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研究概要 

近年、ソフトウェア開発企業では、組織力や生産性向上の一つの手段として、ソフトウェア成

熟度モデル (SW-CMM( S M ))に基づいた改善活動が展開されている。しかし、「SW-CMMの正
式アセスメントを受診したが、改善をどうやって進めていくのか」など、現場と経営層との狭間で

悩んでいるSEPG(Software Engineering Process Group)も多い。  
そこで、第 1 分科会Ｂグループでは実際に改善のフロントラインに立つ SEPG のために、各

社で行われている改善事例を収集し分析することにより、改善活動に役立つソフトウェアプロセ

ス改善(SPI)推進上のノウハウをまとめた「SPI 虎の巻」(付録 A として抜粋を収録)を作成する。
これは実際の改善活動で利用されることを想定しているため、現場の課題解決に悩める SEPG
にとって改善活動を促進するのに有効であると考える。  

Abstract 

In recent  years ,  many software development organizations have promoted SPI 
act ivi t ies  based on Software Capabil i ty Maturi ty Model  (SW-CMM( S M )) .  Usually,  
SEPG (Software Engineering Process Group) is  assigned for promoting SPI activi t ies .  
However,  SEPG has some problems as follows:  
  -  How to get  sponsor commitment 
  -  How to promote SPI act ivi t ies 
  -  How to make the process ,  etc .  
 

Considering the above si tuation,  for  promoting of effect ive and effic ient  SPI 
act ivi t ies ,  we decided to  make "the bible of SPI" using our case studies and 
experiences.  We think that  "the bible of  SPI" is  very useful  to  solve the SEPG's 
problems.  
* SPI:  Software Process Improvement 

 

 



  
  

 

  
 

 



  
 

各社で行われている改善事例を収集・分析することにより、成功・失敗事例から課題と対策を

まとめ、最終的な成果物として、改善活動で役立つ「SPI 虎の巻」を作ることを目標とした。その
まとめたものは「ノウハウ集」として、SPI 活動の指南書、あるいはトラブルシューティング的に利
用されることを想定して作ることとした。  

 
 

  
 

1 研究課題の選定理由と背景 

ソフトウェアプロセス改善は目新しいものではない。取り組みも行われてきた。しかし組織に

浸透しないのは何故か。研究課題の背景と選定理由を次に示す。  

1.1  背景  

CMMの改善モデル (IDEAL( S M ))やいくつかの方法論があるが、SEPGは何から手をつけて
いいのか困惑しているのが現状である。具体的には、SEPGの持つ悩みは次のようなものである。  

 開発担当者にどのようにプロセスを開発してもらったらいいのか、どのようにインストラ
クションをすればいいのか  

 どのようにして現場の人々を巻き込んでいけばいいのか  

 改善効果の示し方に興味があるが、プロセスを導入して結果がどうだったかを示したい  

 改善プロセスは PCM(Process Change Methodology)に従っているが、あまりうまくい
っていない  

 SQA の実装があまりうまくいっていない場合が多い。それをどう解決すればいいのか  

1.2  選定理由  

本分科会では、上記の背景にあるような SEPG の要望に応えるため、実際の改善の進め方
をケーススタディにより、事例研究することとした。  

2 本年度活動の目標 

2 .1  目標  

2 .2  活動方針  

本分科会の活動は、次の方針に基づき活動を行った。  

 各社における SPI 活動の現状について情報交換を行う  

 各社の改善事例を持ち寄り紹介することにより、問題を共有する  

 知識や経験から相互にアドバイスし合い、改善活動をより良い方向へ導く  

 分科会は SPI 事例紹介と個別検討課題の議論の 2 本立てて進める  



  
  

 

  
 

3 活動内容 

3 .1  テーマの選定  

本分科会では、前述の研究課題の選定理由と背景を踏まえ、メンバの問題意識からブレー

ンストーミングを実施し、課題のあるテーマを検討した。その結果、次の個別項目についてケー

ススタディにより研究することに至った。  

 レビュー(PR) 
これまでレビューは慣行的に行われてきたが、プロジェクトの都合や人のスキルに左右

されない効果的なレビューを行うにはどうすればよいか  

 トレーニング(TP) 
人をどのように巻き込むか、どのように説得するのか、トレーニングや説明用資料を組

織全体に渡って体系的に開発するにはどうすればよいか  

 効果計測  
SPI の効果を示す指標をどう定義したらいいか、仕組みをどう構築したら身のある改善
に結びつき、効果が確認できるのか  

 SEPG/SQA 
組織やプロジェクトにおける SEPG/SQAG の役割は何か、現場をどのように巻き込ん
で改善を進めればよいのか  

3.2  発表形態  

例会では、大きく二つの事例紹介を実施した。一つ目は各社の SPI 活動の経緯と現状の取
り組み状況を発表する事例紹介であり、もう一方は上記の個別項目について各社の発表を行

い、テーマ発表を持ち回りで行った。また、討議内容が外部に漏れないように、特別な部屋で

本音の議論を行うことで、お互いの悩みを共有し各自これまでの経験や知識からアドバイスを

行うような形式で討議を重ねた。  

3.3  活動スケジュール  

  
日付 SPI 事例紹介 個別検討課題 

6/20 アルゴ 21 レビュー 

7/17,28 オムロンソフトウェア 効果測定（計測） 

9/19 アンリツエンジニアリング、NTT コムウェア SEPG/SQAG 

11/21 富士写真フイルム トレーニング 

12/19 事例まとめ  

1/23 論文・まとめ  

 
※上記以外に臨時例会あり（3 回）  



  
  

 

  
 

