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ビジネス環境の激変に伴いプロジェクト運営がうまく機能し

なくなってきた。その結果、品質（Quality）、コスト（Cost）、

納期（Delivery）といった QCD パフォーマンスが悪化、失

敗プロジェクトは増加し、事業目標の達成に大きく影響を及ぼ

している。このような背景から、当社では、安定したパフォー

マンスは、安定したプロセスにより得られるというコンセプト

のもと、プロセス改善イニシアティブを立ち上げると共に、関

連施策の拡充に努めてきた。

2.1 CMMIとは
CMMI（Capability Maturity Model Integration:能力成

熟度モデル統合）は２００１年、米国カーネギーメロン大学ソフ

トウェア工学研究所によりリリースされた。元々、このモデル

は１９８０年代に米国国防省が同大学に同研究所を設立し、政府

調達の評価指標を確立すべく、考えられたSW-CMM（ソフト

ウェアCMM）が原型となっており、１９９０年代には、官のみ

ならず、民間企業へも普及していった。CMMI はその言葉ど

おり、“統合”されたモデルであり、SW-CMMのほか、SE-

CMM（システムエンジニアリングCMM）、IPD-CMM（統合

化プロダクトおよびプロセス開発CMM）が融合したものであ

る。

特集2 プロセス改善

概要
現在、ソフトウェア開発組織では、国際的なデファクト・スタンダードである、CMMI（能力成熟度

モデル統合）を活用したプロセス改善が広く行われている。CMMI は、米カーネギーメロン大学ソフト

ウェア工学研究所が中心となり、世界のソフトウェア開発プロセスのベストプラクティスを結集した

TQM（Total Quality Management）モデルである。特徴として、組織の実践内容の成熟度を測る指標が

あり、未熟な段階であるレベル１から成熟した段階であるレベル５までを規定している。小論では、

CMMIの概要と当社における取り組みについて、CMMI レベル２を達成するまでの活動内容について紹

介する。
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Trajectory for Achieving Level Two

1. はじめに（背景） 2. CMMIの概要

* CMMI is registered in the U.S. Patent and Trademark Office by Carnegie Mellon University
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CMMIでは、図１に示すように、組織のソフトウェア開発プ

