダクトグループは、コアアセットグループのことを、よ

そ者がアセットを無理やり押し付けると見るのではなく、プロダクトグループの希望に対

してできる限りの責任を持って運営されるサービスグループと見るようになったことであ

る。「現実的なミーティングをすることは重要である」、そして「というのも、プロジェ

クトの優先順位を話せば、他の管理者の視点で見なければならないからである」と、ひと

りの参加者が語ってくれた。 

もし、プロダクトグループが実際にコアアセットを必要とする場合、コアアセットグル

ープが全能力を傾け、しかも必要なものはプロダクトグループすべてが一致して優先度が

高いと判断しなければならないとすればいったいどうなるか。プロダクトグループは開発

できるだろうか。そうではない。もし実際に必要なものが共通なものであり、しかもプロ

ダクトグループが開発するための資金を持っているとすれば、その資金はコアアセットグ

ループへ再配分される。 

コアアセット供給者とプロダクト開発者の協調によって、Cummins 社の 2 分組織は成功

した。これを Cummins 社の社員は「方針調整(concept alignment)」と呼び、すべてのグ

ループが共通の利益のために共通の目標に向かって仕事をするという意味である。この進

め方は、必要な人全員に伝えられなければならない運営方針の中に定義されている。 

2 分組織は、どのソフトウェアプロダクトラインに対しても有効であるわけではないが、

Cummins 社はこれをうまく働かせる鍵を発見したのである。 
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6. プロダクトラインの運営 

前項の「2 人の踊り：2 分し組織業務を行わせる」に述べたように、Cummins 社のプロ

ダクトラインは、毎週開催されるプロジェクトミーティングで、プロダクトグループが優

先順位を付け、コアアセットグループの開発に合意することによって成長し進化している。

この仕事は、変更要求と問題報告として定義されている。新しい機能を追加する変更要求

は、珍しいことではなく、この方法で、プロダクトラインのスコープは途切れることなく

進化を続けるのである。この週例ミーティングは、プロジェクト計画策定プロセスの核心

であり、新しいプログラムの開始、新規あるいは変更のあるプロダクト計画、機能計画、

コアアセットのリリース、保守状況、そして変更要求と問題報告を継続して追跡する専任

のプロジェクト計画担当者に対しインプットされる。 

すべのコア成果物－特に要求－は、必然的に厳格な構成管理(CM)のもとで制御される。

構成管理計画にもとづいて構成管理が実施される。すべての構成項目に対する変更要求と

問題報告は、手順書に基づいて開始、記録、レビュー、承認、そして追跡される。プロダ

クトの生成とリリースも、手順書に従って行われているが、構成項目の現状、報告書の作

成、そしてベースラインに対するあらゆる変更が記録される。Cummins 社は、構成管理、

要求とその追跡可能性の管理、アーキテクチャ定義、データ辞書、システム開発と構成、

試験、パラメータによる調整、そしてソフトウェアのリリース及び配布を支援する統合ツ

ール環境にかなりの投資を行った。このツールによって、プロジェクトすべてが、自プロ

ジェクト以外の問題報告と変更要求を利用でき、その結果、誰も(特に、コアアセットチー

ム)が週例ミーティングで検討することが可能な潜在する共通点の発見に役立っている。 

収集されたデータは、主にコアアセットを重視したものであり、それは、開発が必要な

時期、どのアセットがどのプロダクトで使用されているかの関連、プロダクト開発者によ

って発見されたコアアセットのバグである。さらに、個々のプロダクトのコストと作業時

間も収集された。 

リアルタイムの組み込み分野で期待されているように、Cummins 社は単体試験、サブシ

ステム結合試験、システム試験、回帰試験、展開試験、そして検収あるいは市場試験を含

むソフトウェアとシステム試験に多大な注意を払っている。コアアセットチームは包括的

な試験、プロダクトチームはプロダクト試験を行なっている。両者は、共に共通の試験環

境とツールを使用し、その間この環境とツールは単体試験と回帰試験を自動化し、

Cummins 社が製造する多数の製品には、Cummins 社の見解によれば不可欠なものになっ

ている。試験結果(たとえば、試験手順、テストケース、自動化試験)は、Cummins 社のプ

ロダクトラインでは 上のコアアセットである。 近、コアアセットグループは専用エン
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ジン(と、そのエンジンを取り付けたトラック 1 台)を手に入れ、彼らのソフトウェアを現実

