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ソフトウェア開発プロジェクトにおける
進捗/品質の定量把握実践について

羽渕　喜英

概要
　インテック西日本地区本部では 2013 年から 2014 年において不採算プロジェクトが複数存在し、本部の
事業計画や人材の育成において大きなマイナスの影響があった。全社的にも失敗プロジェクトは繰り返し生
まれている。それらのプロジェクトは規模が大きく、そのプロジェクトの損失工数と共に、立て直しの為に多
くの人的リソースを必要とする為、経営に与えるインパクトは極めて大きい。私の所属する統括マネジメント室

（PMO）のミッションは失敗プロジェクトをなくす事である。西日本地区本部で 2013 年から 2014 年に起きた
失敗プロジェクトの振り返りから本部が得た教訓に、2014 年から 3 年間本部で実施して来た施策、提案前レ
ビュー、プロジェクト計画レビュー、プロジェクトモニタリングの実施内容と、そこで得た効果と新たな教訓
を加えて開発プロジェクトにおける進捗 / 品質の定量把握の重要性について述べる。

  1. はじめに
　2013年下期〜2014年にわたって西日本地区本部は複数

の失敗プロジェクトを抱え、そのリカバリーにリソースを集

中していた。失敗プロジェクトのリカバリー支援を行うと

共にその原因分析を過去に遡って行い、再発防止策を織り

込んだ報告書を作成した。これらの失敗プロジェクトの原

因分析をきっかけに以後の再発防止策としてプロジェクト

レビュー、プロジェクトモニタリングのブラッシュアップを

行った。また2014年下期以降は中規模以上の案件で工数増

大傾向にあるプロジェクト原価の監視を開始した。この原

因分析も本部のプロジェクト品質保証プロセスにフィード

バックしている。2013年度下期〜2014年度の損失工数10人

月以上の案件は3件あり、原因とリカバリー工程の概要は以

下の表1の通りである。

表 1   不採算プロジェクトの原因と増加工数

プロジェクトと
不採算の原因

Aプロジェクト
　未経験ツールを利用した
　開発工数の見積ミス

Bプロジェクト
　設計考慮漏れによる
　単体品質の悪化

Cプロジェクト
　単体品質の悪化

合計

リカバリー
した工程

単体開発

テスト 

運用・保守

原因工程

見積

設計

単体開発

損失工数ａ）

22人月

44人月

17人月

83人月

原因工程で対応
した際の損失想定
工数ｂ）

5人月

3人月

 2人月

10人月

工数差
ａ）－ｂ）

17人月

41人月

15人月

73人月
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　一般にソフトウェア開発の不具合対処工数は後工程にいく

ほど大きくなると言われている。（図1[1]参照）

　この図1を基に、表1の3プロジェクトが原因工程で対応でき

た場合の損失工数を算出し、図1の原因工程で対応した場合+

の損失工数(想定)欄に記載した。3案件合計で83人月の損失と

なったが、原因工程で気づき、その工程で対処していれば10人

月の損失でリカバリーできた可能性がある。

  2. 目指すべき方向
　近年ソフトウェアの開発規模は増大し、短納期要求に伴

う開発要員増、新規未経験メンバーの受け入れによりプロ

ジェクトは大きくなる傾向にある。さらにコスト削減要求に

伴うオフショアをはじめとする外部依存の増加、新規技術

によるリスクが増大する中で、高品質への要求が高まって

いる。これらからプロジェクトの運営はより難しくなり、も

はやプロジェクトマネージャの力量だけで対応できないの

は明らかで、組織的プロジェクトマネジメントの重要性が高

まっている。当本部で2014年より組織的プロジェクトマネ

ジメントへの取組みのひとつとしてプロジェクトレビュー、

プロジェクトモニタリングの運用を開始した。(この取組の

概要を図2に表す)プロジェクトレビューは受注時品質を確

保する提案前レビューとプロジェクト計画の妥当性の確認

を行うプロジェクト計画レビューを行っている。またプロ

ジェクトモニタリングは実行中のプロジェクトの品質・スケ

ジュール・コストの可視化、分析による予測を行う事で問題

の早期検出と是正を行う目的で行っている。

2.1　プロジェクトレビュー
　本部プロジェクトレビューは中規模以上のプロジェクトを対

象としている。レビュアーは本部長、統括マネジメント室、有識

者、レビュイは営業部長、営業担当、開発部長、開発PMなど

提案やプロジェクト実行に関わる方々である。提案前レビュー

では見積の内容、提示価格、コストはもちろん、提案の意義や

リスクについても討議し、提案書を精査している。プロジェク

ト計画レビューではプロジェクト目標の確認、お客さま体制も

含めたプロジェクト体制の妥当性、スケジュール、コスト計画

の詳細、メンバーの育成プランなどをレビューする。提案前レ

ビューでは早期受注を目指す力が働くため、PMOは、受注品

質の確保を念頭においていたが、レビューに本部長が指導に入

る事で、利益確保・生産性の向上の両面において経営者の意

思が提案やプロジェクト計画に直接反映されており、基本的

な受注品質の確保と共に提案の意義、当社の価値を織り込む

様な提案前レビューになっている。今後もこの様な視点で提案

図 1  エラー修正に要するコスト ( 設計時を1とした相対値 )[1]

