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はじめに
ソフトウェアプロセス改善とは、ソフトウェア（製品）の品質の安定・向上を達成
するために仕事のやり方を工夫する取組みであり、これによりコスト削減、納期短縮
などを効果的に実現することが期待できる。
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・セン
ターでは、ソフトウェアプロセス改善に使用するプロセスアセスメントモデルとして
SPEAK-IPA を提供し、昨年度に実施した実証実験を通じて、SPEAK-IPA がプロセス改善
に有効であることを確認した。
（http://sec.ipa.go.jp/reports/20110328.html）
（http://sec.ipa.go.jp/reports/20120406.html）
今回、SPEAK-IPA をより簡便に使えるよう、利用性向上のためのワークシートを作成
し、実プロジェクトを対象とするプロセスアセスメントを通じ、そのワークシートの
有効性を評価した。また、アセスメントは能力水準 3*1 まで実施し、昨年度の実証実験
の結果を受けて改訂した 2012 年改訂版 SPEAK-IPA の有効性も併せて評価した。
本有効性評価は、
「SPEAK-IP の利用性向上ワークシート作成および有効性の評価等業
務」として、株式会社 三菱総合研究所に委託し実施した。
＊1

能力水準：国際標準 ISO/IEC 15504 で規定されている、組織の能力を示す 6 段階の値。
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1． はじめに
ソフトウェアプロセス改善とは、ソフトウェア（製品）の品質の安定・向上を達成するために仕事
のやり方を工夫する取組みであり、これによりコスト削減、納期短縮などを効果的に実現すること
が期待できる。
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部ソフトウェア・エンジニアリング・センター（以下
「IPA/SEC」という。）では、ソフトウェアプロセス改善に使用するプロセスアセスメントモデルとして
SPEAK-IPA を提供し、昨年度に実施した実証実験を通じて、SPEAK-IPA がプロセス改善に有効
であることを確認した。
今回、SPEAK-IPA をより簡便に使用することができるよう、利用性向上のためのワークシートを
作成し、実プロジェクトを対象とするプロセスアセスメント（以下「アセスメント」という。）を通じ、その
ワークシートの有効性を評価した。また、アセスメントは能力水準 3 まで実施し、昨年度の実証実
験の結果を受けて改訂した 2012 年改訂版 SPEAK-IPA（以下「改訂版 SPEAK-IPA」という。）の有
効性評価も併せて実施した。

商標等の取り扱いについて



SPEAK®は IPA の登録商標です。
SPINACH は情報サービス産業協会（JISA）が開発した ISO/IEC 15504 準拠 JISA-SPA 軽量モデル
です。



CMMI®はアメリカ合衆国特許商標庁に登録されています。



SCAMPISM はカーネギーメロン大学のサービスマークです。



Automotive SPICE は共同調達フォーラム／SPICE ユーザグループ自動車業界分科会（SIG）に参加
する自動車メーカの合意によって策定されたアセスメントモデルです。



PPDTM はコンピータ社（UK）の商標です。

上記にかかわらず、本報告書に掲載されているシステム名、製品名などは、一般にその開発元の商標または
登録商標です。本報告書では、本報告書を作成する目的のみでそれら商品名、団体名を記載しており、その商標
権を侵害する意思、目的のないことを申し述べる。
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2． 業務内容
本業務では、IPA/SEC が指定するソフトウェア開発企業（以下、A 社という。）のア
セスメント対象プロジェクトに対し、2012 年改訂版の SPEAK-IPA 文書に沿って
SPEAK-IPA アセスメントを実施し、アセスメント手順の有効性につい検証・評価を行う
とともに、SPEAK-IPA の利用性を向上させるための施策として作成した 3 種のワーク
シートのうちアセスメントにて使用したアセスメントシートおよびインタビュースクリプト
の有効性について評価し、仕様書に指定された下記の 5 つの報告書等にまとめた。
① SPEAK-IPA 利用性向上ワークシートと改訂版 SPEAK-IPA の有効性評価概要報告書
② SPEAK-IPA 利用性向上ワークシートと改訂版 SPEAK-IPA の有効性評価報告書
③ SPEAK-IPA の利用性向上に関する提言
④ SPEAK-IPA アセスメント成果物 【本報告書】
⑤ 利用性向上のためのワークシート
本業務において実施する事項
SPEAK-IPAアセスメント実施
①フェーズ1：計画および事前準備
②フェーズ2：アセスメント実施
③フェーズ3：結果報告
検証・評価
① ワークシートの有効性（利用性）評価
・アセスメントシート
・インタビュースクリプト
② 改訂版SPEAK-IPAの有効性評価
報告書作成
① SPEAK-IPA利用性向上ワークシートと
改訂版SPEAK-IPAの有効性評価概要報告書
② SPEAK-IPA利用性向上ワークシートと
改訂版SPEAK-IPAの有効性評価報告書
③ SPEAK-IPAの利用性向上に関する提言
④ SPEAK-IPAアセスメント成果物
⑤ 利用性向上のためのワークシート
・アセスメントシート
・インタビュースクリプト
・セルフアセスメントシート

仕様書に定められた事業
事業(1) SPEAK-IPA利用性向上のためのワークシート作成
・アセスメントシート（全31プロセス×能力水準5まで）
・インタビュースクリプト（アセスメント対象4プロセス×
能力水準2/3まで）
・セルフアセスメントシート（全31プロセス×能力水準3まで）

事業(2) アセスメントの実施とワークシートの有効性評価、
および改訂版SPEAK-IPAの有効性評価

事業(3) 報告書等の作成

図 2-1 実施事項と仕様書に定められた事業との対応関係
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3． アセスメント実施サマリー
今回、改訂版 SPEAK-IPA 文書（2012 年改訂）に基づき、A 社に対するアセスメントを実施した。
概要は以下の通りである。


実施日 ： 2012 年 8 月 27 日(月)～31 日(金)



アセスメント目的 ： 成果物の品質を向上させるために必要となるプロセ
スの改善点を抽出する



対象組織およびプロジェクト数 ： 1 組織、2 プロジェクト
【組織】 要員数：社員 9 名、協力会社 13 名
プロジェクト数：年間約 300 件
構成：4 グループ
業務：特定アプリケーション用データの開発及び改修
【B プロジェクト】 要員数：社員 1 名、協力会社 1 名
業務：新規機能追加に伴うデータの開発
約 2 人月
【C プロジェクト】 要員数：社員 1 名、協力会社 2 名
業務：機能改善に伴う既存データの改修
約 2 人月



プロセス整備状況 ： 全社開発標準：有（文書）
組織開発標準：有（文書、非文書）
プロジェクト開発標準：一部有（文書、非文書）



対象プロセス ： 以下の 4 プロセス
P.3.4 ソフトウェア要求分析、S.5 検証
O.1.3 プロジェクト管理、 O.4.2 教育訓練



範囲 ： P.3.4 および O.1.3 能力水準 3（確立された）
S.5 および O.4.2 能力水準 2（管理された）



アセスメントチーム ： 4 名
アセスメント経験者：2 名 初めてのアセスメント実施者：2 名

また、今回実施したアセスメントの特徴は以下の通りである。


2012 年に改訂された SPEAK-IPA（Rev.1.0.1.9）を適用



今回作成したワークシート（アセスメントシート、インタビュースクリプト）を
使用



レベル 3 までのアセスメントを実施



「プロジェクト管理」プロセスを対象としてプロジェクト実態把握を効率化



アセスメントチームをサブチームに分割し、作業を効率化



事前文書収集とドキュメントレビューを重視

本章では、今回のアセスメントにおいて実施した活動について、改訂版 SPEAK-IPA に定められ
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たアセスメントの 3 つのフェーズ（フェーズ 1：計画および事前準備、フェーズ 2：アセスメント実施、
フェーズ 3：結果報告）に分けて、その概要を示す。

3.1

フェーズ 1 計画および事前準備

改訂版 SPEAK-IPA では、フェーズ 1（計画および事前準備）における主たる実施事項は、次の 2
点であると定義されている。


アセスメント依頼者とアセスメントの目的や必要なリソースの確保に関してコミットメン
トを得る。



アセスメント計画を策定し次フェーズ以降の準備を行う。

また、本フェーズでは必要に応じてアセスメントチームメンバに対する教育を行うことも重要な実
施事項の 1 つとしてあげられている。
このようなモデル上の定義を踏まえ、今回のアセスメントではフェーズ 1 において次の活動を実
施した。
(1) 事前ヒアリング
※ アセスメント実施依頼およびアセスメント事前説明を含む
(2) アセスメント実施計画策定
※ アセスメントチーム編成を含む
(3) 計画説明
(4) チームメンバ教育

3.2

フェーズ 2 アセスメント実施

改訂版 SPEAK-IPA では、フェーズ 2（アセスメント実施）はオンサイトで行うアセスメントのフェー
ズと定義されている。ここでの主たる実施事項は、次の 4 点であると定義されている。


ドキュメントレビュー



インタビュー



（インタビューイに対する）一次所見のフィードバック



改善提案策定

このようなモデル上の定義を踏まえ、今回のアセスメントではフェーズ 2 において次の活動を実
施した。
(1) データ収集（ドキュメントレビュー＋ドキュメントレビュー）
(2) データの妥当性確認および評定
(3) SWR 分析

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

4

(4) 属性評定およびチーム内合意
(5) フィードバック
(6) 改善提案の策定
(7) 合意形成

3.3

フェーズ 3 結果報告

SPEK-IPA では、今回のようにアセスメントがプロセス改善目的で実施される場合は、フェーズ 3
（結果報告）はアセスメントで得られたプロファイルや所見を正式な報告書としてまとめ、アセスメン
トの依頼者に報告するフェーズと定義されている。
このようなモデル上の定義を踏まえ、今回のアセスメントではフェーズ 3 において次の活動を実
施した。
(1) 実施報告書の作成
(2) 報告会資料の作成
(3) 報告会の実施

3.4

改訂版 SPEAK-IPA の適用結果

改訂版 SPEAK-IPA を適用してアセスメントを実施した結果から、その有効性について評価を行
った結果を以下に示す。
(1) 読みやすさ・理解しやすさの向上について
改訂前の SPEAK-IPA に散見された定義の曖昧さや具体化の不足等により、特にアセ
スメントモデルに対する知見が不足している利用者にとって、分かりづらいものとなってい
た。それが今回の改訂により大きく改善されていることがアセスメントの実施を通じて確認
された。具体的には以下の点で改善されていることが確認された。


手順の説明が充実して明確になり、曖昧さが低減している。



手順の内容が具体的になり、抽象度が適切になっている。



手順の記述順序が適切であり、作業の順序関係が整合している。



手順の表現形式が適切であり、関連する情報が整理されている。

(2) 利用性の向上について
改訂前の SPEAK-IPA では記述順序や表現形式の不適切さにより、特にアセスメント経
験が不足している利用者にとって、アセスメント実施中に活用しづらいものとなっている面
が見られた。それが今回の改訂により大きく改善されていることがアセスメントの実施を通
じて確認された。具体的には以下の点で改善されていることが確認された。


関連する情報が文書内で集約され、必要な情報を参照しやすい。



手順の表現形式が適切であり、関連する情報が整理されている。 【既出】
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手順の記述順序が適切であり、作業の順序関係が整合している。 【既出】

(3) 更なる改善に向けて
前述の通り、改訂版 SPEAK-IPA では、改訂前の SPEAK-IPA と比較して利用しやすいも
のとなっていることが確認された。しかし、様々なリスクを軽減して、より正確で効率的なア
セスメントを実施するためには、経験、スキルなどに依存しがちな、改訂版 SPEAK-IPA 文
書のアセスメント手順を実施する上でのノウハウ、工夫、留意点などの充実が図られると、
更に利用しやすいものとなると考えられる。

3.5

アセスメントシートおよびインタビュースクリプトの利用結果

アセスメントシートおよびインタビュースクリプトを使用してアセスメントを実施した結果から、そ
の有効性について評価を行った結果を以下に示す。


アセスメント実施中、アセスメントシートの構成要素であるモデル要素対応表を適宜参
照することでき、アセスメント経験者、初めてのアセスメント実施者とも、改訂版
SPEAK-IPA 手順を適確に効率良くアセスメント作業を実施することができた。



インタビュー準備を効率良く実施することができ、初めてのアセスメント実施者でもス
ケジュール通りに作業を進めることができた。



今回作成したアセスメントシートでは、ドキュメントレビューとインタビューの結果が統
合される形式としたため、評定作業やチーム内合意を正確に効率良く実施でき、集約
作業も容易であった。
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4． アセスメント実施後のアセスメントシートおよびインタビュースクリプト
今回のアセスメントの対象とした教育訓練プロセス（O.4.2）、プロジェクト管理プロセス（O.1.3）、
ソフトウェア要求分析プロセス（P.3.4）、および検証プロセス（S.4）の４つのプロセスについて、今回
のアセスメント結果が記入されたアセスメントシートを以下に示す。
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プロセス名

POA2

POA1

PO2

教育訓練プロセス

プロセス成果

GP1.1.3
BP3

GP1.1.3
BP2

GP1.1.3
BP1

Training is conducted to ensure that all
individuals have the skills required to
perform their assignments, using
mechanisms such as training strategies
and materials.