のエンドユーザーの条件のもとで試験することができるようにした。その結果、2 倍の効果

が得られた。第１に、これまで不可能であった広範な試験によってコアアセットのソフト

ウェアの品質が向上したことである。第 2 に、コアソフトウェアの品質がプロダクトチー

ムから高い「評価」を受けたことである。すなわち、ソフトウェアを使用した本物のトラ

ックが Cummins 社周辺の路上や駐車場で走行するのを見るくらいの実証は他に例がない

が、結果的に核になる考え方を疑っていた者の見方を変えさせた。 

他の多くの組織と異なり、Cummins 社は明確に、しかも継続してアーキテクチャの評価

を行っている。彼らは、体系化されていないレビューを実施しているが、方法において欠

けているところは情熱と頻度で補っている。変更を追跡し優先度を付ける週例ミーティン

グに加え、Cummins 社はアーキテクチャが依然として有効かどうかを評価するため、月例

デザインレビューを頻繁に行なっている。この検討の焦点は、アルゴリズムが適切かどう

か、そして可変性のパラメータ化である。しかし、これらのレビューをもっと体系的に実

行し、そして将来に向け計画された規則の厳しい Core II アーキテクチャでもっと大きな役

割を果たせるか疑われている。このミーティングでは、技術予測と市場分析担当者が、設

計者の関心がある今後の動向に関する情報を提供し、その設計が将来に対する課題解決に

有効かどうかを見るために、口述のシナリオを用いて変革のあり様を 後まで検討するよ

うにしている。 

リスク管理は、Cummins 社にとって標準的なやり方の一部に過ぎない。どの契約にも決

められた活動の一部としてリスク管理が含まれていて、標準として「確認、分析、計画、

追跡、管理」するモデルを採用している。技術レビューの間、マネジメントレビューの間、

そして契約時点でリスクを検討し、また週例調整ミーティングでも検討している。リスク

の確認と対応は、組織全体に行き渡っている。 

 

7. 結果 

1994 年に Ron Temple がプロダクトラインを使用していないプロジェクトを中止してか

ら、Cummins 社のプロダクトラインアプローチは何をもたらしたのか。以下は、このこと

をまさに取り上げたものである： 

• 20 以上のプロダクトグループが首尾よく開始され、開発期間と顧客による管理が可能な

可変性を数えると、1,000 以上もの独立したエンジンのアプリケーションを生み出した。 

• 平均して、すべてのソフトウェアプロダクトの 75%以上がコアアセットから作り出され

ている。 
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• プロダクトサイクル時間が大幅に短縮され、「 初のエンジン稼働に必要な時間」は 250

人月からたったの 2～3 人月に減少している。ある新しいプロダクトのプロトタイプは週

末だけで開発された。 

• ソフトウェアは、今までになく高い品質である。これは、Cummins 社の広範な試験、大

規模な使用、そしてプロダクトラインアプローチから獲得された共通の問題解決の結果

である。 

• 顧客満足度が高い。プロダクトラインの生産性向上の効果は著しい数の新機能の開発を

可能にし(それは今日まで 200件以上)、1人の技術者でも容易にビルドし統合できるため、

今では機能を検討することに時間が取れるようになった。さらに、Cummins 社のプロダ

クトにかつては欠けていた共通のルックアンドフィールを備えるようになった。 

• プロジェクトは今まで以上に成功している。プロダクトラインアプローチが採用される

前は、10 のプロジェクトのうち、3 つしか期待どおりに進んでいなかった。4 つは失敗

しかかっているか、あるいはすでに失敗しており、残りの 3 つも瀬戸際でぐらついてい

た。1997 年には、15 のプロジェクトのすべてが期待どおりに進んだ。 

• 開発者が今ではこれまで以上にプロジェクト間で異動可能になっているのは、彼らの知

識を広範囲に活用できるからという理解が広く行き渡っている。コアアセットと共通の

ワークフローを使用することにより、習熟曲線が短縮し(あるプロダクトから別なプロダ

クトへ)、何ヵ月もかかっていたものが 2～3 週間になった。これは、プロジェクト計画

策定を簡単にし、プロジェクトに迅速な支援を必要としている状況では効果的な組織対

応を可能にさせている。 

 

これらすべてを要約すると、プロダクトを産出する組織の能力が急上昇していると言え

る。図表 1 は、ECM 当たりの機能が増加した効果を数値で表している。これは、プロダク

トラインのスコープがいかに広範であるかを測定したものである。いったんプロダクトラ

インが機能すると、1995 年以降にどれだけ急上昇したかが分かる。図表 1 の 終行で伝え

ようとしていることは、プロダクトラインのスコープを示し、Cummins 社において採用さ

れなかったやり方も示している。今日、たった 100 人のソフトウェア技術者で実現してい

る ECM 当たりの機能を独立したソフトウェアシステムとして開発生産しようとすれば、

Cummins 社は 360 人以上も必要としたであろう。これは、3.6 対 1 の生産性向上であり、

20 ないし 30%の向上も悪くはないが、率にすれば実に 360%もの向上である。 
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図表 1  Cummins 社におけるプロダクトラインのスコープと導入効果 