図 2   レビュー・モニタリングの概要
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前レビューを継続していく為に必要な見識を養うと共にレビュ

アーとしての有識者を確保する事が重要である。

　プロジェクト計画レビューにおいては提案前レビューで確認

した実施体制(人的リソースの確保状況)やコスト、および提案

の意義がプロジェクト目標や計画に正しく反映されているかと

いう観点とプロジェクト実行に伴うリスク対策とステークホル

ダーとのコミュケーションを中心にレビューを実施しプロジェ

クトモニタリングにつないでいる。

2.2　プロジェクトモニタリング
　プロジェクトモニタリングの対象はプロジェクト計画レ

ビューを実施した案件としているが、開発部門長がリスクあり

と判断したプロジェクトは開発規模に関わらず対象としてい

る。またレビュアーはプロジェクトレビューと同じく本部長、

PMO、有識者、レビュイは営業部長、営業担当、開発部長、開

発PMなどプロジェクトに携わる方々である。プロジェクトモ

ニタリングの手順(図3に示す)は品質、進捗、課題、リスク、コス

トなどのデータをプロジェクト側から任意のフォーマットで受

領しPMO側で整理・分析、プロジェクトへの問いかけ作成な

ど事前準備を行い、原則、隔週対面で会議を行う。

　PMO側で分析した資料はモニタリングシートとして会議前

にまとめ、PMOが作成した問いかけについてプロジェクトが

会議前に回答を記載する。対面でのモニタリング会議では事

前に作成したモニタリングシートの問いかけと回答に沿ってレ

ビュアーからPMに確認する。問いかけには定量的に読み取っ

た異常値に対する質問を記載している。

　これにより、PMが気づいておらず、開発部長が初めて知る

実態が判明する場合がある。また部を超えて同じ様な問題が

ある場合は横展開を行う事もできる。工夫した点は経験則や

勘で決めつける事を避け、異常値に基づいて客観的に問題点

を洗い出す事である。また是正が必要な事項にPMが自ら気づ

き行動を起こせる様に誘導していく。課題、リスクなどの定性

的な情報に基づく状況確認を行うが、プロジェクトモニタリン

グは原則として、進捗はEVMS(アーンドバリューマネジメント

法)によるSPI(”出来高/計画”で算出した比率で1.0が計画通

りとなる),CPI(”出来高/実工数”で算出した比率で1.0が計画

通りとなる)指標、品質はレビュー工数/指摘件数、テスト項目

数/バグ件数の品質指標を確認する定量把握を徹底している。

　これらのデータの計測・集計によりプロジェクト状況を客観

的に分析した上で問題の早期発見・解決を図っている。

  3. 定量化の実践
3.1　進捗指標
　プロジェクトの進捗状況は本部内の全てのプロジェクトが何

らかの方法で把握しているが、方法は統一されておらず、どの

アクティビティ・タスクでどれだけの進捗であるかの内訳まで

正確に把握されていないプロジェクトも散見されていた。本部

プロジェクトモニタリングではPMOで作成したEVMSによる

WBS(進捗管理シート)の利用を徹底している。出来高はEV=

計画工数×完成割合 によって求め、準備したEXCELシートで

図 4   タスク毎の SPI/CPI がわかる WBS イメージ
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図 3  プロジェクトモニタリングの手順
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工数として表現するが、完成割合は以下の2つの方法でプロ

ジェクト毎に定める事としている。

1)共通のマイルストーンによる完成割合定義

(例:内部レビュー完了は60%、コーディング完了は30%など)

2)作業成果に対する完了分の割合

(例:テストケース1万件に対する終了度合など)

