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プロセス改善とデータ解析
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1. プロセス改善とは
前回の連載で，アナリティクスは，従来型のデ
ータ（構造化データ）に加えてビッグデータ（非
構造化データ）の分析の対象とするデータ解析と
して考えることができるというお話をしました．
また，統計解析はデータ解析の理論面を支える技
術として位置付けることができます．
データ解析は普遍的な技術であり，マーケティ
ング，製造，金融，医学，教育などあらゆる分野
で活用できます．
しかし，実務的な解析を進めるためには固有技
術の知見も必須ですので，統計家またはデータサ
イエンティストだけで推進できるものではなく，
業務の知識を持つ現場担当者および管理者との協
業が必要です．複数の部門が関連する場合は，組
織全体で取り組むべき課題も少なくありません．
例えば，ソフトウェア開発において生産性を向
上し，同時に顧客の満足度を最大にすることが課
題であったとします．
この場合は，システム化計画から運用までの，
関連するあらゆる組織が，プロセスの改善に関与
することになります．
ここでは，ソフトウェア開発におけるプロセス
の改善が，どのようにデータ解析と関係するかと
いう点に焦点を当てて解説したいと思います．
プロセスは何かを生み出すための一連の処理で
すが，ソフトウェア開発の場合，システム化計画
から始まり運用にいたるまでの過程で，生み出さ
れる製品やサービスがアウトプットになります．
その製品やサービスの品質，コスト，納期などの
評価は開発を行う組織の構造によって決定される
と考えられますが，この構造の改善を行うのがプ
ロセスの改善です．
2. プロセス改善に必要な 3 つの評価

ソフトウェアの定量化で著名な Capers Jones 氏
は，その著書「ソフトウェア開発の定量化手法」
（文献[1] p. 269）で，プロセス改善には 3 つの評
価が必要であると記述しています．
その，3 つの評価とは，アセスメント，ベース
ライン，ベンチマークです（図 1）．

アセスメント
プロセス，手法等, その他の影響要因の
構造的評価
(例: ISO9001，CMMI）

ベンチマーク

ベースライン

プロジェクトが目標とする組織の基準
または業界水準値
（例: IPA/SECデータ白書）

組織における現状の
プロジェクト実績の定量的評価

図 1 プロセス改善に必要な 3 つの評価
各評価は以下の様に視点が異なります．
アセスメント:
プロセス，手法等, その他の影響要因の構造
的評価（例: ISO9001，CMMI）（注 1）
ベースライン:
組織における現状のプロジェクト実績の定
量的評価
ベンチマーク:
プロジェクトが目標とする組織の基準また
は業界水準値（例: IPA/SEC データ白書）
以上の内容はアセスメントを健康診断と考える
とわかりやすいと思います．健康診断でメタボで
あると判定された場合は，食生活や生活習慣を見
直す必要があります．
ここで，健康診断でメタボと判定されたので，
毎日体重を測定し管理することにしたとしましょ
う．腹囲を図るなどの方法もありますが，簡単に
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計測できる体重を管理のためのメトリクスとした
わけです．
体重は日々変動しますが，ある程度計測を継続
すると自身の平均的な体重を知ることができます．
この平均的な体重がベースラインです．
次に減量の目標値を設定する必要があります．
身長が 170cm だったとすると標準体重は身長（m）
の 2 乗に 22 を掛けると計算できますので，標準体
重は 64kg ということになります．標準体重は病気
になる確率が最も低い体重ですので，この標準体
重がめざすべき値でありベンチマークに相当しま
す．
仮に現在の体重が 80kg であった場合，減量する
ことが当面の目標になりますが，無理な減量は健
康によくないので，次の検診までの 10 ヶ月間で
70kg にするという目標を立てたとします．これな
らば，月に 1kg の減量なので達成できそうです．
このように目標は達成可能な値に設定することも
重要です．
以上の様に，改善を行うということは，問題点
を認識し，現状を計測し，あるべき姿と比較し，
目標を設定して対策を実施するという手順になり
ます．このことは，ソフトウェア開発のプロセス
改善に限らず普遍的なものです．
2. プロセス改善のサイクル
プロセス改善のサイクルでは，基本的な流れと
してアセスメント，ベースライン，ベンチマーク
の順に評価を行い，改善のサイクルを回す図を示
しました（図 2）．
1. プロセスの組織的基板レベル
を評価する（アセスメント）