ソフトウェアプロダクトラインには、役に立つ 2 つの効果がある。第 1 に、上記の説明

から明らかなように、ソフトウェアプロダクトラインは目覚ましい効果を伴う効率的な事

業推進を可能にする。しかし、2 つ目の効果はさらにもっとすごい。ソフトウェアプロダク

トラインはこれまで参入できなかった新しい事業分野へ進出することを可能にする。

Cummins 社では、ソフトウェアプロダクトラインによって産業用エンジン市場に参入でき

た。自動車向けディーゼルがあきれるほど多様な大きさや機能になったにも関わらず、そ

の可変性は産業用エンジン市場の可変性に比べれば見劣りがする。図表 2 は、Cummins 社

が提供している産業分野とエンジンを示したものである。もしこの市場でエンジンを普及

させるためにソフトウェアのバージョン・構成・キャリブレーションを検討するとすれば、

Cummins 社では 20 のソフトウェアのビルドの上に 1,000 を超える異なる多様なものをう

まく開発している。この分野に参入する以前は、Cummins 社のエンジンの 80%は自動車向

けのものであった。今では、自動車向けのシェアは、産業と発電向けが増えたことにより

減少し 40%である。 

 

コンポーネントの支援対象 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ECM(電子制御モジュール) 3 3 4 5 5 11 12

燃料システム 2 2 3 5 5 10 11

エンジン 3 3 5 5 12 16 17

ECM当たりの機能 60 80 180 370 1100 2200 2400

コンポーネントの支援対象 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ECM(電子制御モジュール) 3 3 4 5 5 11 12

燃料システム 2 2 3 5 5 10 11

エンジン 3 3 5 5 12 16 17

ECM当たりの機能 60 80 180 370 1100 2200 2400
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図表 2 Cummins 社のエンジンを応用した産業製品の例 

産業市場は多種少量であるため、ソフトウェアプロダクトラインのアプローチにぴった

り合っていた。それぞれのバージョンの多くは販売されるわけではないが、バージョンは

途方もない数である。もし、個々のバージョンを何もないところから手で仕上げなければ

ならなかったとすれば、マーケットシェアを獲得しようと試みは不可能であったろう。し

かし、バージョンの素早い変更にソフトウェアプロダクトラインは 良であったため完全

に適合した。 

Cummins 社は確かに変化を恐れはしないが、変化を取り入れることには注意深い。当然、

犠牲を上回る改善箇所 －増えれば増えるほどますます良くなる－を対象にすることを求

めている。彼らの見積りでは、プロセス改善は費用対効果が 2 対 1 から 3 対 1 の割合で  －

悪くはない割合で－ 利益をもたらし、そしてプロセス改善とプロダクトラインプラクティ

スは一緒に進むことが分かっている。それは、「ソフトウェアプロセス改善とプロダクト

ラインプラクティス」に記載されている[参考文献 3 の p.462～465 を参照]。しかし、ソフ

トウェアプロダクトラインのプラクティスを実行することは、約 10 対 1 の費用対効果があ

ると見積もっている。 

Winch(ウインチ)Maintenance equipment(保全設備)
Welder(溶接機)Locomotive(機関車)
Truck(トラック)Loader(積み込み設備)
Trencher(溝堀り機)Hoist(巻上げ機)
Tractor(トラクタ)Harvester(収穫機)
Sweeper(掃除機)Grader(地ならし機)
Sprayer(吸入機)Forklift(フォークリフト)
Special vehicle(特殊車両)Firefighting equipment(消化設備)
Snow euipment(降雪機)Excavator(掘削機)
Slurry/chip spreader(懸濁/チップ拡散機)Dumper(ダンパ)
Skidder(木材運搬車)Drilling equipment(掘削機)
Screening unit(選別機)Crusher(粉砕機)
Saw(のこぎり)Crash tender(故障補助設備)
Rough terrain(ラフテレーン)Crane carrier(起重機運搬装置)
Road making equipment(道路建設機械)Crane(起重機)
Refuse collector(ごみ回収車)Conveyor(運搬装置)
Pump(ポンプ)Compressor(圧縮機)
Power unit(動力装置)Compactor(突き固め機)
Planer(平削り盤)Cleaner(掃除機)
Paver/finisher(舗装機械/仕上げ機械)Chipper(チッパー)
On-/off-road vehicle(一般道路/オフロード車両)Carrier(運搬装置)
Oilfield equipment(油田設備)Blower(送風機)
Mower(草刈り機)Backhoe/loader(切削機/トラクタショベル)
Mixer(混合機)Asphalt/concrete(アスファルト/コンクリート)
Milling machine(フライス盤)Arial platform(空中作業台)
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8. 教訓 