　このシートではアクティビティ、タスク毎のSPI、CPI指標が

図4の通り、明確にわかる様にした。

　さらにタスク別の進捗異常値の原因をさぐるために人別の

SPI、CPIを算出し、出来高が少ないメンバーや計画コストを

オーバーしているメンバー、兼務でプロジェクトに工数を投入

できていないメンバーなどの注意喚起を行うと共に、人的リ

ソースの観点で原因と対処法のヒアリングを行って、問題を

検知できる様に工夫した(図5参照)。進捗指標のSPI、CPI指

標は、本部で独自に閾値を設けて◎、○、△、×で表現し、ひと

めで状況がわかる様にした。異常値の検知は表2のパターンを

基に分析とヒアリングを行って問題の検知を行っている。具体

的には求められたSPI、CPIについてどう判定するかのルールを

決めている。たとえば◎はSPI,CPI共に　0.9≦値<1.1の場合と

し、SPI,CPI共に値<0.8,値≧1.5は×とする、という様な内容で

ある。また人別に見た際に、SPIが低くCPIが高い場合は「予定

通りに入れていない」状況であり、SPIが高くCPIが低い場合は

「出来高を守る為にコストをかけているので、要注意」であると

いう見方をしている。

　(表2のSPI、CPIによる問題検知のパターンを参照)その他

にも進捗WBSとその中のSPI、CPIを見る事で色々な気づき

を得る事ができる。QCDを確保する観点で注意すべきポイン

トは、

● 特定のリソースに負荷が集中していないか?

● レビュータスクの定義があるか?

● レビュー実施者が明確でレビュアーの不足はないか?

● 期限過ぎのタスク、期限直前のタスク、開始日を過ぎてい

るが未着手のタスクなどがないか、などであり、これらを

見るとタスクの危険度を読み取ることができる。

図 5  リソース別の SPI、CPI

表 2   SPI、CPI の異常値からの問題検知パターン

パターン 状況 状況の推察、評価観点

・SPI,CPI共に
　0.9≦値＜1.1

・SPI,CPI共に
　0.8≦値＜1.5

・SPI,CPIの
　何れかが
　値＜0.8,値≧1.5

・SPI,CPI共に
　値＜0.8,値≧1.5

3

4

2

1 計画に対する差は±10%以内
→進捗、工数は概ね予定通り。

計画に対する差は－20%～＋50%以内
SPIが低くCPIが高い場合
　予定工数が投入されていない。(着手遅れ、兼務弊害）
SPIが高くCPIが低い場合
　出来高を確保するためにコストをかけ過ぎている。（スキル不足、体調配慮）

計画に対しSPI,CPIの何れかが－20%未満or＋50%以上
・0.8未満の場合
　SPI ： 出来高に遅れが出ている。CPI ： コストをかけても成果が伴わない。
・1.5以上の場合
　SPI ： 前倒しで作業が進み出来高が多い。CPI ： 計画に対しコスト投入量が少ない。
工程異常の可能性があるので、どのタスクに異常があるか確認する。
担当者、機能に偏在はないか見た上でヒアリングし、必要な場合は組織的に対処する。

計画に対してSPI,CPI共に－20%未満or＋50%以上
良くも悪くも計画から大きくはずれており、
正しく原因究明を行い計画の見直しを行う必要がある。
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3.2　品質指標
　次に品質ついて、設計フェーズはレビュー工数比率とレ

ビュー指摘件数、テストフェーズはテストケース数とバグ数

を機能別別に図6の品質管理表にまとめサブシステムの合計

を出して、本部独自の品質指標を基に機能別と全体サマリー

で品質状況の確認ができる様に工夫した。

　少なくとも2週間に1回は品質管理表をプロジェクトでま

とめ、モニタリング会議において計画時に定めた目標値に対

しての確認と評価を行う。品質指標についても進捗と同様

に、本部で独自に設けた閾値を基に図7のゾーン分析を使っ

て◎、○、△、×で表現し、ひとめで状況がわかる様にした。

設計フェーズはレビュー工数比率とレビュー指摘件数、テス

トフェーズはテストケース数とバグ数の組合せによるゾーン

で判定し異常値の検知を行っている。例えば設計書ではレ

ビュー工数が大きすぎる/小さすぎる、指摘が多すぎる/少な

すぎる成果物などで、テストでは同様にテスト項目数が多す

図 6　品質管理表
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設計フェーズ テストフェーズレビュー指摘件数 バグ検出件数
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図 7  ゾーン分析
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8, 10, 12