5. 目標を達成すべく
実行する

2. プロジェクト実績の現状
(ベースライン）を把握する

4. 改善と向上の目標を現状
より上方に、かつ可能な
値を設定する

3. その現状は業界水準
（べンチマーク）の中で
どのような位置にあるかを知る

図 2 プロセス改善のサイクル
しかし，これらの評価は任意の順序で行うこと
も可能です．例えば，現状を業界水準と比較する
ため，ベースラインを計測した結果，現状が業界
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水準より劣っていることを知り，組織の構造に問
題がないかを確認するという流れも考えられます．
Capers Jones 氏は「これら 3 つの評価は個別に
排他的に行うのではなく，同時に合わせて行うこ
とにより，ソフトウェア開発の実情を最もよく理
解でき，それらの影響を定量的に把握することが
可能になる」と述べています．
ソフトウェア開発のプロセス改善には昔から多
くの取り組みがあります．
アセスメントのフレームワークとしては
CMMI がよく知られていますが，各種のフレーム
ワークは相互に影響しながら発展していますので，
その関係をまとめてみました（図 3）．
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図 3 プロセス改善のフレームワーク
この図で太い矢印は，あるフレームが他のフレ
ームワークに影響を与えているという意味です．
例えば，アセスメントの規格である ISO/IEC
15504 は SPICE および CMM の内容に影響を受け
ています．
各フレームワークの詳細については割愛します
が ， こ こ で 注 目 し て い た だ き た い の は PSM
（Practical Software Measurement）[2]を反映してソ
フトウェア測定プロセスの規格になった ISO/IEC
15939 です．この規格は日本では「システム及び
ソフトウェア技術-測定プロセス」
（JIS X 0141）と
なっています．
3. 測定プロセスモデル
この規格では測定をプロジェクト管理のための
重要な要素と捉え，プロセスおよび製品の管理と
改善を実施するための方法が記載されています．
その具体的な内容を図 4 に示します．
この図に現れるすべてのアクティビティ（楕円
で囲んだ部分）は，測定プロセスが有効に機能す
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るために必須のものと考えますので，自組織の測
定プロセスに問題がないかの確認は，この図に照
らして考えることができます．
点線で囲まれた部分が規格の適用範囲であり，
プロジェクトやプロセスの管理のためにデータを
収集し分析および報告を行っている立場の方の仕
事の範囲になると考えてください．
こ こ で は ， こ れ を 担 う 組 織 を PMO （ Project
Management Office）と考えることにします．
この図には重要なポイントがあります．それは，
この点線の範囲から出ている矢印（アウトプット）
は「情報成果物」のみであるということです．情
報成果物とはデータの分析結果の報告書などを意
味します．
測定に対する要求事項

技術プロセス及び
管理プロセス

情報ニーズ

ここで，情報成果物に誤りがあったり，ニーズ
に合わないものであったり，役立たないものであ
ったり，理解しにくいものであった場合に，どの
ようなことが起きるか想像してみてください．
情報成果物の利用者である現場は次第に成果物
に対する期待を失い，活用されなくなります．そ
の結果，成果物に対するフィードバックがなくな
り，新たな情報ニーズも生まれなくなります．
この時，データを収集し分析する手順書が作成
されており，現場および PMO の業務として定着し
ていると，データを収集し蓄積しているが，まっ
たく活用されていない状況となってしまいます．
これではプロセスの改善を期待することはできま
せん（図 5）．

測定利用者のフィードバック

プロセスは改善しない

情報成果物

測定プロセスの中核

測定プロセスの中核
測定に対する
コミットメント
（確約）の確立
及び保持

コミットメント

測定プロセス
の計画

計画内容

測定プロセス
の遂行

測定経験データベース

JIS X 0141の適用範囲

測定プロセス
の計画

測定の評価

計画内容

測定プロセス
の遂行

情報成果物と
効果を測定する
ための測定量

測定経験データベース

情報成果物と
評価結果

改善活動

JIS X 0141の適用範囲
（JIS X 0141から引用）

注: JIS X 0141 で情報成果物が提供されない場合の状況を表現した図です．

図 4 測定プロセスモデル
図 5 情報成果物が活用されない場合
例えば，ソフトウェア品質の分析では，ソフト
ウェアの規模に対して，テストで検出された欠陥
数の割合が適切な範囲にあるかどうかを評価する
ための資料などです．この報告書の提出先は「技
術プロセスおよび管理プロセス」となっています
が，これは開発の現場および管理部門です．
測定プロセスに従えば，データの収集および分
析はすべて現場からの情報ニーズに基づいて実施
されます．情報ニーズは現場が問題点を解決し，
目的を達成するために必要となる要求ですので，
情報成果物は必然的に現場にとって必要なもので
あり，活用されるものでなければなりません．
報告を活用し評価することによって，新たな情
報ニーズが生まれ，場合によっては，測定の内容
や対象を変革する要求も生まれるでしょう．
この図に記載されている概念の詳細については，
本連載では割愛しますが，プロジェクトやプロセ
スの管理のためにデータを収集し分析および報告
を行っている立場の方には，基本的な考え方とし
て活用できると思います．

