
という人的側面にフォーカスしたものである。これまでに国内

企業からの発表実績は、ソニー、日立ソフトなど、ごく少数で

あり、発表者にとっては狭き門となっている。今回も日本から

は当社と他社の計２件が選出されたに留まった。発表の競争率

は年々増加しているというが、運営委員によると、今回の応募

総数はおよそ７００件だったそうである。

本稿では、会議を聴講して得られたSPIの研究の現状につい

て報告するとともに、著者が発表した内容の一部を紹介する。

SEPGカンファレンスは技術発表や経験報告、基調講演、

製品の展示、そしてチュートルアルから構成される。本章では、

この中から印象に残ったものについて紹介し、会議の印象につ

いて述べる。

PEP Inc. モギレンスキー氏の発表は、プロセス改善と精神

医学の融合を試みたコラボレーティブなものであり、切り口と

しては著者のそれに一番近く、個人的に一番印象に残った。発

表者によると、プロセス改善の成功はインターパーソナル（対

人）スキルの開発に大きく依存するという。ワイヤード誌やタ
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第１６回ソフトウェアエンジニアリングプロセスグループ国

際会議（SEPG２００４）が、米国フロリダ州オーランドで開催

された。この会議は、CMMI(Capability Maturity Model

Integration：能力成熟度モデル統合)などソフトウェアプロセ

ス改善（以下、SPI）をテーマとした国際会議であり、米国カー

ネギーメロン大学ソフトウェア工学研究所（CMU/SEI）の主催

により毎年米国で行われている。今回は、国内外合わせて２０００名

ほどの参加者があり、非常に大規模なイベントとなった。年々、

参加者の国際化が進展し、日本からも総勢５０名程度が参加し

た。会議は月曜日から木曜日の間、朝７時に開始され、Birds

of Feather（同じ興味を持った技術者で行われる非公式な集

まり）と呼ばれる会合が終了する夜８時まで行われた。全てプ

ロセス改善に関するプログラムがびっしりと詰まっている。月

曜日と木曜日にチュートリアル（３時間/件）と呼ばれるトレー

ニング形式のセミナーが組まれ、火曜日と水曜日にセッション

と呼ばれる発表（４０分/件）および基調講演（４５分/件）が行

われた。今回は、合計１００件程度の発表や基調講演が行われた。

著者の参加目的は当国際会議において、SPI活動を通して得

られた知見を発表することと、SPIに関する最新情報を収集す

ることであった。発表のテーマは「Tao of SPI」（SPIの道）

米国SEPGカンファレンス発表報告
SEPG2004 Report

丹羽　武志
Takeshi Niwa

＊＊＊１. はじめに＊＊＊

会場となったマリオット・ワールド・センター

講演の様子

＊＊＊2. カンファレンスの内容＊＊＊

2.1 Mindblindness
（アスペルガーシンドロームとSPI）

コラムコラム



イム誌が伝えるところによると、米国のソフトウェアエンジニ

アが密集する地域（シリコンバレー）で、彼らの子供の中で、

アスペルガーシンドローム（自閉症の軽い症状）が他の区域に

比べ異常に発生しているという。この発表では、この病気の特

徴や組織におけるプロセス改善への影響、そして対応方法を議

論提案している。内容そのものというよりも、SPIの切り口を

単眼的、直接的に据えるのでなく、精神医学の見地から考察す

るという複眼的かつユニークなアプローチが注目に値し、異な

る分野に対する自分の見識の狭さを考えさせられた。

CMMの生みの親として知られるワッツ・ハンフリー氏によ

る発表では、プロフェッショナルかつ高生産性を実現するため

には、健全なエンジニアリング手法と適切な作業環境が重要で

あるという。CMMIに代表されるような規律のある開発、プロ

ジェクトマネジメント活動の実践に示すとおり、不適切なマネ

ジメントや不健全な職場環境においては、クリエイティブな技

術作業をすることは大変難しい。この発表では、CMMIは大切

としながらも、PSP（パーソナルソフトウェアプロセス）や

