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テレワークが顕在化させる、
開発における DXの必要性

2020 年 11 月
株式会社エクスモーション

代表取締役社長　渡辺　博之

　新型コロナウィルスの感染防止対策として、徐々に定着しつつあるテレワークですが、これまで
課題とされていた働き方の多様化への期待が高まる一方で、テレワークによる生産性の低下がその
定着を妨げているという心配な報告も出始めています。日本経済新聞によると、テレワークでの生
産性がオフィス勤務に比べて下がったと答えた日本人は 40％と、世界 10 か国平均の 13％を大きく
上回り最下位となっています。世間では日本におけるテレワークの課題として、欧米のジョブ型に
対する日本のメンバーシップ型、という業務分担の在り方をメインに取り沙汰していますが、こと
ソフトウェア開発の現場においては、開発の仕方が個人によってバラバラであったり、ドキュメン
トよりも口頭や実体験を重視する現場主義など、全メンバーが時間と場所を共有することを前提と
したその開発スタイルこそが、テレワークを阻む大きな障害になっているように感じます。

　これに加えて、テレワークの課題として新たに認識され始めているのが、社員育成やナレッジ共
有に関する問題です。新人エンジニアが先輩と一緒に現場で働く中で、指示を受けたり業務知識を
教えられたりしながら徐々に成長していく OJT という名目の一子相伝育成システムや、“この分野
ならあの人に聞け” 的な人依存の暗黙知によるナレッジ共有などは、オンライン会議システムの出
来がどれだけ良くなっても、テレワークで再現できるものではないでしょう。

　巷では、新型コロナウィルス感染防止対策で明らかになった IT 施策の遅れに対して、国を挙げて
の DX（デジタルトランスフォーメーション）がより声高に叫ばれています。上述の問題は、テレワ
ークを前提としたこれからのソフトウェア開発の現場においても「暗黙知であるナレッジを可視化
し、それを活用することで新たな価値を創造する」という、まさに DX が欠かせないということを
顕在化させているのではないでしょうか。

　当社でも、ソフトウェアの開発現場を DX 化する一つの解として、このガイドブックに掲載して
いるソリューションに関するナレッジを「Eureka Box」というコンテンツとして公開していくこと
にしました。本ガイドブック同様に、開発現場で働く当社コンサルタント、エンジニアが生み出し
てきたソフトウェア・エンジニアリングのノウハウが詰まっています。本書ともども、みなさんの
日々の開発に少しでもお役に立てたなら幸いです。

本文書に記載された文章、画像、及びその他のコンテンツを許可なく複製、転載、引用する事を禁じます。
Copyright (c ) 2020 eXmotion Co., Ltd. All rights reserved.

MATLAB 及び Simulink は The MathWorks, Inc. の登録商標です。
その他記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。
なお、本文および図表中、「™」、「® 」は明記しておりません。
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システムアーキテクチャ構築
～全体最適なシステムを設計する～

システムアーキテクチャとは

システムアーキテクチャ構築プロセス

　最近は、製品機能の大規模・複雑化に伴い、単一のシステムに留まらない、複数システ
ム を 相 互 接 続 し た シ ス テ ム、い わ ゆ る「シ ス テ ム・オ ブ・シ ス テ ム ズ（System  of  
Systems）」と呼ばれるものが増えてきました。このようなシステムでは、求められる要求
や制約が多岐に渡ります。それらを満足するアーキテクチャを構築するためには、適切な
抽象度を保ちつつ、常に全体最適を考えることのできる開発手法が必要です。

　システムとは大小様々な要素で成り立っており、
この「要素」と「要素間の関係」を定義したもの
を構造的なシステムアーキテクチャと呼びます。 
　システムアーキテクチャの構築にあたっては、
ユーザの要求を満たすだけでなく、設計のしやす
さやテストのしやすさ、運用・保守まで考慮しな
ければなりません。また、システムが動作する環

境において、さまざまな制約やトレードオフが存在
するため、これらへの十分な配慮も大切です。
　このように、システムアーキテクチャの構築にお
いては、システムのライフサイクルを見渡し、その
すべてにおいて問題なく進められるよう、全体最適
な視点に基づいた設計作業を進めることが求められ
ます。

　図1は、システムアーキテクチャを構築するため
の基本的なプロセスを示しています。
「1. システム要件の定義」では、システムに求め
られる機能要求と非機能要求を明らかにします。
全体最適なシステムを設計するには、事業環境や
商品戦略なども踏まえたシステムレベルで要求を
捉えることが重要です。

「2. 論理構成要素の定義」では、システム要件を
実現するために必要な機能を導出していきます。
ここで導出された機能がシステムアーキテクチャ
の構成要素となります。

「3. 論理アーキテクチャの作成」では、導出した構
成要素間の論理的な関係を定義します。具体的に
は、どの要素とどの要素が協調し、そのときのイ
ンタフェースは何かを決めていきます。

「4. 物理アーキテクチャの作成」では、論理要素に
対する物理要素を定義します。物理要素を定義す
るには、処理性能や調達コストなどの制約が大き
く関係してきます。様々な要因のトレードオフ分
析を実施した結果、最終的にシステム要求、及び
制約を満たす最適な物理アーキテクチャを定義し
ます。
　次ページ以降で、これら４つの工程についてよ
り詳細に説明していきます。

1. システム要件の定義

2. 論理構成要素の定義

コンサルタントが教える成功の秘訣

コンサルタント
庄司  順和

　どのようなシステムにもシステムアーキテクチャは必ず存在します。
しかし、それは適切に設計されたものではなく、ソフトウェアとハード
ウェアを個別に設計した結果を現場の担当者がすり合わせているという
ケースが少なくないようです。そのように定義されたアーキテクチャでは、
継続した拡張や、複数バリエーションへの展開などに困難がつきまといます。
　システムアーキテクチャは、それがシステムを作る目的にかなっているか、
企業の事業戦略に合致しているかを説明できる構造になっていなければなり
ません。これは機能個別の設計をしているときには抜け落ちてしまいがちな
視点です。常に全体最適の意識を持ちながら、後々まで役に立つシステムアー
キテクチャを作り上げましょう。

　図 2 は、「車 両 盗 難 防 止 シ ス テ ム」の 要 求 を
SysML の要求図で記述したものです。車両のステ
ークホルダーである所有者からの「盗難を防止して
ほしい」という要求を、さらに細分化された４つの
要求「不正解錠の防止」、「施錠忘れ防止」、「エンジ
ン不正始動防止」、「異常通知」によって実現するこ
とを示しています。
　この４つの要求はすべてシステムに対する「機能
要求」です。一方、これら機能の実現をどのように
達成すればよいかは「非機能要求」として明確にし
ます。
非機能要求を抽出するには、ISO/IEC25010「シス
テム及びソフトウェア品質モデル」などの網羅的な

フレームを参照すると効率的です。また、関連する
法規や環境規制など、システムが必ず守らなければ
ならないものはシステム制約として整理します。

　図 3 は、「車両盗難防止システム」の要求に基づ
き、システム構成を SysML のブロック定義図を
使って表現したものです。この図からは、このシ
ステムが、ボデー、エンジン制御、メーターとい
った既に存在する構成要素と関連して成り立って
いることが分かります。

　図 4 は、「車両盗難防止システム」の内部の構成
要素を表したものです。今回は「キー照合」「自動
施錠／解錠」「イモビライザー」などといった機能
と、それをユーザに伝える「警告」とそれの詳細で
ある「振動検知」「衝撃検知」、別の通知手段である

「ユーザ通知」が構成要素となります。
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3. 論理アーキテクチャの作成

4. 物理アーキテクチャの作成

　システムの構成要素が決まったら、続いて構成
要素間の関係を定義します。図５は、構成要素間
の関係を SysML のブロック図で表現しています。
定義した構成要素それぞれをブロックとして置き、
ブロック間のインタフェースを決めています。

　この図からは、「キー照合」の結果を受けて「自
動施錠 / 解錠」、「イモビライザー」が作動し、最終
的に表示と音でユーザに通知するという流れが読み
取れます。このように、構成要素とそれらの関係を
定義することで論理アーキテクチャを作成します。

　図 5 で示した論理アーキテクチャに対して、非
機能要求や制約に配慮した実際の「モノ」として
の構成を物理アーキテクチャと呼びます。物理ア
ーキテクチャの構築には、まずは下表のように、

「車両盗難防止システム」の非機能要求を実現する
ために必要なアーキテクチャ制約を導出し、先に定
義した論理アーキテクチャに対しこれを満たすよう
な変更を施していくことになります。

　表のアーキテクチャ制約に対し、
さまざまなトレードオフ分析を行
い、全体最適な視点で決定した物
理アーキテクチャが図 6です。
　ここでは、ハードウェアとソフ
トウェアの区別、および、それら
がどのように配置されるかを見て
取ることができます。今回は、性
能面およびビジネス面での制約か
ら、盗難防止とボデー ECU の 2
つの CPU に各構成要素となるブ
ロックが分割配置されたことが分
かります。

エ ク ス モ ー シ ョ ン が 提 供 す る サ ー ビ ス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

お客様の開発課題に対して、実際にコンサルタントが開発現場に入り、多くの
利害関係者とコンタクトを取りながらシステム設計作業を主導します。これか
らシステム設計に取り組もうとされているお客様には、弊社で定義したシステ
ム設計プロセスのご提案が可能です。また、自動車業界のお客様には、
EAST-ADL を全面的あるいは部分的に適用したご支援も可能です。進め方やア
ウトプット等については、お客様の状況に合わせて柔軟にカスタマイズしてご
対応いたします。

システムアーキテクチャの設計の基本的な方法を身に付けていただくために、
要求の整理から論理アーキテクチャの導出、物理アーキテクチャの構築までを
演習を通じ実践的に学んでいただくトレーニングを提供しています。

システム設計
支援サービス

システムアーキテクチャ
設計実践トレーニング

システムアーキテクトを目指して

システムアーキテクチャ定義言語

　さらに図 7 のように、各要素間のつながり
や、やり取りされる情報などを表現できる内
部ブロック図を活用することで、設計したア
ーキテクチャの妥当性をモデルを使って早い
段階で検証することができます。このような
手順を踏むことで、多様で大規模なシステム
に対しても、トップダウンかつ全体最適なア
ーキテクチャを事前に検討することが可能に
なります。

　車両盗難防止システムの例で示したように、シ
ステムアーキテクチャを定義するための言語とし
て SysML が挙げられます。SysML は自由度の高
い汎用的なモデリング言語であり、様々なシステ
ムを定義可能です。
　SysML のように自由度の高い汎用的な言語があ
る一方、自動車システム向けの「EAST-ADL」の

ようにドメインに特化したシステムアーキテクチャ
言語も存在します。EAST-ADL では、分析レベル
や設計レベルといった階層の定義に加え、
ISO26262 やプロダクトラインなどの概念も取り込
んでいます。システムアーキテクチャとしてどこま
で定義すれば良いか検討する際に、EAST-ADL の
ような標準規格を参考にするのも効果的です。

　システムアーキテクチャは一度構築すればそれ
で終わりではなく、システムのライフサイクル全
般に渡って維持していかなければなりません。ま
た、複数のシステムに対して同じようにシステム
アーキテクチャを定義していくことで、機能の統
合や相互接続などの全体最適を実現するための検
討が進むようになります。

システム開発を行う企業においては、システムアー
キテクチャ設計を継続していくシステムアーキテク
トの存在が不可欠です。また、システムアーキテク
トにとっては、全体最適なシステムを設計すること
で企業の事業戦略を大きく推進する役割を果たせま
す。システムアーキテクトを目指し、真に役立つシ
ステム設計を実現させましょう。
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要求の定義と仕様化

開発現場には“要求”はなく、“製品スペック”か“制御方法や機能の仕様”しかない

先行開発や要素技術開発の仕様から要求を抽出する

　ソフトウェア開発の最上流工程である要求定義で誤りがあると、いくらその後の設計が
正しく行われたとしても、やり直しが必要となります。一般的に、不具合の発見が遅れる
ほど、それを解決するための工数が多く発生すると言われ、上流での問題を早く解決する
ことが、生産性を上げるための重要なポイントと言えます。

　一般的な組込みソフトウェアの開発現場では要
求と言われるものはほとんど記述されていません。
　あるものと言えば、製品スペックか、タイミン
グチャートなどの制御の細かな仕様や機能の仕様
を記載したものだけで、対応する要求や、仕様の
ヌケモレの有無は判断できません。その結果、仕
様の不備がソフトウェアに不具合として混入して
しまいます。

　要求が記述されない理由は、量産開発の前に先行
開発や要素技術開発が行われることが多く、そこで
決まった仕様や成果物を基に量産開発が行われるか
らです。量産開発でも設計、実装を行いながら仕様
を決めていくやり方で開発が進むため、ソフトウェ
アを統合してテストするまで仕様の矛盾やヌケモレ
が発見されません。

　仕様の目的や意図を明確にしたり矛盾やヌケモ
レを防ぐには、先行開発や要素技術開発の仕様を
量産開発でそのまま使わず、量産開発で対応すべ
き項目も加味した上で要求を抽出・定義し、それ
らと先行開発や要素技術開発の仕様を基に改めて
量産開発の仕様を検討します。設計、実装の前に
仕様を決定することで、手戻りを最低限に抑えら
れます。

の具体的な動きや制限を表したもので、設計とは
その仕様を実現するための構成、その構成要素の
役割、構成要素間の相互作用を検討する工程だか
らです。
　また、ソフトウェアコンポーネント設計の工程
に入るとコンポーネントごとに担当者や部署が分
かれる場合も多く、各担当者が設計を行いながら
仕様を決めることになると、ひとつの機能の実現
に関係する複数のコンポーネントの担当者間でコ
ミュニケーションのミスが発生しやすくなり、不
具合につながってしまいます。このことからも、
仕様の作成は設計の前に行うべきと言えます。

　ここで、仕様の作成は設計工程の作業だと考え
る方もいるかもしれませんが、設計は本来なら仕
様が決まらなければ開始できないはずです。とい
うのも、仕様とは要求を実現するためのシステム

要求を抽出するにはどうしたらよいか？

■ボトムアップから要求を作り出す

仕様

既存の
仕様

要求

要求確認
資料

(ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ等)

チャタリング
するから

チャタリングの影響を考慮し、
ON/OFFスイッチが押下され
たことを判定する。

整理が
ポイント スイッチ

信号

押下判定

50ms

：トップダウンの流れ

：ボトムアップの流れ

■品質要求の重要性

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアコンサルタント
高橋  久憲

　私が関与した開発現場では、開発のインプットとして具体的な制御方法
について細かく記載したものしかありませんでした。そのため、仕様の妥
当性が分からず、今の設計構造にも問題があるのではないかという不安を
抱えていました。そこで、細かい制御仕様を抽象化して要求を出し、その
要求をブレークダウンする形で仕様を定義するようにすることで、要求を満
足するのに十分な仕様であることを把握でき、設計構造を見直すこともでき
るようになりました。
　良い要求仕様を作るためには、“要求”と“仕様”を切り離す必要があります。
そのためには、制御仕様を抽象化して要求を得ることが必要です。しかし、長
年細かな制御仕様に慣れている開発者の方には抽象化が難しいようです。その
分野こそエクスモーションの強みです。ぜひ、お任せください。

　一般的な要求抽出のやり方としては、利害関係
者へのインタビューや自社製品や競合他社の製品
調査などが挙げられます。このようなやり方は、“要
求の源泉” からたどっていくという意味でトップ
ダウンと呼ばれます。しかし、この方法では “あ
るべき姿” を一からあぶり出すことができる反面、
今ある仕様を網羅することに対しては不安が残り
ます。

からマインドマップなどの情報を整理する手法を
使って仕様の背景にある要求を抽出していきます。
　もし、仕様が書かれていない場合は既存資産か
ら仕様を起こす作業を行います。詳しくは、
「XDDP による派生開発」の記事をご参照くださ
い。
　抽出した要求を基に既存システムや先行開発の
担当者にヒアリングをし、抽出した要求が正しい
か、他に隠れた要求が無いかを確認していきます。

　制御仕様や機能仕様には、システムの機能的な
動作に関することや設計制約などは記載されてい
ますが、品質に関する要求は記載されていません。
しかし、品質要求はその製品に対して人が持つ印
象に大きな影響を与えるため、品質要求を把握す
ることはよい製品を開発する上でとても重要なこ
とです。
　品質要求には「使いやすさ」などの製品のユー
ザに関係する品質と、「保守性」などの開発者に関

係する品質があります。
　ユーザに関係する品質はセールスからの要望やユ
ーザクレームの情報等があるため重視されやすいの
ですが、開発者に関係する品質は見落とされがちで
す。しかし、開発者に関係する品質要求は、開発の
効率や工数に大きな影響を与えるので、良い製品を
作ることができる組織を維持するためにはこれらの
要求も定義しなければなりません。

　詳細な仕様がすでにある場合には、ボトムアッ
プからスタートする方法も有効です。詳細な仕様
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要求を仕様化するにはどうしたらいいか？

■仕様は開発者への作業指示

■仕様のヌケモレを防ぐには

観点 説明
構成分割 時間的な順序を持たない「機能」や「構成」に着目して仕様を導出する
時系列分割 時間軸に沿った動作・処理に着目して仕様を導出する
状態分割 すでに見えている「状態」に着目して仕様を導出する
共通分割 複数の要求や仕様に共通する部分を切り出す

上位要求 仕様下位要求

がメインSW 押されたらその時
点の走行速度で定速走行を行う

メインSW が押されたことを
認識する

現在の速度を取得し、範囲内で
あれば希望速度として設定する

、▲▼SW が押されたら
定速走行の速度を調整する

対象が提供すべき
機能・サービスの概要

機能・サービスを実現するため
に必要な振舞いの記述

振舞いを実装する際の
作り方の指示

現在の速度と希望速度の差を算
出して、その値から目標加減速
度を決定する

希望速度から目標スロットル開
度を算出、その値になるように
モータを駆動する

目標加減速度と実スロットル開
度を用いて2次元テーブルから
目標スロットル開度を決定する

・・・

要求と仕様をUSDMで階層化して表現する

　仕様とは前述の通り要求を実現するためのシステ
ムの具体的な動きや制限を表したものです。これは
開発者への「どのように作るか」という作業指示と
言い換えられますので、開発者が設計・実装するの
に十分な詳細さで記載する必要があります。

　下図はクルーズコントロールシステムの要求と仕
様の例です。システムの「目標スロットル開度を算
出する」という要求の実現方法として「目標加減速
度と実スロットル開度を用いて目標スロットル開度
を決定する」という仕様を導出しています。

　要求を基にして仕様を作成しても、ただ思いつ
いた仕様を書くだけではヌケモレは防げません。
作成した仕様をレビューしてヌケモレを検出する
方法も有効ですが、レビューは多くの工数を必要
とするので、これだけでは効率が良くありません。
　そこで、仕様を作成する段階でヌケモレを防止
する仕組みを導入すれば、最初から品質の高い仕
様を作成でき、レビューに必要な工数も削減でき
ます。
　その仕組みとしては、時系列分割、構成分割、
状態分割、共通分割という思考のフレームワーク

が有効です。例えば「構成の視点で要求を分割する
とどのような仕様が導出できるか」と考えることで、
適切な仕様を導出します。これらのフレームワーク
は仕様を導出する場合だけではなく、上位要求から
下位要求を導出する場合にも用いることができます。
　さらに、このように導出した仕様からテストシナ
リオを抽出してテスト仕様書を作成することで、テ
ストの段階でもヌケモレを防止できるというメリッ
トもあります。詳細は 26 ページの「要求仕様書と
モデルからテスト仕様書を作成」をご覧ください。

　要求を抽出したり要求から仕様を導出したりし
ても、それらを適切にまとめることができなけれ
ば、開発に有効な成果物にはなりません。
　適切に要求と仕様をまとめ上げる方法のひとつ
に USDM という方法があります。USDM は主に
自然言語を用いて要求と仕様を階層化して整理す
るところに特徴があります。派生開発プロセスの
XDDP でも変更要求仕様の記述方法として採用さ
れています。

　要求と仕様を対応付けることで、その仕様がどの
要求を実現するためのものなのか、全ての要求がヌ
ケモレなく仕様まで具現化されているかを確認する
ことができます。
　また、USDM では機能仕様や制御仕様では扱わ
ない保守性などの品質要求も記述することができる
ため、開発者への設計方法に関する作業指示も要求
仕様書に含めることができます。

要求仕様がうまく書けない原因

要求の定義と仕様化が特に必要なケース

　要求の定義と仕様化はソフトウェア開発を行う
場合はどのようなケースでも重要な工程ですが、
特に必要性の高いケースを３つご紹介します。
　まず、開発対象の製品が派生開発である場合で
す。派生開発では変更管理のプロセスをうまく回
すことが大切ですが、USDM を用いて変更要求仕
様書を作成することで、変更の実施前に変更内容
を明確にでき、間違った方法で変更してしまうこ
とを防げます。
　次に、既存ソフトウェアのリファクタリングを
行う場合です。実施前と後でソフトウェアの振る