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

①組織およびプロジェクトの教育訓練ニーズ収
集のためのルールや手順、及びニーズ自体を
整理した資料
『例：教育訓練規程、要員計画書、教育訓練計
画書、戦力強化施策など』

①教育訓練プロセスを行なった結果の作業生
産物が特定できるもの
『例：教育訓練規程、要員計画、教育訓練計画、
戦力強化施策など』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

①組織およびプロジェクトの教育訓練
ニーズを識別できるしくみがある
②教育訓練ニーズを識別する基準、レ
ベルが定義されている
③教育訓練ニーズを把握している

①教育訓練プロセスの実施に先立っ
て、教育訓練プロセスについて、作成す
べき作業生産物を把握している
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①教育訓練プロセスの実施に先立っ
て、教育訓練プロセスについて、作業を
詳細化している
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

①下記を含む教育訓練活動の戦略を立
てている
－教育訓練の目的
－教育訓練のゴールイメージ
－教育訓練の手順
－教育訓練に関する作業生産物
－カリキュラム
－スケジュール
－推進体制（責任者）
－環境整備計画
－予算

教育訓練の効果を評
価している

全ての個人が要求さ ①個人に必要な能力がわかる資料
れる能力を持っている
ことを保証している

GP1.1.3
BP7

①教育訓練の実績を示す資料

①個人の教育訓練の実施状況や能力を把握で
きる資料
『例：スキル管理表、人材プロファイル、有識者
リスト、教育訓練受講記録、戦力調査表など』

①教育訓練の評価を示す資料
『例：教育訓練実施結果報告書、研修報告書、
受講アンケートなど』

①組織の全員が必要なスキルがあるこ ①教育訓練管理システ
とを把握している
ム
②組織の全員が不足しているスキルを ②スキル管理システム
補うための教育訓練を実施している

①教育訓練の結果を評価している
①教育訓練管理システ
②教育訓練後のフォローを実施してい ム
る
③評価結果に基づき教育訓練の実施計
画、手順、カリキュラムを見直している

開発、取得した教育訓 ①教育訓練ニーズに合致した教育訓練を開発 ①教育訓練の実績を示す資料
①BP4で開発、取得した教育訓練カリ
①教育訓練管理システ
練カリキュラムを通し 及び取得（外部調達）している事が把握できる資 『例：教育訓練実施結果報告書、研修報告書、 キュラムに従って、教育訓練を実施して ム
て教育訓練を実施して 料
受講アンケート、教育研修実績一覧表、教育訓 いる
いる
練受講記録など』
②教育訓練の実績を記録している

組織およびプロジェク ①組織およびプロジェクトの教育訓練ニーズを ①教育訓練ニーズに合致した教育訓練を開発 ①組織およびプロジェクトの教育訓練
トの教育訓練ニーズに 整理した資料
および取得（外部調達）していることが把握でき ニーズに合致した教育訓練を開発して
合致した教育訓練を開
る資料
いる
発または取得(外部調
『例：教育研修カリキュラム、研修計画書、教育 ②組織およびプロジェクトの教育訓練
達)している
研修一覧表など』
ニーズに合致した教育訓練を取得（外
部調達）している

教育訓練のための戦 ①組織及びプロジェクトの教育訓練ニーズ収集 ①教育訓練の目標および基本方針が把握でき
略を設定している
のためのルールや手順、及びニーズ自体を整 る資料
理した資料
『例：教育訓練計画書、戦力強化施策、教育研
②組織およびプロジェクトのスキル状況が把握 修カリキュラム、研修計画書など』
できる資料

GP1.1.3
BP6

Training is developed or acquired to
address the organization and project
training needs.
教育訓練が、教育戦略及び材料のような GP1.1.3
手段を利用して、全ての個人が彼らの任 BP5
務を遂行するために要求される能力をも
つことを保証するために実施される

―

作業生産物（ 出力）

①教育訓練プロセスの作業が特定できるもの
『例：教育訓練規程、要員計画、教育訓練計画、
戦力強化施策など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの『例：作業分担表な
ど』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

現状での組織および ①スキル（項目、レベル）を定義したもの
①組織およびプロジェクトのスキル状況が把握 ①組織およびプロジェクトに属する要員 ①スキル管理システム
プロジェクトの要員技 ②組織、プロジェクトに属する要員がわかるもの できる資料
のスキルを識別している
能を把握している
『例：スキル管理表、人材プロファイル、有識者
リスト、教育訓練受講記録、戦力調査表など』

組織およびプロジェク
トの教育訓練ニーズを
把握している

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

教育訓練が、組織及びプロジェクトの教育 GP1.1.3
訓練ニーズを検討するために開発され、 BP4
又は取得される

A training strategy is developed.

教育訓練のための戦略を立てている

Organizational and project training needs
are identified.

GP/ BP

実施する作業の範囲
を理解している

番号

GP1.1.1

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

組織及びプロジェクトの教育訓練のニー
ズを特定する

評定

1

PA1.1

能力水準

プロセス属性

PO
番号

PO1

O.4.2

The purpose of Training is to provide the organization and project with individuals who possess the needed skills and knowledge to perform their roles
effectively.

教育訓練の目的は、組織及びプロジェクトに、自己の役割を効率的に遂行するために必要な技能及び知識をもつ個人を提供することである。

文書

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

A:組織では、案件の比重の大
小を見て増やすべき要員を計
画する。
Q：上記の際に、それぞれ何を
作成して残すことにしています
か？【GL】

O.4.1.人的資源管 ・職位とスキルの対応表
理
職位別レベル.xls
・スキルチェックの結果
2012年度キャリアインタビュー
シート.xls
商品検査担当_2012.xls

・評価結果
Yソリューション部キックオフ
_20120509.pptの
「2011年度取組み評価」

A：今回の案件において、PLに
不足しているスキルは無かっ
た。そのため、PLとしてはセミ
ナー等の受講不要と判断。
通常、教育が必要になると想定
されるケース（窓口が変わるとき
ではなく、GLになるときなど）
は、業務が変わるとき。（GP2.1.4
の回答）
A：要員の保有スキルと空き状
況を確認してプロジェクトにアサ
インするメンバを判断する。

Q：プロジェクトの実施に当たっ
て必要となる能力と担当者が
持っている能力の過不足はど
のように確認しましたか？【GL】

A：個々の教育の実施結果の評
価は、受講履歴シートで受講者
ごとの自己評価、上司評価を実
施。
全体としての評価は、部門長が
実施。

Q：教育訓練の状況をどのように
管理し、その効果をどのように
評価していますか。【GL】

A：個々の教育の実施結果の評
価は、受講履歴シートで受講者
ごとの自己評価、上司評価を実
施。
全体としての評価は、部門長が
実施。

教育訓練の効果として、計画さ
れていた必要なスキルが得ら
れたことをどのように確認してい
ますか。

・外部調達結果
Q：研修の受講予定はどのよう
2012年度能力開発計画.xlsの に決めていますか？
外部セミナー受講実績
A：本人の希望がベース。上長
が必要と判断した場合は、受講
を助言。
（GP2.1.2の質問と回答）
・教育訓練の実施結果
Q：教育訓練の状況をどのように 教育訓練の状況をどのように管
2012年度能力開発計画.xlsの 管理し、その効果をどのように 理し、その効果をどのように評
外部セミナー受講実績
評価していますか。【GL】
価していますか。

教育訓練の方針や目標をどの
ように作成し、それに基づいてど
のように教育訓練の計画を立て
ていますか。

組織およびプロジェクトの要員
スキルはどのように把握し、ど
のようにニーズを把握していま
すか。

教育訓練で作成する文書等を
教えてください。

Q：教育の実施に関し、組織とプ 教育訓練の作業内容を教えてく
ロジェクトとの役割分担、実施 ださい。
事項（もしくはその方針）はどの
ように定めていますか？【GL】

インタビュー

確認エビデンス
・計画と実績
2012年度能力開発計画.xls
Yソリューション部キックオフ
_20120509.pptの
「生産性向上への取組み」
「チーム別品質改善の実践」

・計画と実績
2012年度能力開発計画.xls
・スキルレベルチェックの結果
キャリアインタビューシート（テ
ンプレート）.xls
A：教育を行うたびに、新しい担
キルチェックシート（テンプ
当者が業務を覚えために必要
レート）.xls
な資料を作っていた。
商品検査担当_2012.xls
また、全社的には各自のスキル
レベルのチェックを半期に一度
実施している。
・ニーズ、ニーズの出所
組織のニーズは能力開発計
Yソリューション部キックオフ 画、プロジェクトのニーズはGL
_20120509.pptの
が業務担当者からのヒアリング
「生産性向上への取組み」 により要員計画書に反映してい
「チーム別品質改善の実践」 る。
「2011年度取組み評価」
職位別レベル.xls
要員計画書
O.4.1.人的資源管 ・スキルチェックの結果
Q：PLのスキルチェックやキャリ
理
2012年度キャリアインタビュー アインタビューは実施されました
シート.xls
か？【GL】
商品検査担当_2012.xls
・職位とスキルの対応表
A：実施した。
職位別レベル.xls
全社的には各自のスキルレベ
ルのチェックを半期に一度実施
している。（GP1.1.2の回答）
・重点施策
組織のニーズは能力開発計
Yソリューション部キックオフ
画、プロジェクトのニーズはGL
_20120509.pptの
が業務担当者からのヒアリング
「生産性向上への取組み」 により要員計画書に反映してい
「チーム別品質改善の実践」 る。
・スキル把握
要員計画書

関連プロセス

・職位別に、どの項目でどの程
度の能力が求められるのか定
量的に定義されている。
・定期的に個人のスキルレベル
（現状と目標）を確認している。

スキルチェック、技術マップで管
理ができるようになっており、定
期的に更新がされるようになっ
ている。

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

プロジェクト単位での教育戦略
は明確ではない。

プロジェクト単位でのニーズが
発注条件書に記載されているが
スキルレベルとの対応は不明
確。

全社で使用しているスキル
チェックシートとプロジェクトの
アサインに使用される要員計画
表のマッチングは行われていな
い。

教育訓練活動に関する組織全
体としての効果の評価方法が
適切でない可能性がある。

教育によって向上するレベルが
定められていないため、受けた
教育がニーズと合致するものと
は限らない。

スキルチェックシートで定めら
れているスキルがプロジェクト
の計画を立てる上で活用されな
い可能性がある。

リスク
（ Risk）

FI

FI

FI

FI

LI

FI

LI

FI

LI

四値評定
（ 一次）

教育・訓練規定

教育・訓練規定

インタビュー

追加確認エビデンス
文書
教育・訓練規定

FI

FI

FI

FI

LI

FI

LI

FI

LI

四値評定
（ 最終）

4.1.1

プロセスの目的

4.1
教育訓練プロセス（O.4.2） ： 水準 2 まで

PA1.1 プロセス実施属性

8

プロセス名

O.4.2

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

番号

GP2.1.7

9

Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
made available, allocated and used.

作業生産物（出力）

①教育訓練プロセスの実施を監視した結果が
わかるもの

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

関係者の間のインタ ①教育訓練プロセスを実施する責任・権限・割り ①教育訓練プロセスに関係する個人およびグ
フェースを管理してい 当てが定義されたもの
ループを特定するもの
る
②教育訓練プロセスに関わる情報の伝達・公
開・配付のルールを定めたもの
③②で定めたインタフェースが正しく機能してい
ることが確認できるもの

①教育訓練プロセス実施に必要な情報を特定し
た資料
②①で特定した資料へのアクセス記録
③①で特定した情報を利用して作成した文書

インタビュー

確認エビデンス
インタビュー例
（汎用スクリプト）

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
びグループを決めている
②情報伝達の仕組み
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行っている
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている

A：能力開発計画は、部門長が
作成している。
全体としての評価は、部門長が
実施。（BP6の回答）

・2012年度 能力開発計画およ Q：能力開発計画は誰がどのよ 教育訓練の役割分担をどのよう
び力量チェック
うにして作成し、誰がどのように に決めていますか。
状況把握をしていますか。ま
た、状況を分析・評価する方は
どなたですか。

A：今回の案件において、PLに
不足しているスキルは無かっ
た。そのため、PLとしてはセミ
ナー等の受講不要と判断。
通常、教育が必要になると想定
されるケース（窓口が変わるとき
ではなく、GLになるときなど）
は、業務が変わるとき。

Q：もし仮にPLにスキルアップが 教育訓練のに課題・問題が発
必要だったとしたら、どのように 生した場合にどのように対応し
対応しますか。
ていますか。

O.1.3 プロジェクト
管理

A：能力開発計画は、部門長が
作成している。
全体としての評価は、部門長が
実施。（BP6の回答）

Q：能力開発計画は誰がどのよ 教育訓練について関係者間で
うにして作成し、誰がどのように は何をどのように調整していま
状況把握をしていますか。ま
すか。
た、状況を分析・評価する方は
どなたですか。

・2012年度 能力開発計画およ Q：「開発ルール」及び「開発環
境」の教育資料はどのように利
び力量チェック
用していますか。
・「開発ルール」及び「開発環
境」の研修資料
A：メンバが変わった場合に活
用。メールで「コレを見て作れ」
と指示。GLから通知することは
ない。

A：会社で決められていることや
部門長の考えに基づく。

O.4.1 人的資源管 ・2012年度 能力開発計画およ Q：能力開発計画にある施策（外 教育訓練に必要な要員・スキル
理
び力量チェック
部セミナー、パワーアップフォー をどのように決めていますか。
・「開発ルール」及び「開発環
ラム、ワークショップ、プレゼン
テーション、ビデオ教材視聴）は
境」の研修資料
どのように決めましたか。

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
している
O.3.1 プロセス確
②プロセスの実施に必要な情報を利用
立
している

プロセスを実施するの ①教育訓練プロセスの実施計画が明記された ①組織の事業計画書(活動に必要な資源、作業 ①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
に必要な(人的)資源を もの
実施責任)
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
配置し、利用している ②教育訓練プロセスを実施する責任・権限・割り ②資源(要員)の投入実績
②①で特定したプロセスの実施に必要
当てが定義されたもの
③プロセス実施の実績が把握できるもの『例：作 な人材をアサインし、利用している
業報告書など』
④教育訓練プロセス実施に必要な教育訓練を
行なったことを示すもの
『例：教育訓練受講記録など』

プロセスを実施するの ①教育訓練プロセスの実施計画が明記された
に必要な情報を特定 もの
し、利用している

文書

O.1.3 プロジェクト ・Yソリューション部キックオフ資 Q：能力開発計画は誰がどのよ 教育訓練の目標を教えてくださ
管理
料
うにして作成されましたか（ニー い。
「生産性向上への取組み」 ズ把握と到達目標の設定の確
「チーム別品質改善の実践」 認）。
・職位別レベル表
A：能力開発計画は、部門長が
作成している。

関連プロセス

①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス ①プロセス計画支援ツー O.1.3 プロジェクト ・2012年度 能力開発計画およ Q：研修の受講予定はどのよう 教育訓練をどのように計画し監
の実施計画(利用資源、工数、期間、主 ル
管理
び力量チェック（計画）
に決めていますか？
視していますか。
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している
A：本人の希望がベース。上長
が必要と判断した場合は、受講
を助言。
①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー S.3 品質保証
・2012年度 能力開発計画およ
している
ル
O.1.3 プロジェクト び力量チェック（実施状況、実
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
管理
績）
O.1.5 リスク管理 ・スキルチェックの結果
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
視している
O.1.6 測定
2012年度キャリアインタビュー
シート.xls
商品検査担当_2012.xls

①目標は「過去の情報など、根拠のあ ①組織の体制
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛 ②ライフサイクルモデル
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設 ③プロセス実施データ
定している
④経営会議
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている

①教育訓練プロセスの実施を制御した結果が ①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結 ①プロセス計画支援ツー S.8 問題解決
わかるもの
果、計画に沿ってプロセスが実行されて ル
O.1.3 プロジェクト
『例：レビュー結果報告書、実績データ、是正処 いないときは、修正を検討している
②プロセス実施監視ツー 管理
置記録など』
②修正処置が必要なときは、計画に組 ル
O.1.5 リスク管理
み込んで実行している
③会議の仕組み

①教育訓練プロセスの実施を監視した結果が
わかるもの
『例：実績データ、問題報告書など』

①教育訓練プロセスの実施計画が明記された
もの
『例：教育訓練計画書、要員計画書など』

プロセスを実施する責 ①教育訓練プロセスの実施前に、教育訓練プロ ①教育訓練プロセス実施のための役割(責任お
任および権限を定義 セスの作業が特定できるもの
よび権限)を示したもの
し、割り当て、伝達して
『例：組織の体制表、職位表など』
いる
②役割を当事者ならびに関係者と合意したもの
『例：議事録など』

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

プロセスの実施を監視 ①教育プロセスの実施計画が明記されたもの
している

GP2.1.3

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

目標を達成するため ①教育プロセスの実施の目標が明記されたも
に、プロセスの実施を の
計画している

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

GP

プロセスの実施の目 ①教育訓練プロセスのGP1.1.1の作業生産物(出 ①教育訓練プロセスの実施の目標が明記され
標が明確になっている 力)
たもの
『例：教育訓練計画書、教育訓練規程など』

GP2.1.2

GP2.1.1

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

ほとんど達成（L）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

能力水準

評定

教育訓練プロセス

The purpose of Training is to provide the organization and project with individuals who possess the needed skills and knowledge to perform their roles
effectively.