ロセスの成熟度を５段階で規定しており、当該組織がどのレベ

ルにあるのかを客観的ベンチマーク指標として示すことが可能

である。また、CMMIではモデル文書のほか、CMMI に立脚

したトレーニング、アプレイザル（正式評定）などがCMMI

スイートとして提供されている。

レベル１の状態とは、組織のプロセスがアドホックであり、

プロジェクトの成功可否はプロジェクトマネジャーなどの要員

の能力にかかっている状態を指す。多くの組織はこの状態であ

るといわれる。

レベル２になると、各プロジェクト単位で、基本的なプロ

ジェクトマネジメントが実践されている状態を指し、繰り返し

成功できるプロセスを保有していることを示す。

レベル３では、プロジェクトマネジメントに関するプロセス

だけでなく、開発プロセスが導入され、それらを含めたプロセ

スが組織の標準プロセスとして確立されている状態を指す。組

織の標準プロセスを各プロジェクト特性に応じ、テーラリング

するための指針が提供され、これにもとづいて、各プロジェク

トでは独自のプロセスを定義する。プロジェクトの完了後は、

これらのプロセスをフィードバックすることで、プロジェクト

で得られた知識やノウハウを組織プロセスの改善に役立てるよ

うな仕組みが構築される。

レベル４に進むと、プロセスのパフォーマンスを定量的に把

握、評価することが可能となり、当該プロセスのどこに

パフォーマンス上の課題があるのかを統計的・定量的に分析

し、改善サイクルをまわすことができる。また、定期的に分析

することにより、失敗の兆候を未然に察知することが可能とな

り、プロジェクト失敗の防止対策に資するものとなる。

レベル５では、投資対効果を勘案したプロセス活動が可能と

なる。レベル４までの段階というのは、プロセス改善をまわす

ための基盤構築という位置づけであり、レベル５に到達し、よ

うやく、本来の改善活動が最適化された状態になったといえよ

う。この改善は、プロジェクトが終了した後ではなく、プロ

ジェクトの実行中にダイナミックにプロセスを変更するなど、

ダイナミックな対応が可能となる点でも、これまでのレベルと

は大きくその性質が異なる。

2.2 アプレイザルとは
CMMIでは、現状の組織プロセスにおいてCMMI に対する

適合度合いを評価するための実施基準が定義されている。実施

基準は表１のようにクラスA、B、Cという分類がなされている。

いずれも「CMMI に照らした現状のギャップ」を評定するた

めのものであるが、クラス間の相違は、評定にかかる「手間」

の度合いと考えて差し支えない。ここで、クラスAは最も厳格

なものであり、一般的に「アプレイザル」あるいは正式評定と

呼ばれている。これに対し、クラスBおよびクラスCはクラス

Aよりも基準が緩いもので、これらを総称して「ギャップ分析」

と呼ぶことが多い。ちなみに、CMMIでは「認証」という考え

方は存在しないため、認証を受けるための「審査」は存在しな

い。基本的には対象組織の人員自らが評価することになってお

り、「レベルNの達成を確認した」ことを自らの意思で宣言す

るのみである。

クラスAのアプレイザルは基本的には社内の人間で構成され

るアプレイザルチームが実施する。このアプレイザルチームに

はリードアプレイザと呼ばれる公認のCMMI評定専門家を１人

以上参加させることになっている。これは、CMMIの解釈に正

確性を期すためであり、あくまでもアプレイザルはチームが実

施することとなっている。

ギャップ分析と比べ、アプレイザルはその厳格さゆえ、精度

は高い反面、コストが高いというデメリットがある。これは、

ISO９００１の審査のように確認項目のサンプリングが許されて

おらず、実施項目をすべて確認する必要があり、膨大な時間と

手間を要するからである。ただし、適用プロジェクトのサンプ

リングは許されている。

基本的なプロジェクト管理が行われている 

一連の組織標準が定義され、 
利用されている 

プロセスが定量的な手法で 
管理されている 

連続的にプロセスが 
改善されている 

場当たり的で個人の能力に頼っている 

① ① 

② ② 

③ ③ 

④ ④ 

⑤ ⑤ 

図１　CMMI 成熟度の５段階
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表１　適合度合いを評価する実施基準
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2.3 成熟度と習熟度
あるレベルを達成したからといって、必ずしも十分な期待成

果が直ちに得られるものではないことも銘記すべきである。

組織の能力開発過程では、プロセス改善により得られる成果を

成熟度と習熟度とに分けて議論する必要がある。成熟度とは、

あるレベル相当のしくみを整備した段階であり、習熟度とは、

そのしくみを有効に活用しビジネスパフォーマンスを上げられ

る状態になっていることを指す。

3.1 経緯
当社ではCMMIがリリースされた２００１年より、CMMI に関

する基礎調査を開始した。発端は、当時ライン部門に所属して

いた著者が、自部門のプロセス改善を実施すべく、調査・研究

をしたことがきっかけである。その後、ソフトウェア生産技術

を担当していたスタッフ部門を巻き込み、全社的な活動として

展開してきた。２００２年に特定の部門において試行した。さら

に２００３年には、CMMI レベル２達成を目標とするプロジェク

トを開始し、１年半にわたる改善活動の結果として、レベル２

を達成した。これまでに、ISO９００１に関しては特定部門での

認証取得実績はあった。しかし、CMMI ははじめての試みで

あり、暗中模索しながら、現場のメンバと一体となって推進し、

所定の成果を達成した。

3.2 活動内容
プロセス改善活動は、IDEALと呼ばれる活動モデルに沿っ

て行った。このモデルは、前出のソフトウェア工学研究所が提

唱しているモデルであり、プロセス改善のフェーズをその頭文

字から、

Ｉ（ Initiation：プロジェクトの立ち上げ）

Ｄ（Diagnosing：現状のプロセス診断）

Ｅ（Establishing：計画の立案）

Ａ（Acting：プロセスの整備と展開）

Ｌ（ Learning：教訓のまとめと評価）

という分類がなされている。各フェーズで実施した作業内容を

順に概観する。

3.2.1 プロジェクトの立ち上げ
このフェーズでかぎとなる要素は、対象となる組織を定めて、

組織長からコミットメント（目標達成に向けた固い意思表示）

を獲得することであった。具体的には、CMMI活動推進メンバ

を選定し、大枠での計画を策定した。このとき、ソフトウェア

プロセス改善による本質的な効果を狙うために、以下のような

目標を定めた。

●収益率の向上

●お客さま満足度向上

●プロジェクトマネジメント力向上

●失敗プロジェクト撲滅

●レベル２の達成

3.2.2 現状のプロセス診断
このフェーズは、開発プロジェクトにおける要件分析に相当

する活動と理解してよい。プロジェクト計画を策定するには、

要件を抽出し、プロジェクトの範囲を特定することが必要とさ

れるように、プロセス改善においても改善の範囲を特定するこ

とが必要である。これをギャップ分析と称し、CMMI に照ら

した場合の適合度をそれぞれ「強み」（適合度が高いもの）と

「弱み」（低いもの）に分類し、プロセス改善計画の策定および

機能別PAT（Process Action Team:プロセスを整備する

チーム）へのインプットとして位置づけた。

3.2.3 計画の立案
現状のプロセスを診断した結果得られる勧告事項をもとに、

具体的な戦術レベルでの対応策を立案した。CMMI に照らし、

弱いプロセスを機能別PAT単位に分けてプロセスの整備計画

を立案した。各PAT には、プロセス改善担当者が参画し、

その運営を指揮・監督し、全体プロセスとの調整ならびにスケ

ジュール、コスト、品質を管理した。

3. インテックの取り組み事例

図２　アプレイザル風景
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3.2.4 プロセスの整備と展開
機能別PATが行うべき作業スコープを、アクション計画と