舞いが変わっていないことを確認するために元の
仕様を明文化する際、USDMを使用できます。
　最後に、機能安全に対応する場合です。要求仕
様とシステム要素との対応付けが必要なので、要
求仕様を明確にする必要があります。そこで、
USDM のフォーマットを拡張し、要求仕様とシス
テム要素の関係を下図のようなトレーサビリティ
マトリクス（要求仕様システム要素トレーサビリ
ティマトリクス：RSSETM）で示すことで、要求
仕様をヌケモレなくシステム要素に割り当てられ
ます。

　要求や仕様のヌケモレを防ぐためには、トップ
ダウンやボトムアップの手法で抽出し、要求と仕
様を対応付けてまとめあげることが大切であると
いうことは理解できても、実際に要求仕様を書い
てみるとヌケモレが少なくなったという実感が持
てなかったり、他人に理解してもらえなかったり
して困った経験をお持ちの方も多いのではないで
しょうか？
　多くの開発現場では、要求や仕様は自然言語の
み、もしくは自然言語と図、表、数式の組み合わ
せで表現されていると思いますが、筆者は、先ほ
ど挙げたような問題は自然言語によって適切に表
現できていないことに原因があるのではないかと
考えています。
　文章を書くことのメリットの一つに、自分が書

いたものを読み返すことで、自分の考えや理解を検
証したり、さらに深く検討したりできるようになる
ことがあります。しかし、書いた文章を後で読み返
した時に、自分でも内容をなかなか思い出せないよ
うな表現で書かれていたら、考えや理解を検証した
り、さらに深く検討したりすることは困難です。ま
た、そのような文章では、他人に理解してもらい、
間違いや不足を指摘してもらうことも難しいでしょ
う。
　つまり、自分で書いた要求仕様から関連する別の
要求仕様を連想できるようになったり、自分が把握
した要求や決定した仕様、その意図を他人に伝えた
りするには、自然言語で適切に要求や仕様を表現す
る方法を身に着ける必要があります。
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USDMには文章としての表現方法に関する作法も含まれる

■作法1：要求は動詞を意識して書く

USDMにおける表現の作法

■作法2：要求には必ず＂本質的な理由＂を書く

　USDM は要求や仕様の表現に重点を置き、書き
手自身に気付きをもたらし、関係者間の共通理解
を育むことで、要求仕様のヌケモレを防ぐことを
目的とした手法です。そのため、ただ「階層構造
で要求と仕様を記述する」、「要求には理由と説明
を記載する欄を設ける」といった要求仕様書のフ
ォーマットに関する決まりだけではなく、要求や
仕様を読みやすくするにはどのような点に気を付

けるべきか、どのような言葉を使って記述すれば気
付きが得られやすい要求が書けるかといった、文
章に関する作法も多く示されています。
　USDM で示されている作法に従うことで、ヌケ
モレが少なくなったという実感が持て、他人に理
解してもらいやすい要求仕様を書くことができる
ようになります。

　ここではUSDMで示されている要求および仕様
を表現する作法を4つご紹介します。これらの点を
注意して記述するだけでも、ヌケモレに気付きや
すく、他人にも理解しやすい要求仕様を書くこと

ができるようになると思いますが、USDM にはこ
れら以外にも様々な作法がありますので、要求仕様
がうまく書けないとお悩みの方は一度書籍等を参考
にしてみてはいかがでしょうか。

　USDM の基本的な考え方の一つに『仕様は要求
の中の「動詞」および「目的語」に存在する』と
いうものがあります。仕様というのは動詞として
要求の中で表現されたシステムの振る舞いをプロ
グラムコードに変換するための記述だからです。

　もし要求を記述した文章にシステムの振る舞い
を動詞によって十分に表現できていないと、その
動詞に対応する仕様を導出することができず仕様
のヌケモレにつながったり、書かれている仕様に
過不足がないかを確認しにくくなってしまいます。

　図に示した悪い例では「スヌーズ機能」という
単語だけでシステムに求められることを表現しよ
うとしていますが、これだけでは具体的にシステ
ムがどのように振る舞うのかイメージできません。
そのため、この記述から仕様を導出しようと思っ
ても何から決めていけば良いのか分かりませんし、
もし仕様を決められたとしても求められているこ
とを全て満足できているのかも分かりません。

　良い例では図中に青字で示したように動詞を使
ってシステムの振る舞いが表現されていますので、
「ユーザによるアラーム音の停止判定」、「ユーザの
覚醒判定」、「アラーム音の再鳴動」を実現する方
法を仕様として決定していけば良いことが分かり
ますし、もし仕様としてこれらの動詞に結びつか
ないものが書かれていたら、要求が不足している
ことに気付くことができます。

　要求の文章だけでは、その要求が必要である意
図が読み手に伝わらない可能性があります。そう
すると、要求の書き手と読み手の間に要求に対す
る認識のずれが生じてしまいます。
　要求が必要な理由を記載することでこの認識の

ずれを解消することができるため、USDM では要
求一つひとつに理由欄を設け、必ず理由を記載する
ことを義務付けています。しかし、理由欄に文章を
記載していても、理由として妥当な内容になってい
ないと認識のずれは解消できません。

エクスモーションが提供するサービス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

要求仕様書作成手法
導入支援サービス

USDM入門/実践
トレーニング

要求仕様書作成
サービス

USDMアセスメント
サービス

要求仕様書を作成する工数が取れないといったお客様に向けて、既存資料の調査
やヒアリングを行って要求仕様書を作成します。お客様自身でスキルを身につけ
たい場合も、エクスモーションが作成した成果物をお手本として学習できますの
で、技術導入の最初のステップとしてもお勧めです。
要求の定義や仕様化に必要な知識や技術の教育を実施したり、開発プロセスへ
要求定義の工程を組み込むための検討を行ったりすることで、お客様の組織へ
要求の定義と仕様化の技術を導入するお手伝いをします。
当社がこれまでに培った USDM のノウハウに基づき、お客様が USDM で作成
された要求仕様書の内容を評価し、改善点をレポートいたします。

要求の定義と仕様化の基礎的な方法を身につけて頂くため、USDM で要求仕様
書を作成する演習を中心としたトレーニングを実施します。

■作法4：仕様は誰もが同じものをイメージできる詳細さで書く

■作法3：時系列に従って書く

　図の悪い例では、「自動で追従してほしいため」
と、一見すると理由のような内容が記載されてい
ます。しかし、この内容は要求に記載されている
内容をただ言い換えただけで、要求がなぜ必要か
を説明できていません。そのため、もしかしたら
この要求を実現する仕様として「ドライバがアク

セルペダルを軽く踏み続けている間は、ドライバに
追従の意思があると判定する」というものを採用し
てしまうかもしれません。一方良い例では、「ドラ
イバがペダルを操作する負荷を無くす」という本質
的な理由が示されているため、その要求によって達
成したいことを満たせる仕様を決定することができ
ます。

　認知科学の研究によると、人間は手続き的な行
動や出来事を一連の流れとして構造化し知識とし
て記憶していると言われています。要求仕様も時
系列の流れを意識して書くことで、システムの振

る舞いがイメージしやすくなりますし、もしシステ
ムの振る舞いにヌケモレがあったとしても気付きや
すくなります。USDM では要求仕様を基本的に時
系列の順番で記載するようにします。

　図の悪い例では、時系列の順番を無視して書か
れているため、2 つの要求の間に何か振る舞いを
する必要があるのかイメージしにくくなっていま
す。

設定」から「アラームの鳴動」までの間に、システ
ムが「アラーム時刻まで待機」する必要があること
に気付きやすくなりますし、さらに「待機中にユー
ザーによって操作された時に何をすべきか？」とい
うように、関連する要求を連想しやすくなります。

　プログラムコードの作成、変更方法に関して関係
者が同じ認識を共有するには、要求がきちんと書か
れているだけでは不十分で、皆が「Specify」できる
粒度で仕様が記述されていなければなりません。
　右の図は作法 3 の例の要求 ALM.01.03 に対する仕
様を記載した例になりますが、悪い例ではフレーム
ワークを使うことしか分からず、具体的にどのよう
なアラーム音を鳴らすのかイメージできません。一
方、良い例では誰もがアラーム音に対して同じイメ
ージを持てる詳細さで書かれています。

　良い例は、時系列を意識して書かれた要求の例
です。時系列を意識することで「アラーム時刻の
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要件定義で起こりがちな問題

要件定義の高度化
USDM要求

～要件ばらしと USDM の連携～

■要求の表現が曖昧で意図を汲み取り切
れない

■要求の抜け漏れがあることに気づかない

　近年の組込みシステムは、利便性が向上する一方で多機能化や複雑化が進んでいます。
複雑化したシステムを開発するには、上流段階での要件定義が重要です。不十分な要件定
義は、開発の手戻りや設計変更を招き、QCD に影響を及ぼします。そこで、要求の抜け漏
れを防ぎ、要件定義を高度化するための方法をご紹介します。

　製品を開発するにはまず、要求をしっかり理解することが必要です。しかし、その要求を整理する過程に
おいて、次のような問題が起こりがちです。

　受け取った要求が抽象的な表現のため、どのよ
うに仕様に落し込んだらいいのか、困ったことは
ありませんか。例えば「乗り心地が良い」という
要求があった場合、振動が少ないことなのか、座
りやすいことなのか、複数の解釈ができてしまい
ます。曖昧な要求のまま別々の解釈で設計を進め
てしまうと、求められるものと違う機能になって、
手戻りが発生するという問題を引き起こしてしま
うことがあります。

　ユーザから幅広く要求を収集したとしても、開発
に必要なすべての要求が抽出できる訳ではありませ
ん。例えば、製品が故障もしくは異常動作した際に
発火や爆発が起きないか、といった安全性への配慮
に対する要求など、ユーザが直接関与しない機能に
ついては要求として引き出すことは難しく、抜け漏
れが起きてしまうことがあります。

「要件ばらし」による要求の見える化

ツリーによる構造化表現

■ツリー構造により要求の成立性を表現

　複雑化したシステムにおいて、収集した要件か
らやみくもに要求や仕様を導出してしまうと、曖
昧さや抜け漏れの問題が発生します。これらの問
題を防ぐために有用なのが「要件ばらし」という
手法です。「要件ばらし」は右の２つの特徴を持つ
ため、要件定義において有用であるといえます。 それでは、その特徴を具体的に見ていきましょう。

　曖昧な要求は、「何を」「どうしたいのか」が明
確な表現に変換していくことが必要です。「要件
ばらし」は、ツリー形式で構造化することで「何
を」「どうしたいのか」を明確にしていきます。

そしてツリー構造の特徴を活かし、上位側の要求
が下位側の要求の総和で成立しているかどうかを
確認、合意します。これにより、成立性を確認し
ながら要求を具体化することができます。

1 ツリーによる構造化表現

2 具体化の観点と粒度

■要求分類の利用による抜け漏れへの気づき

　抽象度の高い要求を具体化する際、要求に対し
てユーザが行う操作や行動、利用シーンを想定し
ます。ユーザ視点などから使われ方を書き出して
みることで、求められる機能が何なのか、要求の
意図がどこにあるのか、見極めるヒントにするこ
とができます。 　ツリー上での分解は、最終的には目標値や仕様値

など、定量表現化できる粒度まで具体化します。定
量化することによって、要求元との認識齟齬の解消
や、製品の実現方法となる構成要素との紐づけをし
ていくことが可能になります。

1

　さらには、使用性への要求は多いけど、効率性の
要求が少ない、というように、分類ごとの傾向が把
握でき、抽出漏れにも気づくことができます。

具体化の観点と粒度2

■要求を具体化する観点

　ユーザ視点から具体化した行動や利用シーンに
対して、次に設計視点から、実現するための機能

■設計視点からの機能や条件、制約の書き
出し

■要求の定量表現

や条件、制約事項を書き出して紐づけます。要求
を仕様にまで具体化していくには、動作状態や性
能など、設計上で留意しなければらないことを書
き出していく必要があります。

　図 1 に示す通り、「要件ばらし」では要求分類（
表 1）というキーワードを用いながら、要件を要
求に落とし込んでいきます。
　製品が持つ機能や特徴によって、当然ながら要
求の内容は異なります。例えば自動車であれば、
安全性や燃費などの効率性が求められたり、工作
機械などの産業用装置であれば、信頼性やメンテ
ナンスがしやすい保守性が求められます。このよ
うに製品の特徴により要求の傾向が異なるため、
傾向を把握しやすいように、要求分類を用いて要
求を分類します。要求分類で整理することで、安
全性の高い製品にするためには、どのような機能
や仕様を定めるべきか、要求分類ごとに方向性や
狙いを定める検討が可能になります。
　さらには、使用性への要求は多いけど、効率性
の要求が少ない、というように、分類ごとの傾向
が把握でき、抽出漏れにも気づくことができます。
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•
•
•

•
•
•

「要件ばらし」と「USDM」の連携

■USDMの前段分析をより強固にする要件
ばらし

■USDM連携による仕様の明文化　要件定義では、要求を抽出、分析し、仕様書と
して文書化することが求められます。
　要求の抽出、分析の段階においては、前ページ
で述べた通り、抜け漏れなく抽出し具体化するこ
とが必要です。一方で要求を仕様書化する段階に
おいては、複数解釈されない表現で、抜け漏れな
く仕様書を記述する必要があります。
　仕様書の記述については、USDM が広く知られ
ています。記述手法に則って仕様書を作成するこ
とは、設計者が仕様への理解を深め、手戻りの少
ない開発を実現することを可能にします。
　要件ばらしと USDM の各特徴を活かし、連携
することで、より品質の高い要件定義に取り組む
ことができます。（表 2）

　要件ばらしで構造化した要求を俯瞰的に見渡すこ
とで、この範囲はサブシステムで実現させたいなど、
機能の範囲が整理できるようになります。その整理
した機能の範囲ごとに、USDM を用いて、仕様書
として明文化していきます。（図 3）
　要件ばらしを使って、抜け漏れを防ぎつつ要求を
抽出し、USDM の記述マナーに則って仕様書とし
て書き上げる。こうした連携を図ることで、具体的
で漏れのない要求を整理でき、かつ明文化された仕
様とも紐づけることができる、高度な要件定義が可
能になるのです。

　要件ばらしでは、記述マナーにあまり縛られる
ことなく、自由な発想で要求の抽出が可能です。
自由度が高くなり過ぎないよう、ユーザ視点、設
計視点を意識する部分もありますが、視点を意識
することは、潜在的な要求を見つけ出す手助けに
もなります。
　また、ツリー形式による構造化の表現は、一覧
性がよく、全体を俯瞰的に見渡すことできるため、
抜け漏れに気づきやすくなります。

「要件ばらし」と「要素ばらし」の連携

■要求と仕様および要素との紐づけ
　「要件ばらし」で展開した、要求と仕様を紐づけ
た情報は、部品やモジュールなどの構成要素と紐
づけることができます。「要件ばらし」と同じ要領
で製品の構成要素を「要素ばらし」として部品や
モジュール単位まで分解し、ツリー上で構造化し
ます。（図 2）

　要件・要素の各ツリーの末端情報となる、仕様と
部品相当の情報を紐づけることによって、要求から
製品の構成要素までの一連の技術情報をつなげて、
見える化することができます。要求と構成要素がつ
ながることによって、高性能な部品が必要となった
背景も、要求に遡って確認することができるため、
必要になった理由を理解できるようになります。

要件定義の高度化による開発品質の向上

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアエンジニア
鈴木  一久

　開発現場では、要求情報だけでなく設計ノウハウについても、形式知化
ができておらず、ベテラン設計者など特定の設計者に依存した開発が進め
られることが少なくありません。こうした暗黙知化されているベテラン設
計者のノウハウや知見を可視化する方法としても「要件ばらし」は有効で
す。曖昧な情報から如何にして定量的な情報を導出するのか、思考過程を言
語化・共有化する手段として利用することができ、技術伝承の方法として活
用ができます。
　エクスモーションでは、ソフトウェア開発に留まらず、ものづくり全体を
サポートする開発手法やサービスが豊富です。お客様の課題や開発対象により、
適切なサービスをご提案し、解決に向けたご支援をさせていただきます。

•
•
•

　要件ばらしと USDM を連携・活用することに
より、他にも次のようなメリットがあり、開発品
質の向上が期待できます。
　何世代にも渡り派生開発を繰り返していると、
なぜこの機能が必要になったのか、なぜこれだけ
の性能が必要になったのか、目的や理由を確認で
きなくなることがあります。要件ばらしとUSDM
を連携することで仕様から要求・要件まで遡るこ
とができれば、こうした問題は発生しません。

出する、といった使い方も可能です。
　また要件ばらしと USDM の手法を用いること
で、要求から機能や仕様への導出過程を可視化し、
共有できるようになります。一度、可視化された
要件定義の情報は、次の開発では、変化点のみを
更新することで、再利用することが可能です。
　いずれのケースにおいても、製品開発では後工
程になるほど、手戻りや設計変更への対応は難航
します。手戻りを防ぎ、高品質で安定した開発を
実現するためには、上流段階である要件定義の方
法を確立することが重要です。

　今までにない新しい要求の分析が求められる新
規性が高い開発においては、要件ばらしのツリー
や要求分類を利用して、ブレスト形式で要求を抽
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非機能要求とは

非機能要求の導出に必要となる様々な観点

非 機 能 要 求 の 導 出
U S D M 要 求

　製品の使い方が分かりにくいというクレームや、派生開発において機能が追加・変更し
にくいといった、製品のリリース後に発覚する様々な問題は、非機能要求が上手く定義で
きていないことが原因です。何故、開発現場において非機能要求が上手く導出できないの
か、一緒に考えてみましょう。

　機能要求がシステムに「何を」して欲しいのか
を示しているのに対し、非機能要求は機能が「ど
のように」働いてほしいのかを示しています。そ
のため、機能要求が要求記述の「動詞」に対応す
るのに対し、非機能要求は「形容詞」や「副詞」
に対応します。
　さらに非機能要求は、「制約」と「品質要求」に
分かれます。「制約」はシステムが遵守しなければ
ならない決まりであり、「品質要求」はシステムが
仕事を遂行する時に求められる属性です。

　これらの「制約」「品質要求」も、対象システム
毎に異なった様々な特性として求められます。
「どの特性に焦点を当てて非機能要求を導出するか」
について、この記事では以降「観点」と呼びます。
　非機能要求をうまく導出できない原因として、開
発現場では「手順が分からない」「全て導出できた
か分からない」といった声をお聞きします。
そこで、次に非機能要求導出の「手順」と「網羅性」
についてご説明します。

　非機能要求の導出手順として、まずは製品戦略、
企画書などの資料から、非機能要求の元となる情
報を獲得します。そこにはシステムを対象とした
要求につながる情報だけでなく、もっと抽象的な
ビジネスレベルの要求、あるいはもっと具体的な
ソフトウェアレベルの要求などが含まれています。
そういった様々な種類、階層の情報を分析すると

システムに必要な非機能要求の観点が見えて来ま
す。既存の情報などから、そのシステムに合った観
点があれば（例えば、ドライバビリティなど）、そ
れを使用するのも良いでしょう。
　再度、その観点を用いて要求の元となる情報を集
めることで、ハッキリと意識出来ていなかった要求
も導出できる様になります。

ヌケモレなく非機能要求を導出するためには

コンサルタントが教える成功の秘訣

コンサルタント
矢頭  伸介

　エンジニアの方は、ご自身が実装を進めている制御において、どうある
べきか要求がはっきりしないな、と悩みながら自分の分かる範囲で仕様を
決めた経験が一度ならずあるかと思います。このように決められた仕様は、
部分最適には成り得ても全体最適とは成り得ないでしょう。全体最適を目
指すには、トップダウンの手法が必要なのです。
　また、開発中あるいは開発済みのシステム要求を明らかにしたい場合は、
トップダウンによる非機能要求の導出だけでなく、設計仕様から要求を導出す
るボトムアップも同時に行うことで、それぞれの方法で導出された要求を突き
合わせ、より精度の高い要求仕様の定義が出来るでしょう。
　エクスモーションでは、お客様の現場状況に合わせ、全体最適なシステムを実
現するための具体的な方法をご提案いたします。ぜひ、私たちにご相談ください。

　しかし、一言に観点と言っても、どういった観
点を用いるのが良いか分かり難いと思います。そ
ういった場合には、世の中で提案されている品質
特性、例えば ISO/IEC25010 で定義されている品