筆者の経験によれば，このような状況に陥って
いる組織は少なくありません．また，活用されて
いないが故に計測と分析そのものをやめてしまう
事例もありました．
何故，役立つ情報成果物を提供できないか？ こ
の理由の一つとして，データ解析に対する認識の
不足と，解析のために必要な技術が不十分である
点を挙げることができます．
JIS X 0141 にはいくつかの附属書がありますが，
その中に「情報成果物報告の手引き」があります
ので，その内容を紹介しましょう．
附属書は規定の一部ではないのですが，規格の
内容に従って業務を行う場合に，必要となる情報
を参考資料としてまとめたものです（図 6）．
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X 0141：2009 (ISO/IEC 15939：2007)
附属書 G （参考）
情報成果物の報告の手引
序文
この附属書は，情報成果物報告の手引について記載するものであって，規定の一部ではない。

解析方法検討
データ収集

情報成果物を報告する場合の一般的な基準を次に示す。
− 結果についての限界及びその他あらゆる制限事項（例えば，導かれた結論の妥当性に対する限界）
− データが収集された日付又は期間
− 統計分析に使用したシステム又はソフトウェアツールの名称及び版番号
− 結論を導くもととなった観測数
− 使用したサンプル抽出の手順
− 使用した分析技法の背後にある前提条件及びその前提条件から逸脱した場合の頑健性をチェックするために行う感度分析の結果
− 集計演算の正確な実施方法（例えば，算術平均，加重平均）
− 結論を導くもととなった観測の単位（例えば，検査の対象となる設計文書，構成管理の対象となる品目）
− 適用可能な場合，欠落データ及び例外データの処理方法
− 適用可能な場合，データ分析におけるはずれ値の処理方法
− 適用可能な場合，異なるデータ集合にまたがったデータの併合方法
− 統計的な検定を行う場合に，片側又は両側のいずれの検定を用いたか
− 統計的な検定を行う場合に用いられたアルファレベル（第一種の過誤の許容危険率）
注記 アルファレベル 正しいにもかかわらず誤りとみなす確率
− 統計的な検定を行う場合，p 値（観測結果又は極端な結果が偶然得られる確率）の計算方法
− 適用可能な場合，信頼区間の計算方法
− 使用した統計手法（限界も含め）
これらの基準に適合しない限り，情報成果物に関する経験が豊富な測定利用者でも，それを正しく解釈し，そこから導く結論に確信を
もつことは難しい。特殊なデータ分析技法に対しては，追加報告が必要になることもある。また，これらの詳細な報告のうち主たる報告
対象者には適切でないものがある場合は，それらは付録に含めてもよい。分析のレベルは，測定利用者又は利用者の知識レベルに応
じて調整が必要となることもある