教育訓練の目的は、組織及びプロジェクトに、自己の役割を効率的に遂行するために必要な技能及び知識をもつ個人を提供することである。

プロセス属性

プロセスの目的

強み
（Strength）

・教育訓練に関する関係者、役
割分担、情報共有方法等が不
明確な場合がある。

教育に要する要員のスキルと
工数が不明瞭

プロジェクトでの教育訓練の実
施に関する権限が明確ではな
い。

業務が変わった時に教育が必
要であることは認識されている
が計画の変更が必要であるとい
う認識が低い

弱み
（Weakness）

リスク
（Risk）

少人数のため口頭で成立して
いるが、人数が多くなると漏れる
必要がある。

組織の立てた目標と個人が立
てた計画のマッチングがどの程
度なされているかが不明。

LI

FI

LI

LI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（一次）

文書
教育・訓練規定

インタビュー

追加確認エビデンス

LI

FI

LI

LI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（最終）

4.1.2
PA2.1 実施管理属性

プロセス名

O.4.2
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OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

OC
番号

GP2.2.4

GP2.2.3

GP2.2.2

GP2.2.6

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

GP2.2.8

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物（ 出力）

①作業生産物の依存関係を定義したもの
『例：教育訓練規程、文書管理手順書など』
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
『例：変更管理手順書など』
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
『例：構成管理手順書など』
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』

①文書化する作業生産物がわかるもの『例：教
育訓練規程、規程一覧表など』
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
もの
『例：教育訓練規程、文書化活動方針書、文書
化手順書など』
①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
関係を定義している
②構成管理の仕組み
②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
管理の手順、方法を決めている
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
管理の手順、方法を決めている
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
リース管理の手順、方法を決めている

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
わかるもの
ビューし、承認している
『例：レビュー結果報告書など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①教育訓練プロセス実施により生産さ
れ、レビューされる作業生産物を明確に
している
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる

①作業生産物の要求事項に対するレビュー計
画がわかるもの
『例：プロジェクト計画書、教育訓練規程、教育
訓練計画書など』
②作業生産物のレビューをしたことがわかるも
の
『例：レビュー結果報告書、議事録、メールなど』

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
作業生産物を調整して ②レビュー結果報告書
②修正された作業生産物
『例：教育訓練規程、教育訓練記録、スキル管
いる
③問題報告書
理表など』
③構成管理の履歴
④変更管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項に対してレビューし ②レビュー対象の作業生産物
ている
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①作業生産物の依存関係を定義したもの
①構成管理の履歴
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義 ②変更管理の履歴
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して]
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項を満足する ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 文書
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：教育訓練規程、教育訓練記録、スキル管
理表など』

作業生産物の制御の ①教育訓練プロセスの実施により作成し、レ
要求事項を定義してい ビューした作業生産物がわかるもの
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの

作業生産物の文書化 ①教育訓練プロセスの実施により作成し、レ
の要求事項を定義して ビューした作業生産物がわかるもの
②作業生産物の要求事項を定義したもの
いる

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

作業生産物の要求事 ①教育訓練プロセスのGP1.1.2の作業生産物(出 ①教育訓練プロセスの実施により作成し、レ
項を定義している
力)
ビューする作業生産物がわかるもの
『例：教育訓練規程など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：教育訓練規程など』

ほとんど達成（L）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.2

能力水準

評定

教育訓練プロセス

The purpose of Training is to provide the organization and project with individuals who possess the needed skills and knowledge to perform their roles
effectively.

教育訓練の目的は、組織及びプロジェクトに、自己の役割を効率的に遂行するために必要な技能及び知識をもつ個人を提供することである。

プロセス属性

プロセスの目的

品質保証
検証
妥当性確認
問題解決

S.8 問題解決

S.3
S.4
S.5
S.8

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証
S.4 検証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス
文書

インタビュー

確認エビデンス
インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

・スキルチェックの結果
2012年度キャリアインタビュー
シート.xls
商品検査担当_2012.xls

・スキルチェック結果の上長承
認
2012年度キャリアインタビュー
シート.xls

教育・訓練規定

・2012年度 能力開発計画およ
び力量チェック
・スキルチェックの結果
2012年度キャリアインタビュー
シート.xls
商品検査担当_2012.xls

・2012年度 能力開発計画およ
び力量チェック（項目別の内容
から何を作成すべきかが想定
できるものもある）
教育訓練に伴う成果物のうち、
文書化すべきものはどのように
決められて、現在どうなってい
ますか。

GP2.2.4に同じ

GP2.2.3に同じ

A：スキルチェックでは、GLの思
いと本人の希望が整合している
かどうか、必要なサポートは何
かを確認する。PLの職位の場
合、キャリアインタビューは部長
が担当。

・今回のプロジェクト計画（要員 GP2.2.1・GP2.2.2に同じ
アサイン）では、PLについて、能
力開発計画、スキルチェック
シート、キャリアインタビュー
シート、スキルマップの状況は
確認しなかったのですか。

A：キャリアインタビュー等の様
式、項目等の変更時は、品質管
理から連絡がある。現場から変
更要望を出す場合は、GLから
品質管理へ連絡する。

教育訓練に伴う成果物の変更
管理や構成管理はどのように決
A：キャリアインタビュー等の様
められていて、現在どうなって
式は全社で規定されている。ス
いますか。
キルマップはGL、教育訓練計
画は部長がが規定している。

・能力開発計画、スキルチェック
シート、キャリアインタビュー
シート、スキルマップの様式は
どこで規定し提供されています
か。これらはどのように管理さ
れていますか。これらの変更は
どのような時に起こり、どうやっ
て変更されますか。

A：セミナーの受講評価はまず、
GLが実施。
能力開発計画は、部門長が作
成している。（GP2.1.1の回答）

・2012年度 能力開発計画およ ・能力開発計画、スキルチェック 教育訓練に伴う成果物はどのよ
び力量チェック
シート、キャリアインタビュー
うに決められていて、どのように
シート、スキルマップの作成
レビューし承認されています
は、何に基づいていますか。こ か。また、レビュー時に課題・問
れらは、誰が確認や承認してい 題が発生した場合にどのように
ますか。
対応していますか。
・PA2.1のGP2.1.1の1つ目のイン
タビュー項目に同じ
（・PLについて、スキルマップや
スキルチェック・キャリアインタ
ビューの資料がありませんが、
どうしてでしょうか。）

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

キャリアインタビュー、スキル
チェックシートは定期的に本人
の自己評価と上長評価によって
確認する仕組みが確立してい
る。

キャリアインタビュー、スキル
チェックシートは定期的に本人
の自己評価と上長評価によって
確認する仕組みが確立してい
る。

全社的に管理されており、仕組 プロジェクト単位の教育になると
みも確立されている。部門長ま 作業生産物はバラバラになって
でが作成する資料もフォーマッ いる。
トはそろっている。

・研修の受講後に作成する自己 ・教育訓練を計画し、実施する
評価結果を上長も評価、承認す 場合に作成すべき成果物のレ
る仕組みが確立されている。
ビュー、承認方法が、全て定義
されているわけではない。

・研修の受講後に作成する自己 ・教育訓練を計画し、実施する
評価結果を上長も評価、承認す 場合に作成すべき成果物が全
て定義されているわけではな
る仕組みが確立されている。
い。
（受講履歴以外の取り扱われ方
があいまいである。）

スキルチェックシートのスキル
と要員計画表のスキルの対応
は不明瞭

全社で管理しているものは規定
されているが、プロジェクト単位
で必要とされているものは変更
等の手順は不明確になってい
る。

リスク
（ Risk）

FI

FI

FI

FI

FI

LI

LI

LI

四値評定
（ 一次）

教育・訓練規定

教育・訓練規定

教育・訓練規定

インタビュー

追加確認エビデンス
文書
教育・訓練規定

FI

FI

FI

FI

FI

LI

LI

LI

四値評定
（ 最終）

4.1.3
PA2.2 作業生産物管理属性

10

プロセス名

POA1

PO
番号
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PO7

PO6

PO4

PO5

PO3

PO2

GP1.1.3
BP2

GP1.1.3
BP1

GP1.1.3
BP6

11

GP1.1.3
BP9

Actions to correct deviations from the
plan and to prevent recurrence of
problems identified in the project are
taken when project targets are not
achieved.

GP1.1.3
BP11

計画からのずれを正すため、及びプロ
GP1.1.3
ジェクト中に特定された問題の反復を防ぐ BP10
ための処置が、プロジェクトの目標が達成
できない場合にとられる

Progress of the project is monitored and
reported.

プロジェクトの進捗が監視され、かつ報告 GP1.1.3
される
BP8

Interfaces between elements in the
project, and with other project and
organizational units, are identified and
monitored.

プロジェクト中の要素間、並びに他のプロ GP1.1.3
ジェクト及び組織に関するユニットとのイ BP7
ンタフェースが特定され、かつ監視される

Plans for the execution of the project
are developed and implemented.

プロジェクトの実行のための計画が開発さ GP1.1.3
れ、かつ実行される
BP5

The tasks and resources necessary to
complete the work are sized and
estimated.

タスクを完了する為に必要なタスク及び資 GP1.1.3
源が分類され、かつ評価される
BP4

The feasibility of achieving the goals of
the project with available resources and
constraints are evaluated.

①プロジェクトの要求事項が定義されたもの
②プロジェクトの制約条件が定義されたもの

作業生産物（ 出力）

①プロジェクト管理プロセスの実施に先
立って、プロジェクト管理プロセスについ
て、作成すべき作業生産物を把握して
いる
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①プロジェクト管理プロセスの実施に先
立って、プロジェクト管理プロセスについ
て、作業を詳細化している
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

①プロジェクトの方針、規模、要求目標、品質目 ①下記を含むプロジェクトの目標を設定
標、開発期間、開発費用が記述されている資料 している
『例：プロジェクト計画書など』
－プロジェクトの方針
－規定(regulatory)要求、標準、顧客要
求事項
－プロジェクトの目標(品質、コスト、工
期)

①プロジェクト管理プロセスを行なった結果の作
業生産物が特定できるもの
『例：プロジェクト計画書など』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

①プロジェクト管理プロセスの作業が特定でき
るもの
『例：プロジェクト計画書など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの『例：作業分担表な
ど』

プロセス実施のインジケータ
作業生産物（ 入力）

①プロジェクトで行う作業が詳細化されている資
料
②各作業において必要とされる資源(ハードウェ
ア、ソフトウェア、要員、スキル、期間など)が数
量化されている(見積もられている)資料
③要員の見積もり資料

①関係者の役割が明確化されている資料
『例：体制図など』
②他のプロジェクトとの作業/役割分担及び範
囲が明確に定義されている資料『例：プロジェク
ト計画書など』
③組織間での作業/役割分担が明確にされてい
る資料

①プロジェクトの進捗状況(予定に対する実績、
進捗率など)が定量的に把握できる資料
②①に基づいて作成される、プロジェクトの運営
体制で定めた会議体報告への資料
③BP3で特定されたリスクの状況報告書

①プロジェクトの進捗を記録した資料

①機能、性能、コスト、工期などプロジェクトの
目標達成を妨げる状況とその要因が明確化さ
れている資料
『例：課題管理表、進捗評価資料、障害件数の
推移資料、仕様変更管理表など』
②①の要因に対する対策が、その内容と期限、
効果まで含めて明確化された資料
③BP5で作成した計画からのずれの記録
④②によりBP5の計画修正が必要な場合の、プ
ロジェクトメンバやステークホルダによる承認記
録

①プロジェクトの進捗状況(予定に対する実績、
進捗率など)が定量的に把握できる資料
『例：進捗管理表など』
②①に基づいて作成する、プロジェクトの運営
体制で定めた会議体への報告資料
③BP3で特定されたリスクの状況報告

①プロジェクト計画ツー
ル
②規模見積もりの方法、
ツール
③生産性と成果の見積も
り方法、ツール

①プロジェクト管理ツー
ル，タスクの実行、資源
の投入の計画と実行を管
理できるツール
②進捗管理の仕組み

①計画からのずれの許容値が明確に
なっている
②対策の実施により、問題が解消して
いることを確認している

①分析方法

①プロジェクト管理ツー
ル，タスクの実行、資源
投入などの管理ができる
ツール
②是正処置として必要な
場合に使用する資源
（ハードウェア、ソフトウェ
ア、要員など）
③プロジェクト計画ツー
ル，是正処置によるスケ
ジュール変更時にスケ
ジュールの動的変更が
可能な仕掛け

①進捗の報告を誰にするのかを決めて ①進捗報告と会議の仕
いる
組み
②進捗を報告する頻度、タイミングを決
めている

S.8問題解決

①プロジェクト管理ツー O.1.6 測定
ル，タスクの実行、資源
の投入の計画と実行を管
理できるツール
②進捗管理の仕組み

①プロジェクトを構成要素（例えばサブ ①プロジェクト管理／制
システムなどの機能要素、または役割 御ツール
チームなどのプロセス要素など)に分割 ②情報交換の仕組み／
している
ツール
②①の構成要素のインタフェース(分担)
を決めている
③プロジェクト実行中、②のインタフェー
スをモニタすべき指標が明確になってい
る
④他のプロジェクトとのインタフェース
(やりとりするべき情報の中身)が明確に
なっている
⑤組織との間のインタフェース(分担)が
明確になっている
⑥プロジェクト実行中、⑤のインタフェー
スをモニタすべき指標が明確になってい
る
⑦プロジェクト実行中、指標に基づきイ
ンタフェースを監視している

①プロジェクト実行計画を、関係するす
べての人に周知徹底している
②プロジェクトの実行計画に基づいて資
源を投入している

関連プロセス

①規模見積もりの方法、 O.1.6 測定
ツール
②生産性と成果の見積も
り方法、ツール
③リスクチェックの仕組
み

①プロジェクトのスケジュールを作成し ①プロジェクト計画ツー
ている
ル
②各作業に資源を割当て、責任を明確 ②開発標準
にしている

①資源(要員、ハードウェア、ソフトウェアなど)の ①定められた間隔で作業の進捗と実績を収集し ①定常的にプロジェクトの実績を収集す
稼動･投入実績
て管理する資料
る仕組みを決めている
『例：週間作業報告書など』
②①に沿って、プロジェクトの実績を収
②BP3で特定したリスクに対する状況記録
集している
③②で収集した実績と、プロジェクト計
画とを比較し、差分を把握している
④リスク検討のための体制が機能して
いる