質モデル、あるいは自動車ドメインならば
EAST-ADL 仕様書に定義されている品質要求と制
約の項目をまずは参照されてはいかがでしょうか。

　これまでご説明した観点を用いれば、モレなく
非機能要求を導出できるでしょう。しかし、観点
そのものがヌケ落ちていれば、そこに関係する非
機能要求も同時にごっそりとヌケ落ちてしまいま
す。
　非機能要求の観点をヌケなく導出するためには、
要求の所在について全体を把握する必要がありま
す。そこで下図の様な、要求の所有者である「ス
テークホルダ（利害関係者）」とシステムの「ライ

フサイクル」による表を用います。あるステークホ
ルダが、ライフサイクルのどの段階において、どの
ような観点の要求を必要とするのか、この表を用い
て一つずつ確認することにより、非機能要求の観点
についてヌケを防止することが出来るのです。
　こうして得られた様々な非機能要求を用いて、設
計における具体的な実現手段の決定を行うことが、
最終的に製品のリリース後に発覚する問題の低減へ
とつながります。
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形式検証の概要とメリット、デメリット

要 求 の 形 式 検 証
U S D M 要 求

■形式検証とは

■メリットとデメリット

　要求定義の段階で不具合を修正すれば手戻り工数を大幅に削減できますが、その手段は
レビューが中心であり、レビューアのスキルに依存し指摘漏れのリスクが高いことが問題
です。これを解決するため、属人的な要素を減らし網羅的に要求を検証する手法として形
式手法による検証、すなわち形式検証が注目されています。

　形式検証とは、数理論理学を用いてソフトウェ
アの品質向上を図る手法である形式手法を用いて、
ソフトウェアの正しさを検証する作業です。要求

や仕様を厳密に記述（形式仕様記述）したり、満た
してほしい性質が必ず満たされているか網羅的に
検証（モデル検査）できます。本記事では「モデ
ル検査」について紹介します。

　モデル検査では、システムの取り得る状態と遷
移をモデル化した「状態モデル」と、状態モデル
が満たしてほしい論理的な条件「検査式」を作成
し、状態モデルが検査式を満たすかツールで検証

することで不具合の有無を確認します。例えば「望
ましい状態に必ず到達する」ことや「危険な状態に
は絶対に到達しない」ことを網羅的に調べ、違反す
る遷移の例を確認できます。

　モデル検査のメリットは、システムの取り得る
全ての状態に対して網羅的に検証できる点です。
例えば、不具合の原因が分からないシステムをモ
デル化して検証すると、不具合の状態に至る遷移
を突き止められます。複数の状態モデルが相互に
影響し合うような、人の目では分析の難しい複雑
なシステムで特に効果的で、要求定義から実装ま
であらゆる工程で利用できます。レビューでの検

証が中心となってきた要求定義にも適用できるの
が特徴的で、今回の説明対象としています。
　デメリットとしては、状態数が多すぎると組合
せの数も膨大となり、検証用のツールが動かなか
ったり検証に非常に時間がかかったりして検証が
難しくなる「状態爆発」が起こりやすい点が挙げ
られます。
　以降、要求の形式検証の手順を説明します。

要求の形式検証の手順

■検証の目的を決める

■状態と遷移の条件を抽出し、状態モデルの形に整理する

■検査式を作る

■ツール用の記述に変換し検証を実行する

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアエンジニア
前田  佑希子

　大規模化・複雑化したシステムに対して網羅的な検証を行えることから
注目されている形式手法ですが、どのように適用すればよいか分からない
という声が聞かれます。
　エクスモーションでは、検証そのものを行うだけでなく、お客様ご自身で
も実施できるよう、対象システム、検証の目的、既存の成果物に応じた作業
手順をガイドラインとして提供し、より取り組みやすくする活動も実施して
います。
　お客様と共に考え手を動かす支援がエクスモーションの持ち味です。一緒に
要求の形式検証にチャレンジし、手戻りの少ない開発につなげていきましょう。

　まず、検証対象のシステムと、検証の目的を明
確にします。これは、モデル化する範囲を絞り込
んで状態爆発を防ぐためです。初めて取り組む場
合、要求不備が原因で不具合が発生したシステム
を選択すれば、その検出が目的となって取り組み

やすく、要求段階での形式検証の有効性を実感でき
るでしょう。
　もちろん、未知の不具合の検出を目的としても構
いません。既存成果物の中に上位の機能要求や安全
目標、不具合リストなどがあれば、そのまま目的と
して検査式のベースにできます。

　次に、目的に関連した要求（下位要求など）か
ら状態（例：システム起動状態 OFF）、遷移の条
件（例：システム起動終了スイッチ ON）を抽出
して整理し状態モデルを作ります。状態マシン図
があれば少しの加工で作れますが、文章の場合は
「A の場合は B する」など原因（入力）と結果

（出力）が明確になっていることが必要です。整理
の際は、検証に無関係な状態を削除して状態爆発を
防止します。表記のブレに気付き統一するなど、こ
の作業を通じて要求記述自体の質が向上するメリッ
トもあります。

　モデル検査のツールには様々なものがあります
が、SPINやNuSMVなど無料のツールでも十分

に検証できます。整理した状態モデル、検査式をツ
ール用の記述に変換し、検証を実行します。

　状態同士が何の条件を満たしてほしいか、検証
の目的に沿って、先ほど整理した状態名を用いた
論理学の式で記述します。例えば「『降車したらい
つか必ず車両状態 B になる』が常に成立する」は
「□( 降車⇒◇車両状態 B）」となります。既知の
不具合の原因を調べたい場合は、あえて「不具合
の状態に決して至らない」という意味の検査式を
作り、ツールにその反例として不具合に至る遷移
を出力させます。
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ＭＢＤオートモーティブ

モデルベース開発を導入することで得られるメリットは大きいが…

「動かすこと」を重視したモデルでは量産開発や以降の派生開発で問題が…

　車載ソフトの開発現場は、ハイブリッド化・EV 化などのような新たなパワートレインへ
の転換や、ISO 26262 の規格化など、大きな変化を迎えています。
　これを受け、MATLAB /Simulink によるモデルベース開発の導入など、生産性と品質を
向上させる取組みが進みつつあり、大きな成果を発揮しています。

　今、車載ソフトの開発現場では、MATLAB/-
Simulink によるモデルベース開発（以下、MBD）
が急速に普及しつつあります。その主な理由は、
MBD を導入することで、従来開発に比べて生産
性と品質へのメリットが得られる点にあります。
　例 え ば、MBD で 使 用 さ れ る ツ ー ル で あ る
MATLAB/Simulink には数多くの部品が用意され
ており、これらをつなぐことで簡単にモデルを作
ることができます。作ったモデルはその場ですぐ
動きを確認できるため、モデルで記述した制御仕

様の検証が容易になり早期の品質確保が可能となり
ます。
　更に、作ったモデルをそのまま実車に持ち込んで
動作検証を行ったり、モデルからオートコード（自
動コード生成）することにより実装工数を大幅に削
減するなど、MBD の導入により多くのメリットを
享受することができます。
　このようにメリットの大きいモデルベース開発で
すが、闇雲に取り組むだけでは以下のような問題が
発生してしまいます。

　MATLAB/Simulink で作成するのは実装を前提
とした制御モデルです。一般的な V 字プロセスに
当てはめると「ソフトウェア詳細設計」で作られ
るモデルに相当します。そのため、それよりも前
の段階で混入した問題については何の手当てもで
きません。
　例えば、要求の段階でどんな問題が混入されて
いようと、それに応じたモデルを作成することし
かできません。要求のヌケモレや矛盾、誤解釈が
あった場合には、それをそのまま引き継いだモデ
ルが作られます。

　また、Simulink モデルは、先行開発において制御
仕様の正しさを確認するために効力を発揮します。
しかし「動かすこと」を重視して作られているため
に、それまでの開発の経緯が残っていなかったり、
モデルの構造についてはあまり注意を向けられてい
ないようなケースもあります。
　このようなモデルは、量産開発にそれを引き渡し
てもモデルの意図が汲み取れず理解するのが困難な
ため、以降の機能追加や派生開発まで考慮すると保
守性の面で大きな問題となりえます。

品質向上のための「品質開発」を機能開発と別に行う

量産開発のMBD

先行開発のMBD

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアコンサルタント
三輪  有史

　ソフトウェアの設計手法には、オブジェクト指向だけでなく構造化設計
などの手法も存在します。また、モデリング言語(表記方法)を考えても、
一般的なフローチャート/状態遷移表/UML/SysML、ツール独自のSimulink/
SCADE、車両制御固有のAUTOSAR/EAST-ADLなど、十分すぎるほど存在
します。世間の動向やツールに翻弄され、導入以前より開発効率が低下した
経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
　開発対象や現場の置かれた状況により、「どの設計手法・モデリング言語を
採用すべきか」の共通解は残念ながら存在しませんが、分かりやすくメンテナ
ンスしやすい、バグのないソフトウェアを早く作るという目的は変わりません。
　エクスモーションは、お客様の状況や抱える課題を把握し、数多くの選択肢の
中から最適なソリューションを提案し、実践しています。

　これまで述べてきたように、これからは単に動
くだけでなく、要求を満たして開発者にとって分
かりやすいモデルを作ることが重要になってきま
す。
　このような品質の高い MATLAB/Simulink モデ
ルを開発するためには、先行開発で作られたモデ
ルを元に「要求に合致した（＝妥当性のある）」、「バ
グのない（＝動作検証済みの）」品質が担保された

モデルを量産開発向けに作成する必要があります。
そのためには、下図にあるように、機能開発だけ
に依存したこれまでの開発のやり方を変え、品質
向上のための「品質開発」の活動を行うことが有
効です。つまり、正しく「仕様化」した要求を量
産品質の構造に「洗練」し、仕様の正しさと実装
の正しさを「検証」していくことが必要です。
　以降、下図の工程①～⑤の詳細を説明します。
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　このように、開発したモデルに対し定期的にメト
リクスを測定することにより、
　・品質改善（問題箇所の特定）
　・品質のモニタリング
　　（品質劣化防止、改善効果の可視化）
　・品質のベンチマーキング
　　（品質基準の策定、複数モデルの品質を比較 ）
などを通じて、モデルの品質向上に向けた活動を行
うことができます。
　弊社では、 MATLAB/Simulink モデルのメトリク
ス測定ツールを提供しています。詳細は 62 ページ
をご覧ください。

②「モデルの整頓」のポイントは「レイヤ」と「ドメイン」による分割

②うまく整頓できているか「モデルメトリクス」で確認

①「要求の可視化/整頓」が品質開発の最初の一歩

　Simulink モデルの保守性を低下させる一因とし
て「要求」が暗黙知であることがあげられます。
この状況で開発されたモデルには「仕様」のみが
書かれており、機能要求や品質要求、設計制約な
どが十分に反映されていません。
　これを解決するためには、既存の「制御仕様」
を「目的」「要求」「仕様（手段）」に分けて段階的

に詳細化しながら形式化することが有効です。詳細
は、8 ページにある「要求の定義と仕様化」をご覧
ください。このようにして作られた「ヌケモレのな
い要求と仕様」からは、動作検証のためのテストシ
ナリオを作ります。こうすることで、ISO26262 で
重視される要求と実装のトレーサビリティも満たす
ことが出来ます。

　要素技術調査に心血を注ぎ、手段レベルのまま
放置されたモデルは、情報をまとめきれず全体的
に抽象度が低いため、要素間の入出力関係が複雑
で下左図のように処理の複雑化を招きやすくなり
ます。
　モデルを整頓する上でうまくアーキテクチャを
設計できると、要素間の入出力が簡潔で処理も簡
潔になり、各要素の役割も明確で、理解しやすく
変更しやすいといったメリットが得られます。

　このアーキテクチャ設計のポイントは「レイヤ」
と「ドメイン」による分割です。
　車両制御ソフトウェアは、抽象度に応じて機能／
手段／部品の３つの「レイヤ」に分割できます。
　さらにドライバの運転機能に応じて、機能レイヤ
には「判断」、手段レイヤには「認知」と「操作」、
そして部品レイヤには「デバイス」といった「ドメ
イン」を割り当てることで、互いに疎な構造からな
るモデルを構築することが可能になります。

　なお、開発対象の規模、
最適な設計手法、開発者の
スキル等に応じて、他のモ
デリング言語の併用も有効
です。例えば「レイヤ」や

「ドメイン」といったレベ
ルでの設計には UML の活
用が効果的です。

　アーキテクチャレベルでモデルを整頓した後は、
MATLAB/Simulink モデルを再構築します。再構
築がうまくできているかを確認する際に有効にな
るのがモデルのメトリクスです。基本的な考え方
はコードメトリクスと同じで、ソースコードでは
なくモデルを静的に解析し、定量的な値を測定し
ます。具体的には、サブシステム上のブロック数 、
サブシステムの処理の複雑度を計測した経路複雑
度、伝播信号の表示率、コメント率などがありま
す。
　メトリクスはソフトウェアの品質と密接な関連
性を持つため、メトリクスを評価することで品質
上の問題が特定可能になります（次ページ上図）。

③④「モデルの単体検証」と「統合テスト」で不具合を除去

■シミュレーション検証の自動化がカギ

　モデルを作成したら、その正しさを検証するた
めに「モデルの単体検証」を行います。サブシス
テム単位でシミュレーション検証をすることによ
り、仕様の不具合を実装前に除去します。また、「統
合テスト」ではサブシステム間での協調・連携動
作をシミュレーションし、要求を実現できている
かどうかシステムレベルで検証します。

は十分な成果物が残らないということです。また、
テストベクタや報告書をその都度つくるのは非効
率的で、ヌケモレも発生しやすくなります。
　これらの問題は、MATLAB/Simulink やカバレ
ッジ計測ツールなどと連携する自動化ツールを導
入することで解決できます。テスト仕様書やテス
トハーネス、テスト結果報告書などの自動生成が
可能になることで、再帰テストが楽になり、十分
なエビデンスを残すことができます。
　次のページから、具体的な実施手順を説明しま
す。

　ここで気を付けなければならないのは、MBD
ではツール等を使った検証手段は充実しているの
ですが、場当たり的にそれらを使っているだけで
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③「単体検証」でサブシステム単位でのシミュレーション検証を実施

■要求仕様書とモデルからテスト仕様書を作成

■テストの一括実行とテスト結果報告書の自動生成

　まず「単体検証」でサブシステムが仕様通りに
動作するか検証します。その準備として、テスト
の内容を示した成果物となるテスト仕様書を作成
します。
　初めに、テスト対象となるモデルからテスト仕
様書のテンプレートと入出力信号名のリストを
Excel 形式で自動的に生成します。

仕様化で作成した「要求仕様書」がベースとなりま
す（8 ページの「要求の定義と仕様化」をご覧くだ
さい）。テストシナリオ別にシートを分け、テスト
ケースとテスト項目、入力値と出力期待値を定義し
ます。
　このようにテスト仕様書の入力に要求仕様書を利
用することで、ISO26262 で重視される要求と実装
のトレーサビリティを満たすことができます。

　作成したテスト仕様書からテストハーネス（シ
ミュレーション検証用のモデル）を生成してテス
トを一括で実行し、その結果をテスト結果報告書
として自動生成します。

き、期待値と実出力値が合致しているかどうかを判
定して表示します。カバレッジ測定ツールと連携す
れば、モデル内やテストシナリオ単位での網羅率を
計測し表示することも可能です。
　このような自動化によってミスなく効率的なテス
トが可能となり成果物も確実に残すことができます。

　次に、テストシナリオごとのテストケースとテ
スト項目を作成します。テストシナリオは要求の

　報告書では、テスト結果をサブシステム単位や
要求仕様単位といった観点別に確認することがで

④「統合テスト」でサブシステム横断的なシミュレーション検証を実施

⑤システムテストとHILSの活用

■テスト観点に基づくテスト仕様の作成

　「単体検証」によってサブシステム単体での動
作を確認した後は、サブシステム間での協調・連
携が要求通りに行われているかどうか「統合テス
ト」を行い検証します。

ブシステムとの協調動作を行っている部分を抽出し
て結合し、「単体検証」と同様の手順でシミュレー
ションを行い結果を確認します。テストシナリオは
システム要求レベルとして、必要であればユースケ
ースシナリオなども入力情報とします。

　シミュレーション検証の後は、ハードウェアと
ソフトウェアの結合テストやシステムテストを実
施します。ここでのテストの目的は「システム要
件が正しく実現されていること」の検証です。

る品質特性や過去不具合事例などから導かれるテス
ト条件を付加することで、要求定義段階では定義し
きれない部分まで網羅的にテストを実施することが
可能になります。また、このような観点を用いてテ
スト仕様の設計を行うことは、ISO26262 で要求さ
れるテストフェーズでの作業を実現することにもつ
ながります。

　作成したそれぞれのサブシステムから、他のサ

　テスト仕様の作成では、まず初めにシステム要
件から基本となるテストシナリオを抽出します。
このテストシナリオに対し、ISO9126 で定義され
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■HILSの運用プロセスの確立

■HILSの活用

コンサルタントが教える成功の秘訣

コンサルタント
松井  良太

　HILSなど検証が上位になるにつれ、システムやコントロールユニットご
との独自の色が出てきます。例えばアナログな制御量が主出力となる制御
ユニットと、デジタルな制御モードなどが主出力となる制御ユニットでは、
効率的に検証結果を評価するための最適な仕組みは異なります。
　またMILSを用いたV字工程の左側での上位検証と、HILSなどを用いたV字
工程の右側での上位検証のどちらに重きを置くかについても、システムや開発
体制などによってまちまちであると言えます。
　エクスモーションではこれまでの様々な現場に対してMBD支援を行った実績
を基に、お客様に最適な上流工程の検証プロセスおよび検証システムのご提案を
いたします。

テスト条件をパラメータとして与えられるため、任
意のテストパターンを容易に、かつ網羅的に実施す
ることができます。
　HILS の活用には次に説明する「運用プロセス」

「自動テスト環境」がポイントになります。

　前述の通り多くのメリットが期待できる HILS
ですが、適切な運用ができている開発現場は多く
ありません。製品開発の過程では、要求や仕様が
随時見直されます。しかし、HILS がその変化に

追従できなければ、プロジェクト開始当初は機能を
果たしていたとしても、いつしか使えないものにな
ってしまいます。

　このような開発製品との不整合を引き起こさな
いようにするには、HILS も製品機能の変更に合わ
せ、改修を重ねていく必要があります。そのため
には、プロセスをつくり、そのプロセスに沿って
HILS を運用していける環境を整えなければなりま
せん。

　運用プロセスでは、改修が必要となったときには、
改修に掛かる工数を見積もり、リソースを割り当て、
システムの設計を行い、改修を加えていきます。こ
のような体制を整えることにより、初めて、製品の
開発プロジェクトと歩調を合わせた「使える」HILS
が利用できるようになります。

■自動テスト環境の構築

｢品質開発｣には開発技術の知見と経験が必要､専門家に託すのも一つの考え方

エ ク ス モ ー シ ョ ン が 提 供 す る サ ー ビ ス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

Simulinkモデルの
シミュレーション検証

Simulinkモデル
リファクタリング支援

HILS活用支援

MBDにおける
品質開発の

アウトソーシング

量産用の開発では品質が担保されたモデルを開発しなくてはなりません。しか
し、新たな機能開発で多忙な中、品質確保のために時間や労力を割くことは困
難です。エクスモーションは、得意とする品質開発のための専門技術を使って、
お客さまに代わりモデルの品質を確保します。

MATLAB/Simulink やカバレッジ測定ツールなどと連携する自動化ツールを
導入し、シミュレーション検証をより楽に開発に取り入れるお手伝いをしま
す。
保守性が下がった Simukink モデルの問題点を明らかにし、品質改善を目的と
したリファクタリング（設計改善）の計画作成と実施、評価までを一括して請
け負います。

運用プロセスや自動テストシステムの構築など、 HILS を効果的かつ継続的に利
用できる仕組みを考え、「使える」HILS の環境づくりをご支援を致します。

　HILS においても、先に述べた単体検証と同様に
自動テスト環境が有用ですが、その構築には工夫
が必要になります。

トの目的や特性に応じたフォーマットに対応できる
環境を構築する必要があります。
　さらに、プロジェクトごとに自動テスト環境を一
から構築することは、コストや運用性の面でデメリ
ットがあり、環境の移植容易性も考慮する必要があ
ります。
　このように、HILS の自動テスト環境については、
実施したいテストの特性や将来的な展開を考慮して、
設計、構築を行うことが肝心です。

　新たな機能開発で多忙な中、品質確保のために
時間や労力を割くことは困難です。また、品質開
発では開発技術の知見と経験が必要であるため、
自前で実施するには多くの時間を要します。市場