結果の解釈

変数変換、層別、
外れ値除外など

１変量解析

歪、尖り、外れ値

２変量解析

曲線関係、外れ値

多変量解析

残差の規則性など

図 7 データ解析の手順
図 6 情報成果物報告の手引き（附属書 G）
情報成果物を報告する場合の一般的な基準が記
載されています．その内容には，サンプル抽出，
検定，p 値などの用語が使われていますが，この
内容は統計解析およびデータ解析の考え方そのも
のです．また文末には，
「これらの詳細な報告のうち主たる報告対象者
には適切でないものがある場合は，それらは付録
に含めてもよい．分析のレベルは，測定利用者ま
たは利用者の知識レベルに応じて調整が必要とな
ることもある．」
という記述がありますが，報告書はそれを活用す
る人に合わせて作成すべきであるということです．
例えば，分析者は統計理論に基づく正しい解析
を行うことが必要ですが，現場担当者にとっては
分析の結果が，活用しやすい様にわかりやすく示
されている点が重要です．そのために，グラフの
活用や，判定をツール化して提供するなどの工夫
が必要になるかもしれません．
また，経営者，管理者向けの報告では，プロセ
ス改善の効果がわかりやすく示されていることが
重要です．
4. データ解析の手順
前節で JIS X 0141 の附属書 G はデータ解析の手
順に従った内容であることを紹介しましたが、こ
こで、一般的なデータ解析の手順を示します（図
7）．
研究や評価の対象はほとんどの場合，多変量的
な特性を持つため，1 変量の解析に加えて必要に
応じて 2 変量または多変量の解析を行う手順にな
ります文献[3] ．
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ここでは，ソフトウェア開発の見積りのための
仕組みを構築するということを目的としてデータ
解析の手順を考えましょう．
最初に行うべきことは解析方法の検討です．ソ
フトウェア開発の見積りでは，成果物を想定し
WBS の積み上げにより，工数やコストを予測する
方法や，類似プロジェクトの実績で予測する方法
（類推法），FP や SLOC などの規模を計測または
推測し，過去の実績から回帰分析などの手法を用
いて作成された予測モデルにより予測する方法
（パラメトリックモデル）などがありますが，ど
のような仕組みを構築するかにより，収集すべき
データや分析手法が異なります．
ここでは，プロジェクトの初期段階でも予測可
能な仕組みを構築することを目標としましょう．
この目的で使える方法は，類推法か，または FP
または SLOC を使ったパラメトリックな予測モデ
ル構築が選択肢になります．
初期段階で SLOC を推定するのは困難かもしれ
ません．その場合は，FP を使う方法が選択される
ことになります．しかし，SLOC についてはデー
タの蓄積があるが，FP による計測データの蓄積が
十分ではないという場合もあります．その場合に
は SLOC から FP を推定する方法や，FP と SLOC
を併用するモデルの構築ということも対応策とし
て考えられます．
さらに，FP のような機能規模のみでは，工数を
十分に説明することができません．そのため，工
数に影響を与えるプロジェクト特性の収集が必要
になります．また，既存のデータでは十分な特性
情報が得られていない場合は，アンケート調査に
より定性的な情報を収集するということが必要な
場合もあります．
また，自社内の情報のみでは，欠落する情報も
あります．その場合は，外部のベンチマークから
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情報を得ることも必要かもしれません．
このようにして収集したデータを，まずは個々
の変数に着目したデータ解析を行います（1 変量
解析）．FP などの数値のみではなく，開発に使用
された言語の種類別に分布の集計を行うなどの基
本的な集計作業も必要です．1 変量の分析は次に 2
変量の分析を行う時のベースになります．また，1
変量の分析でデータの分布に偏りがある場合は，
それを是正するための変数変換も必要になるかも
しれません．また，異常なデータを検出し，これ
を分析対象から除外することも必要です．
次に分析対象とした任意の 2 変数間の関係性を
調べます．多変量が相互に関係するのが真の関係
性だと思いますが，まずは散布図などで視覚的に
2 変量の関係性を把握することが大切です．この
ステップを無視すると，多変量の分析でありえな
い結論が出てしまうことがあり，最悪の場合，そ
の誤りに気が付くこともありません．2 変量の関
係が直線的ではなく，曲線になっている場合は，
変数変換により，直線的関係に変換するとも検討
します．
次に，多変量の関係を同時に分析するために多
変量解析を活用します．多変量解析で重要なポイ
ントは，2 変量の場合のように視覚的には結果の
意味を解釈することが困難な点です．そのため，
各種の統計量（計算の結果を示す値）を解釈する
力が必要になります．また，使用する変数が適切
に層別されているかということも結果を大きく左
右します．
多変量解析で，予測モデルとして最も使用され
る重回帰分析の場合は，予測の結果と実績の差（残

差）に不自然な規則性がないかを判断します．残
差は予測モデルでは説明できない量であるべきな
ので，残差に規則性があるということは，モデル
の改善の余地があることを意味します．
以上の詳細な内容や，具体的な解析方法につい
ては，本連載にて解説の予定ですので，ここでは，
データ解析の手順の大きな流れを理解していただ
ければ結構です．
今回はプロセス改善とデータ解析の関係につい
て解説しましたが，実務でデータを分析するため
には，統計の知識の他に，データの区分や集計，
グラフ化など，分析のための基本的な知識が必要
になります．
次回は飲料会社の売上データの分析を例にして，
役立つ手法を解説する予定ですのでご期待くださ
い．
注 1：CMMI，CMM，および Capability Maturity
Model は，アメリカ合衆国特許商標庁に登
録されています．
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