30, 35, 40
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6.3, 6.9, 7.5

6.7, 8.3, 10.0

25, 28.1, 31.3

1.3, 1.9, 2.5

3.3, 4.2, 5.0

6.3, 9.4, 12.5

0.5, 0.6, 0.8

1.3, 1.7, 2.0

－

基本設計

詳細設計

表 3　品質指標実績と本部品質目標

ぎる/少なすぎる、バグ数が多すぎる/少なすぎる成果物が

ないかを分析している。また人別にこれらの指標を分析し

特定のメンバーに異常値が偏っていないかを評価している。

　さらにこれらを前述の進捗指標と重ねて評価をしてみる

と注意すべき難しい機能やその機能に対するリソースの割

り当てとスケジュールの妥当性を判定できる。この様な分析

で進捗・品質の異常値を客観的に検知する。これらのデータ

と過去の教訓からプロジェクトマネジメントのアンチパター

ンに陥らないか分析し、意見交換する事でPMに的確なアド

バイスを行う様に心がけている。ほとんどのPMは多忙であ

るゆえ、全ての成果物を見る事は不可能だが、異常値が出

た場合に判断に迷ったら現物をPM自身の目で見るべき、と

PMを指導している。

  4. 品質データからプロセス改善へ
　2014年に品質定量化の取り組みを始め2017年3月までに

品質データを収集できたプロジェクトは20件となった。本

部全体のデータから中央値、平均値を使って本部目標値と

比較した結果を表3に掲げる。まだデータが少なく精度が高

いとは言えないが、このデータを工程毎に本部目標値と比

較して見ると、傾向を読み取る事ができる。基本設計、詳細

設計ともレビューの指摘事項は本部目標値よりも多く、特に

詳細設計は実績の中央値が本部目標値の中央値の倍以上

である。またテスト工程のバグ密度は単体テスト、結合テス

トの両方において本部目標値を下回っている。つまり設計

工程で指摘が多く抽出される傾向にあり、テスト工程でバグ

の検出が低くなっている様に見える。しかしテスト項目密度

の実績値を見ると、単体テスト、結合テストの両方で基準値

の中央値を下回っており、充分テストが行われているか疑

問が残る。

　そこでさらに本番稼働後の障害発生率とテスト工程の実

績データの関係性について調査を行うと図8の通り、4つの

プロジェクトのバグヒット率と本番稼働後の障害発生率に

ついて相関係数(R)の2乗値が0.7744となり、関係性が強い

事が判明した。単体テストのバグヒット率と本稼動後の障

害発生率間の具体的な因果関係の分析はまだできてない

が、バグヒット率(単体テスト)が高くなるにつれ、本稼動後

の障害発生率が低くなる傾向にある。つまり単体テストで目

標値を満たすバグを検出できなかった場合は本番稼働後の
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障害が多くなる事が推察できる。今後の対策として単体テス

トバグの検出ができたかどうかという観点でプロジェクト

内外の有識者にレビューを依頼する、単体テスト完了時に

バグヒット率の分析(品質が高くバグヒット率が低いのは妥

当、テスト項目の内容によりバグヒット率が低い等の評価)

を行い、テスト項目の内容を見直した上で再テストを行う等

のプロセス改善につないでいきたい。また前述の観点でオ

フショア開発を行った場合のテスト項目の内容確認や受入

検証を充分実施したか等についてプロジェクトモニタリン

グで確認し工程完了基準として織り込む事を検討する。

  5. おわりに
　4章では品質について20プロジェクトのテストフェーズにお

けるテスト密度・バグ密度と本番稼働後の障害件数の相関関

係の分析とプロセス改善について述べた。　　　

　提案前レビューはこれまでの中規模以上の案件のレビュー

を通じて提案書とレビュー時点での指摘事項が議事録に残

されている。これらの指摘事項を整理すれば、提案ノウハウ

となり、提案ストーリーの策定支援が可能となる。今後はこ

の知見を活用し本部の提案力向上を図っていく。プロジェク

トの計画、実行におけるモニタリングのノウハウは既にモニ

タリングガイドとして作成しているが、その展開を図りレビュ

アーの育成を行っている。またこれまでの3年間でモニタリン

グを行った30プロジェクトの指摘事項も議事録に残されてい

る。モニタリングで得た知見は今後の計画と現在実行中のプ

ロジェクトの日々の是正の両方に活用でき有益である。例え

ば、マネジメント層のコミュニケーションと役割分担、進捗、

品質におけるプロジェクトマネジメントのアンチパターン等

を整理し正しく体系化すれば、失敗を防止し人材育成や今後

の本部プロジェクト運営において貴重な財産となるのでこれ

に取り組んでいる。この様な知見を整理し体系化をした上で

若手のPMに伝える機会を作ればレビュアーや経験者、有識

者不足の対策になる(図9参照)。プロジェクトレビューやプロ

ジェクトモニタリングで得られた知見やデータ類は新たなプ

ロジェクトへ教訓として引き継がれ活用されなければならな

い。知見の整備を行い、後進のPMに伝える場を提供する必

要がある。個々のプロジェクトマネジメントの各局面での経

験や教訓をPMの属人知や一つの部門の経験にとどめず本部

や全社で共有する事と、PDCAを回し、常にこれらのマネジ

メントプロセスの改善を続け、組織マネジメントとして推進す

る必要がある。そしてレビュアーである組織管理者やPMOは

プロジェクトマネジメント力を向上させ続けながらプロジェク

トに気づきを与えPMの早期育成に取り組んでいく。
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図 8  バグヒット率（単体テスト）稼働後の障害発生率の関係
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図 9  知見の蓄積と活用
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