で勝ち続ける製品を世に送り出し続けるために、
品質開発を専門家に託すというのも一つの考え方
と言えます。

　例えば基本のテスト仕様に対してさまざまな車
両状態を掛け合わせたテストを実施したい場合、
単体検証のようなテスト仕様書ではなく、マトリ
クス形式でのテスト仕様書が効率的です。また検
証結果についても自動での結果判定が適するもの
とそうでないものがあります。このように、テス

　システムテストにおいては、実車両を用いてす
べてのテストを実施することが理想ですが、車載
ソフトの開発規模が増大している昨今、実車両で
すべてのテストを実施することは困難です。
　そこで実車両の振る舞いをシミュレーションで
きるHILSを利用します。HILSでは、さまざまな
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コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアコンサルタント
八坂  浩司

モデルベース開発
UML＋オブジェクト指向

　オブジェクト指向によるモデル開発では、「抽象化」は非常に有効な概
念です。ですが、その抽象化が逆に問題になることもあります。私がこれ
まで関わったお客様の中には、抽象化されたモデルを、なかなか理解でき
ない方がいらっしゃいました。そのような状況において、抽象化はお客様に
とって、むしろ足かせになりかねません。
　エクスモーションでは、お客様の目的や理解度に合わせて、どこまで抽象化
すればよいか、お客様に確認しながら進めていきます。例えば、「このような
変更に対応できるようにしたいので、ここまで拡張性を設けます」といったよ
うに、そのような構造になった背景も合わせて解説することも大事です。お客様
が納得して、その後の作業もスムーズに取り組めるようなモデルづくりを、エク
スモーションがサポートいたします。

組込みソフトウェアには、丈夫で長持ちするアーキテクチャが必要

抽象化により、丈夫で長持ちするアーキテクチャを

　1997 年に UML が OMGで採択されてから、もう 20 年以上が経過しました。組込みソフ
トウェアの開発現場では、すでに導入されて充分実績が出ている現場と、まだ手付かずの現
場に二分されています。第四次産業革命が進行中の今、UML/ オブジェクト指向は、新しい
システムや製品を開発する上で、上流工程の開発において欠かせない技術と言えます。

　現在の組込みソフトウェア開発の現場は、多く
の製品バリエーションと短い周期でのバージョン
アップに追われています。一度アーキテクチャを
作れば、短くとも 5年、長ければ 20 年近くもその
アーキテクチャを使い続けます。

　そのため、新規にソフトウェアを構築する時には、
いかに丈夫で長持ちするアーキテクチャを構築する
か、という点が、重要なポイントとなります。
　では、丈夫で長持ちするアーキテクチャとは、ど
のように作ればよいのでしょうか？

　みなさんは、UML やオブジェクト指向という
技術について、どのような印象をお持ちでしょう
か？難しいといった声も聞こえてきますが、実は、
UML やオブジェクト指向自体はそれほど難しく
ありません。それよりもむしろ、難しいのは対象
となるシステムの知識を整理することです。

　UML やオブジェクト指向は、その整理したも
のに対して、整頓するための観点を与えたり、そ
の結果を可視化して、レビューし易くする、とい
った手助けをしてくれます。

　特にオブジェクト指向で強力なのは『抽象化』
という概念です。

　オブジェクト指向における抽象化とは、物事の
大事な部分だけを取り出して、本質的な構造や振
舞いをモデル化する、ということです。そうする
ことにより、時間が変化しても変わらない普遍的
なものと、そうでないものが明確となり、時間軸
での劣化を防ぐことが可能となります。そのため、
長持ちするアーキテクチャを構築するのに向いて
いる、ということが言えます。

コンサルタントが教える成功の秘訣

エグゼクティブコンサルタント

井山  幸次

■初心者が自己流で超えられない壁 ■良いお手本が現場にない

■良いお手本を使って人材を育成

　ものごとには、複数の見方があります。例えば、円柱も四角柱も、横か
ら見ればどちらも長方形ですが、上から見ると、円と正方形の全く違う形に
見えます。分析とは、ものごとが持っている複数の見え方の、どの側面にフ
ォーカスして見ていくか、ということを決めることです。ものごとをどの側
面で見るかによって、その解法は当然違ってきます。「どの側面から見ると、
どのような解法になり、それは適切なのか」といったように、複数の観点を比
較しながら、最良の分析を見つけていく、そこが難しくも、面白いところです。
　エクスモーションのコンサルタントは、まさに、このような分析作業を得意
としています。モデリングの良いお手本づくりに、この強みを活用していただけ
れば、時間的・費用的に十分メリットのあるモデルベース開発を実現できると確
信しています。

なぜ、開発現場に定着するのが難しいのか？

　前述にもある通り、UML が正式に標準化されて 20 年以上もの歳月が流れていますが、開発現場に定着し
ているとは言えません。なぜ、このような状況に陥っているのでしょうか？

　長年、手続き指向で開発を続けていた人が、いざ、
オブジェクト指向で開発しようと思っても、なか
なかその “手続き的な発想” から切り換えること
ができません。

　例えば、下図の左側のモデルは、“手続き的な発
想” のまま作られたクラス図です。一方、右側の
モデルは、オブジェクト指向的な発想にのっとっ
て作ったモデルです。この二つのモデルの違いは、
時間経過により変わるものと変わらないものを区
別して分離しているかどうか、という点です。組
込みシステムでは “ハードウェアや制御方法” は
変化しやすく、その “システムが達成するミッシ
ョン” は、あまり変化しません。自動販売機で言
うと、“商品販売” という仕事がそれにあたります。

　しかし、なかなかここにフォーカスしてモデル
を作るのは難しいようです。

　これは、よい “お手本” が開発現場に存在しない
ことが一つの原因と言えます。組込みの開発現場は、
開発そのものが企業独自のノウハウであり、競争力
の源泉となっています。そのため、いくらいいモデ
ルができたとしても、外部には公開しません。その
結果、たまたま良いモデルを作れた企業はどんどん
良い方向へ、そうでない企業は、モデルから離れて
いく、といった二極化が起こっているのです。

「良いお手本を見て理解を深める」「開発の実践以
外にモデルを書く機会を増やす」「繰り返しモデル
を書く」ことが、モデリングスキルを向上させる
ために必要です。そのようにしてスキルのある人
材を増やすことが、開発現場への定着につながる
のです。

自動販売機

入金 商品選択

入金確認

釣銭排出…

貨幣識別

…

…
…

釣銭計算

システムデータ

排出制御

+ 投入金額
+ 選択商品
+商品金額リスト[10]
+ 商品個数リスト[10]

「システムデータ」の構造に全てが依存
要求に変更があると、全てを見直す必要
がある

自動販売機の「商品販売」
という目的に即したモデル

自動販売機でなくとも、
通用するモデル

例えば、店頭販売であっても
同じモデルとなる

取り扱う問題のレイヤ別に
パッケージ化し、それぞれ
の依存度を低くしている

商品販売

制御仕様

物理仕様

<目的>

<手段>

販売 金庫

金額別金庫

商品の種類

商品別在庫
- 数量

- 名称
- 価格

- 金額
- 数量

-/ 総額-/ 販売額
-/  お釣りの額

1

0..1

1 1

0..1

0..1

11
1 1..n

代金
- 金額
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プロセス・アーキテクチャ

PFD（プロセス・フロー・ダイアグラム）とは

PFD活用における問題点

■作成したPFDが正しいか判断できない

■スケジュールとPFDが合っていない

■PFDだけでは理解できないことがある

　ソフトウェア開発における QCD を達成するために、それぞれのプロジェクトに合ったプ
ロセスを定義して順守することは有効な手段と言えます。しかし、いざプロセスを定義し
ようとしても、何をどう決めて良いのか迷う事も多いのではないでしょうか。ここでは、
シンプルで理解しやすいプロセスの表現方法として多くの企業で活用されている PFD（プ
ロセス・フロー・ダイアグラム）を活用しつつ、効果的にプロセスを定義する方法につい
て説明します。

　PFD は DFD（データ・フロー・ダイアグラム）
を改良したプロセスの表現方法であり、「プロセス」
と「成果物」の連鎖を「フロー」でつないで表現
します。3 つの要素で構成され、手軽に作成でき
るため、最近では多くの企業で活用されています。
プロセスには「プロセス定義書」、成果物には「成
果物定義書」を作成し、曖昧さを取り除くことが
できます。

させていくことが可能になるのです。
　しかし、ただ PFD を書けば、開発の問題が解決
されるわけではありません。PFD を書くことで、
新たに発生する問題もあります。

　実際の開発現場で、PFD を適用した際、問題に
なりがちなことをいくつか紹介します。

　開発現場では、プロジェクトの要件が暗黙のま
ま進められていることが良くあります。PFD とプ
ロジェクト要件の関係が希薄な状況では PFD の
正しさを確認することが難しくなります。例えば、
開発期間が短いため、既存の成果物を極力使うよ
うにする場合と、既存成果物の品質も向上するこ
とを目的とする場合では、プロセスは大きく異な
ります。
　成果物の観点では、入力と出力の成果物は明確
ですが、中間成果物は曖昧な状態のままプロセス
を設計することがあります。このような状態でも
PFD の正しさを確認することが難しくなります。

　多くの開発現場では、これまでの経験を元にガ
ントチャートが先に作られ、タスクと成果物の関
係が後になってつながっていないことが判明して
手戻りになることもあります。これは PFD とプロ
ジェクト要件からスケジュールに落としていない
ことが問題です。

　PFD だけでは、PFD 内で表現した成果物間の
関係がわからなかったり、成果物の要素間のトレ
ーサビリティがわからないなどの問題があります。
また、最終的に完成する仕様書の体系がわかりに
くいといった問題もあります。

　PFD を作ることにより、プロセスと成果物が明
らかになることで、関係者間で開発の進め方につ
いて合意することができます。また、ムダなプロ
セスや作業範囲が見えるようになり、より良いプ
ロセスを検討できるようになります。すなわち、
開発の状況に合わせて、より良いプロセスに変化

プロセスと成果物を複数の視点で定義した「プロセス・アーキテクチャ」

P5.1

P5.2

P5.4
P5.3

P5.5 P5.6
P5.7

コンサルタントが教える成功の秘訣

エグゼクティブコンサルタント

斎藤  賢一

　プロセス定義は「やること」にフォーカスしがちで、なぜそのプロセス
が必要なのか、作成した成果物は後工程でどう使われるか、といった配慮が
欠けることがあります。PFDだけでも十分プロセスの正しさは議論出来ます
が、成果物の関係を図で表現することで、不要な成果物や成果物のモレに気
づきやすくなります。
　また、ALM（Application Lifecycle Management）ツールで成果物を管理す
るときには、成果物関係図で成果物の属性と成果物間の関係を明らかにするこ
とで、ツールへの取り込みからトレーサビリティ管理までスムーズな移行がで
きるようになります。
　エクスモーションでは現場の改善を進めていく上での「プロセス改善の設計図」
としてプロセスアーキテクチャを活用しています。

　これらの問題を解決するには、プロセス・成果物を複数の視点（関心事）で定義し、正しさを確認する必
要があります。そこで、「プロセス・アーキテクチャ」という考え方が役に立ちます。

　「プロセス・アーキテクチャ」では、プロセス・
成果物の関心事を５W の観点で以下のように 5 つ
の成果物を定義します。そのうち、「プロセスの要
件」は他の 4 つのすべてに関係することから、プ

ロセス・アーキテクチャ「４＋１ビュー」となりま
す。これにより、プロセスや計画の正しさが確認
できるだけでなく、成果物間のトレーサビリティ
も確保できるようになります。
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【Why】を定義する“プロジェクト要件”

【What】 プロセスを定義する“PFD”、成果物のつながりを示す“成果物関係図”

P5.1

P5.2

P5.4
P5.3

P5.5 P5.6
P5.7

【Where】成果物がどこに配置されるのかを示す “公式ドキュメント配置図”

　プロセスを定義する前に、まずは、プロジェク
ト自体の要件を明らかにする必要があります。こ
れは、開発のすべての活動のゴールを決めるため
の要件になります。プロジェクト要件が明確にな
っていないと、プロセスが定義できないだけでな
く、プロジェクトが本来目指すべき方向を見誤っ
て、やり直しが必要になったり、プロジェクトが
混乱してしまいます。プロジェクト要件の書き方
は、特に決まりはありませんが、右図のようにリ
スト化するのが一般的です。USDM に精通してい
れば USDM で書くことで、より正確に記述でき
ます。

　このプロジェクトで何をするか “What” を定義
する際に、プロセス側面で作成するのが PFD（プ
ロセス・フロー・ダイアグラム）です。どのよう
なインプットに対して、何をして、その結果どん
な成果物が作成されるのか、というつながりを明
確にした図です。プロセスは階層表現が可能で、
全体から詳細を表現できます。　
　プロジェクトで作成する成果物の論理的な単位、
成果物の属性、成果物間の関係を記載するものが

成果物関係図です。それぞれの成果物のつながり
を関係として記載したもので、成果物のトレーサ
ビリティが明らかになります。どの成果物が、他
のどの成果物に影響を与えるのかを知ることがで
きます。

　成果物間の静的な関係を表現する図を使う事が
一般的で、オブジェクト図やクラス図、ER 図など
で表現します。

　作成する成果物が、公式ドキュメントとしてど
こ “Where” に配置されるかを記載するのが公式
ドキュメント配置図です。プロジェクトの要件に
おいて、必要とされる公式ドキュメントに対して、
成果物を割り当てます。このプロジェクトが終了
した後、成果物を保守していく上でも、この情報
が役に立ちます。

　包含関係を表現するために、パッケージ図を使
い、成果物関係図で示した成果物が、公式ドキュ
メントを示すパッケージのどれに包含されるかを
記載します。

エ ク ス モ ー シ ョ ン が 提 供 す る サ ー ビ ス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

プロセス・
アーキテクチャ

導入支援

プロセス診断
サービス

既存のプロセスを調査し、As-Is プロセスを表現した PFD を作成します。別
途、ヒアリングにより得られた To-Be プロセスを表現した PFD を作成し、
As-Is プロセスの課題とその解決方法を提示します。

プロセス・アーキテクチャを導入するための教育やサンプルづくり、レビュー
等を組合せ、プロジェクトや組織にフィットするプロセスにしていくための支
援をします。

プロセス・アーキテクチャを定義するPFD

【When・Who】誰がいつ実施するかを明確にする“プロジェクト計画”

　

　PFD でプロセスを明らかにしたら、プロジェク
トの要件とあわせて、具体的にプロジェクト計画
を作ります。これで、実際にプロジェクトを進め
るための具体的なプランができます。

　プロジェクト計画は、日程とタスク、それを実
施する人が明確になっていることが必要です。ガ
ントチャートが一般的です。

プロセス・アーキテクチャを定義するためのPFDは以下のようになります。

　既存のプロセスを見直したり、新たな開発のプロセスを明らかにするときは、プロセスの正しさ、成果物
間の関係の正しさが作業効率や成果物品質を左右します。プロセス・アーキテクチャの考え方を身に付けて
プロセスを自由にデザインし、効率的でムダのない開発プロセスを手に入れましょう。
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DeruQui

DeruQuiにかける想い

フェロー
中川　郁夫

開発者を育てる現場では、イノベータは発掘できない

「今までの延長線上で高品質な製品を作り続けるのではなく、イノベーションを起こし続ける
必要がある」。企業の競争力としてイノベーション力が重要となってきていることは言うまでも
ありません。しかし、実際にイノベーションに取り組む際に直面する問題があります。　　
「一体どの社員に任せればよいのか」ー。
普段の開発業務は、いわば「1 を 10 にする、正解のある仕事」。一方でイノベーションは「0
から 1 を生み出す、正解のない仕事」です。つまり、普段の業務やそのための社員教育で、イ
ノベータ適性を見抜き、能力を伸ばすことは難しいのです。では一体どうすれば良いのでしょう
か︖

イノベーションを起こすのは「とんがった」人材です。
「今の社会を支える」のは、真面目で何でもそつなくこなす、安
定志向の人材。一方、「次の社会を作る」のは、とんがった個性を
持ち、自ら考え挑戦する人材です。
変化を生み出す「挑戦者」のモチベーションは、ルールとマニュ
アルに従うことではなく、ビジョンに共感し、価値を共創するこ
と。社内に埋もれる「挑戦者」を発掘し、成長と挑戦の機会を提
供することで、次のイノベーションを生み出すきっかけを作る。
我々は、その仕組みづくりを手掛けていきます。

埋もれたイノベータの卵を企業競争力の源泉に

-出る杭を見つける-

イノベータを育てる場で、イノベータを発掘する

「社内にはイノベータの卵はいない」と諦めるべきではありません。面接で壮大な夢を語って
入社した「とんがった」社員が、少なからずいるはずです。普段の開発業務に没頭するあまり、
挑戦する余裕がなく、いつしか挑戦を忘れてしまっているだけなのです。そんな社員の中から
適性を持った人材を発掘し、挑戦の機会を与えることが、イノベーション力を企業の競争力に
する鍵になります。
DeruQui では、イノベータ発掘・育成の場として起想人財塾を提供しています。起想人財塾
ではビジネストレンドなどを題材とした、正解のない議論をします。最大の特徴は先輩イノベ
ータがメンターとして参加することであり、イノベータの視点で個性を評価し、普段の開発業
務で埋もれている能力を伸ばしていきます。
(詳細はwebサイトをご参照ください )
https://www.deruqui.com/ 社内人材発掘

大局観・俯瞰視点 多様性の受容

感性と感受性 言語化能力

抽象化能力 構造化能力

資質や能力を評価
成長のためのフィードバック

個性と成長を評価し、
イノベータとしての適性を見抜く

起想人財塾

とんがった個性
多様な価値観

自ら考え挑戦する
課題発見力

ゲームチェンジャー
臨機応変

変化
挑戦・成長

凸凹で特徴ある
知識・知見

サービスのお問い合わせ先

https://www.deruqui.com/
contact@deruqui.com

発掘だけでなく成長・挑戦までトータル支援

イノベーションは、独創的なアイデアを生み出すための知識、実現するために必要な技術な
どの実践力を身につけ、挑戦を完遂することで初めて成し遂げられます。継続的にイノベー
ションを起こすためには、この成長・挑戦を支援することが重要ですが、企業が独力で一か
らその仕組みを構築することは容易なことではありません。
そこで DeruQui では、発掘・成長・挑戦をトータルで支援するため、実践力を身につける
成長支援プログラムや、社内起業など様々な形での挑戦を支援するプログラムを用意してい
ます。そして様々な業界で活躍する多くの先輩社会人、イノベータがこれらのプログラムを
支えてくれることが、DeruQui の強みです。
我々と共に、イノベーションで競争できる企業への変革に挑戦してみませんか︖

成長支援
先端技術やイノベータとして必要な知識を学ぶワークショップや、トライアルプロジェク
トへの挑戦の場を提供します。
また、各業界で活躍する先輩社会人がメンターとなって、マンツーマンでサポートします。

挑戦支援
社内起業、事業創造など様々な形での挑戦を、メンターとしてサポートします。
メンターにメンバーとしての参画を求めることも可能です。
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～ひとりひとりのエンジニアを“使える”ナレッジで側から支える～

E ureka Box
実践型ナレッジ提供サービス

ユーリカ　ボックス

テレワークで｢ひとり開発｣が急増
孤立したエンジニアが
気軽に聞ける相手は…？

ワイガヤから、ひとりでの開発に…

Webでは繋がっているけど、
ちょっとした質問や相談がしづらい…

特に、社内での人間関係が確立していない
若手には深刻な問題に…

「ひとりで開発」しているときでも
気軽に聞ける“相手”が欲しい・・・
そんな時は！

EE ureka Box

「Eureka Box」は
｢分かる！見付けた！｣が

盛りだくさん！！
よくあるオンライン講座は…

　教科書的な内容で、実際やるとうまくいかない

　手を動かして試しにくい…

　具体的な事例、困った時のFAQやTipsが欲しい

は何が違うの？EE ureka Box

株式会社エクスモーションが
これまでのコンサルティングの現場で
実践・蓄積してきたナレッジを
分かりやすくまとめたコンテンツの集まり！

コンテンツの対象分野

組込みソフトウェア開発に必要な技術・知識が盛りだくさん！
要求記述（USDM）
ソフトウェアプロダクトライン（SPL）　
モデルベース開発（MBD）
リファクタリング
最新技術

今後、皆さんの声を元に
増やしていく予定です！

分野×コースを選んで、自分だけのカスタマイズを！

目的に合わせた2つのコース

基礎から学べる
入門～初心者向け

まずは基本をしっかり！という方にオススメ

実践ノウハウの詰まった
経験者向けコース

入門コースのカテゴリも使用可能！

入門コース 実践コース

など…

学習系コンテンツ ・ 入 門 か ら 上 級 者 ま で 、
自 分 の レ ベ ル に 合 っ た コ
ー ス を 選 択 し 学 習 で き る
メインコンテンツ
・動画やテキストで詳しい
解説も！