Cummins 社は、ソフトウェアプロダクトラインについて彼らが学んだ多くの教訓は、

我々と共通のものである。 も重要なことは、プロダクトラインは単なるシステム開発や

成熟したソフトウェア組織の難題よりももっと複雑であるという事実である。プロダクト

ラインの考えを導く規律がなければ、特にスケジュールの圧力や、(彼らに喜ばしい言い回

しの)「創造的作業チーム」に直面した時、組織は失敗すると彼らは考えている。 

Cummins 社は、能力のある推進者が適正な地位に付き、公式なフェーズを通じて主導し、

期待どおりにことを進め続けた結果、数々の成功がもたらされたと考えている。推進者は

ビジョンを持っていなければならず、年上の他の管理者と影響のある組織に、企業が事業

を推進する方法を変える必要性を確信させなければならないと信じている。また、推進者

は長期的な視野を持つことができ、そして長期的な実行を約束し、その考え方を持続しな

ければならないとも言っている。どのプロダクトラインにももっともと思えることは、開

発の初期に組織が厳しい試練、たとえば予期しない問題が急浮上したり、Cummins 社が想

定したよりも変革の痛みが生まれることである。その場合通常、事業にとって「古きよき

時代」が温かく、親しみがあり、たいへん魅力的に見える。この時が、推進者を も必要

とするまさにその時である。 

振り返って見ると、Cummins 社の人々は、危機的状況に直面していたためプロダクトラ

インに急激に飛躍できたと認めている。他の組織に共通する経験は、他の選択肢で失敗し

たからプロダクトラインを試みるというものである。実際に、我々が話しをした Cummins

社の人々は、財務的な理由だけに基づいてプロダクトラインのアプローチを採用している

企業があることを疑っていた。しかし、明確で実在する危機を回避することは、通常もっ

と説得力があり人を動かすのである。彼らは、ソフトウェアプロダクトラインのビジネス

ケースでは定量的に表すことを強いられているが、それでも具体的な数字に欠けていると

感じていた。コスト削減を実現することを理由に Cummins 社の経営陣が Ron Temple の

計画を盲信し支援したという考えには、多くの人が疑問に思った。 

Cummins 社の場合、プロダクトラインを着手することは一か八かの見通しであった。つ

まり、プロダクトラインの世界をつま先で歩くようなことがうまく行く、とは誰も思わな

かった。組織編成、ワークフロー、文化、報酬、経済性、成功の尺度、そして全体的な考

え方の 終的で大規模な変化を断片的に試みたとしても、誰も可能になるとは思わなかっ

た。 

 

注目すべき上記以外の教訓は、以下のとおりである： 
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・発掘 