TSP（チームソフトウェアプロセス）を導入することで、こ

うした問題にCMMIの導入以上に効果があるとしている。

いくつかの発表やチュートリアルを通して、SPIの傾向と今

後の方向性に関して、大まかに次のような知見を得た。

¡成熟度レベルの達成を競い合う時代は終わる

¡SPIに対する複眼的思考がさらに進展する

¡CMMIに加え、ピープルCMM、PSP、TSPの導入が進む

¡セキュリティ、シックスシグマの活用が進む

41

CMU/SEIの展示ブース

成熟度レベルを、とりたてて強調する時代は終結する。それ

よりも、実際にCMMIを活用し、いかにビジネス上の効果を上

げるかが焦点となってくる。ビジネス上の達成目標は非常に多

岐にわたるため、SPI活動においても「単に生産性を上げよう」

という単眼的な目標設定ではなく、「従業員満足度を上げるこ

とにより生産性向上を実現」というような複眼的思考が必要と

なってくる。レベル自体に関する議論や発表は皆無ではないが、

SPIコミュニティー全体として成熟度レベル分布が高くなって

きているため、事例研究報告も高成熟度レベルのものがほとん

どである。

元来CMMIの導入は、優秀な技術者同士を有機的に結合させ、

組織的にパフォーマンスを最適化するためのものとして紹介さ

れた経緯がある。ところが、その前提である技術者の技術レベ

ルが低下したために、組織を取り扱うCMMIでは対処できなく

なってきた。そのため、個人や小グループにフォーカスした

PSPとTSPが開発された。発表企業の中には、これらのフレー

ムワークを統合的に構築し、業界ベンチマークよりも高い効果

を出しているところもある。ピープルCMMに関しては、まだ

概論的な説明段階であり、本格的な実装報告は少なかった。

セキュリティやシックスシグマによる品質管理のプロセスへ

の組み込みという話題も多数発表があった。セキュリティでは、

SEIが開発したOCTAVE*による、開発プロセスにおける初期

フェーズ段階でのセキュリティ関連リスクへの対応が注目を集

めると思われる。もともとOCTAVEは運用フェーズにおける

活用を前提としているが、今回の提案では、開発プロセス初期

からの活用により、セキュリティリスクの早期発見による運用

フェーズでの作業の効率化が図れるとしている。また、シック

スシグマではCMMIの高成熟度を実現するツールとして確証を

得たという発表がいくらかあった。SPIコミュニティーにおけ

るCMMIの成熟度化が進展しているために、この潮流は続くと

思われる。

最後に、対前年度参加者数比ならびに海外からの参加者数を

見ても、今回の開催規模は大変大きく、依然としてプロセス改

善に対する注目度は高いといえる。今後は、CMMIレベルの高

成熟度化が進み、組織内の開発フレームワークの整備は一旦完

了し、このフレームワークをいかに活用し、効果を上げていく

かが議論の的となるであろう。今後とも、SPIコミュニティー

の動向や展開に注視しながら、当社におけるSPI活動が着実に

前進するよう推進していきたい。

2.2 Being a Software Professional
（ソフトウェアのプロとなるために）

2.3 発表・展示の傾向
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以下に国際会議で発表した内容を記載する。本テーマは、ソ

フトウェアプロセス改善に携わる担当者がプロセス改善活動の

実施上、遭遇する課題をタオ（道教）的思想など東洋の知見を

通してまとめたものである。要旨は以下の通りである

¡S P I の 道…SP Iの本質理解には技術面だけでなく、

人的側面が大切である

¡トレーニング…学び続けるような人材を育成することが

トレーニングといえる

¡リーダーシップ…リーダーの本質は家庭の中に見つけるこ

とができる

On the f i rst impression,  Software Process

Improvement sounds easy to implement, but those

trying it will soon find that it is actually very difficult.