・ 疑 問 解 決 F A Q 、 現 場
で 生 ま れ た コ ツ を 紹 介
するTips、事例集など
・現場に即したベストプ
ラクティスが充実！

リファレンス系コンテンツ

・一問一答のドリル、
　総合演習を用意
・ドリルは定期的に追加
・身に付く学びに！

演習系コンテンツ

ツール系コンテンツ ・ 現 場 で 役 立 つ ツ ー ル や
スクリプト、テンプレートな
ど
・ 痒 い 所 に 手 が 届 く 便 利
なツールを用意！

Eureka Box  コンテンツのご紹介

お問い合わせ

USDMビギナーコース　
動画「USDMを書いた後の
うれしさ」

MBDベーシックコース　
Simulinkモデル作成
基本的なブロック

ドリル 演習

FAQ

Tips

イディオム

　　　　MBDの生産性向上ツール群

ポート順序入れ替え ルックアップテーブルの
比較プロット

スマートコネクト
（自動結線）

さらに…
学習コースの進み具合も分かるので、

企業の新人教育やプロジェクトリーダー研修にも最適！

Eureka Boxが気になる方へ

☜無 料 ア カ ウ ン ト で
ト ラ イ ア ル も 可 能 で
す。
お気軽にお問い合わ
せください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
support@eureka-box.com
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レガシー救済プロジェクト
～悪しき習慣を断ち切れ！～

悪しき習慣が組織文化となったレガシー開発をどのように救済するか？

■救済の3点セット

①チーム再生は「共有・ルール化・学習」の習慣付け

　近年の組込みシステム開発では、数十年前に構築したシステムを元に製品を構築する、『レ
ガシー開発』が主流となっています。しかし長年にわたり追加と修正をし続けた結果、設
計は忘れ去られ、コードは疲弊しています。そして、チームに蔓延するマイナス思考…そ
んなプロジェクトにも救済の糸口があります。

　十年以上前に構築されたシステムを元に製品開
発を続けている『レガシー開発』では、大きな問
題をかかえているものの、当事者は何とも感じて
いない、ということがありがちです。それは、問

題が常態化し、組織文化として根付いてしまって
いることに他なりません。それをどのように救い
出すか、ここでその概要について説明します。

　問題のあるレガシー開発の現場では、品質や生
産性の低下が問題として取り上げられますが、そ
の根幹には、開発者のスキルが低いことや、コミ
ュニケーション不足、モチベーションが低いなど
の問題が存在しています。それが常態化すること
で組織文化として定着し、解決はますます困難と
なります。組織文化として定着したも
のを変えるのは容易なことではありま
せん。救済するためにすべきことは、
右図にある通り「チーム再生」「自働化
・システム化」「コード再生」ですが、
全てを一気に進めるのではなく、状況
を見ながら、段階的に進める必要があ
ります。

　まずは「チーム再生」でチーム内の風通しを良
くします。これがすべてのベースとなります。そ
の後、「自働化・システム化」を行います。それ
でようやく「コード再生」に手を付けることがで
きるのです。

　救済の第一段階である「チーム再生」
では、生産性と品質向上のための活動の
ベースを構築するために、右図のような
活動をします。
　チーム内で主体的にコミュニケーショ
ンが取られ、守るべき最低限のルールが
守られ、ある程度のスキルアップがはか
られると、チーム再生における次のステ
ップである②自働化・システム化の活動
に移ることができます。

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアコンサルタント
井上  一郎

②自働化・システム化は「テスト駆動とCIの導入」で活動を日単位に

■テスト駆動開発を導入する

■CIでビルド以降の作業を自働化し共有化する

　多くのレガシーコードは、ハードコーディング、グローバル変数、コメ
ントなし、複雑な依存関係、巨大な関数やコンポーネントなど、様々なアン
チパターンから形成されています。このようなコードは、開発費の増大、開
発速度のスローダウン、出荷後のバグ多発など、多くの問題を頻発させます。
　「そういったコードは、リファクタリングすればいいじゃないか」と聞こえ
てきそうです。その通り、リファクタリングすればいいのです。ただし、何年
にもわたってアンチパターンが積み重なったコードのリファクタリングには、
非常に高度な知識、経験と粘り強さが必要です。簡単に説明できる成功の秘訣
などありません。それでもあえて言うとすれば、「リファクタリングのプロを
探せ」です。
　私と一緒に、レガシーコードを蘇らせましょう。

　テスト駆動開発の導入は、品質を安定させるた
めの第一歩となります。ここでのポイントは、「ペ
アプログラミング」「小規模リファクタリング」「レ
ビュー」を織り込みながら実施するという点です。
これは、チームのコミュニケーションがベースと
して作られ、ルールという共通認識がなければ、
成り立ちません。

　テスト駆動開発の導入と並行して、ビルド以降
の一連の作業（右図）を自働化し、その結果を関
係者で即座に共有できるようなシステムを導入し
ます。これは、一般的には「継続的インテグレー
ション（CI：Continuous Integration）」と呼ばれ
ます。継続的インテグレーションを実現するシス
テムを導入することで、自働化・システム化し、
ムダを排除して、更に品質安定化のベースを作り
上げます。
　ビルドの結果、得られる情報はシ
ステムを通じて、プロジェクト関係
者全員が即座に共有することができ
ます。
　それを実現するのが、右図のよう
なシステムです。
　CI の フレームワークである
Jenkins に、単体テスト・回帰テス
ト・静的解析・カバレッジツールを
組込み、ビルドからの一連の作業を
実行させます。
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コンサルタントが教える成功の秘訣

スペシャリスト
玉木  淳治

③コード再生は｢問題の可視化｣で計画的に行い｢回帰テスト｣で互換性を保証

■品質と進捗を毎日確認する

■コードの可視化で問題を発見

　品質が低下したレガシーコードの保守に頭を悩ませる開発現場のエンジ
ニアは、みなさまざまな問題認識を持っています。問題を改善していくた
めには、現場での困りごとを発生させる要因となっているソフトウェア設計
上の問題を、客観的事実による裏付けとともに明らかにしなければ、大きな
改善効果は望めないのではないでしょうか。
　レガシーリファクタリングのサービスでは、ソースコードの調査と現場エン
ジニアへのヒアリングを通し、設計の問題点を把握することからスタートし、
ソフトウェア構造のあるべき姿を設計する支援や、リファクタリングを進める
ためのプロセス設計・運用の支援まで、ソースコードの改善をトータルに支援
いたします。
　レガシーコードの品質にお困りの方は、ぜひ私たちにご相談ください。

　右図は、Jenkins のダッシュボードの画面例です。
この例では、ビルド履歴、単体テスト・静的解析の
トレンドを見ることができます。これらの情報は、
ビルドをする度に自動的に更新され、常に最新の情
報を得ることができます。
　このようにすることで、品質のデグレードや開発
の遅れを素早くキャッチし、早い段階で適切な対応
を実施することができます。
　ここまでくれば、救済が必要だったレガシー開発
は、品質と進捗が制御可能な状態となり、これ以上
悪い状態に陥ることはありません。誰もが安心して
プロジェクトを進めることができます。

　コード再生を開始する時には、 “開発者の主観に
頼る” ではなく “客観的な指標を使う” 必要があ
ります。
　右図の「ツリーマップ」は、コードの問題を可
視化する「静的解析」の一つの方法です。モジュ
ールのサイズを面積の広さで、複雑度を色で示し
ています（白→黄→赤の順で複雑度が高くなる）。
その他にも様々な方法があります。一つの方法で
はなく複数の方法で問題をあぶりだしておくこと
が、その後のプロセスをスムーズに進めるための
ポイントです。
　これらの情報を元に、コード再生の計画を作成し、要員をアサインして、リファクタリングすることでコ
ードを再生していきます。

エ ク ス モ ー シ ョ ン が 提 供 す る サ ー ビ ス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

レガシー資産や開発スタイルの良し悪しを、定量・定性の両面で、経験豊富な
コンサルタントが診断し、救済への道筋を提示します。

レガシー開発を救済するためのプロジェクトを主導していく、通称『レスキュ
ー隊』を派遣します。経験豊富なコンサルタントが、救済プロジェクトを主導
していくとともに、ソフトウェア開発技術の知見と経験を併せ持つレスキュー
隊が、実際に手を動かして救済を実行します。

メトリクス解析やアーキテクチャ構造解析などによって、コードの品質を多面
的に診断し、問題点の抽出と改善へのアドバイスを行います。

低レベルから高レベルまで、お客様の状況・目的に応じてリファクタリングを
請け負います。

レガシー
レスキュー隊派遣

リファクタリング請負

ソースコード診断

レガシー救済診断

■before/afterを保証する回帰テスト

　リファクタリングにおいて、何より大事なこと
は、リファクタリング対象のモジュールの互換性
を保証することです。そのためには、回帰テスト
を実施しなくてはなりません。
　回帰テストとは、リファクタリング対象のモジ
ュールに対して、before/after で振舞いが変わって
いないことを確認するためのテストです。
　まず、リファクタリングを実施する前のモジュ
ールの振る舞いを「仕様」として確認するための
テストプログラムを作成します。そのテスト結果
が、リファクタリング後のモジュールで確認すべ
き仕様です。

リファクタリング終了後は、同じテストプログラ
ムを通して、テスト結果が一致することを確認し
ます。
　下図は Google test フレームワークを使ったテス
トプログラムの例です。テストフレームワークで
は、フレームワークが用意している仕組みを使っ
て、単体テストを簡単に作成することができます。
下図のように、フレームワークを使うことで、テ
スト結果まで分かりやすく表示してくれます。
　これらの「リファクタリング→回帰テストでの
確認」の流れは、CI フレームワークに組み込むこ
とで、一日毎の作業として完結することができま
す。

　長年にわたる流用によりブラックボックス化し
てしまったレガシーソフト。かつては、副作用が
怖くて手を入れることができなかったプロジェク
トも多いのではないでしょうか。今回紹介した、
テスト駆動開発、CIフレームワーク、テストフレ

ームワークを活用することで、安全で効率的なプロ
ジェクト改善やリファクタリングを行うことができ
ます。皆さんも、これを機に始めてみてはいかがで
しょうか。
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機能安全対応

主機能開発プロセスと機能安全開発プロセス

コンサルタントが教える成功の秘訣

シニアコンサルタント
小坂  優

　機能安全対応を成功させるポイントはアーキテクチャの可視化です。
いまは各社の機能安全対応は導入が一段落し、生産性を高める取り組み
を行っているフェーズだと思います。
　機能安全開発では、主機能の要求・構造をベースに、安全分析・安全要
求定義・安全アーキテクチャ設計を行いますが、その際に主機能のアーキテ
クチャが可視化されており、機能安全対応をアーキテクチャ視点で考えること
が、組織的な意思決定において重要であることは現場のみなさんも感じておら
れるのではないでしょうか。
　エクスモーションでは、USDMやMBSEなど機能安全にも活かせる実践的な
技術の導入と支援を実施してきました。現場の状況に合わせた導入も得意として
おりますので、ぜひ、私たちにお任せください。

　機能安全規格 ISO26262 に準拠するにあたり、主機能開発とは独立したプロセスで遂行
している組織もあるのではないでしょうか。主機能開発と並行して機能安全開発を行うに
はどうしたらよいか、これまでの弊社の経験をもとに説明します。

　機能安全開発では、主機能が故障しても安全か
どうかを分析し、不安全な部分に対策を講じます。
　そのため、主機能開発プロセスと機能安全プロ
セスは相互に連携する必要があります。
　規格の Part3 コンセプトフェーズ、Part4 シス
テム、Part5 ハード、Part6 ソフトの各 Part では
下図のように主機能開発プロセスと機能安全プロ
セスを連携させて開発します。

　連携することで主機能の要求やアーキテクチャ
を対象にした安全侵害の分析が可能になり、適切
な対策を立案できます。また、前述の対策の実現
や規格の準拠が難しい場合には、主機能の性能や
機能を見直すトレードオフが発生することもあり
ます。
　次ページからは、ISO26262 Part3 および Part4
を具体例を用いて解説します。　

Part3：コンセプトフェーズ

　この工程では、アイテムのスコープを明らかにするために、機能要求や非機能要求、及びアイテムの初期
アーキテクチャを定義します。

■アイテム定義

　コンセプトフェーズでは、アイテム ( 車両レベルの機能を実装するシステム ) を定義し、ハザードの識別
や発生しうる危害を想定・評価し、安全な状態を維持するための安全目標と機能安全要求を定義します。
　以下で主な工程について説明します。
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■ASILの決定

■ハザードの識別

■安全目標の定義
　ASILが付与された危険事象に対し、リスクを回避・軽減するための安全目標と安全状態を定義します。

　ハザード毎に危険事象を導出し、危険事象毎にリスクアセスメントを実施し、ASILを決定します。

アイテムの出力

加速度

ガイドワード
小さい(less)
大きい(more)

ガイドワードの解釈
意図せず加速度が出ない

車両レベルの影響

意図せず加速度が出る
意図せず加速しない
意図せず加速する

危険事象の可能性
あり
あり

～ ～～ ～

ハザード

HZD.01

シチュエーション

高速道路の走行中、
先行車が存在する

信号待ちで
停車からの発進時

危険事象
高速走行中に
意図せず加速し、
先行車と衝突する

コントローラビリティ

発進時に
ブレーキペダルを
離した時に
意図せず加速し、
先行車と衝突する

高速走行中であり
危害は大きい意図せず

加速する

シビアリティ

C

QM

ブレーキ操作で
減速できる

ドライバの足が
ブレーキをすぐに
踏める位置にあるため、
ブレーキで回避できる

速度は速くないため
危害は少ない

ASIL

S3

S1

C2

C1

E4

E4

HZE.01

安全目標

高速走行中に
意図せず加速し、
先行車と衝突する

危険事象 安全状態

危険な加速度を
発生させない状態C 意図しない加速を防ぐ

ASIL

SS.01SG.01

■機能安全要求の導出（安全分析）
　安全目標を侵害する要因をFTAなどの手法を用いて分析し、この要因の対策を機能安全要求(FSR)として
定義します。

　アイテム定義を入力として、HAZOPなどのハザード分析手法を用いてハザードを導出します。下表の「車
両レベルの影響」に記載した項目がハザードの候補になります。さらに、ハザード候補を対象に「危険事象
の可能性」を評価し、ありと判断したものをハザードとします。

■システムアーキテクチャ(主機能)

定義した機能安全要求を初期アーキテクチャのエレメントに配置します。

　Part4の入力になる主機能のシステムアーキテクチャの例を下図に示します。

Part4：システムレベルの製品開発

■機能安全コンセプトの定義

　機能安全要求を技術安全要求へと具体化し、安全機構を定義します。以下で主な工程について説明します。
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　システムアーキテクチャに対し安全分析を行い、機能安全要求を技術的な要求へ具体化します。
また、この要求をどのエレメントに配置するか決定します。

■技術安全要求の定義

■安全機構の定義
　主機能のシステムアーキテクチャをもとに技術
安全要求を実現する安全機構を検討し、システム
アーキテクチャに織り込みます。
　また単純に技術安全要求を実現する安全機構を
検討するだけでなく、安全機構を本来の機能とは
独立して配置し、ASIL 対応のために開発コストを
かける箇所を局所化できないか検討します。

　下図の例ではH/Wでアクセルペダルセンサを2重
化し、S/Wで故障を検出し、H/Wでモーター電流
を遮断する安全機構を配置しています。
　このうち、サブマイコンに上記のS/Wを配置する
ことでASIL対応する箇所を局所化しています。

トレーサビリティの構築

　ISO26262では上流から下流の成果物までトレーサビリティを構築することが求められます。
下図ではPart3、Part4の設計工程のトレーサビリティを表しています。

機能安全開発を円滑に遂行するために

アイテム

ハザード

危険事象 安全目標

安全状態

アイテム
構成要素

機能安全要求 技術安全要求

システム
構成要素

エクスモーションが提供するサービス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

開発プロセス
導入支援サービス

要求/設計仕様書
作成サービス

機能安全成果物
作成サービス

ISO26262 のコンセプトフェーズ (Part3)/ システム開発 (Part4)/ ソフトウェア
開発 (Part6) において、機能安全規格に準拠するために必要となる成果物を作
成します。

お客様の組織構造や既存の開発プロセスを考慮して、ISO26262 のコンセプトフ
ェーズ (Part3)/ システム開発 (Part4)/ ソフトウェア開発 (Part6)/ サポートプロ
セス (Part8) を実施する開発プロセスをどのようにすればよいかをご提案します。

ISO26262 の入力となる成果物（既存システムの要求仕様書や設計書）が必要
な場合、制御仕様書やソースコードといった下流の成果物からリバースしてシ
ステムの要求仕様書や設計仕様書を作成します。

　Part4: システムレベルの製品開発では、主機能
のシステムアーキテクチャをもとに安全侵害の要
因を分析し、故障が起きても危害を回避・軽減す
る安全機構を定義します。

通理解が得られ、その後の安全機構の設計も含めた
適切な意思決定が行えます。
　『システムアーキテクチャ構築』の記事では、可
視化によるシステム開発手法を紹介しております。
こちらの内容と合わせて、機能安全開発の円滑な遂
行を目指しましょう。

　安全分析を適切に実施するためには、要求およ
びアーキテクチャの可視化が重要です。可視化さ
れた仕様をもとに分析することで、関係者間で共
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既存資産の解説書
～埋もれた知識の共有化～

・開発工数・優先順位の問題
・ドキュメントを作成する人のスキルの問題

■開発工数・優先順位の問題

「使えるドキュメント 」 がないことが引き起こしている問題

なぜ「使えるドキュメント」は開発現場にないのか？

　混沌とした開発現場では、実にさまざまな問題が起こりますが、その多くは『使えるドキ
ュメント』がないことに起因します。開発者は開発プロセスに従って、必要なドキュメン
トを作りますが、その後、誰も見ぬまま情報が古くなり、『使えないドキュメント』にな
ってしまいます。なぜなのでしょうか？

　組込みソフトウェアの開発現場では、生産性や
品質の問題が日々深刻さを増しています。その原
因はいろいろと考えられますが、『使えるドキュメ
ント』がないことが原因の一つであることは、想
像に難くありません。ここでは、その典型的な問
題が起こっている派生開発を例に、どんな問題が
あるのかを説明します。
　派生開発では、最初の製品を開発した時に、ほ
とんどの大きな課題を検討し、その結果としてア
ーキテクチャが構築されます。しかし、そこで残
されるのは、検討のために開かれた会議の議事録
（あれば上等）と、検討の結果構築されたアーキテ
クチャとその説明だけとなってしまいます。その
後の派生開発においては、最初の製品を開発した
時と同じメンバ構成で行われるのは稀で、メンバ
の多くは入れ替わります。投入された新しいメン
バには、検討の結果構築されたアーキテクチャド
キュメントや設計ドキュメント（それらはすでに
コードと乖離している…）と、ソースコードだけ
が与えられます。その人達は、与えられたものを
元に、現行の仕様を理解しようと試みますが、結
果的に理解することは難しく、時間の制約の中で
場当たり的な対応を繰り返してしまいます。

その結果、いつの間にか保守性は著しく悪化し、生
産性の低下につながってしまいます。
　以下に『使えるドキュメント』がない開発現場で
よく見られる現象をピックアップしてみました。
　皆さんの開発現場は、いくつ当てはまりますか？

　では、なぜ「使えるドキュメント」が開発現場
にないのでしょうか？その原因は、次の２点に集
約されます。 　近年のような激しい競争が強いられる経営環境

においては、いち早く多くの市場を獲得すること
が最優先の経営課題となっています。そのため、「ど
こよりも早く製品をリリースする」ために、開発
者は何よりも、製品自体の作り込みを優先させら
れます。

コンサルタントが教える成功の秘訣

エグゼクティブコンサルタント

小浜  宗隆

　現場で必要とされている解説書は、開発対象や現場が置かれている状況
などによりまちまちです。そのため、本当に「使える」解説書は、機械的
なやり方で導出することは難しく、現場の声を吸い上げて「仕立て」ていく
必要があります。つまり、良い解説書を作るためには、お客様の本質的な要
望を理解し、開発対象の何が重要かを見極め、それを分かりやすく伝えるス
キルが必要となります。
　エクスモーションでは、お客様のご要望をお聞きし、それに合った表現方法
や進め方をコンサルタントが見極めて、ご提案いたします。また、作成中は、
担当者の方に繰り返しレビューして頂きながら、内容の正確さや分かりやすさ
を高めていきます。そのようなプロセスを経て作り上げる解説書は、どのような
開発対象であっても、きっとご満足いただけるものと自負しております。