小さな機能またはその他のコードレベルのアセットを再利用することは、 も実現可能

であることが多かったが、それでは大きな効果が出ない。アーキテクチャ、粒度の粗いコ

ンポーネント、要求説明書、試験、そしてツールセットを再利用することが目標でなけれ

ばならなかった(Cummins 社ではそうであった)。しかし、管理されず残ったアセットを利

用できるように変えるため、あまりに多くの会話が行われ、その発掘に摩擦も生じていた。

例えば、成熟したソフトウェアの非常に大きなものは、 も価値があり信頼できるが、ま

た抽出するには も困難で費用も高くつく。 

・構成管理 

ソフトウェアプロダクトラインは、コンポーネントライブラリ（末尾参考資料 3「ソフト

ウェアプロダクトライン」の p.14～17「ソフトウェアプロダクトラインでないものは何か」

を参照）よりも規模が大きいが、コンポーネントライブラリはプロダクト開発者にとって

コアアセットの中心のリポジトリであるため、ソフトウェアプロダクトラインにとっても

屋台骨である。プロダクトチームは、開発時にコアアセットを 後に使用してから変わっ

たことと、以前開発したプロダクトがどのコアアセットのどのバージョンを使用したかを

知る必要がある。彼らは、その情報を利用可能にするため、しっかりとした構成管理プロ

セスに頼っていた。Cummins 社の開発者は、例えば要求と設計、設計と試験を結び付ける

成果物間の追跡可能な情報をこのライブラリに記憶しなければならないと強く感じていた。 

・プロダクト開発者向け説明書 

Cummins 社は、開発チームがコアアセットをプロダクトに変えることを援助するために

プロダクト開発者向け説明書が必要であると分かり説明書を作成した。それは数百ページ

に及ぶものであった。規範的というより、記述的であった。また、「標準」というような

権威あるものではなく、「説明書」と呼ばれた。それに従っているか、確認、要求、強制

もされなかった。結果は、予見可能であった。すなわち、それは定常的に使用されなかっ

たのである。これら 4 つの欠点が、プロダクト開発者の説明書に対する 4 つの明確な教訓

を示していた。4 つの要因を解決する明確な方法を採用しなくても、Cummins 社はしっか

りとした統合ビルドツールを用いて、プロダクト生成プロセスを繰り返すことによって標

準プロセスに準拠させる方向に時間をかけて進むことができると感じていた。 

・リリースマネジメント 

(新機能のための処理を実現するために)コアアセットを変更することと、(後工程の保守

コストを削減するために)コアアセットを凍結することの間にはどちらを取るべきかという

問題がある。コア部分のリリースは、一連のプロダクトに取り込む方法を見い出し、そし
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て際限なくそのバージョンを保守することを企業に義務付ける。Cummins 社は、リリース

を減らせるだけ減らしていけば、より良くなると考えた。 

・データ収集 

コスト、再利用、そして考え方を守っているかを追跡するデータは、重要かつ有効と考

えられた。これは、プロダクトラインの方針とその方針に対する約束を組織が継続して実

行していることを確かめることであった。「メトリクスは機会である」、そして「事前に

メトリクスを制度化する」と我々に語った。 

・要求エンジニアリング 

Cummins 社の人々は、プロダクトラインの要求はプロダクトライン組織全体に及ぶプロ

セスによって確立され調整されなければならないと強く考えていた。Cummins 社のソフト

ウェアプロダクトラインは、主要な事業部門にまたがっているため、全社的な取り組みを

必要とする。彼らは、スコープ内で現在と将来の、すべての市場を含めることを規定した。

機能や特徴に基づいた要求だけでなく、操作に関連しない品質条件も引き出せると確信し

ていた。この方法によって、本当の共通性と可変性を明確にすることを始めることができ

る。Cummins 社は、共通していると思われる要求とソフトウェアコアアセットの間に確実

な追跡ができるように環境を整えた。その結果、コアアセットの基盤を管理し進化させる

手段を確保できた。「独自の」要求を適正な光のもとで見ると、共通の要求によく変わる

ために、独自の要求を深く吟味することは常に望ましいと思われていた。しかし、その光

を当てるために上部のドメイン専門家が参加可能でなければならなかった。 終的に分か

ったことは、要求があるふりをしている設計に取り組ませることを確信させることであっ

た。 

・関連分野の理解 

ドメイン分析は、ドメイン専門家により実施されなければならない、そして設計者もま

たそのドメインの専門家でなければならない。ドメイン分析の目標は、主な共通性と可変

性を理解(そして、文書に)することであり、このため、しっかりした基盤の上でアーキテク

チャとコアアセットの定義を着手させることである。このように、Cummins 社では、設計

者とコアアセット開発者は文書化されたドメインモデルの利用者であった。 

 

これらの主要な教訓は、アーキテクチャに対応したものであった。Cummins 社は、以前

からあるソフトウェアでアーキテクチャ上の改善をすることによって、元となるコアアセ

ット基盤を作成していた。それは成熟し信頼できるソフトウェアであったが、アーキテク

チャを文書化したものでも、文書に従ったものでもなかった。焦点となった点は、同じフ
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ァイルの内部にパラメータを加えたり、それに代わる実装(#ifdefs を使用してビルド時に選