①プロジェクトで行う作業が詳細化されている資
料
②各作業において必要とされる資源（ハードウェ
ア、ソフトウェア、要員、スキル、期間など）が数
量化されている（見積もられている）資料
③要員の見積もり資料

①プロジェクトの実行計画が記述された、下記
の内容を満たす資料
－プロジェクトの推進体制、要員
－プロジェクトのQCD目標
－プロジェクトで行う業務項目
－推進スケジュール
－プロジェクトの運営方法（自社、対顧客）
－進捗確認方法、会議体
②①の計画に対する評価/承認資料
①計画に基づいてプロジェクトが開始された記
録
②資源(要員、ハードウェアソフトウェアなど)の
稼動･投入実績
③進捗を記録した資料

①プロジェクトで実施する作業が詳細化
されている(WBSが作成されている)
②作業項目単位での標準的な作業工
数が設定されている
③各作業に必要な資源(要員、スキル、
工数など)を見積もっている

①プロジェクトに利用できる資源(要員、
ハードウェア、ソフトウェア、ツール、費
用、時間)などが明確になっている
②プロジェクトを取巻く制約が明確に
なっている
③プロジェクトの目標達成可能性を判
断する評価方法が定義されている
④③に従い、BP1で設定されたプロジェ
クトの目標達成可能性を評価している

プロジェクト内で発見 ①機能、性能、コスト、工期などプロジェクトの ①BP10の問題が再発しない様に恒久的な対策 ①問題の原因を分析している
された問題の再発を防 目標達成を妨げる状況とその要因が明確化さ が明確になっている資料
②問題再発防止策を立案している
止するための対策を れている資料
②①の対策を、プロジェクトが承認し、実施した ③問題再発防止策を実行している
講じている
②①の要因に対する対策が、その内容と期限、 記録
④是正処置の効果を確認している
効果まで含めて明確化された資料
③BP5で作成した計画からのずれの記録

プロジェクトの目標が
達成できないとき、計
画からのずれを軌道
修正している

プロジェクトの進捗を
報告している

プロジェクトの進捗を
監視している

プロジェクト内での要
素間および他のプロ
ジェクトや組織との間
のインタフェースを明
確にし、監視している

プロジェクトを実行計 ①プロジェクトの実行計画が記述された、下記
画に基づき実行してい の内容を満たす資料
る
－プロジェクトの推進体制、要員
－プロジェクトのQCD目標
－プロジェクトで行う業務項目
－推進スケジュール
－プロジェクトの運営方法(自社、対顧客)
－進捗確認方法、会議体

プロジェクトの実行計
画を作成している

作業を完成させるため ①プロジェクトを遂行するために必要な作業が、 ①プロジェクトで行う作業が詳細化されている資
に必要なタスクを洗い タスクレベルへの展開できる資料
料
出し、資源を見積もっ
『例：WBSなど』
ている
②各作業において必要とされる資源(ハードウェ
ア、ソフトウェア、要員、スキル、期間など)が数
量化されている(見積もられている）資料
③要員の見積もり資料
『例：要員山積み表など』

利用可能な資源や制 ①プロジェクトの方針、規模、品質目標、開発期 ①プロジェクトに利用できる資源(要員、ハード
約条件の中で、プロ
間、開発費用が記述されている資料
ウェア、ソフトウェア、ツール、費用、時間)など
ジェクトの目標達成の
が明確化された資料
可能性を評価している
②プロジェクトを取巻く制約が明確化された資料
③実現可能性評価結果
④①②③からプロジェクトの目標達成に障害と
なる要素が明確化された資料『例：リスク一覧表
など』

プロジェクトで行う作業 ①プロジェクトの方針、規模、品質目標、開発期 ①プロジェクトを遂行する為に必要な作業が、タ ①BP1で設定した目標に基づき、プロ
①プロジェクト計画ツー
(work)の範囲を定義し 間、開発費用が記述されている資料
スクレベルへの展開できる資料
ジェクトで行う作業の範囲を定義してい ル
ている
『例：作業一覧表、WBSなど』
る
②開発標準

プロジェクトの目標を
理解している

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

利用可能な資源及び制約条件において、 GP1.1.3
プロジェクトの目標達成の実現可能性が BP3
評価される

The scope of the work for the project is
defined.

プロジェクトの作業の適用範囲が定めら
れる

Goals of the project are identified.

プロジェクトの目標が特定される

GP/ BP

実施する作業の範囲
を理解している

番号

GP1.1.1

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

プロセス成果

1

PA1.1

能力水準

評定

プロジェクト管理プロセス

文書

インタビュー

確認エビデンス
インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

A：特になし。

Q：納品物一覧に定義されたも プロジェクトの作業内容を教え
のの作成以外に必要な作業は てください。
何ですか？それが必要であるこ
とをメンバ間でどのように共有し
ましたか？

A：品質確保はもちろん、プロセ
スの順守（手順書どおりの実
施）を重視された。

A：見積りテンプレート（ステップ
を入力すると工数を算出）を使
用して見積もった。工数の妥当
性はチーム内の見積もりメンバ
によるレビューで確認。

プロジェクトの実行計画をどの
ように作成し、どのように実施状
況を監視していますか。

Q：各成果物を作成するために プロジェクトの作業内容をどの
必要な工数はどのようにして見 ように見積もって評価していま
積もりましたか？
すか。

・進捗状況の取りまとめ・報告

・進捗状況の取りまとめ・報告

・フェーズごとの予実管理

・進捗状況の取りまとめ・報告

・フェーズごとの予実管理

・見積もり根拠および結果につ
いて、定められた手順に基づい
て社内レビューおよび顧客との
共同レビューを実施している。

A：今回の仕様変更は事前の顧
客提供資料に問題があったた
め、再発防止策は特になし。
例えば、見積もりテンプレートに
問題があって計画と実績にずれ
が生じたような場合は、テンプ
レートの修正を行い、メンバに
周知する。（検証の回答）

Q：また、上記のようなことが再
発しないようにするために、どの
ような対策を講じましたか？

Q：（上記の回答がなしの場合）
CD、SDでは若干の予定超過が
発生していたようですが、これら
はどのようにして吸収されました
かか？

Q：計画の変更や修正が必要と 課題・問題・障害等が発生した
なるような場面において、どのよ 場合にどのように対応していま
うに対応しましたか？
すか。またどのように再発防止
に努めていますか。
A：顧客理由による仕様変更が
発生したため、計画からのずれ
が発生した。顧客と調整の上、
スケジュールを変更（別案件と
して追加発注）。

A：（BP8の回答）

Q：社内外に対して進捗状況を
どのように報告されていました
か？

・プロジェクト本来の開発目的
（背景を含む）が理解されていな
いと、プロジェクト開発活動が適
切でなくなる可能性がある。
→
・プロジェクトの目的の背景（な
ぜそれを実現する必要があるの
か）が理解されていないと、プロ
ジェクトが適切に実施できなくな
る可能性がある。

リスク
（ Risk）

・レビュー記録とスケジュールの
日時、実績に不整合が起きてい
る

・1つのフェーズにおいて複数の ・レビュアとして誰がレビューに
成果物を作成する場合でも、成 参加するのか明確化されていな
果物ごとに作成スケジュールが いため、状況によっては十分な
定められていない
レビュアが確保されない可能性
がある。

・例えばプロジェクト横断的に使
用されている不具合管理表の
作成のように、納品物以外のプ
ロジェクト作成物の定義が十分
とは言えない作業がある可能性
がある。

弱み
（ We akn e ss）

・レビューの実施時期が計画よ
り遅くなったことに対する再発防
止が行われていない。

・顧客原因による発注手続きの ・レビュー記録とスケジュールの
遅れや工数増の場合に、分割 日時、実績に不整合が起きてい
発注あるいは追加発注という解 る
決策が実施されている。

・社内外においてプロジェクトの
進捗状況を報告する手順が確
立され、手順に沿って定期的に
実施されている。

Q：進捗状況はどのように監視し プロジェクトの進捗状況をどの ・プロジェクトの進捗状況を監視
ているか？
ように管理しどのように報告して する手順が確立され、手順に
いますか。
沿って定期的に実施されてい
A：火曜日に週報テンプレートに
る。
メンバに記載してもらったもの
を、自分の（報告用）テンプレー
トで集計して確認。
遅れていれば、状況をヒアリン
グ。
水曜日にＤ社に報告。
木曜日にコストの消化状況を社
内報告。

A：火曜日に週報テンプレートに
メンバに記載してもらったもの
を、自分の（報告用）テンプレー
トで集計して確認。
遅れていれば、状況をヒアリン
グ。
水曜日にD社に報告。
木曜日にコストの消化状況を社
内報告。

Q：進捗状況はどのように監視し
ているか？

A:人的リソースの割り当て状況
の妥当性は、要員計画表を見
てPLが判断。（BP3の回答）

・チーム内メンバの稼働状況の Q：今回のプロジェクトに関連す プロジェクトに関連する他組織
管理表
る他の案件（他組織や他システ や他システムとはどのように作
要員計画表.xls
ム）とはどのように作業やスケ 業やスケジュールを調整し、ど
ジュールを調整し、どのように実 のように実施状況を監視してい
施状況を監視していますか。
ますか。

・進捗状況の取りまとめ・報告

・フェーズごとの予実管理

・フェーズごとの予実管理

・対応項目ごとの工数見積

・作成すべきものの一覧

・フェーズごとの予定工数

・作成すべきものの一覧

・対応項目ごとの工数見積

A:コストは、見積もり依頼時に
QA１を実施して確認。人的リ
ソースの割り当て状況の妥当
性は、要員計画表を見てPLが
判断。

Q：使用できるリソースや与えら プロジェクトの制約条件とその
れた制約条件を踏まえた場合 対応内容を教えてください。
・顧客によるレビュー結果と押印 の計画の妥当性はどのように確
認されましたか？確認の記録は
ありませんか？

・承認された見積り結果

納品物一覧.xls

強み
（ Stre n gth ）

Q：お見積り仕様書に定義され プロジェクトの目標を教えてくだ ・今回のプロジェクトにおいてプ
ている目的以外で、今回のプロ さい。
ロジェクトの目的だけでなく、顧
ジェクトでお客様が特に重視さ
客が特に重視する点（品質、手
れた点は何でしたか？
順の順守）が確認されている。

プロジェクト実行計画兼結果報 Q：今回の案件で、QA2検討資 プロジェクト管理で作成する文
告書.xls
料で整理されている管理項目以 書等を教えてください。
・QA2検討 > ４．プロジェクト 外に必要となることはありました
実行計画書（計画し管理すべき か？
事項が明記されている）
A：特になし。

プロジェクト実行計画兼結果報 Q：今回の案件で、QA2検討資 プロジェクト管理の作業内容を
告書.xls
料で整理されている管理項目以 教えてください。
・QA2検討 > ４．プロジェクト 外に必要となることはありました
実行計画書（計画し管理すべき か？
事項が明記されている）
A：特になし

LI

LI

FI

FI

FI

LI

LI

FI

FI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（ 一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

LI

LI

FI

FI

FI

LI

LI

FI

FI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（ 最終）

4.2.1

PO1

O.1.3

The purpose of Project management is to identify, establish, co-ordinate, and monitor the activities, tasks, and resources necessary for a project to produce
a product and/or service, in the context of the project’s requirements and constraints

プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及
び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである

プロセス属性

プロセスの目的

4.2
プロジェクト管理プロセス（O.1.3） ： 水準 3 まで

PA1.1 プロセス実施属性

プロセス名

O.1.3

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物（ 出力）

文書

・対応項目ごとの工数見積

・フェーズごとの予実管理、各
種レビュー実施予定日

GP2.1.7
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Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
made available, allocated and used.

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

関係者の間のインタ ①プロジェクト管理プロセスを実施する責任・権 ①プロジェクト管理プロセスに関係する個人およ
フェースを管理してい 限・割り当てが定義されたもの
びグループを特定するもの
る
②プロジェクト管理プロセスに関わる情報の伝
達・公開・配付のルールを定めたもの
③②で定めたインタフェースが正しく機能してい
ることが確認できるもの

プロセスを実施するの ①プロジェクト管理プロセスの実施計画が明記 ①プロジェクト管理プロセス実施に必要な情報
に必要な情報を特定 されたもの
を特定した資料
し、利用している
②①で特定した資料へのアクセス記録
③①で特定した情報を利用して作成した文書

・要員ごとの投入計画
要員計画表.xls
・要員ごとのスキル一覧
商品検査担当_2012.xls

O.4.1 人的資源管 ・実施体制
理
O.4.2 教育訓練
・フェーズごとの担当者

・フェーズごとの担当者

・実施体制

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
びグループを決めている
②情報伝達の仕組み
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行っている
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている

・報告に必要な管理項目

・報告項目

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
・計画し管理すべき事項
している
O.3.1 プロセス確
②プロセスの実施に必要な情報を利用
立
・要員ごとの投入計画
している
要員計画表.xls
・要員ごとのスキル一覧
商品検査担当_2012.xls

プロセスを実施するの ①プロジェクト管理プロセスの実施計画が明記 ①プロジェクト計画書(活動に必要な資源、作業 ①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
に必要な(人的)資源を されたもの
実施責任)
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
配置し、利用している ②プロジェクト管理プロセス実施のための役割 ②資源(要員)の投入実績
②①で特定したプロセスの実施に必要
(責任および権限)を示したもの
③プロセス実施の実績が把握できるもの『例：作 な人材をアサインし、利用している
業報告書など』
④プロジェクト管理プロセス実施に必要な教育
訓練を行なったことを示すもの『例：教育訓練受
講記録など』

プロセスを実施する責 ①プロジェクト管理プロセスの実施計画が明記 ①プロジェクト管理プロセス実施のための役割
(責任および権限)を示したもの
任および権限を定義 されたもの
『例：プロジェクト計画書など』
し、割り当て、伝達して
②役割を当事者ならびに関係者と合意したもの
いる
『例：議事録など』

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

強み
（ Stre n gth ）

A：火曜日に週報テンプレートに
メンバに記載してもらったもの
を、自分の（報告用）テンプレー
トで集計して確認。
遅れていれば、状況をヒアリン
グ。
水曜日にＤ社に報告。
木曜日にコストの消化状況を社
内報告。（BP8の質問と回答）

Q：進捗管理や各種レビューが プロジェクト管理について関係
計画どおりに実施されたかどう 者間では何をどのように調整し
かはどのように確認していまし ていますか。
たか？