■ドキュメントを作成する人のスキルの問題
「使えるドキュメント」を作成するためには、重

製品の特徴であったり、背景となっている仕組み
の解説が中心となります。それらは、一度作成す
れば、長い間参照されるものとなります。そのた
め、一度作ることに大きな意味があるのです。

「解説書」とは何か？

Simulink モデル

システム概要

協調制御概要

YY
ECU
ZZ
ECU
…

制御概要

制御設計書

データ定義 定数定義

ECUU
XX
ECU

　結果として、その時の製品をリリースするため
の最低限のドキュメントを作るだけで精一杯にな
ります。それには、合意した「結果」だけが書かれ、
その根拠や背景については触れられません。つま
り、リリース後の派生開発で本当に必要とされる
知識はドキュメント化されず、担当者の頭の中に
埋もれてしまい、いつしか忘れ去られてしまうの
です。
　では、ただ時間があれば、「使えるドキュメント」
が書けるのでしょうか？

要な情報を見極め、分かりやすく伝わる形にする必
要があります。そのためには、抽象化能力・論理的
思考力・図解力・文章力などのスキルが求められま
す。それらのスキルは、プログラミングや要素開発
などの開発スキルとは異なり、一般的には開発者が
苦手としている分野です。そのため、たとえ育成し
たとしても、満足できるレベルまで到達するために
は、かなりの期間と費用を必要とします。
　このように、「使えるドキュメント」を作成する
ためには、ここで挙げた２つの問題に取り組む必要
がありますが、開発者をそのまま「使えるドキュメ
ント」の作成者にアサインすることは、現実的な解
とは言えません。

　エクスモーションでは、ここで言う「使えるド
キュメント」のことを「解説書」と呼んでいます。
「解説書」とは、開発対象にとって重要なポイント
を分かりやすく伝えるドキュメントの総称です。
　解説書は、その目的や読者により、
複数のドキュメントで構成されます。
右図はその一例です。
　解説書全体として記載する内容は、
ユーザーズマニュアルレベルの要求
仕様と、その実現手段であるソフト
ウェア構造やソースコードとを段階
的に結びつけるものであり、開発対
象によらず共通です。しかし、ドキ
ュメントの構成、各ドキュメントの
記載内容や記載方法は、それぞれ異
なります。
　「解説書」に書かれる内容は、その
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■システム概要

■制御設計書

れ、若手社員や外部社員に任すケースがほとんどで
す。そのため、ソフトウェアの品質は派生する度
に悪くなり、いつの間にか手のつけられない状態
になってしまうのです。
　ここでは、実際に “架空のシステム” ではあり
ますが、具体例を元に「解説書」を説明しました。
これで、一般的な「設計書」と「解説書」の違い
がご理解いただけたかと思います。
　ところで、「解説書」に書かれている内容は、ド
キュメント作成者が考え出したものではありませ
ん。それは、最初の開発の時に検討会の資料とし
てその都度作られ、担当者のＰＣのＨＤＤに残さ
れたものであったり、検討会の中でホワイトボー
ドに直接書かれた画像として残されたものであっ
たり、ベテラン社員の頭の中にある暗黙知だった
りします。その暗黙知を関係者の間で正しく共有
することが、ソフトウェアひいては製品開発全体
の生産性や品質の向上につながります。

「解説書」は“暗黙知”を関係者で共有するためのドキュメント

『システム概要』

　ここでは、解説書のサンプルを２つ紹介します。
一つは、製品全体システムに関わる「システム概
要」で、もう一つは、あるモジュールにフォーカ
スした「制御設計書」です。

　下図にある「システム概要」は、ソフト・ハー
ド・企画・品質保証など、さまざまな背景を持つ
関係者が読み手になります。そのため、ソフトウ
ェア工学の範疇にある（例えばフローチャートや
モデルなどの）アイテムにこだわらず、必要に応

じてイラストやグラフなどの表現方法も活用し、
読み手への情報の伝わりやすさを第一に考えて記
述することが必要となります。また、ユーザーズ
マニュアルに記載されているような、専門知識を
持たない人でも理解できるレベルの内容から、内
部の構造であるシステム構成までを、思考の過程
を妨げないよう、関連付けを明確にしながら、段
階的に詳細化・局所化していきます。こうするこ
とで、ソフトやハードの専門知識を持たない関係
者に対しても、深い理解を促すことが可能となり
ます。

　右ページにある「制御設計書」は、システムを
構成する一部のモジュールを対象範囲とした「解
説書」です。このドキュメントの想定読者は、そ
のモジュールの派生開発の担当者です。
　一般的に、派生開発で引き継がれるのは、実際
に動かすことのできるコードやモデル、そして機
能仕様や要求一覧です。しかし、コードやモデル
と機能仕様や要求一覧の間には大きなギャップが
あります。　
　要求や機能は実現手段を選びません。その要求
や機能に対して、制約やその他の理由により意思
決定がなされ、多くの選択肢の中から一つの実現
手段が選ばれます。それが、今のコードやモデル
の構造となるのです。しかし、従来の設計書では、
その「意思決定がなされた根拠」がまるまる抜け
落ちているのです。そのため、引き継いだコード
やモデルを、品質よく保守していくには、かなり
の「経験」と「想像力」を必要とします。しかし、
派生開発は新規開発に比べて “簡単” だと判断さ

エクスモーションが提供するサービス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

誰が「解説書」を作るべきか …？

『制御設計書』

解説書作成サービス

思考整理
トレーニング

「派生開発の生産性が低い」「保守品質が悪化して収拾がつかない」といった問
題は、開発者がそのシステムを本質的に理解していなかったり、関係者の間で
認識がずれていることが原因の一つと言えます。エクスモーションでは、埋も
れている知識を発掘し、お客様の開発システムに合わせた最適な「解説書」の
構成のご提案と作成を致します。
「抽象化」「整理整頓」の専門家である我々が作成した「解説書」は、永く使え
るとともに、最良の教科書となりえます。

「抽象化」「整理整頓」の基礎力を上げるには、自分の考えを整理する必要があ
ります。本トレーニングは、思考を整理するためのいくつかの方法を、演習を
通じて学びます。思考の癖は、１日では直りませんが、最初の一歩を踏み出す
には、良いきっかけとなります。

　解説書を具体的に見ていただくと、こんな疑問
が出てきたかもしれません。
　誰が「解説書」を書くべきか…
　解説書に記載している内容は、比較的一般的な
知識に基づくものもあれば、高い専門知識に裏付
けされたものもあります。そのため、やはり開発
者自身が作成するのが適しているのか、というよ
うに思われるかもしれません。ただ、前述のよう
に、開発者がドキュメントの作成時間を捻出する
ことは難しいうえ、「使えるドキュメント」の作成
スキルと開発スキルは異なります。
　そこをカバーできるのが、開発現場主体で活動
している、コンサルタントの存在です。
　エクスモーションのコンサルタントは、お客様
の開発現場で、お客様と一緒になって問題解決に
あたります。そのため、組込みソフトウェアの経

験が豊富にあり、どんなシステムでも、多少の時
間をかければ、ある程度専門性の高い知識であっ
たとしても理解することができます。また、そも
そも「抽象化」「整理整頓」はコンサルタントのコ
アスキルであり、得意分野です。その両方を兼ね
備えているからこそ、かゆい所にまで手が届くド
キュメントを作ることができるのです。
　一方で、開発者は専門家に解説書作成を任せて
しまうことで、本来の開発業務に専念することが
できます。更に、いったん「解説書」が完成する
と、最良のドキュメンテーションのお手本を得る
ことができるのです。お互いが、お互いの得意分
野に専念し、協力し合うことで、最高の成果を残
す。まさに「餅は餅屋に任せろ」というわけです。
　皆さんも、一度、解説書の作成を検討してみて
はどうでしょうか？
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プロダクトライン開発
～製品群開発を効率化するRIPPLEアプローチ～

既存資産をコピーすることが引き起こしている問題

SPL開発とは

図1

図2

　ものがあふれる現代、身の回りにある多くの機器は機能が飽和し、一から製品を開発する
機会はほとんどありません。開発現場においても、既存資産を可能な限り活用して新しい製
品を作り出すことが、単純に「開発量を減らす＝早期リリースを可能にする」と考えられ、
安易なコピーによる開発が横行しています。しかし、そうすることの副次的な問題により、
開発現場は一向に楽になることはありません。では、どうすれば良いのでしょうか。

　多くの現場では、新製品の開発時に過去に開発
した類似製品の資産（＝既存資産）をコピーして、
派生開発や再利用開発をスタートします。
　図 1 上は典型的な派生開発を示しています。こ
の方法では製品のコピーを場当たり的に繰り返し
ており、コピー元の資産は統一されていません。
　図 1 下は典型的な再利用開発を示しています。
こちらはコピー元の資産は統一されていますが、
各製品はコピー元資産の特定バージョンをコピー
しています。
　これらの方法は、各製品の資産とコピー元資産
の多くの部分を重複してメンテナンスする必要が
あるため、一つの製品に変更が必要となった時に、
同様の変更が複数の製品バージョンに及ぶ可能性
があるという問題を抱えています。

　上記の問題は SPL( ソフトウェアプロダクトラ
イン ) 開発によって解決することができます。図
2 は SPL 開発のイメージを示しています。
　SPL 開発では、コピーではなく、統一して管理
された資産から各製品を導出する点に大きな特徴
があります。
　統一して管理された、再利用可能な資産のこと
をコア資産と呼び、いつでも製品群の全ての製品
の導出が可能であるように、定期的にバージョン
アップします。
そのため、どの製品に変更が必要になっても、変
更はコア資産の最新バージョンのみでよくなりま
す。

品固有機能の作り込みのみに専念することができ
ます。
　このように変更開発時・新規開発時のいずれにお
いても、SPL 開発では重複した機能開発を防ぐこ
とができるため、従来に比べて、ムダな開発工数を
削減することができます。　また、新製品の開発時には、既に開発・テスト

済みのコア資産を最大限に活用できるため、新製

コンサルタントが教える成功の秘訣

コンサルタント
吉元  崇

SPL開発への移行の進め方

　多くの開発現場では常に開発効率の改善を求められています。これを解
決する手段としてSPL開発を取り入れている現場は少なくないようですが、
多岐にわたる工学的知識を独力で習得し、正しく実践していくことは大変難
しく、期待する効果が得られていないケースも見られます。
　エクスモーションでは、これまで様々なSPL開発の導入支援を実施してきま
した。それら支援を通じて培われた実践的なノウハウにより、現場にとってわ
かりやすく、具体的なSPL開発の進め方のご提案と実践が可能です。
　SPL開発の進め方に迷ったら、ぜひ、私たちにご相談ください。皆さんと一緒
になって変革を成し遂げることを楽しみにしております。

1. 調査・計画

図3

図4

　では、SPL 開発に移行するためにはどうすれば
よいのでしょうか？
　一般的には、要求からトップダウン的に、製品
群全てを導出可能なコア資産に構築します。しか
し、この方法は非常に大掛かりであり、開発現場
の負担が大きいため、多くの開発現場では導入に
踏み出すことができません。
　これに対して、既存資産を最大限に利用するこ
とにより、比較的早期に SPL 開発に移行すること
ができる方法があります。図 3 は、そのプロセス
を示しています。当社ではこのアプローチのこと
を、RIPPLE（Rapid/Requirement Integration 
Production Product Line Evolution）と 呼 ん で い
ます。

 「1. 調査・計画」では、既存資産を解析して製品
を統合する順序を決定し、具体的な移行プランを
立案します。 
 「2. 既存資産を統合・差分分析」では、移行プラ
ンに従って既存資産の要求やコード / モデルを統
合し、統合結果から製品間の差分を明らかにしま
す。
 「3. コア資産作成」では、統合した資産から全て
の製品を導出できるように、統合した資産のアー
キテクチャを再利用しやすい構造に洗練させ、コ
ア資産を作成します。
 「4. 製品を導出」では、コア資産から機能を組み
合わせる仕組みを構築し、その仕組みを用いて個
別の製品を導出します。
　以降、1 ～ 4 の詳細を説明していきます。

　SPL 開発に移行する際に、既存資産を一度にま
とめて統合することは、決して容易ではありませ
ん。そのため、事前に既存資産の全体像をしっか
り把握し、最適な統合順となる移行計画を立案す
ることが重要になります。図 4 は移行計画を立案
するプロセスを示しています。
 「1.1. 既存資産を解析する」では、既存資産のコ
ード / モデルなどを解析することによって、製品
間の類似度を把握します。
 「1.2. 製品の統合順を決定する」では、製品間の
類似度が高い順に製品の統合順序を決定します。

 「1.3.スケジュールを決定する」では、各製品の資
産を統合し、コア資産化するまでに要する工数を見
積り、全ての製品の資産を統合するまでの詳細なス
ケジュールの立案を行います。
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2. 既存資産を統合・差分分析

■RIPPLEの二つの統合アプローチ

■一般的なトップダウンのアプローチとの違い

図5

図6

　SPL 開発への移行アプローチであ
る RIPPLE は、既存資産統合の進め
方として、二つのアプローチを用意
しています。
　一つは要求を中心に資産を統合す
る Requirement Integration のアプ
ローチ、もう一つはコード / モデル
を中心に資産を統合する Rapid 
Integration のアプローチです。図 5
は二つのアプローチの違いを示して
います。

　要求中心のアプローチの場合、まずは代表製品
の既存資産から、要求仕様を USDM 形式で明ら
かにします。その後、他製品の要求仕様の差分を
記述粒度を保ったまま統合し、製品群全体の要求
仕様と製品ごとに搭載されている機能を定義しま
す。
　USDM 形式で記述することによって、製品群全
体の機能を漏れなく、正確に把握することができ、
加えて製品ごとの機能の差異が明らかになります。
　つまりこのアプローチは、既存資産の要求仕様
の統合と製品群における搭載機能の違いに関する
分析（可変性分析）を同時に、かつ確実に行うこ
とができます。

　一方、コード / モデル中心のアプローチの場合
は、複数製品間のコード / モデルに共通した処理
や異なる処理を、ツールによって自動的に判別し、
判別結果を確認しながら差分を統合することで、
全製品を導出可能な、包括的なコード / モデルを
作成します。この場合、コード / モデルの統合は
スピーディーに行えますが、製品群の可変性を分
析するためには、製品間のコード / モデルの単純
な差異から、製品間の要求の違いを導出する必要
があります。
　これら二つのアプロ―チは、可変性分析を確実
に行う事を重視するか、統合するスピードを重視
するかで、使い分けることができます。

　可変性分析における成果物
は、全製品に共通・可変な機
能をツリー構造で表現し、機
能間の依存関係（他機能を要
求・排除する関係）を定義し
た「フィーチャーモデル」と
呼ばれるものです。
　一般的な SPL 開発では、
フィーチャーモデルを作成す
る前に、製品群全体の機能を
製品企画書等のビジネス要件
から抽出し、製品ごとの機能
搭載の有無を分析する必要が
あります（図 6上）。
　この場合、企画書等からトップダウン的に詳細
な機能を、網羅的かつ粒度を統一して見極めるこ
とは困難であるため、フィーチャーモデルは粗い
粒度となりやすく、実際に開発されるアーキテク
チャの実体とかけ離れてしまう恐れがあります。

　これに対して RIPPLE アプローチでは、前述の
ように製品群の特性を、既存資産を元に仕様の粒
度まで網羅的に分析するため、より詳細で粒度の
統一された、アーキテクチャの実体に近いフィー
チャーモデルを定義することができます（図 6下）

4. 製品を導出

3. コア資産作成

図8

図7

エ ク ス モ ー シ ョ ン が 提 供 す る サ ー ビ ス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

ＳＰＬトレーニング

ＳＰＬ移行支援
サービス

これから SPL 開発への移行をご検討されているお客様に対して、実際にコンサ
ルタントが開発現場に入り、SPL 開発への移行を主導します。具体的には、弊
社の定義した SPL 開発への移行プロセス（RIPPLE）のご提案、お客様の既存
資産をコア資産化したり、SPL 開発環境の構築を支援することが可能です。進
め方やアウトプット等については、お客様の状況に合わせて柔軟にカスタマイ
ズしてご対応いたします。

SPL 開発の基本的な考え方や進め方を、具体的な実例や演習を交えて学んでい
ただくトレーニングを提供しています。

　可変性分析が完了し、製品群全体の
機能が明らかになったら、製品群で再
利用可能な資産である「コア資産」を
作り込みます。
　コア資産には、アーキテクチャモデ
ルや設計資料、実装・テスト成果物が
含まれます。これらの資産は、フィー
チャーモデルの各機能と対応付けて管
理します。

括的なアーキテクチャ” となっています。
　製品毎に可変となる構成要素は、フィーチャーモデルで定義した機能と対応付け、ステレオタイプに
<<variant>> を設定します。

　コア資産が完成したら、コア資産
から各製品を導出するための仕組み
を構築し、導出します。
　図 8 の例では、製品 A と C で、フ
ィーチャーモデル上で異なる機能を
選択し、それに対応した異なる構成
要素から成る各製品のアーキテクチ
ャモデルが導出されることを示して
います。アーキテクチャモデルだけ
でなく、ドキュメントやテストなど
も、その製品ごとに選択した機能に
応じたものが導出されます。

で、製品群の全ての製品の資産を一つのコア資産から導出できるようになります。その結果、重複開発を劇
的に減らすことが可能となり、従来に比べて製品開発に要する工数を大きく削減することができます。

　図 7 は、コア資産におけるアーキテ
クチャの例を示しています。コア資産
は全ての製品群の機能を網羅するため、
全機能を実現する構成要素を持つ “包

　このように、SPL を導入すること
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XDDPによる派生開発

「XDDP」はソフトウエアの派生開発に特化したプロセスです

「３つの成果物」により、モレ・ミス・ムダを防止します

どう変更したいのか
なぜ変更したいのか

何を何に変更するのか どのソースの、どの関
数を修正するのか

どのように修正するのか

Universal Specific Description Manner
①変更要求仕様書（USDM）

変更
要求

仕様
行：変更要求仕様と
列：ファイルの交点

②トレーサビリティ・
マトリクス（TM） ③変更設計書

変更要求

Why

仕様

What

変更箇所の特定

Where

変更設計

How

実 装

■USDMで仕様のモレを防ぎます

■TMで変更のモレを防ぎます

■変更設計書で､各変更をきちんと設計します

　派生開発における失敗やトラブルの原因は、変更仕様のモレやミスによる手戻り、影響
範囲の特定が不十分であることによる不具合がほとんどです。それを未然に防ぐのが
『XDDPによる派生開発』です。

　現在のソフトウェア開発においては、新規開発
はほとんどなく、既存コードに機能追加や変更を
行う『派生開発』が多くなっています。

により、工数が増大するとともに、エンジニアも
疲弊してしまいます。
　これまで、ソフトウェア開発技術は欧米を中心
として発展し、新規開発を対象としていましたが、
派生開発に特化した唯一のプロセスが「XDDP」
です。XDDP は変更や追加に必要最低限のドキュ
メントとプロセスが定義されており、派生開発を
効率よく進めることができます。

　XDDPの特徴は『3つの成果物』による、モレ・
ミス・ムダの防止です。この 3 つの成果物を完成
させるまでは、絶対に実装をしません。完全なる
フロントローディングを行うことにより、手戻り
によるムダを排除することで、派生開発の問題を
未然に防ぐのです。

　USDM は要求と仕様を形式化するツールです。
派生開発における変更要求仕様や追加機能要求仕
様を USDM で記述することにより、要求仕様の
ヌケモレや矛盾などの問題を見つけやすくなりま
す。

　トレーサビリティマトリクス（TM）は、USDM
で定義した仕様に対する、コードの対応箇所を示し
た対応表です。このマトリクスにより、変更仕様に
対する影響範囲を把握することができ、変更箇所の
ヌケモレを防ぐことができます。

　変更設計書は、変更箇所に対してどのような変更
をするのかを設計し、明文化したものです。これを
有識者との間できちんとレビューすることにより、
対応のミスを防ぐことができます。

　一般的に、変更や追加は仕様レベルでエンジニ
アに伝えられることが多く、また、納期も短いこ
とから、変更仕様をそのままコードで実現してし
まいます。その結果、変更箇所以外の仕様が漏れ
たり、変更箇所以外の不具合による手戻りの連続