択された)を組み込んだりすることによって、将来の利用範囲を対象とする汎用的なコンポ

ーネントを作成することであった。時間とリソースの制約によって、アーキテクチャ上の

リエンジニアリングをそれ以上実施することは承認されていなかった。Cummins 社では現

在、コンポーネントを再利用することを明確にしていて、コンポーネントを再利用するだ

けで、アーキテクチャに基づいたプロダクトラインのアプローチに比べ 10 倍の生産性向上

の効果を期待できると考えている。効果的でよく承知された、中心となるアーキテクチャ

のビジョンが欠けていたため、プロダクト開発者は思いのままにコンポーネント間を結び

付けることができた。コンポーネントが独特の方法で結合することに意味はなかったが、

開発者の思い付きで一方的な変更を詰め込むために、アセットを変更するよう要請された。

プロダクトラインの第 1 フェーズでは、プロダクト開発者は、コアアセットを適合させる

時の報告は要求されていなかった。結果的に、プロダクトグループが違えば異なるアーキ

テクチャを使用し、同じ機能を重複して(それぞれのアーキテクチャに対して一度)コーディ

ングしていた。しかも、この重複して実装するアプローチでは、結果として機能上の主な

違いはわずかしかなかった。また、Cummins 社のプロダクトを顧客から見た共通のルック

アンドフィールにする妨げになった。 

振り返って見ると、コアアセットグループは明確に定義されたアーキテクチャがソフト

ウェアプロダクトラインにとって重要であると以前よりずっと強く感じている。自分達が

達成したことに対する誇りも、強力なアーキテクチャがあれば提供できたことをすべて成

し遂げられなかったという後悔を感じている者もいる。彼らは、リスクを削減するため、

パターンとスタイルの強固な信者である。そして、ソフトウェアプロダクトラインについ

て、彼らは設計者の相談にのり、数々のコンポーネントを(多からず少なからず)検討し、各

コンポーネントと全体としてアーキテクチャをまたがった可変性を取り扱わせた。そして、

可変性の仕組みを明確にして管理し、#ifdefs の数と試験に制限を加えるその他の仕組みを

小限に抑えるようにしている。何にもまして、アーキテクチャの文書化を徹底し几帳面

に保守しなければならないと、語っている。 

アーキテクチャ上の問題(またはその不足)を改善するため、Cummins 社は現在 Core II

と呼ぶ取り組みを始めている[訳注：Core II については参考文献 2、アーキテクチャについ

ては参考文献 4 を参照]。Core II は、強力で文書が整っているアーキテクチャとアーキテク

チャに準拠した核となるコンポーネントを備えているという特長がある。すでに完了した 3

ヵ月間に及ぶドメイン分析に基づいて、このアーキテクチャは開発されている。彼らは、

ワークフローを変更し、コアアセットの一方的な適合の機会をなくし、実施に当ってワー
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クフローの監査手続きを導入しようとしているところである。彼らは、純粋なソフトウェ

ア要求を作成することによって、要求の取り組みを改善しようとしている。これまでの取

り組みでは、これはシステム要求に集中していた。古いアーキテクチャのもとでは、プロ

ダクトに必要のない機能もいったん取り込まれてから取り除かれていた。Core II のアーキ

テクチャのもとでは、ある機能がプロダクトから必要とされなければ削除される。この結

果、他の機能のための余裕が生まれ、柔軟性をさらに高め、保守と試験を単純化し、プロ

ダクトが保守フェーズに移った場合の構成制御問題を容易にする。Cummins 社の開発した

オペレーティングシステムは、プラットフォーム間の移植性と標準入出力インターフェイ

スを重要視しているため、作り直されている。 

 

9. 終りに 

1993 年、Cummins 社の人々が創立 75 周年記念を祝っていた頃、社史編纂の調査及び編

集のために、Jeffrey Cruikshank と David Sicilia の 2 名を採用した。この 2 人は 3 年以

上かかる社史作成に取り組んだが、 終的に「The Engine That Could: 75 years of 

Value-Driven Change at Cummins Engine Company（Cummins 社の 75 年に渡って価値

を生み出す変革を可能にしたエンジン）」という題名の社史を著した。彼らが 600 ページ

にわたって取り上げた Cummins 社の肖像(注記：本稿と Cummins 社の Web サイトが

Cummins 社のケーススタディの歴史的経緯の出典である) には、良いときも悪いときも何

がありどこへ行こうとしているのかに対し、常に確固とした見通しを持っていた会社の歴

史が物語られている。Cummins 社の歴史の本質的な側面として、Cruikshank と Sicilia

は我々も大きく共鳴した 5 つの要因を挙げてまとめていた。この 5 つの要因はどれもソフ

トウェアプロダクトラインを採用する組織が保持する重要な品質であり、Cummins 社から

あり余るほど発見することができた。それは、以下のとおりである。 

(1) 組織のコンピテンシーを強化し維持すること 

Cummins 社は、1960 年代、1970 年代のコングロマリットと多様性の大流行をなんとか

回避した。2～3 の賢明でない副業を早期に断念したことを除けば、今日商業エンジンとそ

の関連製品のメーカーとみなされる地位を継続し築いている。たとえこの地位にあるとし

ても、コアコンピテンシとして技術の重要性が増大する傾向にある。基本的な金属機械の

技術は、先進の金属学、流体力学、コンピュータ支援設計(CAD)、そして( 近では)車載電

子工学、ハードウェアに組み込み込まれるリアルタイムソフトウェアのエンジニアリング

に道を譲らなければならなかった。Cummins 社は、おそらく気付かずに、多様化するソフ

トウェアシステムを迅速かつ効率的に生産する能力を獲得することにより、事業の推進役
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とし、そして保持すべき核となる専門的知識分野を企業のコンピテンシーと位置付けるこ