A：要員計画表、コスト資料、コ
スト管理表
A：メンバごとに経験の有無の管
理表を使った。

Q：見積もり仕様書や発注仕様
書など、お客様から提供される
情報以外で、計画を立てたり、
プロジェクトを管理するのに必
要な情報は何ですか？

A：要員計画表、コスト資料、コ
スト管理表
A：メンバごとに経験の有無の管
理表を使った。

A：火曜日に週報テンプレートに
メンバに記載してもらったもの
を、自分の（報告用）テンプレー
トで集計して確認。（BP8の回
答）
Q：見積もり仕様書や発注仕様 プロジェクト管理に必要な要員・
書など、お客様から提供される スキルをどのように決めていま
情報以外で、計画を立てたり、 すか。
プロジェクトを管理するのに必
要な情報は何ですか？

A：顧客理由による仕様変更が
発生したため、計画からのずれ
が発生した。顧客と調整の上、
スケジュールを変更（別案件と
して追加発注）。（BP10の質問と
回答）
Q：プロジェクト管理を行う上で、 プロジェクト管理の役割分担を
プロジェクトメンバにやってもら どのように決めていますか。
うべきことは何でしたか？それ
はどのように伝達しましたか？

Q：計画の変更や修正が必要と プロジェクト管理のに課題・問題
なるような場面はありました
が発生した場合にどのように対
か？
応していますか。

工数だけでなく、成果物の完成
状況も確認している。

A：火曜日に週報テンプレートに
メンバに記載してもらったもの
を、自分の（報告用）テンプレー
トで集計して確認。
遅れていれば、状況をヒアリン
グ。
水曜日にＤ社に報告。
木曜日にコストの消化状況を社
内報告。（BP8の回答）

Q：どのようなレビューをいつ実
施するかは、どのように決めま
したか？
A：顧客のレビュー実施手順に
従った。（検証の回答）
Q：進捗管理や各種レビューが
計画どおりに実施されたかどう
かはどのように確認していまし
たか？

A:瑕疵を減らすために品質を向
上すること、およびオーバランを
減らすためにプロセスに沿って
遂行すること。（GP3.1.1の回答）
Q：プロジェクト計画書は、誰
プロジェクト管理をどのように計 ・プロジェクト管理の実施手順
が、いつまでに作ることになって 画し監視していますか。
（特にレビュー手順）、マイルス
いましたか？
トーンが明確であり、組織内で
A：計画は設計開始日（プロジェ
は共有されている。
クトの開始日）までに作成する
ことになっている。（要求分析の
回答）

Q：プロジェクト管理の目標は何 プロジェクト管理の目標を教え
ですか？
てください。

インタビュー

確認エビデンス
・組織施策（品質向上、生産性
向上）
Ｙソリューション部キックオフ
_20120509.ppt

①プロジェクト管理プロセスの実施を監視した結 ①プロジェクト管理プロセスの実施を制御した結 ①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結 ①プロセス計画支援ツー S.8 問題解決
・進捗状況の取りまとめ・報告
果がわかるもの
果がわかるもの
果、計画に沿ってプロセスが実行されて ル
O.1.5 リスク管理
『例：レビュー結果報告書、実績データ、是正処 いないときは、修正を検討している
②プロセス実施監視ツー
・フェーズごとの予実管理、各
置記録など』
②修正処置が必要なときは、計画に組 ル
種レビュー実施予定日
み込んで実行している
③会議の仕組み

関連プロセス

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

①プロセス計画支援ツー
ル

①組織の体制
②ライフサイクルモデル
③プロセス実施データ
④経営会議

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

プロセスの実施の目 ①プロジェクト管理プロセスのGP1.1.1の作業生 ①プロジェクト管理プロセスの実施の目標が明 ①目標は「過去の情報など、根拠のあ
標が明確になっている 産物(出力)
記されたもの
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛
『例：プロジェクト計画書など』
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設
定している
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている
目標を達成するため ①プロジェクト管理プロセスの実施の目標が明 ①プロジェクト管理プロセスの実施計画が明記 ①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス
に、プロセスの実施を 記されたもの
されたもの
の実施計画(利用資源、工数、期間、主
計画している
『例：プロジェクト計画書など』
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している

プロセスの実施を監視 ①プロジェクト管理プロセスの実施計画が明記 ①プロジェクト管理プロセスの実施を監視した結 ①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー S.3 品質保証
・進捗状況の取りまとめ・報告
している
されたもの
果がわかるもの
ル
O.1.5 リスク管理
している
『例：実績データ、問題報告書など』
O.1.6 測定
・フェーズごとの予実管理、各
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
種レビュー実施予定日
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
視している

GP2.1.2

GP2.1.1

GP2.1.3

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

ほとんど達成（L）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

The purpose of Project management is to identify, establish, co-ordinate, and monitor the activities, tasks, and resources necessary for a project to produce
a product and/or service, in the context of the project’s requirements and constraints

能力水準

評定

プロジェクト管理プロセス

プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及
び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである

プロセス属性

プロセスの目的

・プロジェクト管理の実施に求め
られるスキルの有無の確認が、
十分ではない可能性がある。

・レビュー記録とスケジュールの
日時、実績に不整合が起きてい
る
・計画変更が必要となる場合の
手順が十分に確立されていない
可能性がある。

・作業成果物単位でのスケ
ジュールがないので、1週間単
位でしか管理ができなくなって
いる。

弱み
（ We akn e ss）

・責任と権限の割り当てが、業
務責任者に集中しすぎている可
能性がある。

リスク
（ Risk）

FI

FI

LI

FI

LI

LI

FI

FI

四値評定
（ 一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

LI

FI

LI

LI

FI

FI

四値評定
（ 最終）

4.2.2
PA2.1 実施管理属性

プロセス名

O.1.3

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

OC
番号

GP2.2.4

GP2.2.3

GP2.2.2

GP2.2.6

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

GP2.2.8

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

作業生産物（出力）

①文書化する作業生産物がわかるもの『例：プ
ロジェクト計画書、文書化生産物一覧表など』
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
もの
『例：プロジェクト計画書、文書化活動方針書、
文書化手順書など』
①作業生産物の依存関係を定義したもの
『例：プロジェクト計画書、文書管理手順書など』
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
『例：変更管理手順書など』
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
『例：構成管理手順書など』
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』
①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
②構成管理の仕組み
関係を定義している
②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
管理の手順、方法を決めている
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
管理の手順、方法を決めている
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
リース管理の手順、方法を決めている

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
わかるもの
ビューし、承認している
『例：レビュー結果など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①プロジェクト管理プロセス実施により
生産され、レビューされる作業生産物を
明確にしている
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる
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①作業生産物の要求事項に対するレビュー計
画がわかるもの
『例：プロジェクト計画書、品質保証計画書など』
②作業生産物をレビューをしたことがわかるも
の
『例：レビュー結果報告書、議事録、メールなど』

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
作業生産物を調整して ②レビュー結果報告書
②修正された作業生産物
いる
③問題報告書
『例：プロジェクト計画書など』
③構成管理の履歴
④変更管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項に対してレビューし ②レビュー対象の作業生産物
ている
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①作業生産物の依存関係を定義したもの
①構成管理の履歴
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義 ②変更管理の履歴
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して]
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項を満足する ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 文書
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：プロジェクト計画書など』

作業生産物の制御の ①プロジェクト管理プロセスの実施により作成
要求事項を定義してい し、レビューした作業生産物がわかるもの
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの

作業生産物の文書化 ①プロジェクト管理プロセスの実施により作成
の要求事項を定義して し、レビューした作業生産物がわかるもの
いる
②作業生産物の要求事項を定義したもの

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

作業生産物の要求事 ①プロジェクト管理プロセスのGP1.1.2の作業生 ①プロジェクト管理プロセスの実施により作成
項を定義している
産物(出力)
し、レビューする作業生産物がわかるもの
『例：プロジェクト計画書、レビュー生産物一覧
表など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：プロジェクト計画書など』

ほとんど達成（L）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.2

The purpose of Project management is to identify, establish, co-ordinate, and monitor the activities, tasks, and resources necessary for a project to produce
a product and/or service, in the context of the project’s requirements and constraints

能力水準

評定

プロジェクト管理プロセス

プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及
び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである

プロセス属性

プロセスの目的

S.8 問題解決

S.3 品質保証
S.4 検証
S.5 妥当性確認
S.8 問題解決

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証
S.4 検証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス
文書

プロジェクト管理に伴う成果物
のうち、文書化すべきものはど
のように決められて、現在どう
なっていますか。

A：特になし（GP1.1.1の質問と回
答）

Q：今回の案件で、QA2検討資 GP2.2.3に同じ
料で整理されている管理項目以
外に必要となることはありました
か？

A：部の手順として、担当者が
作った見積もりを内部レビュー
する。問題がなければ、GLに回
してQA1を実施し、最終承認は
部門長が行うことになっている。
（GP2.2.2の質問と回答）

Q：計画（主として見積もり）のレ
ビューと承認の手順は？

Q：計画書の変更手順や管理手 プロジェクト管理に伴う成果物
順はどのようになっていました の変更管理や構成管理はどの
か？
ように決められていて、現在どう
なっていますか。
A：顧客と調整の上、計画を変
更する。

A：部の手順として、担当者が
作った見積もりを内部レビュー
する。問題がなければ、GLに回
してQA1を実施し、最終承認は
部門長が行うことになっている。

Q：計画（主として見積もり）のレ
ビューと承認の手順は？

A：手順書の説明を受けた時に
妥当と判断した。（要求分析の
質問と回答）

Q：顧客指定の手順の適切さに
ついて判断したことはあるか？

・見積もりレビューの記録

（QA1の記録はないか？）
・見積もりレビューの記録

A：通常、内部レビュー時の指摘
件数の方が多い。今回は、単な
る質問が多かったため、記載内
容から意図が伝えきれなかった
と判断。

Q：見積りレビューについて、
5/29実施の内部レビューでの
指摘は2件、5/30,31の外部レ
ビューでの指摘は9件ですが、
内部レビューは十分だったので
しょうか。

A：部の手順として、担当者が
作った見積もりを内部レビュー
する。問題がなければ、GLに回
してQA1を実施し、最終承認は
部門長が行うことになっている。
（GP2.2.2の回答）
見積は顧客自身も顧客手順に
よるレビューを実施する。（要求
分析の回答）

Q：今回のプロジェクトの計画
GP2.2.1・GP2.2.2に同じ
は、どのようにレビューされ、承
認されたのでしょうか？

A：今回は指摘はなかったが、
あればレビュー記録にて管理。

・見積もりのレビュー結果と対応 Q：QA1時に受けた指摘を踏ま GP2.2.4に同じ
結果
えて計画書が修正されているか
どうかは、どのように確認しまし
たか？（変更履歴に残す、レ
ビュー記録を作るなど）

・品質目標

・プロセス計画、レビュー計画

・見積もりの結果と根拠

・レビューの記録方法

・作成すべき計画の一覧

・各成果物に求められる要素

・テスト関連の資料

・見積もりのチェックリスト

インタビュー例
（汎用スクリプト）

プロジェクト管理に伴う成果物
はどのように決められていて、
どのようにレビューし承認されて
いますか。また、レビュー時に
課題・問題が発生した場合にど
A：特になし（GP1.1.1の質問と回 のように対応していますか。
答）

Q：今回の案件で、QA2検討資
料で整理されている管理項目以
外に必要となることはありました
か？

インタビュー

確認エビデンス
・作成すべき計画の一覧

・プロジェクト管理に関する成果
物（特に見積もり根拠および結
果）について、定められた手順
に基づいて社内レビューおよび
顧客との共同レビューを実施し
ている。

強み
（Strength）

リスク
（Risk）

・成果物の管理、共有方法の定
義が十分でない可能性がある。
・変更発生時の対応手順が、十
分に確立されていない可能性が
ある。

・作業生産物の文書化の要求
事項に対するレビューが十分で
ない可能性がある。

・作業生産物の要求事項に対 ・要求が過剰であることにより、
するレビューが十分でない可能 生産性向上の妨げになっている
性がある。
可能性がある。

弱み
（Weakness）

FI

FI

FI

FI

LI

LI

LI

FI

四値評定
（一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

FI

FI

FI

FI

LI

LI

LI

FI

四値評定
（最終）

4.2.3
PA2.2 作業生産物管理属性

プロセス名

O.1.3
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OC3.1.6

OC3.1.5

OC3.1.4

OC3.1.3

OC3.1.2

OC3.1.1

OC
番号

GP3.1.3

GP3.1.2

GP3.1.5

GP3.1.7
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Standard processes are maintained.

標準プロセスが維持されている

Suitable methods for monitoring the
effectiveness and suitability of the
process are determined.

GP3.1.9

プロセスの効果性及び適切性を監視する GP3.1.8
のに適した方法が、定められる

Required infrastructure and work
environment for performing a process
are identified as part of the standard
process.

プロセスを実行するために必要な基盤及 GP3.1.6
び作業環境が、標準プロセスの一部とし
て識別される

Required competencies and roles for
performing a process are identified as
part of the standard process.

The sequence and interaction of the
standard process with other processes
is determined.
プロセスを実行するために必要な適格性 GP3.1.4
及び役割が、標準プロセスの一部として
識別される

標準プロセス及びその他のプロセスとの
順序関係及び相互作用が定められる

A standard process, including
appropriate tailoring guidelines, is
defined that describes the fundamental
elements that must be incorporated into
a defined process.