コンサルタントが教える成功の秘訣

エグゼクティブコンサルタント

斎藤  賢一

Why / What： 変更内容の調査と仕様化を行います

■ソースコードからも「スペックアウト」して仕様をとらえます

■とらえた仕様はUSDMでモレなく正確に仕様化します

　XDDPを導入する上で多くの人がつまずくのが、最初の一歩となる『変
更要求仕様書（USDM）』のところです。USDMでは、要求を階層化しグ
ルーピングしていくのですが、どんな粒度や視点で階層化やグルーピングす
るのか、初心者の方はずいぶん悩まれるようです。
　要求の階層化は、「スペックアウト」で正確に仕様を抽出し、その仕様から
構成や時系列の視点で要求を定義、整理します。ここで、スペックアウトを行
うには設計技術が必要となります。この仕様化技術と設計技術のコツさえ掴ん
でしまえば、後はスムーズに進むのですが、この段階でつまずくと、XDDPの
導入はうまくいきません。
　エクスモーションでは、仕様化技術、および、設計技術をベースにXDDPの導
入を支援するサービスを行っております。

　XDDP では、まず最初に変更要求に対する具体
的な変更内容をとらえて、変更要求仕様として定
義します。変更内容をとらえる方法としては、既
存の機能仕様書などの資産から変更すべき内容を
探し出す方法の他に、ソースコードから探し出す
「スペックアウト」があります。スペックアウトと

は理解したことと、拾い出した箇所、変更すべき項
目を抽出して資料として残すことです。ここでとら
えた変更内容を「要求」「仕様」に振り分けて
USDM に記述することで変更要求仕様として定義
します。

　既存資産の要求仕様書や設計書が整備されてい
れば、変更内容をとらえるのは容易です。しかし、
それらがメンテナンスされておらず、ソースコー
ドと乖離している場合もあります。そのような時
にはソースコードを元に「スペックアウト」し、
変更内容を探し出します。とはいえ、大量のソー
スコードに対して、やみくもにスペックアウトす
ると、いくら時間があっても足りません。スペッ
クアウトは、変更箇所にあたりをつけてから実施
します。
　スペックアウトで、ソースコードを理解しなが
ら「図面化」し、理解した箇所をチェックして進
めていきます。図面化は構造と振る舞いに着目し、
開発対象の特徴に合わせて構造図などの最適な図
面を選択します。右図は構造図の実施例です。

　スペックアウトで抽出したものも含めて、ここ
まででとらえた変更内容を元に、変更要求仕様書
を USDM を使って作成します。USDM を作成す
る上で重要な点は要求と仕様を分けて書くことで
す。そうすることで、要求と仕様の関係が明確に
なり、仕様のヌケモレや認識違いを防ぐことがで
きます。その他、Before/After で記述する、変更
の範囲・要求の理由を記述する等のポイントがあ
ります（詳細は 8 ページの「要求の定義と仕様化」
をご覧ください）。

　また、USDM で作成した変更要求仕様書は設計
者に対する「作業指示」としても使えます。
USDM では、仕様のモレや誤解を防ぐために、仕
様を具体的に、検証可能なレベルで記載します。そ
うすることで、設計者に対して「厳密な変更の指示」
が可能になります。変更要求仕様書が適切に作成さ
れており、仕様通り変更作業を行えば、どんなスキ
ルレベルの設計者であっても同じ結果になるはずで
す。
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　TM は USDM で定義した仕様に対し、変更点
がどのモジュールに存在するかを示します。その
ため、変更に対する影響範囲を確認することがで
きます。
　また、前のプロセスで作成した「変更要求仕様
書」と、この後に作成する「変更設計書」とをつ
なぐ役割を果たします。
　・変更するのは本当にその関数だけで良いのか、
  　他にも変更箇所がないか
　・変更することで、他の関数への影響がないか
　・別の変更仕様で、同じ関数が変更されないか
といったことを具体的に確認します。
　変更に対する影響箇所を調べていくと、凝集度

の低いモジュールや、結合度が高いモジュール構造
が見つかる場合があります。このような箇所は変更
の確認が難しいだけでなく、変更による二次障害が
発生しやすくなります。その際には、「保守性の向
上」を変更要求として USDM に追加します。

How：どのように変更するかを決定します

Where：変更仕様に対する変更箇所を特定します

開発を支援する様々なこと

■レビュー

■公式ドキュメントの維持

　変更箇所の特定ができたら、それぞれの変更箇
所について、どのように変更するかを決定し、変
更設計書を作成します。ソースコードではなく「文
章」で記述することにより、変更方法の正しさを
レビューできると共に、変更方法を確実に残すこ
とができます。変更内容の詳細度は、実際に変更
作業を行う担当者のスキルに応じて臨機応変に決
定します。
　変更内容を記述する中で、関数の引数や戻り値
の変更に気づくことがあります。このような変更
は他の関数へ影響を与えるので、TM に戻って影
響範囲を確認をすることが必要です。
　変更要求仕様書と変更設計書を作成し、レビュ
ーを実施することで変更内容が確定した後は、ソ
ースコードを一斉に変更します。

　XDDP では必要最低限のプロセスとドキュメン
トを定めています。しかし、品質を保ち、継続的
な開発を進めていくためには「レビューの実施」「適
切な見積もりと計画」「要件の管理」「公式ドキュ
メントの維持」「開発プロセスの更新」などの、開
発を支援する様々なことも必要になります。

　一般的な派生開発では、担当者があたりを付け
てコードを変更するという、思い込みによる変更
が行われています。そのため、問題が多く発生し
ています。この問題を解決する効果的な方法はレ
ビューしかありません。XDDP では 3 つの成果物
を用いることで、変更箇所、影響範囲、変更方法
等のレビューを実施することができます。

　一般的な派生開発では、新規開発の流れに沿って
ドキュメントを完成させながら変更の作業が進めら
れます。したがって、変更仕様の改訂が頻繁に起こ
るような場合は、ドキュメントの変更回数も増えて
いきます。しかし、限られた時間の中ではコードの
修正が優先され、ドキュメントの更新がなされない
まま、開発が進められてしまいます。
　XDDP で作成するドキュメントは全て既存資産と
の「差分」です。テストで変更の正しさを確認し、
問題がないと判断した時点で、公式な設計文書へ「差
分」をマージします。そのため公式文書の変更を１
回で済ませることができます。

エクスモーションが提供するサービス

www.exmotion.co.jp/ info@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

Webベース
XDDPプロジェクト

管理支援

コンサルティング

XDDP入門／ 実践
トレーニング

派生開発プロジェクトの診断、XDDP 導入のための体制・計画作り、プロセス
のカスタマイズ、XDDP に準じた開発支援など、１日単位での訪問から実際の
成果物作成まで、ご要望に応じたきめ細やかな支援をご提供します。

XDDP の 3 つの成果物について、練習問題を通じて正しい理解を得ることがで
きます。
演習問題を時間をかけてじっくり解き、実践力を向上させます。

Redmine+subversion を使って web ベースで変更要求・追加要求 /TM/ 変更設
計書を一元管理するための環境を導入します。
XDDP によるプロジェクトを円滑に進めるためのガイドを利用できます。

■見積もりと計画

XDDP導入における「よくある問題」

■モレを逃さない要件追跡リスト

　限られた期間で慌てずに XDDP に取り組むため
には、サイズに基づいた見積もりが不可欠です。
XDDP では見積もりをするタイミングと、各タイ
ミングにおいて何に着目して見積もりするかを定
めています。また USDM において、Before/After
を記述することで見えてきた「変更の量」や「難
易度」も、見積もりに活用します。

　暫定の仕様や、一度要求仕様が確定した後に生
じた変更は、全て「要件追跡リスト」に登録しま
す。この時、変更作業担当者とは別の人を追跡担
当者として確保します。追跡担当者は XDDP のプ
ロセスに沿って作業を進めるよう、変更作業担当
者へ促します。また実現性が危ぶまれている変更
要求仕様などもリストに登録し、適切に設計・実
装されたかを追跡します。このようにすることで、
忘れがちな追加や変更への対応も逃さずに進める
ことができます。

　XDDP を導入する際によくある問題として、ま
ず、現状の問題を明らかにせずに XDDP に飛びつ
いてしまい、効果が出ないといった問題がありま
す。XDDP 導入にあたっては、現状のプロセスの
問題点を明らかにし、XDDP による改善をイメー
ジできるようになってから導入する必要がありま
す。

き、手戻りとなります。
　また、実際に XDDP を実践してみると、要求や
仕様をどう分割していいかわからず、途方に暮れる
ことがあります。仕方なく、思いついた要求と仕様
のみを記述し、先に進むことで、後になってから仕
様モレに気付くことがあります。
　XDDP は、比較的早い段階ではっきりとした効
果が得られる技術です。しかし、誤った適用や正し
くない導入により、失敗してしまうケースもありま
す。それを未然に防ぐためには、経験豊富な専門家
に依頼することも、一つの方法と言えます。

　次に、スペックアウトが十分できていないまま、
あいまいな状態で USDM を記述することがあり
ます。このような状態では変更要求仕様としては
不十分な状態のため、実装でモレや勘違いに気づ
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Reverse Round Trip Forward

『mtrip』はアーキテクチャ設計モデルと詳細設計モデル
のMATLAB/Simulinkを相互に変換するツールです。

®Simulink モデル変換ツール

先行開発で作ったプロトタイプ的な
Simulinkモデルを、アーキテクチャ設計
用のモデルに変換します。 これにより
アーキテクチャ設計のベースとなるモデ
ルを作成することができます。

一方のモデルに変更を加えた後、変更内
容をもう一方へフィードバックすること
ができます。

制御の目的や論理、原理原則を主体とした
論理的で洗練されたアーキテクチャの構造
を量産開発のモデルへ引き継ぐことで、
詳細設計の品質を高めることができます。

トルクコーディネータトルクコーディネータトルクコーディネータトルクコーディネータ

- 要求空気充填量
- 要求燃焼噴射量
- 要求点火時期

- 要求点火時期を算出する()
- 要求燃料噴射量を算出する()
- 要求空気充填量を算出する()

燃焼効率燃焼効率燃焼効率燃焼効率

- 燃焼効率

+ 燃焼効率を算出する()

空気充填効率空気充填効率空気充填効率空気充填効率

- 空気充填効率

+ 空気充填効率を算出する()

要求クランクトルク要求クランクトルク要求クランクトルク要求クランクトルク

- 要求クランク軸トルク

+ 要求クランク軸トルクを算出する()

要求エンジントルク要求エンジントルク要求エンジントルク要求エンジントルク

- 要求エンジントルク

+ 要求エンジントルクを算出する()

T orqueC oordinator

+ RequestedCrankshaftTorque
+ RequestedEngineTorque
+ TorqueCoordinator
+ ComburtorEffidency
+ AirFillllnaEffidency

UMLクラス図・パッケージ図
UMLのパッケージ図、クラス図を Simulink のサブシステム構造と
相互変換します。
UMLのパッケージ、クラスはそれぞれ Simulink のサブシステムに
変換されます。また、クラス間に信号線に相当する依存関係を付
加することで、Simulink のサブシステム間をラインで結線します。
ラインに付随する入出力ポートの生成や、名前の設定も自動的に
行われます。
パッケージとクラスによる｢モデリング｣は、ドメインをオブジェ
クト・エンティティ中心で分割する場合に適しています。

『mtrip』販売代理店
株式会社 東陽テクニカ
株式会社 ネクスティ エレクトロニクス
株式会社 DTSインサイト

株式会社 エクスモーション製造元

s

内部ブロック図ブロック定義図

SysMLブロック定義図・内部ブロック図
SysMLのブロック定義図と内部ブロック図をSimulinkのサブシステム
構造と相互変換します。
ブロック定義図のブロック・内部ブロック図のプロパティはSimulink
のサブシステムに変換され、それら要素をつなぐ接続はサブシステム
間を結線するラインと入出力ポートに変換されます。

要求定義

詳細設計
(Simulink)

実装
(コード化)

ForwardForward

Round TripRound Trip

ReverseReverse

アーキテクチャ設計モデル

詳細設計モデル

先行開発/量産開発
詳細設計モデル

アーキテクチャ設計モデル

アーキテクチャ設計モデル

詳細設計モデル

ReverseReverse

量産開発モデル量産開発モデル

先行開発モデル先行開発モデル

アーキテクチャ
モデル

アーキテクチャ
モデルアーキテクチャ設計

詳細設計モデルの変更をアーキテクチャ設計モデルへ
同期しないと、次第に構造面でモデルを検討する事が
困難になります。mtripはアーキテクチャ設計モデルと詳
細設計モデルを同期させ、異なる視点からモデルを見
ることができ、高い保守性を維持します。

QAC 連携
C言語用 品質診断ツール

【主な機能】
品質の定量化

スコープ別評価
品質特性別評価

コードクローン解析
アーキテクチャ構造解析

販売・サポート
株式会社 東陽テクニカ

製造元
株式会社 エクスモーション

『MODEL EVALUATOR』販売代理店
株式会社 東陽テクニカ
株式会社 ネクスティ エレクトロニクス
株式会社 DTSインサイト

【主な機能】
品質の定量化

スコープ別評価
品質特性別評価

モデルクローン検出
【アドイン】

Stateflowモデル品質診断
【ライセンス形態】

ノードロック

『eXquto』はソフトウェアの設計・実装品質を診断する
Ｃ言語用品質診断ツールです。
ソースコード静的解析ツールＱＡＣと連携して動作しま
す。
「品質の定量化」・「アーキテクチャ構造解析」・「コ
ードクローン解析」を行い、ソフトウェアの品質を総合
的に診断し、"定量的"・"視覚的"・"理解容易"な診断レ
ポートを生成します。

製造元
株式会社 エクスモーション

®Simulink モデル用
品質診断ツール

MODEL
EVALUATOR

www.exmotion.co.jp/ sales@exmotion.co.jp ☎ 03-6420-0019

『MODEL EVALUATOR』は
MATLAB/Simulink モデルの品質を診断

（定量化・可視化）するツールです。
本ツールを導入して MATLAB/Simulink
モデルの品質を定期的に診断することで、
モデル品質の向上や維持が可能になりま
す。
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幅広い技術領域をカバーしています

実践力を身につける
エクスモーションのトレーニング

実践

エクスモーションのトレーニングの特徴
エクスモーションでは、新しいことに挑戦するためには、段階をふむことが重要と考えています。
それを初心者が本格的な登山にチャレンジするケースと重ね合わせて、説明するとこうなります。

目的 ・難易度に応じたトレーニングを用意しています

知識

オーダーメイド型
トレーニング

実践トレーニング

入門
トレーニング

実践

難
易
度

習得内容

難

易

エクスモーションのトレーニングでは、知識の習得・実践スキルの習得といった目的と、難易度に応じたトレーニングを
用意しています。

入門トレーニング

実践トレーニング

オーダーメイド型
トレーニング

主に知識を付けたい人向けのトレーニングです
実務担当者というよりは、関係者や管理職向きです

実務担当者が知識～実践力までを一通り向上させるためのトレーニングです

実践トレーニングを受講後に、実務で活用している人向けのトレーニングです
お客さまの実際の成果物を使って演習を行います

技術の習得も同じような段階をふむこと
が重要と考えています。
「メンバのスキル不足でプロジェクトがう
まくいかない」のは、「知識を得る」か
ら、いきなり「本番で実践する」に移行
していることが原因の一つといえます。

系列
開発

SPL 入門
トレーニング

派生開発

システムアーキ
設計実践
トレーニング

MBD開発実践
トレーニング

モデリキ入門 ・実践
トレーニング

UML

MBD

テスト駆動による
リファクタリング実践
トレーニング

XDDP入門 /実践 / オーダーメイド型トレーニング

USDM入門/実践/
オーダーメイド型
トレーニング

基礎能力の向上

思考整理
トレーニング

E
Eureka Live なるほど！発見！ユーリカ ライブ

エクスモーションのコンサルタントが各技術や事例について熱く語ります。

日　時：月１回不定期開催　19:00-20:00
テーマ：開発者の知りたい事、ソフトウェア関連
方　法：オンライン
募　集：connpassにて実施
興味のある方は、こちらまでアクセスしてください。
https://exmotion.connpass.com/
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新しいニーズに応える “オンライン” トレーニング

新型コロナウィルス感染の影響により、教育の機会が減っています。しかし、開発現場の問題は待ったなしの状態で
あることに、変わりありません。
エクスモーションでは、トレーニングの効果をそのままに、３密の状況を避ける開催方法として、オンライントレーニン
グの提供を開始しました。

講師 ・ 受講者共にオンラインで参加できます

研修室に集まる「3密」の状況を起こさないようにします
教室を用意する必要がありません

トレーニング効果はオンサイトと変わらず実施できます

オンラインでも、演習中心を貫き、グループワーク演習とレビューを実現します
離れていても、ディスカッションを活性化するためのツールを利用します

複数の拠点からの参加が可能です

全国、世界にある、どこの拠点からも参加できます

おすすめトレーニング

自動車、自動二輪、飛行機など詳細設計で制御モデル（Simulink）を活用する多くの分野で課題となっているシ
ステム・ソフトウェアの品質向上を狙いとしたトレーニングです。
システム要求からSimulink モデル作成までを一貫した演習課題で実践的に学ぶことができます。

2日 システムアーキテクチャ
設計実践トレーニング

システム要求からシステムアーキテクチャ設計
ま で を 対 象 と し た MBSE（Model Based 
Systems Engineering）を実践的に学ぶ

2日 MBD実践トレーニング

ソフトウェア要求から Simulink モデル作成までを
対象とした MBD（Model Base Design）を実践
的に学ぶ

3日 システム設計～MBD実践
ワンストップトレーニング

システム要求からシステムアーキテクチャ設
計までを対象とした MBSE と、ソフトウェア
要求から Simulink モデル作成までを対象と
した MBD を、ワンストップで実践的に学ぶ

ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

■ システム設計 MBD 実践ワンストップトレーニング
～ システム要求から Simulink モデルまで一貫した演習課題で学べる実践的トレーニング ～

■ USDM/XDDP オーダーメイド型トレーニング
～ 演習問題ではなく開発現場で作成した成果物を使ったオーダーメイド型トレーニング～

本トレーニングは、USDM/XDDP 実践トレーニングの受講経験者を対象とし、各実践トレーニングの受講後、開発
現場に適用した際の課題や悩みに応えるためのトレーニングです。各実践トレーニングを受講してから、2～ 3ヵ月
後を目安に受講するのが効果的です。
オーダーメイド型トレーニングでは、実開発で作成した成果物を使って、お客さまそれぞれに合わせた演習を組み立
てて、トレーニングを実施します。また、その場で適用における問題や悩みの相談をすることができます。

開催のご相談・価格のお問い合わせは以下から承ります。
お問い合わせ先
株式会社 エクスモーション
sales@exmotion.co.jp 03-6420-0019

オンライントレーニングでは、どんな設
備が必要ですか？

良好なインターネット環境、マイク、イ
ヤホンが必須です。オンラインミーティ
ングツールのライセンスは当社が用意
します。

オンラインでも演習は可能です。オン
ラインでのコミュニケーションの慣れが
必要ですが、オンラインだから効果が
下がるという事はありません。

オンラインでも演習はできますか？
効果は下がりませんか？

ト レ ー ニ ン グ F A Q
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Consultants
エクスモーションでは、 様々な得意分野を持ったメン
バーが皆さまの“現場の困りごと”の解決を支援して
います。