とを達成してきた。もっと直接的に重要なことは、意識してコアコンピテンシを維持する

ことが、Cummins 社に関連分野を深く理解することを可能にし、そして変革を取り入れる

勢いが彼らにこのコンピテンシーを維持する力も与えていることである。 

(2) 長期にわたる競争 

「Cummins 社において、この考え方は『忍耐強さという資本』というフレーズで捉えら

れている」と Cruikshank と Sicilia は書いている。Cummins 社の忍耐強さという資本の

伝統は、礎を作った Irwin-Sweeney-Miller 家の人達によって確立された。彼らは、Cummins

社がディーゼル製造の冒険的事業が 終的に利益を出すまでの 20 年間(大恐慌の も厳し

い年も含む)、継続して事業に投資をしてきた、と Cruikshank と Sicilia は書いている。こ

の姿勢は、Ron Temple が単独のプロジェクトを中止し、プロダクトラインを着手したこと

でも実証された。長期の利益のために短期の利益を犠牲にすることは、この会社の事業を

行うやり方である。 

(3) 変革を取り込むこと 

「1980 年代に日本のディーゼルの競争相手と遭遇した時に比べ、変革をもっと明確に進

んで取り入れる Cummins 社の意欲は実在しない。」「デトロイトの自動車産業が日本か

らの輸入によって壊滅的な影響を受けると遅ればせながら気付いた時、業界は貿易障壁に

よる保護を求めた。結果として、業界は短期の利益を得た代わりに市場を失うことになり

傷ついた。Cummins 社の時代が到来した時、すなわち日本企業が 1980 年代初頭に米国の

重量ディーゼル市場を調査し始めたとき、このエンジン会社は手綱を引き締め、新型エン

ジンの価格を 20～40%下げた。この直接的な結果は、Cummins 社に赤字の波をもたらし

た。しかし中期的には、日本の挑戦者は Cummins 社の本拠地に参入することは不可能と

判断を下した、と Cruikshank と Sicilia は書いている。その間に、Cummins 社は、日本

の競争相手から製造業について多くを学んでいた。公害規制と Clean Air Act (大気浄化法)

が通過しようとした時、Cummins 社は法案の通過を阻止したり、これを避けどこかへ別な

ところに行くことを望む代わりに、調整装置を使って事業を行った。ソフトウェアの分野

では、プロダクトラインのパラダイムによって基本的な変革がもたらされた。これに、恐

れからではなく、自信を持って対応していた。「はい、それは当然のことである。我々に

は実現できる。」そして今日、プロダクトラインの運営を通じて変化に快適さを感じてい

る。例えば、それは変更要求を処理する週例ミーティングと、アーキテクチャに変更を必

要とした時に検討を行う月例ミーティングである。これは、珍しいことである。ほとんど

の企業は、自社のアーキテクチャが弱体化していることすら知らないだろう。彼らは、し
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ゃがみこんで、良くなるように願うであろう。Cummins 社では、変化の必要性を発見した