4 研究成果 

4 .1  SPI 事例発表（各社）  

当然ながら各社の事情もあるので内容は公表できないのが残念であるが、各例会時に各社

各様で活動事例のプレゼンテーションを行った。内容としては、課題や問題点、苦慮したことを

発表し、かなり深いところまで踏み込んで討議ができ、聞き手は改善事例を参考にし、発表者

は経験者からアドバイスを得るなど有意義な情報交換が行えた。  

4.2  虎の巻  

ピープルウェアで著名なトム・デマルコ氏も、プロセス改善について、「あなたには組織に組

み込むことが可能な、できるだけ多くの熟達した能力が必要である」と言っている。この多くの熟

達した能力を「ノウハウ」と捉えまとめたものが、本分科会の研究成果である「SPI 虎の巻」であ
る。また  「SPI 虎の巻」の目的、利用方法、内容を次に説明する。  

4.2.1  目的  

SEPG の抱える問題の早期解決・改善の方向性の示唆を目的とする。  

4.2.2  SPI 虎の巻の利用方法  

「SPI 虎の巻」には、表中の項目名とその定義を「表１  項目名の定義」にまとめる。なお、
キーワードは、動機付け /改善活動の進め方 /プロセスの教育 /プロセスの遵守 /プロジェク
トの可視化など、事例の問題領域から特長的な言葉を使いカテゴライズした。また、対象

KPA（キープロセスエリア）は複数の KPA に関連することもある。  

(1)  利用者自身が抱える改善活動の問題に関するキーワード（②）、または対象 KPA
（③）を切り口として、事例（④）を探す。  

(2)  「問題」が利用者の課題・問題と類似するかどうかを判断する。  

(3)  問題の背景や詳細な原因を「問題の分析」より見出し、利用者の組織の課題・問題と
照らし合わせる。  

(4)  「SPI 活動における特長、工夫した点」の内容を参考に、利用者の組織にあった施策
を検討する。  

(5)  「実践結果」をもとに改善の効果を予測し、組織展開のロードマップを検討する。  

 



 
 

 
 
 

  
 

表１ 項目名の定義  

No. 項目名 定義 

① 事例 No. 改善事例の連番である。本研究活動では 32 件の事例が集まった。 

② キーワード 改善事例の内容から最も特長を表している語句。判断基準は研究員で独自に決めた。 

【キーワードの例】 

動機付け/CMMの教育/改善活動の進め方/トレーナーの育成/プロセスの教育/プロセス

の遵守/プロジェクト開発標準/プロジェクトの可視化/プロジェクトメンバーの役割/報告の

方法/見積り手法 

③ 対象 KPA 関連すると考えられる SW-CMM の KPA と、SPI に強く関連する SEPG/SQA, 効果測定を

対象とする。複数の KPA に関連する場合もある。 

④ 問題 改善活動を進める上で、実際にあった問題や課題。 

⑤ 問題の分析 問題を分析することにより問題点や背景にある課題を明らかにする。 

⑥ SPI 活動における特

長・工夫した点 

問題解決時の特徴となる改善点、それを実現するために創意工夫した事例を記載する。 

⑦ 実践結果 改善を実施した後、組織の何がどう変わったかがわかる結果を記載する。 

⑧ 対象フェーズ 関連すると考えられるIDEAL(SM)のフェーズ。 

 

4.2.3  内容  

実際の内容は抜粋であるが、付表として本書に添付する。また、「表２「SPI 虎の巻」サン
プル」にその内容の一部を示す。  
（下表の項目番号については、前述の項目 No.を参照のこと）  

表 2  「SPI 虎の巻」サンプル  

 



  
  

 

  
 

4.2.4  制限事項  

「SPI 虎の巻」は各社の実施済みの実績ある事例であり、市販されている文献などにも載
らないような内容についても言及している。しかしながら、各社の SPI 活動の背景や目的、
環境といったものが異なるため、すべて記述通りのことを実施すれば同じ結果・効果が得

られるかというと、そうではないということを予め断っておく。  

また、改善事例の中には、改善を実施中のために改善の効果測定や改善の結果を導く

に至っていない実践結果もある。つまり、一つの改善事例は一社の事例であるが、実践

結果が出ていないものは、リードアセッサや改善経験のある他社からのアドバイスを踏ま

えた上で、予測される結果や効果を記載している。  

5 総括  

 SW-CMM を利用した SPI 活動は既に広く行われている。しかし、残念ながら、SPI 活動が
「『レベルＸ達成』という『評価』をリードアセッサから手に入れる」活動と化しているケースも少な

くない。  

 本分科会では、SW-CMM をベースに、真にプロジェクトを改善する SPI 活動を展開するには
どのようにすべきかを、チームメンバ各社の SPI 活動事例を通して研究した。そして、その成果
を「SPI 虎の巻」 (SW-CMM による SPI 活動展開のノウハウ集)として整理した。  

 今回作成した「SPI 虎の巻」の内容は、あくまでも本分科会メンバ各社の事例であり、必ずしも
SPI 活動一般に適用できるとは言えない面もある。しかし、この「SPI 虎の巻」が SPI 活動施策
を展開する上での参考資料となれば幸いである。  

 現在、米国カーネギーメロン大学ソフトウェアエンジニアリング研究所（SW-CMM の開発者及
び管理者）は、そのホームページ上で、SW-CMM から CMMI への移行を強く推奨している。
今後は、SW-CMM から CMMI へ移行する際のノウハウ、初めて CMMI をベースに SPI 活動
を開始する際のノウハウ、等についても整理を進め、実践的かつ具体的な SPI 活動の推進方
法を更に研究していきたい。  
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