そんな、当社の優秀なメンバーをご紹介いたします。

Koji Iyama

エグゼクティブコンサルタント

井山 幸次

FA 機器 X D D P自動車 U M L U S D M

｢しなければならない」のではなく、開発者
が自ら「取り組みたくなる」ような技術導
入と、同時に動機づけをご支援します。

エグゼクティブコンサルタント

X D D P自動車

モデリング技術を中心としたソフトウェ
アプロセス改善により、上流工程中心の開
発スタイルへの移行を支援いたします。

Kenichi Saito

斎藤 賢一

M D D車載機器 S P L複合機 システム設計

エグゼクティブコンサルタント

コンサルタントが現場に身を投じ、実務
者・当事者の視点を忘れることなく、お
客様と共に課題解決に当たります。

Munetaka Kohama

小浜 宗隆

自動車 U S D M医療機器 解説書M B D U M L

リファクタリングには、非常に高度な知
識、経験と粘り強さが必要です。私と一
緒に、レガシーコードを蘇らせましょう。

シニアコンサルタント

Ichiro Inoue

井上 一郎

デジタルビデオカメラ リファクタリング自動車 レガシー救済 Agile

自動車 U S D M

開発現場と管理者の両方が納得する確実
なステップアップをご支援いたします。

シニアコンサルタント

Koji Yasaka

八坂 浩司

解説書プロセス改善 自動車

問題を整理整頓し、本質に沿った制御を
構築することで、仕様変更や機種展開に
対応しやすく、安定した制御構造を作り
ます。

シニアコンサルタント

Yuji Miwa

三輪 有史

HILSM B D 解説書

自動車

適切なモデリング技法をご提案することで、
お客様のコミュニケーションを円滑にするご
支援をいたします。

シニアコンサルタント

Hisanori Takahashi

高橋 久憲

複合機 システム設計 機能安全要求開発 (USDM) XDDP 自動車

みなさんの開発組織にある「もやっと」を「すっ
きり」に。エクスモーションは組込みシステ
ム開発を現場から支援いたします。

シニアコンサルタント

Suguru Kosaka

U S D M機能安全 システム設計

小坂 優

FA 機器自動車

ソフトウェアの品質を多面的・定量的に
測定して可視化するツールを提供し、現
場での品質改善活動を推し進めます。

Junji Tamaki

玉木 淳治
スペシャリスト

リファクタリング

自動車

コード診断 自動車

ソフトウェア開発はチームの協調作業で
す。チーム一丸となって成果を出す仕組
みを現場から作り上げましょう。

コンサルタント

Yorikazu Shoji

庄司 順和

開発プロセスUSDMシステムズエンジニアリング

開発現場のみなさんが納得して能動的に
新しい技術を取り入れられるようご支援
いたします。

自動車 M B D

コンサルタント

Ryota Matsui

松井 良太

U S D M

常に全体を俯瞰しつつ、開発現場の工夫
やノウハウを組み合わせて、最適なシス
テムを開発するご支援をいたします。

自動車

コンサルタント

Shinsuke Yato

矢頭 伸介

要求開発 (USDM) システム設計 開発プロセス

自動車

計画的な再利用により保守工数を削減し、
新たなサービスを生み出す時間を作りま
しょう。

コンサルタント

Takashi Yoshimoto

吉元 崇

S P L U S D M システム設計 自動車

開発現場を分析し、実際に手を動かしな
がらエンジニアに寄り添った改善をご支
援いたします。

HILSM B D

コンサルタント

Tomotaka Nagano

検証

永野 文崇

自動車

what だけではなく why もお伝えし、お
客様に納得いただける支援をいたします。

システム設計 機能安全

コンサルタント

Naoya Ichinose

建機 USDM

一ノ瀬 直也

自動車

実行可能かつ着実な改善活動を提案し、現場
の開発力を高めるご支援をいたします。

コンサルタント

Kei Uchida

要求開発 (USDM)M B D CI/CD 環境構築

内田 圭

H I L S
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自動車 ビジネスプロジェクタ 半導体製造装置

デジタルテレビ システム設計 U M L

検証 商品企画

Tomohide Akiyama秋山 友秀

シニアエンジニア

ＵＳＤＭ 検証

自動車 ネットワーク機器

シニアエンジニア

Terunaga Akutsu 阿久津 光永
車載機器

自動車 システム設計 機能安全

シニアエンジニア

Ryuya Ishizu石津 流弥

自動車 M B D

シニアエンジニア

Kazuya Inaba井奈波 和也
自動車 U S D Mシステム設計

シニアエンジニア

Kazuya Otaki大瀧 和哉

自動車 検証

シニアエンジニア

Tatsuya Sakurai桜井 達也
自動車 ＭＢＤ

シニアエンジニア

Chihiro Shirota城田 千尋
自動車 車載機器 複合機

要求定義 プロセス改善

Kazuhisa Suzuki鈴木 一久

シニアエンジニア

自動車 ＵＳＤＭ 解説書

シニアエンジニア

Ryo Chiba千葉 僚
自動車 ＩＯＴ

ＵＳＤＭ 要求定義

コンピュータネットワーク

シニアエンジニア

Gen Tsuchida土田 元

システム設計ＵＳＤＭ

デジタルカメラ 自動車

シニアエンジニア

Takeyoshi Nishimura西村 武剛

Engineers

Experts
&

自動車

U M L I T システム設計要求定義

通信機器 I O T

シニアエンジニア

Reiji Nishiyama西山 零士
自動車 M B D

シニアエンジニア

Ryoichi Hashidume橋詰 良一
自動車

検証U S D M A LM ツール

シニアエンジニア

Hideshi Hashimoto橋本 秀史

自動車

リファクタリングレガシー救済

シニアエンジニア

Nobuhiro Hosotani 細谷 信博
自動車

形式検証機能安全 U S D M

シニアエンジニア

Yukiko Maeda前田 佑希子

自動車 要求定義

Kenta Matsunaga松永 健太

シニアエンジニア

F A 機器複合機 / 印刷機

リファクタリング A g i l e

プロセス改善

シニアエンジニア

Kazuya Morino 森野 嘉津也

システム設計

複合機

U S D M

自動車

シニアエンジニア

Ryosuke Mondo 門戸 良介
自動車

M B D H I L S 制御

シニアエンジニア

Sumie Yamaguchi山口 澄江

自動車 M B D

シニアエンジニア

Hiroshi Watanabe渡辺 紘
自動車

C M M Iプロセス改善 A - S P I C E

F A 機器半導体

シニア
エキスパート

Kunio Sawaguchi澤口 邦夫
ロボティクス

Q u i c k  H a c k

D e v O p s ( C I / C D ) クラウドコンピューティング

防衛システムネットワーク

A g i l e

シニア
エキスパート

Toshiaki Nozawa野沢 利明
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セイコーエプソン
株式会社
田中様､谷口様

　セイコーエプソンでは、モデリングや SPL 等の先端
技術を積極的に取り入れながら、魅力ある製品を創り出
せるエンジニアの育成に力を入れています。
　エクスモーション様には、モデリング／ SPL に関す
る教育、および弊社内のソフトウェア設計技術の体系化
について支援をお願いしました。
　サービスの内容の充実度はもちろん、実案件の開始前
に何度も打ち合わせを行ない、こちらのニーズをしっか
りと把握した上で支援して頂けました。また、教育受講
後に現場の技術者とのディスカッションの場を設けて頂
いたことがとても印象に残っています。これらのおかげ
で、私たちが本当に望んでいるものを提供して頂けたと
感じています。

お客さまメッセージ

ＮＴＮ株式会社
井上様、杉本様、
本窪様

　弊社ではシリーズ化した電動モータ・アクチュエータ
を効率的に開発していくため MBD と SPL に力を入れ
ています。
　開発の企画・構想段階当初は、製品シリーズのベース
となる開発資産の作成だけでなく、プロセスの策定、現
場メンバーへの教育計画やツールチェーン構築など多く
の課題が存在しており、弊社独力での課題解決が困難な
状況であったため、専門的な知見を持つエクスモーショ
ン様に開発の広い範囲で支援をお願いしました。
　現在に至るまでの実践的な支援を通じて、設計領域の
成果物・プロセスが整備されただけでなく、メンバーへ
の設計スキル定着も進めることができました。支援の中
でプロセスを自動化・省力化できるツールを短時間で作
成していただけたことにも、感謝しております。
　これからも引き続き実践的な支援を期待しています。

いすゞ自動車
株式会社
山浦様

弊社では、エンジン制御ソフト開発の効率化とソフト
品質向上を目的に MBD の取組みを推進しております。

この取組みの中でエクスモーション様には主にレガシ
ー制御の要件定義書作成や検証手法の構築にご協力いた
だきました。

要件定義書作成では、弊社の既存フォーマットをもと
に各制御機能を把握するための書式や関連資料の提案を、
検証手法構築では、要件定義書をもとにテストシナリオ
の作成プロセスとテスト環境作成をお願いしました。

双方とも、量産プロセスに乗せられるレベルの粒度で
のソリューションであり、我々が理想としている開発プ
ロセスへ確かな一歩を踏み出せたと感じております。

株式会社ケーヒン
佐々木様、柴様、
山本様

　弊社では、自動車開発向けにカスタマイズしたモデル
開発のトレーニングを利用しました。上流工程で考えを
整理してモデルに落とし込むという方法は、日頃の量産
開発で「着実に作り込む」ことだけに注力しがちなわれ
われにとっては、非常に新鮮なものでした。
　考えを整理するためのウォーミングアップとして取り
組んだ「思考整理トレーニング」では、「目から鱗」とい
った多くの気付きがありました。これからは、われわれ
の開発もより上流工程へとシフトしていくことが想定さ
れており、その意味でも、上流工程の一連の開発を体験
できたことは今後に向けて有効だったと考えています。

　エクスモーションの使命は、お客様の開発現場に実践的な技術を提供し続けることです。
ここでは、私たちが支援してきたお客様から寄せられたエクスモーションへのメッセージを掲載いたしました。
　お忙しい中ご協力いただいた皆様には、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
引き続き皆様のご期待にお応えできるよう、一層努力していきたいと思います。（掲載は順不同）

株式会社
デンソークリエイト
宇都宮様

　デンソークリエイトでは、
ソフトウェアプロダクトライ
ンの技術習得に力を入れてお
り、この分野を熟知しているエクスモーションさんに実
践面での支援をお願いしています。
　現場での適切なアドバイスはもちろんですが、プロジ
ェクトの状況変化に臨機応変に対応してもらえる点も、
非常に助かっています。

株式会社SUBARU
櫻井様

　エクスモーション様には、ソフトウェア開発の品質向
上に向けて協力を頂きました。
　開発・設計者とは別の視点（第３者視点）で、見落と
している改善箇所の指摘、提案を頂いています。コンサ
ル業務だけでなく、現場支援業務があるのはエクスモー
ションの「強み」だと思います。
　客観的な診断だけでなく、細かな技術支援や気づきを
与えてくれる事を期待しています。

株式会社ザクティ
木戸様、恒川様

　エクスモーション様には、ソフトウェア品質と生産性
の両立に向け、当社開発スタイルに合わせた開発プロセ
スと開発環境のご提案に加え、実践的なソフトウェア開
発技法についてご指導いただきました。
　第三者的な観点からの問題点のご指摘・代替え設計の
ご提案は、ソフトウェアに対する圧倒的な知識と経験に
基づいており、社内の力だけでは成しえないことが実現
できていると感じております。
　今後は、製品応用と社内での持続的運用に向け、さら
なるご支援を期待しております。

株式会社
小松製作所
齋藤様

　弊社では制御ソフト開発において要求仕様書を重要
な基点（成果物）と考えています。よりよい開発へと
継続的に改善を行うためには、課題や工数（変更工数、
やり直し工数など）を適正に測定する仕組みが必要で
あり、また、開発初期においても適正かつ迅速な工数
見積が期待されています。仕様の粒度が区々であると
仕様の件数（変更や追加など）から工数見積が経験的
にしか判断できないという課題もありました。さらに、
最近では要求管理、特にトレーサビリティを把握する
のに有効なツールがあり、要求と仕様間関係、要求間
関係、仕様間関係を把握しやすくなってきてはいます
が、ツールに入れる要求や仕様の内容や粒度の規定は
ツールによってなされていないため、それらを運用す
る手法が重要であると考えています。これらの解決手
法の１つとして弊社では USDM を検討しており、エク
スモーション様の支援によって改善中であります。こ
れからも局所的な課題解決ではなく全体最適を見通し
たご支援を期待しております。

株式会社デンソー
梶岡様

　日々スピードが求められ、じっくり考えてモノ作り
することが難しくなっている現在において、全体をし
っかり俯瞰して質の高いアーキテクチャやシステムを
作ることのできるエクスモーションさんのスキルは、
とても貴重だと思っています。
　また、技術だけにとどまらず、ビジネスと技術をつ
なぐ領域まで踏み込んでもらったり、一般論ではなく
現場で開発者と一緒になって問題解決にあたるなど、
その実践的な姿勢には本当に助かっています。
　これからも、ぜひいろいろな面での支援を期待して
います。

日信工業株式会社
土屋様、山口様

　既存システムに対するスピーディな機能追加が求めら
れる中で、システムはどんどん複雑になってきました。
　弊社主力製品である二輪 ABS もその例外ではなく、
システム全体を的確に把握しながら開発を進める仕組み
づくりが急務です。
　エクスモーション様には、要件定義からアーキテクチ
ャ構築までのプロセス定義に関する支援をいただいてい
ます。
　今まで漠然と捉えていた要求や設計を可視化する手法
は、開発業務に大いに役立つと感じています。
　適正、且つ 効率的な開発プロセスのご提案・ご支援
を、引き続き期待しております。

日本精工株式会社
須永様、青崎様、
樋口様

　弊社では、システム開発プロセスの改善と XDDP に
よる派生開発プロセスの改善に取組んでいます。
　エクスモーション様には以前から要求開発の改善とし
て、USDM による要求の定義と仕様化にご支援いただ
いておりました。
　最近は更なる信頼性向上のため、システム全体に対し
最適化した開発を行うことと、派生開発での不具合未然
防止と効率向上のため、今までより領域を広げてご支援
いただいております。
　エクスモーション様の良いところは、現場に即した対
応を高度な技術でご支援いただけるところです。また、
親身になって一緒に考えていただけるので、チームとい
う感覚で開発を進めることができます。例えば、メカと
いう馴染みが少ない開発に対しても、弊社から提供した
情報を理解し、整理し、適切な提案をしていただけるの
で、計画的に効率よく開発を進めることができます。
　エクスモーション様は、コンサルタントとして単に答
えを教えてくれるのではなく、私たちに考えさせながら
答えを出すように導いていただけるので、一緒に活動を
しているメンバーが技術者としてスキルアップしていく
ところも魅力的に感じております。

パイオニア株式会社
大森様

　パイオニアでは、中堅エンジニアのスキルアップと
して、エクスモーションさんのトレーニングコースを
利用しました。
　当初予定していた内容に加え、日頃多忙な中でなか
なか出来ない参加者個々の技術に対する棚卸しなども
実施していただきました。
　また、派生開発に特化した XDDP というプロセスに
ついてのトレーニングも盛り込んでいただきました。
製品が毎年モデルチェンジを繰り返すため、度重なる
派生開発に追われている弊社にとって、このフロント
ローディングの技術習得ができたことは大きなメリッ
トですし、現在進めている開発効率向上に役立つと思
っています。
　演習課題も、カーナビやカーオーディオといった弊
社の開発対象に合わせていただき、受講者からも好評
でした。
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パナソニックスマートファクトリー
ソリューションズ株式会社
矢吹様

　当社の商品に搭載されているソフトウェアが大規模
化、複雑化しているため、短期間で高品質なソフトウ
ェア開発の実現に苦心しています。
　その中でこれらの問題を改善するためにエクスモー
ション様と一緒に新しいアーキテクチャの構築を目指
しています。
　当社の現場に入り込んでいただき、現場目線で提案
をしていただく取り組み姿勢に信頼感が湧きます。ま
た、高いモデリング技術を持ったエクスモーション様
と一緒に仕事ができ、非常に勉強になっております。
　これからもソフトウェア開発における様々なコンサ
ルティングを期待しています。

三菱電機コントロール
ソフトウェア株式会社
小寺様

　弊社は、社会インフラを担う重要なソフトウェア開発
を中心に携わっています。
　今まで以上に高品質かつ効率化を求められる中、弊社
では XDDP の開発プロセスを導入することになりまし
た。
　エクスモーション様には XDDP の導入当初からご支
援をいただいております。
　XDDP の導入にあたっては、確立されたプロセスに
はめるのではなく、開発現場と活発な意見交換を行いな
がら真の問題点を見出し、われわれの開発現場に沿って
カスタマイズされたプロセスをご提案いただくことによ
り、開発現場への展開がスムーズに行うことができ大き
な成果をあげることができました。
　今後さらなる品質向上、効率化に向けてソフトウェア
プロダクトライン化についてもご支援をいただきたいと
考えています。

ヤンマー株式会社
松本様

　農業の ICT・ロボティクス化
に伴い、農業機械にも自動車と
同等以上に複雑かつ大規模な制
御ソフトウェアを実装する流れ
になっています。このソフトウ
ェア開発を効率的に行うため、
エクスモーション様には、モデルベース開発プロセス
の整備コンサルティングを依頼させて頂きました。
　しかし実際は、単なるコンサルティングに留まらず、
開発実務を一緒に行って頂く事で、豊富な実践経験に
基づく知見や手順を、我々のスタイルに適した形で伝
授頂く事ができました。
　また、一緒に業務経験させて頂いた若手は、ＭＢＤ開
発者として必要なスキルを理解し、目標とする技術者
の具体的なイメージを得ており、育成面からも大きな
収穫を得たと感じています。
　今後も制御開発の更なる飛躍のために、様々な面で
ご支援を頂きたいと考えています。

ヤマハ株式会社
加藤様

　エクスモーションさんには、既存のソフトウェアに
対して、ソースコードの品質診断から実際の改善支援
まで、継続的にお手伝いいただいています。
　診断では、単にソースコードの問題点だけでなく、
組織やプロセスに渡る開発全体の最適化をご提案いた
だき、期待以上の結果を得ることができました。
　現在は、実際の改善活動において、上流工程からの
仕様分析を支援してもらっていますが、自分たちで難
しく考えてしまっていたことが、こんなにシンプルに
整理できるのかと、日々大きな驚きを感じています。
　これからも引き続き、俯瞰的な視点からの効果的な
支援を期待しています。

ヤマハ発動機
株式会社
中山様

　エクスモーション様には、ソフトウェア開発の品質向
上に向けてご協力頂きました。
　現場の状況を丁寧にヒアリング頂き、モデルベース開
発プロセス導入にてご支援頂いております。一般的なコ
ンサルティングとは異なり、現場に深く入り込んで実践
的な開発スタイルを共に作り上げて頂いています。
　豊富な実践経験に基づくアドバイスは、エンジニアの
レベルに応じてご提案頂いているため若手にとっては大
幅なスキルアップ、中堅にとっては高度な技術獲得に繋
がり非常に勉強になっております。
　これからも引き続き、プロセス定着に向けてご支援頂
きたいと考えています。

富士ゼロックス
株式会社
斎藤様、乾様

　エクスモーションさんには、現在当社が進めている派
生開発プロセス XDDP の社内研修をお願いしています。
エクスモーションの教材は、非常によくまとまっていて
わかり易く、開発者の XDDP 習得にとても役立ってい
ます。XDDP 提唱者である清水さん公認という点も大
きなポイントで、リフォームを題材にした演習など、
XDDP の本質を問う内容には、大きく信頼を寄せてい
ます。
　実施にあたっても、当社の要望に合わせ柔軟にカスタ
マイズしてもらっており、その点もありがたく感じてい
ます。
　今後は、実際の開発課題を題材に取り入れたワークシ
ョップ形式での開催など、引き続き当社の XDDP 推進
にお手伝いいただきたいと思っています。
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株式会社エクスモーション 会社概要

代表取締役社長
渡辺　博之

常務取締役
芳村　美紀

現場に、
旗を立てる。TEL 03-6420-0019

03-6420-0083FAX

URL コーポレートサイト：https://www.corporate.exmotion.co.jp/
サービスサイト：https://www.exmotion.co.jp/
採用サイト：https://recruit.exmotion.co.jp/

141-0032所在地 〒
東京都品川区大崎 2-11-1 大崎ウィズタワー 23階

設立 2008 年 9月 1日

取締役 代表取締役社長　渡辺 博之
取締役会長　　　長尾 章
常務取締役　　　芳村 美紀

mail info@exmotion.co.jp

主要取引先 いすゞ自動車株式会社、NTN株式会社、
株式会社ケーヒン、株式会社小松製作所、
株式会社ザクティ、セイコーエプソン株式会社、
株式会社デンソー、株式会社デンソークリエイト、
トヨタ自動車株式会社、日産自動車株式会社、
日信工業株式会社、日本精工株式会社、
パイオニア株式会社、
パナソニックスマートファクトリーソリューションズ株式会社、
株式会社 SUBARU、富士ゼロックス株式会社、
株式会社本田技術研究所、株式会社ホンダロック、
三菱電機コントロールソフトウェア株式会社、
三菱自動車工業株式会社、株式会社メタテクノ、
ヤマハ株式会社、ヤマハ発動機株式会社、ヤンマー株式会社
（順不同）

証券コード 4394（東証マザーズ）

https://www.facebook.com/exmotion0019/

もっと知りたい方は―
Facebookをチェック


	表紙
	p2_3はじめに
	p4_5システムアーキ1
	p6_7システムアーキ2
	p8_9USDM要求1
	p10_11USDM要求2
	p12_13USDM要求3
	p14_15要件ばらし１
	p16_17要件ばらし２
	p18_19非機能要求
	p20_21要求の形式検証
	p22_23MBD1
	p24_25MBD2
	p26_27MBD3
	p28_29MBD4
	p30_31UML
	p32_33プロセスアーキ1
	p34_35プロセスアーキ2
	p36_37DeruQui
	p38_39EurekaBox
	p40_41レガシー救済1
	p42_43レガシー救済2
	p44_45機能安全1
	p46_47機能安全2
	p48_49機能安全3
	p50_51解説書1
	p52_53解説書2
	p54_55SPL1
	p56_57SPL2
	p58_59XDDP1
	p60_61XDDP2
	p62_63ツール
	p64_65トレーニング
	p66_67トレーニング2
	p68_69コンサル
	p70_71コンサル2
	p72_73お客様メッセージ
	p74_75会社紹介