適切な修整の手引きを含む標準プロセス GP3.1.1
が定義され、標準プロセスに盛り込まれな
ければならない基本要素が記述される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）
作業生産物（ 出力）

①GP3.1.8で定めたメトリクスを算出して ①EPG
いる
②①のメトリクスを分析している
③②の分析に基づいてプロセスの効果
性及び適切性を評価している
④③の評価に基づいて標準プロセスの
修正をしている

文書

O.1.6 測定

A：顧客と見積整合を行ったとき
に指摘があれば、その内容を
メールで共有、およびテンプ
レートを修正する。また、朝会で
も情報を共有する。
決められた指標があるが、大規
模向けであるため小規模向け
はExcelを使って見積もってい
る。
同上

A：メンバのスキルを一覧化して
いる。職位レベルと担当可能な
案件規模等は関係なく、各自の
スキルアップのための基準と
なっている。どのPLがどの案件
を担当するかは、顧客窓口ごと
に決まっている。担当者の変更
等についての周知は朝礼で行う
が、長年の担当実績に応じて決
まることなので共有はされてい
る。
Q：プロジェクト管理を実施する
ために、各種テンプレート以外
で何か使用しているツールはあ
りますか？

Q：実施要員のスキル・経験・教
育はどのように決められていま
すか？

プロジェクト管理について、組織
標準では作業環境や利用ツー
ルをどのように規定しています
か。

A：見積りの段階で要員の手配
（スキル、空き状況確認）、スケ
ジュール作成を行う。
Q：プロジェクト管理について、 プロジェクト管理について、組織
組織標準では責任や権限をど 標準では責任や権限をどのよう
のように規定していますか？
に規定していますか。実施要員
のスキル・経験・教育はどのよう
A：プロジェクト開始後は、PL（業 に決められていますか。
務責任者）に全ての権限を与え
ている。協力会社の要員アサイ
ンもPL権限。
GLはプロジェクト開始前に要員
手配、金額整合等を行うことに
なっている。また、週次のQA
ミーティングでGr内の全プロジェ
クトの状況を確認することに
なっている。
問題発生時に対処方法が明確
であれば、PLがGLに相談。

A：文書は基本的にどのプロ
ジェクトでも作成する。プロジェ
クト規模により、QA2を実施する
かどうかが違うだけ。
Q：計画策定までに実施される
べき事項は？

Q：QA2実施対象外のプロジェク
トでは、プロジェクト管理として
何を実施することになっていま
すか？

A：他プロジェクトでの取組みを
メンバに紹介し、反応が良けれ
ば適用することにしている。

Q：プロジェクト管理を改善する
ために、上記結果をどのように
使用していますか？

・フェーズごとの予実管理（管理 Q：見積り精度向上のための反 プロジェクト管理について、組織
分）
省会などは実施しているか？ 標準はメトリクスの分析によりど
のように改善を実施しています
A：工数オーバー時には原因を か。
分析し、結果を展開する。必要
があればヒアリングも行う。分析
の観点は、効率性や生産性な
ど。

A：工数の予実の差異を見る。
差異が大きければ原因を分析
する。例えば、レビューに過不
足がなかったを確認など。

・フェーズごとの予実管理（管理 Q：プロジェクト管理について、 プロジェクト管理について、組織
分）
組織標準ではどのようなメトリク 標準ではどのようなメトリクス利
ス利用を規定していますか。
用を規定していますか。

O.1.1 組織に関す ・各種テンプレート
るアライメント

O.1.1 組織に関す ・各種テンプレート
るアライメント

O.4.1 人的資源管 ・職位別レベル
理
O.4.2 教育訓練

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

Q：プロジェクト管理の目的は何 プロジェクト管理について、組織
ですか？
標準はどの文書にどのように規
定されていますか。関連作業と
A：瑕疵を減らすために品質を の調整はどのようにされていま
向上すること、およびオーバラ すか。
ンを減らすためにプロセスに
沿って遂行すること。

インタビュー

確認エビデンス
・組織施策（品質向上、生産性
向上）
Ｙソリューション部キックオフ
_20120509.ppt

S.1 文書化
・計画し管理すべき事項
O.1.1 組織に関す
るアライメント

S.1 文書化

関連プロセス

①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロセスの効果性および適切性を測 ①プロセスデータベース O.1.6 測定
るのに適当なメトリクスを定めている
②①のメトリクスの算出手順を定めてい
る（データの定義、算出に必要なプロセ
スデータ、算出のサイクル/タイミング、
など）
③メトリクスの値に基づいてプロセスの
効果性および適切性を評価している

プロセスの効果性およ ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①メトリクスを算出したもの
び適切性の評価に基
②標準プロセスを修正したことがわかるもの
づいて標準プロセスを
維持している

プロセスの効果性およ ①プロセス実施の目標
び適切性を監視する ②組織としての標準プロセス
方法を定めている

①標準プロセスを実施するために必要
なインフラストラクチャ（作業空間、ネッ
トワーク環境、業務システムなど）を明
確にしている

①標準プロセスの実施に必要な要員の ①スキル管理システム
スキル、経験、教育などを明確にしてい
る

①標準プロセス実施に必要な作業環境を記述し ①標準プロセスを実施する際に役割が
たもの
使用する作業環境（端末、ライセンス、
情報にアクセスするための設定など）を
明確にしている

標準プロセスの実施に ①インフラストラクチャに対するニーズを記述し ①標準プロセス実施に必要なインフラストラク
必要なインフラストラク たもの
チャを記述したもの
チャを明確にしている

標準プロセスの実施に ①作業環境に対するニーズを記述したもの
必要な作業環境を明
確にしている

①組織として標準と位置付けられたプロ
セスが存在している
②標準プロセスは、GP3.1.1で識別した
基本要素を用いて記述している
③標準プロセスは、組織内の必要な人
すべてが利用できる

①標準プロセスと他のプロセスの関係を記述し ①標準プロセスとその他のプロセス（標
たもの
準プロセスに追加したプロセス）との順
序関係を定めている
②標準プロセスとその他のプロセス（標
準プロセスに追加したプロセス）との相
互関係を定めている
①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①標準プロセスの実施に必要な役割を
の
文書化したものが存在する
②①の役割に与えられた責任（作業・生
産物を含む）を明確にしている
③①の役割に与えられた権限（作業・生
産物の承認、決済や人事を含む）を明
確にしている

標準プロセスの実施に ①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①適格性を記述しているもの
必要な適格性を明確 の
にしている

標準プロセスの実施に ①組織としての標準プロセス
必要な役割、責任およ
び権限を明確にしてい
る

標準プロセスとその他 ①組織としての標準プロセス
のプロセスとの前後関 ②標準プロセスに追加したプロセス
係および相互関係を
定めている

組織として標準プロセ ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①組織としての標準プロセス
スを定義している
たもの
②テーラリングガイド

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

標準プロセスを定義す ①ソフトウェアプロセスを記述した規格や入手可 ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①標準プロセスの定義には、必要な基
るのに必要な基本要 能なモデル
たもの
本要素を記述している
素を識別している
②プロセス表記手法
②テーラリングガイド
②標準プロセスの基本要素として下記
のものを含む
－プロセスの目的
－作業生産物の入出力
－作業詳細化構造（ＷＢＳ）
－プロセスの開始条件および終了条件
を示す客観的基準
－プロセス実施に対する文書化された
組織方針
－標準プロセスを実施するときのプロセ
スの期待実施データ(資源（人、スキ
ル）、環境、作業の期間、費用)－テーラ
リングについての説明

ほとんど達成（L）

プロセス定義属性
（定義されたプロセスの展開を支援するために、標準プロセスがどの程度維持管理されているかを示す尺度）

確立されたプロセス

プロセス成果

3

PA3.1

The purpose of Project management is to identify, establish, co-ordinate, and monitor the activities, tasks, and resources necessary for a project to produce
a product and/or service, in the context of the project’s requirements and constraints

能力水準

評定

プロジェクト管理プロセス

プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及
び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである

プロセス属性

プロセスの目的

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

リスク
（ Risk）

・責任と権限の割り当てが、業
務責任者に集中しすぎている可
能性がある。

・プロジェクト管理の実施手順を ・改善が進まない可能性があ
改善する方法が組織として確立 る。
されていない。
→
・プロセス改善活動が継続的に
進められなくなる可能性があ
る。

・プロジェクト管理の実施手順 ・改善が進まない可能性があ
が適切かどうかを監視する方法 る。
が組織として確立されていな
い。
→
・プロセス改善活動が継続的に
進められなくなる可能性があ
る。

・プロジェクト管理の実施に求め
られるスキルの定義が、十分で
はない可能性がある。

→
プロジェクト管理を実施するた
めの役割、責任および権限が
文書化されていない。

・文書化されていない

・計画変更が必要となる場合の
手順が十分に確立されていない
可能性がある。

・組織標準としてのプロジェクト
管理の管理項目詳細化が不十
分の可能性がある。

・組織の基本方針とプロジェクト ・組織標準としてのプロジェクト
管理の目的、成果物等との関 管理の管理項目詳細化が不十
係にややあいまいさがある。
分の可能性がある。

NI

NI

FI

FI

LI

LI

LI

FI

LI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

LI

LI

LI

FI

LI

四値評定
（ 最終）

4.2.4
PA3.1 プロセス定義属性

プロセス名

O.1.3
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OC3.2.6

OC3.2.5

OC3.2.4

OC3.2.3

OC3.2.2

OC3.2.1

OC
番号

GP3.2.3

GP3.2.2
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Appropriate data are collected and
analysed as a basis for understanding
the behaviour of, and to demonstrate the
suitability and effectiveness of the
process, and to ev

GP

プロジェクトで定義した ①作業環境を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な作業環境
を管理し、かつ維持し
ている

GP3.2.7

GP3.2.9

収集したプロセスの実 ①プロジェクトで収集したメトリクス
施に関するデータを分
析している

・要員ごとの投入計画
要員計画表.xls
・要員ごとのスキル一覧
商品検査担当_2012.xls

・計画し管理すべき事項

①プロジェクトで収集したメトリクスを分析したも ①GP3.2.8で収集したプロセスの実施
の
データを分析している

①EPG

O.1.6 測定

①GP3.1.8に基づいてプロジェクトとして ①プロセスデータベース O.1.6 測定
プロセス実施データを収集する仕組み
を定義している
②プロセスの実施データを収集している

・進捗状況の取りまとめ・報告

・進捗状況の取りまとめ・報告

インタビュー例
（汎用スクリプト）

プロジェクト管理について、プロ
ジェクト標準では責任や権限を
どのように規定していてます
か。

プロジェクト管理について、プロ
ジェクト標準では作業環境や利
用ツールをどのように規定して
いますか。

同上

A：手順の順守状況は、行程完
了時に確認し、顧客にも確認お
よび押印いただいた。
A：工数とスケジュールの予実を
確認し、オーバーしていたら、原
因をヒアリング（週報）、リカバリ
方法を担当と検討。必要な場合
は要員追加を検討する。

プロジェクト管理について、プロ
ジェクトでは規定されたメトリク
スをどのように分析しています
か。

Q：今回のプロジェクトでは、プ プロジェクト管理について、プロ
ロジェクト管理が適切に実施で ジェクト標準ではどのようなメト
きているかどうかを確認するた リクス利用を規定しています
めに、どのようなデータ（メトリク か。
ス）を使用、分析しましたか？

A：見積りの際に使うテンプレー
トが定められている。レビューは
顧客指定の手順書がある。
A：例えば、見積もりテンプレー
トに問題があって計画と実績に
ずれが生じたような場合は、テ
ンプレートの修正を行い、メンバ
に周知する。（検証の回答）
GP3.2.6と同じ

A：要員計画表、コスト資料、コ
スト管理表
A：メンバごとに経験の有無の管
理表を使った。（GP2.1.7の質問
と回答）
Q：プロジェクトで定めたプロジェ
クト管理について、それを実施
するために必要となる／参考と
なるツール（システム、ソフト、
テンプレート等）にはどのような
ものがありますか？

A：プロジェクト開始後は、PL（業
務責任者）に全ての権限を与え
ている。協力会社の要員アサイ
ンもPL権限。
GLはプロジェクト開始前に要員
手配、金額整合等を行うことに
なっている。また、週次のQA
ミーティングでGr内の全プロジェ
クトの状況を確認することに
なっている。
問題発生時に対処方法が明確
であれば、PLがGLに相談。
（GP3.1.4の質問と回答）
Q：実施要員のスキル・経験・教 プロジェクト管理について、プロ
育はどのように決められていま ジェクト標準では責任や権限を
すか？
どのように規定していてます
か。実施要員のスキル・経験・
A：メンバのスキルを一覧化して 教育はどのように決められてい
いる。職位レベルと担当可能な ますか。
案件規模等は関係なく、各自の
スキルアップのための基準と
なっている。どのPLがどの案件
を担当するかは、顧客窓口ごと
に決まっている。担当者の変更
等についての周知は朝礼で行う
が、長年の担当実績に応じて決
まることなので共有はされてい
る。
Q：見積もり仕様書や発注仕様
書など、お客様から提供される
情報以外で、計画を立てたり、
プロジェクトを管理するのに必
要な情報は何ですか？

Q：プロジェクト管理について、
組織標準では責任や権限をど
のように規定していますか？

Q：プロジェクト管理に関して、左 プロジェクト管理について、プロ
記にあげられていること以外で ジェクトでは組織標準からどの
実施していることはあります
ようにプロジェクト標準を規定し
か？
ていますか。そのプロジェクト標
準は現在どのように利用されて
A：特になし（GP1.1.1の質問と回 いますか。
答）

インタビュー

確認エビデンス

O.4.1 人的資源管 ・職種、職位、スキルレベル
理
2012年度キャリアインタビュー
O.4.2 教育訓練 シート.xls

O.4.1 人的資源管
理

①プロセスの実施に必要なインフラクト ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・各種テンプレート
ラクチャ（作業空間、ネットワーク環境、 ジニアリング環境
るアライメント
業務システムなど）を特定している
②①で特定したインフラストラクチャを
提供している
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援
している
環境
②①で特定した情報をプロジェクトで利
用可能にしている
③②で利用可能にした情報を実際にプ
ロジェクトで使用している

①役割に必要なスキル、経験、教育な ①スキル管理システム
どを明確にしている
②各割り当てられた要員は①で定めた
適格性を獲得している

①プロジェクトで定義したプロセスの実
施に必要な役割、責任および権限を定
義し、合意している
②必要な役割に要員を割り当てている
③役割、責任と権限について関係者に
連絡をしている

文書
・計画し管理すべき事項（全社
標準との差）

O.1.3 プロジェクト ・進捗状況の取りまとめ・報告
管理
・フェーズごとの予実管理、各
種レビュー実施予定日

S.1 文書化

関連プロセス

①作業環境が利用されていることがわかるもの ①プロジェクトて定義したプロセスを実 ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・各種テンプレート
施する際に役割が使用する作業環境 ジニアリング環境
るアライメント
（端末、ライセンス、情報にアクセスする
ための設定など）を特定している
②①で特定した作業環境を提供してい
る
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①インフラストラクチャが利用されていることが
わかるもの

①情報が利用されていることがわかるもの

①適格性を獲得していることがわかるもの

①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
がわかるもの

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①標準プロセス利用者は、テーラリング
のやり方を理解している
②標準プロセスをテーラリングしている
③テーラリングされた箇所について、そ
の根拠を文書化している

①プロジェクトで定義したプロセスが実施された ①GP3.2.1で作成した、プロジェクトで定
ことがわかるもの
義したプロセスを実施している

プロジェクトで定義した ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロジェクトで収集したメトリクス
プロセスを監視し、測
定している

プロジェクトで定義した ①インフラストラクチャを記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要なインフラ
ストラクチャを管理し、
かつ維持している

プロジェクトで定義した ①必要な情報を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な情報を利
用可能にし、かつ使用
している

割り当てた要員が、プ ①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
ロジェクトで定義したプ がわかるもの
ロセスを実施するのに
必要な適格性がある

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスを実施するた
めに必要な役割、責任
及び権限を定義し、割
当て、連絡している

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスに従って、プ
ロセスを実施している

作業生産物（出力）
①プロジェクトで定義したプロセス

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

標準プロセスをテーラ ①組織としての標準プロセス
リングしてプロジェクト
で定義したプロセスを
整備している

GP3.2.6

プロセスの振る舞いを理解するための基 GP3.2.8
盤として、プロセスの適切性及び効果性を
表すために、及び継続的改善が可能なプ
ロセスを評価するために、適切なデータが
収集され、分析される

Required infrastructure and work
environment for performing the defined
process are made available, managed
and maintained.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な基盤及び作業環境が、利用可能であ
り、管理され、維持される

Required resources and information
necessary for performing the defined
process are made available, allocated
and used.