呼ばれる計画書に明示し、PATの目標を決めた。PATメンバ

には、現場で活躍する当該プロセスの有識者ならびに若手技術

者で構成した。これは、若手技術者にとって、最近問題となっ

ている技術の伝承を促進する意味でも大変効果のある編成であっ

た。また、当該組織では、プロセス改善対象範囲をレベル２に

限定するのではなく、部分的にレベル３で定義されたプロセス

領域も取り入れた。プロセス改善担当者の設置や、組織標準プ

ロセスの策定などである。これにより、次期プロセス改善活動

の目標となるレベル３への対応を比較的優位な立場で進められ

るよう配慮した。

目標となる成果物が完成する前に、部門内に普及するための

準備として、教材や研修プランを作成し、研修プランにした

がって、組織の全員を対象にトレーニングを実施し、プロセス

を導入した。研修終了後、実プロジェクトで試行するが、プロ

セスを定着させるためのしくみとして、「プロセスの品質保証」

とよばれる活動を行った。これは、所定の要領にしたがい、プ

ロジェクトが組織で定めた様式どおり実施しているかどうかを

プロジェクトの第三者が客観的に評価するものである。この評

価は、プロジェクトの特性に応じて、あらかじめ回数を設定し、

期日どおり実施された。結果は、部門長に直接報告され、問題

のある場合は、部門長による指導が行われた。

3.2.5 教訓のまとめと評価
このフェーズでの典型的な作業は、アプレイザによる改善状

態の評定である。これにより、当該組織がレベル２であるかど

うかを判定する。アプレイザルにおけるチェック項目はおよそ

１,４００にも上る膨大な数である。これを効率的にこなすために

は、適切な手法や体制が必要となる。今回、社内で初めての実

施となり、外部から専門家を招聘し、効率面のみならず、評価

の品質も十分に担保した。

プロセス改善活動の最初の段階で実施するギャップ分析とは

異なり、プロセス改善の最終フェーズで行うアプレイザルには、

いくつか見落としてはならない効果があった。

前述したように、単にレベル達成という数字が得られただけ

でなく、数字が組織に与えた影響を勘案すると、レベル達成の

如何に関わらず、次のような効果をもたらした。

●世界標準のベンチマークを得ることにより、自分たちの実

力が客観的に把握できるため、今後の業務プロセス改善

において、どのプロセスに軸足を置くべきかが明確とな

る

● CMMIおよびアプレイザルの活用方法に関する理解が深ま

る

●困難な作業を経験したことによる自信と達成感が得られる

●プロセス改善の本質が理解でき、実業に資する活動ベース

が確立する

●長期的に見れば、改善活動を継続する限り、QCDパフォー

マンスも向上し続けることを理解する

●エンジニアリング的思想・発想が根付く

3.3 成果
プロセスの「見える化」による効果はわかりやすい。プロセ

ス改善を立ち上げた最初の段階に現状の組織の現状プロセスを

診断した。その際、問題となっている事象を分析したところ、

情報の不透明性に起因するものが主要なものと特定した。スケ

ジュール、品質、コストといった問題の多くは、事前にプロジェ

クトの状況を察知しておらず、対応が後手に回った結果発生す

るものである。今回、成果としていえることは、こうした問題

を解消したほか、上述したプロセス改善活動の経験による当該

技術の知識やノウハウを蓄積したことである。単にCMMIのモ

デル記述に現実を合わせようと試みるのではなく、現実をいか

に変えるのかという視点でモデルをうまく参照することがかぎ

である。成熟度が低い組織の場合は、改善対象のプロセスが多

数あるため、限られた期間ですべてを均等に実施することは現

実的ではない。したがって、いかに限られた資源を問題エリア

に投入するかの優先順位付けと判断が重要である。初めての取

り組みであるにも関わらず、こうした活動が実現できたのも、

事前研究や周到な計画、外部専門家の助力が功を奏したものと

考えられる。

4.1 レベル２の水平展開
先行部門で定義したしくみを本部レベルに水平展開し、部分

最適から全体最適へ導く。効果の検証されたプロセスは一部の

部門のみならず、広範囲な組織に適用範囲を広げることで、改

善による効果を拡大し、全体として業務効率の向上が得られ、

安定したプロジェクトの運営が可能となる。

4. 今後の展開
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4.2 高成熟度レベル基盤の整備
先行部門はレベル３以上のプロセスを組織プロセスに組み入

れる。これにより、レベル２のみでは得られなかった期待効果

を満足し、更なる業務効率の向上、安定したプロジェクトの運

営に資する。

4.3 技術施策との連携
当社の各技術施策はCMMIと密接な関連があり、これらの施

策をうまく融合させ、効果的・効率的なプロセス改善推進の実

現ならびに、現場のプロセスの最適化に資する。

本質的な活動が、効果を生むという前提を忘れてはならない。

プロセス改善の真の目標は、レベルNというお墨付きを得るの

ではなく、改善プロセスを導入し、定着させることにより、組

織が自律的に改善活動をできる状態にし、ビジネス目標を達成

することにある。CMMIで規定されたレベルとは、真の目標を

達成するためのマイルストーンであり、あくまでもそのための

ツールである。ツールの使い方次第で、効果を生むか否かは決

まる。この大前提を踏まえて、プロセス改善活動を推進するな

らば、きっと成果は上がるのである。
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