ことを 高に幸福なことと感じるのである。 

(4) 利害関係者全員との関係を明確化し形成すること 

企業レベルでは、これは、地域社会、組合、行政、部品供給業者、販売代理店、顧客、

そして出資者を意味する。「地域社会」が 初であることは偶然ではない。Cummins 社は、

これまでずっと社会的な道義心を持ち続け、企業による広範な慈善活動プログラムを実行

することで知られている。プロダクトラインの現場で出資者との関係を築くことは、すべ

ての関係者が共通の利益に対して互いに話し合い協力することに注意を向けることを意味

し、Cummins 社が高品質のソフトウェア生産を実践することで知られることによってチー

ムベースの職業倫理を生み出している。 

(5) 事業を推進するために価値を活用すること 

1970 年代に、南アフリカのアパルトヘイト政府が、例えば管理者は白人のみというよう

な Cummins 社の倫理的基準と矛盾した条件を課したので、Cummins 社は南アフリカに工

場設備を作らないことに決めた。事実上、南アフリカ全体のディーゼルエンジン市場を失

ったが、懸念の少ない競争相手の 1 つでもあり、取締役会のこの決定にはたった 5 分しか

かからなかった。Cummins 社は、いつも正しいことをしようという姿勢と、事業の報酬は

後から付いてくるという信念を持ち続けてきた。ソフトウェアプロダクトラインの場合、

これは大きくすべてを取り込んだ着手に繋がり、他社が変革が必要と知っていやいやなが

ら小さな一歩を踏み出し苦悩した時でさえ、もっと悲惨な結果を避けることになった。プ

ロダクトラインアプローチを採用することは、明らかになすべき正しいことであり、実際

にそうしてきた。決心したことは、これ以外に何一つない。我々は、「開発中止という驚

くべき決断をした時、経営陣はどうして支援してくれたのか。」と Rom Temple にその理

由を尋ねた。「彼らは私を信用してくれた。」「それが彼らが私を雇い入れた理由だ。」

であり、驚くことは何もないと彼は肩をすぼめた。 

 

終的に、Cruikshank と Sicilia の著書に書かれていることが、我々には本当のことに

思えるようになった。会社は、創立記念日に先立って自社の歴史を表すことを彼らに依頼

したが、結果は決して満足できるものではなかった。「いかにも広告じみている。」と、

ばかげた計画に対して、J. Irwin Miller は文句を付けた。彼は、ごまかしのない徹底的に

正確な社史を求めた。というのも、すべてを公開しても、十分耐えられるだけの資産と強

さが会社の歴史にはあると知っていたからである。合法であるが 3 つの些細で重要でない

例外があったものの、どんな題材にもCruikshankとSiciliaが禁止されることはなかった。
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「もっと深く掘り下げるように」、「すべてを語るように」と、彼らは要求された。我々

が気付いたことは、これには Cummins 社の意志の強い正直さが象徴されていることであ

る。我々のケーススタディにとって、禁止された領域がほとんどなく、そしてわずかな禁

止にもその理由が伝えられ、自由で別な手段が提供された。我々は、Cummins 社がすでに

実行してしまった多くの内部努力に驚き、また感動した。これを、ソフトウェアプロダク

トラインの 29 個のプラクティスエリアの 1 つ 1 つを使用した方法や教訓を一覧にした（図

表 3 参照）。Cummins 社は、彼らが正しいと判断したことを実践し、そして実践したこと

を恐れずに語る企業である。 

 

図表 3  Cummins 社が実行したプラクティスエリアとソフトウェアプロダクトラインの対応 

Clessie Cummins は、ソフトウェアプロダクトラインの評判をまったく聞くことはなか

ったが、彼は新しいことを試みることを恐れなかった。彼が気に入っていた革新は、ボブ

スレーの後ろにプロペラを付けたり、Packard に鉄道の車輪を付けて注目を集めることで

あった。ボブスレーにプロペラを付ける才能はソフトウェアプロダクトラインに当てはま

らないが、10 対 1 の費用対効果、3.6 対 1 の生産性向上、そして週末にひと走りする能力

によって、彼ら自身の方法で注目を得ている。これは、Clessie が承認したであろう優れた

やり方なのである。 

 

10. プラクティスエリアの要約 

ソフトウェアプロダクトラインのプラクティスエリア（図表 4 参照）は、企業がソフト

ウェアプロダクトランを構築する時に必要な共通の活動を抽出したものである。しかし、
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どの企業も 29 の簡単に識別できる個々の活動すべてを必要としているわけではない。組織

はそれぞれ、プロダクトラインの活動を通して独自の進め方を見つけ、時には組織に特有

なプラクティスエリアをパターンに融合させることもある（参考文献 3、第 7 章参照）。 

調和しない 29 もの活動として Cummins 社の物語を語ろうとするより、我々は自然な流

れに沿って我々の言葉でそのことについて語ることを決心した。それにも関わらず、我々

はプラクティスエリアがどのように確立したか語りたかったので、あらゆるケーススタデ

ィによって共通に利用可能なフレームワークを作成し、「ソフトウェアプロダクトライン」

を著した（参考文献 3 参照）。プラクティスエリアは Cummins 社のこの物語の中で詳し

く述べているが、図表 3 はその中で主役を演じたプラクティスエリアを抜き出して挙げた

ものである。2～3 のプラクティスエリアは、この図表に説明されていない。Cummins 社

のプロダクトラインは、COTS(市販製品)や外注ソフトウェアを使用していないので、

「COTS の利用」、「調達戦略策定」は抜けている。また、他にも 2～3 の事例であるプラ

クティスエリアは完全に予見可能な方法で適用されたが、特に語ることは何もない。 

 

図表 4  ソフトウェアプロダクトラインの 29 のプラクティスエリア 
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