定義されたプロセスを実行するのに必要 GP3.2.5
な資源及び情報が、利用可能であり、割り
当てられ、利用される

Personnel performing the defined
process are competent on the basis of
appropriate education, training, and
experience.

定義されたプロセスを実行する要員に、適 GP3.2.4
切な教育、訓練及び経験に裏打ちされた
適格性がある

Required roles, responsibilities and
authorities for performing the defined
process are assigned and communicated.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な、役割、責任及び権限が、割り当てら
れ、連絡される

A defined process is deployed based
upon an appropriately selected and/or
tailored standard process.

適切に選択及び/又は修整された標準プ GP3.2.1
ロセスに基づいて、定義されたプロセスが
展開される

番号

ほとんど達成（L）

プロセス展開属性
（標準プロセスが、定義されたプロセスとしてそのプロセスの成果を達成するために、どの程度効果的に展開されてい
るかを示す尺度）

確立されたプロセス

プロセス成果

3

PA3.2

The purpose of Project management is to identify, establish, co-ordinate, and monitor the activities, tasks, and resources necessary for a project to produce
a product and/or service, in the context of the project’s requirements and constraints

能力水準

評定

プロジェクト管理プロセス

プロジェクト管理の目的は、プロジェクトの要求事項及び制約との関連で、プロジェクトが製品及び／又はサービスを産出する為に必要なアクティビティ、タスク、及
び資源を特定し、確立し、調整し、かつ監視することである

プロセス属性

プロセスの目的

強み
（Strength）

・プロジェクトとしてのプロジェク
ト管理の管理項目詳細化が不
十分の可能性がある。

リスク
（Risk）

・プロジェクト管理の実施手順を
評価する方法がの確立が十分
ではない。

・プロジェクト管理の実施手順
が適切かどうかを監視する方法
の確立が十分ではない。

・プロジェクト管理の実施に求め
られるスキルの有無の確認が、
十分ではない可能性がある。

・プロジェクト管理を実施するた ・責任と権限の割り当てが、業
めの役割、責任および権限が、 務責任者に集中しすぎている可
完全には文書化されていない。 能性がある。

弱み
（Weakness）

PI

PI

FI

FI

FI

LI

LI

FI

FI

四値評定
（一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

PI

PI

FI

FI

FI

LI

LI

FI

FI

四値評定
（最終）

4.2.5
PA3.2 プロセス展開属性

プロセス名

PO
番号
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PO6

PO7

PO8

POA2

PO4

PO5

PO3

PO2

POA1

GP1.1.3
BP4

①プロジェクトの特性

GP1.1.3
BP11

The softwre requirements are approved
and updated as needed.

ソフトウェア要求が必要に応じ承認され、
かつ最新のものにされる

Changes to the software requirements
are evaluated for cost, schedule and
technical impact.

GP1.1.3
BP14

GP1.1.3
BP13

ソフトウェア要求への変更が、費用、スケ GP1.1.3
ジュール及び技術的影響について評価さ BP10
れる

The softwre requirements are baselined
and communicated to all affected
parties.

ソフトウェア要求が基準線化され、かつ全 GP1.1.3
ての影響を受ける関係者に連絡される
BP12

The status and products of an activity of
software requirement analysis process
are evaluated through joint review
activities between the stakeholders.

ソフトウェア要求分析プロセスのアクティ GP1.1.3
ビティの状況及び製品が利害関係者間の BP9
共同レビューアクティビティを通じて評価さ
れる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の変更を、適切に基準
線（baseline)に組み込
んでいる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
を承認している
②承認の方法を定義したもの

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の
の基準線（baseline）の 変更事項がわかるもの
変更事項について、費 ②ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）を
用、スケジュール及び 確立したもの
技術的影響を評価して
いる

①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組
いる
み
②関係者への連絡の仕組み、方法が決 ②情報伝達の仕組み
まっている
③②に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)を連絡している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の基準線（baseline）を
関係者に連絡している

①誰が承認するのかが決まっている
②承認の手続き、方法が決まっている
③①②に従いソフトウェア要求事項を承
認している

①ソフトウェア要求事項の変更を基準線に組み ①更新の手続き、方法が決まっている ①変更管理の仕組み
込んだことがわかるもの
②①に従い、ソフトウェア要求事項を更
『例：変更管理票、変更管理の履歴など』
新している

①承認を記録したもの

①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の ①評価する方法が明確になっている
①変更管理の仕組み
変更事項ついて評価したことがわかるもの
②影響を受ける関係者を特定している
『例：仕様変更依頼表、レビュー結果報告書、収 ③影響を受ける関係者が検討に参加し
益計画表など』
ている
④①に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)の変更事項について評
価している

①連絡票

S.2 構成管理

S.4 検証

関連プロセス
文書

インタビュー例
（汎用スクリプト）
ソフトウェア要求分析の作業内
容を教えてください。

ソフトウェアに対する要求事項
はどこに定義されていますか。

・要件定義書はお客様作成です ソフトウェア要求分析で作成す
が、Ａ社側での定義書はありま る文書等を教えてください。
すか。
→ ない

インタビュー

確認エビデンス
強み
（Strength）

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書

・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・テスト仕様書／成績書
「テスト仕様書inputドキュメ
ント名」

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・「品質保証範囲」や「開発環境 ソフトウェア要求事項とシステ
及び開発言語」は誰がどのよう ム要求事項やアーキテクチャ
にして決めましたか。
設計の間の整合状況をどのよう
→ 「品質保証範囲」はＤ社、 に確認していますか。
「開発環境及び開発言語」はＡ
社

・発注条件書や要件定義書の ソフトウェア要求事項の開発優
「対応項目」はどのようにして決 先順位はどのように決めていま
定されましたか。
すか。
→ Ｄ社で決めた。

・納品物の動作確認をお客様で ソフトウェア要求事項が運用環
はどのように実施しますか。
境に与える影響をどのように確
→ Ａ社への発注者の先に依 認しましたか。
頼者がおり、リリース時には依
頼者が確認する。Ａ社と直接の
関係はない。

・テスト仕様書作成手順書はお ソフトウェア要求事項がテストで テスト方法は顧客特性が考慮さ
客様のものと思いますが、Ａ社 検証可能であることをどのよう れ十分に関係者と調整されてお
で規定した同様のものはありま に確認しましたか。
り、組織への浸透も進んでい
すか。
て、高品質で効率的・効果的な
→ ない
開発期待できる。

・レビュー実施手順書はお客様 ソフトウェア要求事項に矛盾が レビュー方法は顧客特性が考
のものと思いますが、外部レ
ないことをどのように確認しまし 慮され十分に関係者と調整され
ビューでの適用でしょうか。内部 たか。
ており、組織への浸透も進んで
レビューについては、Ａ社で規
いて、高品質で効率的・効果的
定した同様のものはあります
な開発期待できる。
か。
→ 内部レビューと外部レ
ビューの両方に適用している。
Ａ社としてのレビュー実施手順
書はない。
・見積りレビューについて、5/29
実施の内部レビューでの指摘
は2件、5/30,31の外部レビュー
での指摘は9件ですが、内部レ
ビューは十分だったのでしょう
か。
→ 外部レビューでの指摘は
内容ではなく記載方法に関する
ものが多かった。内部レビュー
は十分だった。

・発注仕様書
・「調査／設計／製造／UD／ 利用する開発方法論をどのよう 開発方法は顧客特性が考慮さ
・見積仕様書
SD／リリース」というフェーズ設 に決定しましたか。
れ十分に関係者と調整されてお
・対応項目・工数見積
定はどのようにして決めました
り、組織への浸透も進んでい
「2.作業範囲」、「6.開発環境 か。
て、高品質で効率的・効果的な
及び開発言語」
→ 納品物一覧で決まってい
開発期待できる。
る。
・開発環境や開発言語はどのよ
うにして決めましたか。
→ Ａ社で決めた。担当者に
確認した。

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料

・発注条件書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

S.2 構成管理

・変更管理台帳
・発注仕様書

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書

・変更管理台帳

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

GP1.1.3 BP10 に同じ。

GP1.1.3 BP12, BP11 に同じ。

・発生した要件変更にどのよう
に対応しましたか。その手順は
どこを見るとわかりますか。
→ ドキュメント化された手順
はない。今回は。QA表に挙がっ
た後、変更管理台帳に記載し、
お客様に承認された。

GP1.1.3 BP10に同じ

ソフトウェア要求事項はどのよう
に最終承認されますか。

ソフトウェア要求事項に変更が
発生する場合はどのように対応
しますか。もし変更を受け入れ
る場合にはどのように再ベース
ライン化しますか。

・見積り資料や調査報告書は、 ソフトウェア要求事項をどのよう
レビュー後に誰がどのように最 にベースライン化し、関係者に
終確認してお客様に提出します 周知していますか。
か。その手順はどこを見るとわ
かりますか。
→ 見積り資料 ： 見積り実施
→整合確認→レビュー記録→
捺印
調査報告書、設計書 ：
内部レビュー→外部レビュー→
オンライン／対面で修正確認→
承認

①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組 S.6 共同レビュー ・見積りチェックリスト_標準版
・レビュー参加者はどのように決 ソフトウェア要求事項を関係者 レビュー方法は顧客特性が考
いる
・調査結果レビュー(調査工程) めましたか。
み
S.3 品質保証
とどのようにレビューしています 慮され十分に関係者と調整され
②①で特定された関係者と、ソフトウェ
チェックリスト_標準版
→ オンラインは全員。対面 か。
ており、組織への浸透も進んで
ア要求分析のプロセスについて共同レ
・見積りチェックリスト
はプロパーがピックアップして
いて、高品質で効率的・効果的
ビューを行っている
・調査結果レビュー(調査工程) 決めた。
な開発期待できる。
③共同レビューを実施する、ソフトウェ
チェックリスト
ア要求分析の生産物を特定している
・見積りレビュー記録（外部用）
④①で特定された関係者と、③の生産
・調査報告書レビュー（外部用）
物について共同レビューを行っている

①過去に遡って、システム要求事項とソ ①構成管理の仕組み
フトウェア要求事項との対応関係を追跡 ②変更管理の仕組み
するための手順を作成している
②過去に遡って、システムアーキテク
チャ設計とソフトウェア要求事項との対
応関係を追跡するための手順を作成し
ている
③①、②の手順を理解している
④①、②の手順について必要に応じて
内容の見直しを行っている
⑤追跡可能であることを検証している

①システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、対応
関係が取れるようになっている
②システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、矛盾
がないことを明確にしている
③システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、対応関係が取れるようになってい
る
④システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、矛盾がないことを明確にしている

― （BPに同じ）

①システムの運用を行う要員が検討メ
ンバに参画している
②上記メンバが検討している

①テスト方式および移行方式を検討し
ている
②①の実行可能性を検証している

― （BPに同じ）

①ソフトウェアの開発方法論を選択して ①ソフトウェアの開発方
いる
法論
②①で選択された開発方法論が、プロ ②ソフトウェア開発ツー
ジェクトの特性に合っていることを評価 ル
している
③①で選択された開発方法論を使用し
ている

①ソフトウェア要求事項の基準線
（baseline）を確立している
②①で確立した基準線(baseline）につい
て、矛盾がないことを確かめている

①共同レビューの結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①システム要求事項とソフトウェア要求事項の
対応表
②システムアーキテクチャとソフトウェア要求事
項との対応表
③変更管理の履歴を記録したもの

①システム要求事項とソフトウェア要求事項と
の対応がわかるもの
②システムアーキテクチャ設計とソフトウェア要
求事項との対応がわかるもの
③①と②を確認したことがわかるもの
『例：レビュー結果報告書など』

①リリース戦略/計画を記載したもの
②ソフトウェア要求事項の優先順位がわかるも
の

①システムの運用手順を整理したもの
②運用要員への教育を計画したもの

①テスト（方式）計画を整理したもの
②移行（方式）計画を整理したもの
③テスト検証可能であることを分析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェア要求事項に矛盾がないことを分
析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェアの開発方法論を定義したもの
『例：ソフトウェア開発方針』
②開発方法論を評価したことを確認できるもの
『例：選定の基準、選定の記録など』

― （BPに同じ）

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作成すべき作業生産物
を把握している
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作業を詳細化している
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
ソフトウェア要求事項 ①システム要求事項を定義したもの
の基準線（baseline）を ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
確立している
③ソフトウェア要求事項を定義したもの

関係者とソフトウェア ①ソフトウェア要求分析の生産物
要求分析のプロセスお ②ソフトウェア要求事項を定義したもの
よび生産物について共 ③レビュー項目がわかるもの
同レビューを行ってい
る

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項を追跡可能
にしている

GP1.1.3
BP8

Consistency and traceability are
established between the software
requirements and system requirements.

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項の間の一貫
性を確認している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に優先順位を付けてい
る

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が運用環境に与える
影響を検討している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が、テストで検証可能
であること（テスト計画
性）を分析している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に、矛盾がない（正確
性）ことを分析している

ソフトウェアの特性に
合った適切な開発方
法論を使っている

ソフトウェア要求とシステム要求間に一貫 GP1.1.3
性及び追跡可能性が成立する
BP7

Prioritization for implementing the
software requirements is defined.

ソフトウェア要求の実行についての優先順 GP1.1.3
BP6
位が定義される

The impact of software requirements on
the operating environment are
understood.

運用環境におけるソフトウェア要求の影響 GP1.1.3
が理解される
BP5

Software requirements are analyzed for
correctness and testability.

ソフトウェア要求が、正確性及びテスト計 GP1.1.3
画性について分析される
BP3

The appropriate techniques are
performed to optimize the preferred
project solution.

プロジェクトの望ましい解決策を最適化す GP1.1.3
るための適切な技法が遂行される
BP2

The requirements allocated to the
software elements of the system and
their interfaces are defined.