In general, People working as technologists for

software companies are not cut out for dealing with

others. Human beings are real, not ideal. Human

beings are flickering, not stable; emotional, not

logical. The essence of SPI is not only tackling

technical issues but focusing on human side. Not

considering the human side can lead to a mere façade
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of a management system. CMMI provides us with

helpful guidance on how to improve an organization

so that it will achieve its business goals. People tend

to deepen their knowledge of CMMI but forget about

other departments. Erudition sometimes leads people

to lose focus on principles and essentials. The

answer lurks behind in human characteristics and it

seems simple when you realize Tao of SPI. 

Adequate training increases effectiveness of the

SPI. What concerns us here is what we should learn

about. We commonly go straight to the process areas

and try to get the essence out of it. However it does

not work. More you try to expedite your learning

process, less you get the effect. Instead, you can

only get merely a check list type of understanding.

Even worse, you are not going to get anything at all.

The model is not easy to understand unless you have

certain background in the software processes or

engineering. A random understanding causes simple

binary thinking unless you pay a special attention.

Since the model has the check list side, we are prone

to think that way. Things are not either good or bad.

There should be something in between. The cause

may stem from people’s characteristics. That is value

in ambiguity. If we consider ourselves having analog

thinking, why random understanding is occurred

anyway? Because it became so a custom that

knowing itself is worthy rather than having originality.

Multiple choices are always given for choosing right

answer. And full of examples are given for applying

principles to the application for without thinking too

＊＊＊3.  私の行った発表（抜粋）＊＊＊

丹羽 (著者) の講演

3.1 Tao of SPI

3.2 Training



difficult, forcing us to consider the need of making a

human face for the change strategy. Second, in order

to implement our strategy effectively, we must pay

special attentions to the following points. Analyzing

climate for the change and changing people through

the SPI activity. Finally, we must understand true

human nature in order to bring out our self-reinforcing

commitment for a true meaning of SPI. The essence

of SPI is just to leave everything to take its natural

course, and things will improve on its own accord.

What it all boils down to is that we should exercise

meaningful acts with TAO. TAO says that although it

is the meaning that he has no accomplishment, it

does not mean that he is carrying out nothing. Act

without doing especially unnatural thing. The shallow-

brained wisdom and the selfish feeling are thrown

away, and to act according to a nature. It sounds like

natural consequence. In essence, since our head is

full of garbage, it is difficult to do such things.

Therefore it is TAO of SPI how we always ask

ourselves for pursuing the essence by way of

dismissing worldly thoughts. And this is also TAO of

being. 

Reference:

Lao-Tsu: Tao Te Ching, Penguin, (1985)

* SEPG is a service mark of Carnegie Melon University

* CMMI is registered in the U.S. Patent and Trademark 

Office by Carnegie Mellon University
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much. As SEPG, when we provide training, we should

consider following message,“Teach fewer and have

them study more.”Training people is not to bring up

the man that learned but the man w ho continues

learning.  

One of the most imperative characteristics which SPI

champion to have is strong leadership. The word

“strong”should be interpreted appropriately in this

context. They are not commanders, nor authoritative.

The existence of the leader who is wise is barely

known to those he leads so that people would say it

happened of its own accord. And Tao te ching

mentions three precious attributes for leaders, such

as courage not to compete, mercy and economy.

From mercy there comes courage, economy to

humility, willingness to lead from behind. SPI should

be conducted with thoughtfulness. For me, there are

a bunch of leaders who are appeared to be like such

but to lead nothing. And I am certainly no exception. I

think the essence of the leadership can be seen at

home. Truly, how many of you can say“I am the

leader of my family”? 

To wrap up, dealing with the change makes SPI

丹羽　武志
Takeshi Niwa

・技術本部（Technologies Division）
・現在、SEPG業務に従事

3.4 Conclusion

3.3 Personality for leadership
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