作業生産物（出力）

①ソフトウェア要求分析プロセスの作業が特定
できるもの
『例：プロジェクト計画書、変更管理票など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの
『例：作業分担表など』
①ソフトウェア要求分析プロセスを行なった結果
の作業生産物が特定できるもの『例：要件定義
書など』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

ソフトウェアに配分さ ①システム要求事項を定義したもの
①ソフトウェア要求事項を定義したもの『例：要
れた要求事項を定義し ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの 件定義書など』
ている

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

システムのソフトウェア要素及びそのイン GP1.1.3
タフェースに対して配分される要求事項が BP1
定義される

GP/BP

実施する作業の範囲
を理解している

番号

GP1.1.1

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

プロセス成果

1

PA1.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

リスク
（Risk）

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはテスト方法の
見直しが必要になるかもしれな
い。

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはレビュー方法
の見直しが必要になるかもしれ
ない。

新規顧客や別なタイプの開発
（条件が変わるなど）を実施する
場合には開発方法の見直しが
必要になるかもしれない。
案件に適した開発手法は何かと
いう検討があまりされていない。

Ａ社側での定義がない。

A社側での定義がない。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

変更管理プロセスはほぼ確立さ
れ実施されているが、文書化が
不十分である。

承認プロセスはほぼ確立され実
施されているが、文書化が不十
分である。

変更管理プロセスはほぼ確立さ 変更管理プロセス実施が属人
れ実施されているが、文書化が 的になる可能性がある。
不十分である。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

システム要件はお客様で管理し お客様主導であるため、お客様
ており、Ａ社としての対応方針 提示内容が適切でない場合に
がない。
は見積り作業に問題が発生す
要件と設計の対応付けの追跡 る可能性がある。
を確認できる資料がない。

システム要件はお客様で管理し お客様主導であるため、お客様
ており、Ａ社としての対応方針 提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
がない。
る可能性がある。

Ａ社としての優先順位付けはな お客様主導であるため、お客様
い。
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業以降に問題が発
生する可能性がある。

開発内容の最終的な動作確認
は間接的であり、情報伝達の不
正確さや時間のロスがある。

弱み
（Weakness）

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（最終）

4.3.1

PO1

P.3.4

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

4.3
ソフトウェア要求分析プロセス（P.3.4） ： 水準 3 まで

プロジェクト１に対する結果

(1) PA1.1 プロセス実施属性

プロセス名

P.3.4

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

番号

Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

①組織の体制
②ライフサイクルモデル
③プロセス実施データ
④経営会議

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

文書

O.1.3 プロジェクト ・対応項目・工数見積
管理
・見積仕様書
・調査報告書
「■背景・目的」

関連プロセス

GP2.1.7

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
した結果がわかるもの

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を制御
した結果がわかるもの
『例：レビュー結果報告書、是正処置記録など』
②修正処置が計画に組み込まれていた事を確
認できるもの
『例：修正されたプロジェクト計画書など』

①プロセス計画支援ツー
ル
②プロセス実施監視ツー
ル
③会議の仕組み

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結
果、計画に沿ってプロセスが実行されて
いないときは、修正を検討している
②修正処置が必要なときは、計画に組
み込んで実行している

関係者の間のインタ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
フェースを管理してい 任・権限・割り当てが定義されたもの
る
①ソフトウェア要求分析プロセスに関係する個
人およびグループを特定する資料
②個人およびグループ間のインタフェースを定
めたもの
『例：伝達・公開・配付のルール』

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスに必要な情報
に必要な情報を特定 明記されたもの
を特定した資料
し、利用している
②①で特定した資料へのアクセス記録
③①で特定した情報を利用して作成した文書

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
びグループを決めている
②情報伝達の仕組み
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行っている
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている

O.1.3 プロジェクト ・Q&A管理表
・要件定義書
管理
・見積もり調査資料
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

要員の稼動状況・スキル状況
が十分に管理され共有されてい
る。

強み
（ Stre n gth ）

ソフトウェア要求分析について ・顧客及び協力会社との作業分
関係者間では何をどのように調 担が明確である。
整していますか。
・要員状況を考慮したプロジェク
ト対応が日々管理され最適にな
るよう調整されている。

・「見積」や「調査」の担当者は ソフトウェア要求分析に必要な
誰でしたか。何かの文書に記述 要員・スキルをどのように決め
ていますか。
されていますか。
→ 要員計画表に記述されて
いる。今はこの要員計画表はお
客様と共有しており、担当者名
まで明確である。

・「見積」や「調査」の担当者は ソフトウェア要求分析の役割分
担をどのように決めています
だれがどのように決めました
か。
か。
→ PLが要員の稼動空き状
況とスキルレベルを考慮して決
めた。

・「見積」や「調査」の工数、実施 ソフトウェア要求分析のに課題・
者スキル、実施時期に問題は 問題が発生した場合にどのよう
なかったですか。もしあれば、ど に対応していますか。
のように対応しましたか。
→ 発注依頼に1週間かかる
ため、お客様希望の納期に間に
合わない可能性があった。小口
の案件に分けて対応した。

ソフトウェア要求分析をどのよう
に計画し監視していますか。

・見積りや調査の実施目的を教 ソフトウェア要求分析の目標を
えてください。
教えてください。
→ 見積り：発注のための工
数確認、調査：チェックのツール
化

インタビュー

確認エビデンス

・要員計画表
・商品検査担当スキルマップ

S.8 問題解決
・Q&A管理表
O.1.3 プロジェクト
管理
O.1.5 リスク管理

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
・要件定義書
している
O.3.1 プロセス確 ・見積もり調査資料
②プロセスの実施に必要な情報を利用
立
している

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①プロジェクト計画書(プロジェクトの資源、作業 ①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
に必要な(人的)資源を 明記されたもの
実施責任)
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
配置し、利用している ②ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責 ②資源（要員）の投入実績
②①で特定したプロセスの実施に必要
任・権限・割り当てが定義されたもの
③作業実績が把握できる資料
な人材をアサインし、利用している
『例：作業報告書など』

プロセスを実施する責 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施前に、ソ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
任および権限を定義 フトウェア要求分析プロセスの作業が特定でき 任・権限・割り当てが定義されたもの
『例：プロジェクト計画書（開発体制）など』
し、割り当て、伝達して るもの
②情報伝達の記録『例：議事録、配付記録、
いる
メールなど』

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー S.3 品質保証
・進捗管理表
している
※ 複数あり
ル
O.1.3 プロジェクト
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
管理
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
O.1.5 リスク管理
視している
O.1.6 測定

プロセスの実施を監視 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
している
した結果がわかるもの
明記されたもの
『例：実績データ、問題報告書など』

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
made available, allocated and used.

作業生産物（ 出力）

GP2.1.3

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

目標を達成するため ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス ①プロセス計画支援ツー O.1.3 プロジェクト ・対応項目・工数見積
「調査」の欄
に、プロセスの実施を が明記されたもの
明記されたもの
の実施計画(利用資源、工数、期間、主 ル
管理
計画している
『例：プロジェクト計画書、工程表など』
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

GP

プロセスの実施の目 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.1の作 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①目標は「過去の情報など、根拠のあ
標が明確になっている 業生産物(出力)
が明記されたもの
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛
『例：プロジェクト計画書など』
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設
定している
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている

GP2.1.2

GP2.1.1

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

ほとんど達成（L）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

リスク
（ Risk）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

責任や権限に関する規定が文
書化されていないため、範囲が
あいまいになる可能性がある。

見積り時に発生した課題・問題 プロジェクトが大規模になった
が文書化されていない。
り、プロジェクト数が増大した場
合、課題・問題を共有し管理で
きなくなる可能性がある。

調査時期は計画され文書化さ 1案件が複数契約に分割される
れているが、見積り実施時期は 場合が増えると管理単位がわ
計画され文書化されていない。 かりにくくなり、効率的・効果的
ではなくなる可能性がある。

調査時期は計画され文書化さ
れているが、見積り実施時期は
計画され文書化されていない。

弱み
（ We akn e ss）

FI

FI

FI

FI

PI

LI

LI

FI

四値評定
（ 一次）

文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

FI

FI

PI

LI

LI

FI

四値評定
（ 最終）

(2) PA2.1 実施管理属性
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プロセス名

P.3.4

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

OC
番号

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物（ 出力）

GP2.2.6

GP2.2.8

①作業生産物の要求事項に対するレビュー計
画がわかるもの
『例：レビュー計画書など』
②レビュー結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書、問題報告書など』

①構成管理の履歴
②変更管理の履歴
③作業生産物の制御の要求事項を満足した文
書
『例：ソフトウェア要件定義書など』
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④変更管理の履歴

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
作業生産物を調整して ②レビュー結果を記録したもの
②修正された作業生産物
いる
『例：ソフトウェア要件定義書など』
③構成管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項に対してレビューし ②レビュー対象の作業生産物
ている
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①変更状況の制御の対象となる作業生産物
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して]
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項を満足する ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 文書
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：ソフトウェア要件定義書など』

作業生産物の制御の ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①作業生産物の依存関係を定義したもの
①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
要求事項を定義してい るもの
『例：プロジェクト計画書、文書管理手順書など』 関係を定義している
②構成管理の仕組み
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義 ②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
したもの
管理の手順、方法を決めている
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
『例：変更管理手順書など』
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義 管理の手順、方法を決めている
したもの
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
『例：構成管理手順書など』
リース管理の手順、方法を決めている
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
ビューし、承認している
わかるもの
『例：レビュー結果報告書など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

GP2.2.4

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①ソフトウェア要求分析プロセス実施に
より生産され、レビューされる作業生産
物を明確にしている
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる

作業生産物の文書化 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①文書化する作業生産物がわかるもの『例：プ
の要求事項を定義して るもの
ロジェクト計画書、文書化生産物一覧表など』
いる
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
②作業生産物の要求事項を定義したもの
もの
『例：プロジェクト計画書、文書化活動方針書、
文書化手順書など』

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

GP

作業生産物の要求事 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.2の作 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか
項を定義している
業生産物(出力)
るもの
『例：プロジェクト計画書、レビュー生産物一覧
表など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：プロジェクト計画書など』

GP2.2.3

GP2.2.2

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

番号

充分に達成（F）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.2

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

品質保証
検証
妥当性確認
問題解決

S.8 問題解決

S.3
S.4
S.5
S.8

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証
S.4 検証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス
文書

・調査報告書のVer1.00はどの
ようにして決められるのですか。
→ ツールで決まっている。
変更があればVersionRevision
のうちRevisionが上がっていく。
・「対応項目・工数見積」、「見積
り／調査結果チェックリスト」、
「見積り／調査報告書レビュー
記録」はどのようにバージョンを
管理していますか（日付か？）
→ 日付。同一日に複数回の
場合は番号を付ける（例：「2」）。

・調査報告書の作成についての
ルールはありますか。
→ 調査報告書テンプレート
に作成時の注意点がある。

Q&A管理表
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・調査報告書Ver1.00

GP2.2.4に同じ

・対応項目・工数見積
GP2.2.3に同じ
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・調査報告書
・見積り調査資料

・調査報告書Ver1.00

・納品物一覧

・「見積」や「調査」で作成するも
のはどのようにして決めました
か。
→ 納品物一覧で決まってい
る。

インタビュー

確認エビデンス

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・納品物一覧

・納品物一覧

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

GP2.2.1・GP2.2.2に同じ

GP2.2.4に同じ

GP2.2.3に同じ

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物の変更管理や構成管理は
どのように決められていて、現
在どうなっていますか。

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物のうち、文書化すべきもの
はどのように決められて、現在
どうなっていますか。

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物はどのように決められてい
て、どのようにレビューし承認さ
れていますか。また、レビュー
時に課題・問題が発生した場合
にどのように対応しています
か。

・顧客からのレビュー要求事項
だけでなく、ソルネットとしての
観点を追加しながら、レビュー
品質向上に取り組んでいる。

強み
（ Stre n gth ）

・文書化に関して細かな運用ま
ではルールが文書化されてい
ない。

弱み
（ We akn e ss）

・再見積りが多くなるようであれ
ば、見積りに関する厳密な構成
管理を必要とする可能性があ
る。

・再見積りが多くなるようであれ
ば、見積りに関する厳密な構成
管理を必要とする可能性があ
る。

リスク
（ Risk）

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

FI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

FI

四値評定
（ 最終）

(3) PA2.2 作業生産物管理属性

プロセス名

P.3.4

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

OC3.1.6

OC3.1.5

OC3.1.4

OC3.1.3

OC3.1.2

OC3.1.1

OC
番号

GP3.1.3

GP3.1.2

GP3.1.5

GP3.1.7

Standard processes are maintained.

標準プロセスが維持されている

Suitable methods for monitoring the
effectiveness and suitability of the
process are determined.

GP3.1.9

プロセスの効果性及び適切性を監視する GP3.1.8
のに適した方法が、定められる

Required infrastructure and work
environment for performing a process
are identified as part of the standard
process.

プロセスを実行するために必要な基盤及 GP3.1.6
び作業環境が、標準プロセスの一部とし
て識別される

Required competencies and roles for
performing a process are identified as
part of the standard process.

プロセスを実行するために必要な適格性 GP3.1.4
及び役割が、標準プロセスの一部として
識別される

The sequence and interaction of the
standard process with other processes
is determined.

標準プロセス及びその他のプロセスとの
順序関係及び相互作用が定められる

A standard process, including
appropriate tailoring guidelines, is
defined that describes the fundamental
elements that must be incorporated into
a defined process.

適切な修整の手引きを含む標準プロセス GP3.1.1
が定義され、標準プロセスに盛り込まれな
ければならない基本要素が記述される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物（ 出力）

①GP3.1.8で定めたメトリクスを算出して ①EPG
いる
②①のメトリクスを分析している
③②の分析に基づいてプロセスの効果
性及び適切性を評価している
④③の評価に基づいて標準プロセスの
修正をしている

O.1.6 測定

・作業実績報告書
「調査工程の工数予実」

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」
・レビューチェックリスト

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」
・レビューチェックリスト

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では作業環境や利用
ツールをどのように規定してい
ますか。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では責任や権限をど
のように規定していますか。実
施要員のスキル・経験・教育は
どのように決められています
か。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準はどの文書にどのよう
に規定されていますか。関連作
業との調整はどのようにされて
いますか。

・「見積」や「調査」が適切で効
率的・効果的かどうかを評価す
るための数値情報は組織（会社
/部/グループ）ではどのように
活用していますか。
→ 工数の予実を分析。内容
も見る。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準はメトリクスの分析に
よりどのように改善を実施してい
ますか。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかはは組織 組織標準ではどのようなメトリク
（会社/部/グループ）としてどの ス利用を規定していますか。
ように評価することになっていま
すか。何か数値を利用していま
すか（多分、工数か？）
→ 工数の予実。内容も見
る。

・「見積」や「調査」の実施作業
環境は組織（会社/部/グルー
プ）ではどのように規定していま
すか。それは何か文書で提供さ
れていますか。
→ 調査はお客様の環境で
実施する。

・「見積」や「調査」の実施者ス
キルや実施責任に関して組織
（会社/部/グループ）ではどの
ように規定していますか。それ
は何か文書で提供されていま
すか。
→ 文書はないが、フォー
マットを理解していて、同じよう
なソフトウェアを作ったことがあ
る人。調査報告書には実施者を
記載する。

・発注条件書を受領して見積を
実施し、発注仕様書として受注
するまでの手順はどこで規定さ
れていますか。
→ 文書はない。発注条件書
は形式的。実際はメールで見積
り依頼が来て、要員の空き状況
やスキルを確認し、見積りを実
施する。

・「見積」や「調査」に関して組織
（会社/部/グループ）ではどの
ような手順で実施することに
なっていますか。それは何か文
書で提供されていますか。
→基本は全部「見積」と「調
査」を実施する。文書はない。

インタビュー

確認エビデンス

・要員計画表
・商品検査担当スキルマップ
・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

・発注条件書

文書

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練
・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

S.1 文書化
O.1.1 組織に関す
るアライメント

S.1 文書化

関連プロセス

①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロセスの効果性および適切性を測 ①プロセスデータベース O.1.6 測定
るのに適当なメトリクスを定めている
②①のメトリクスの算出手順を定めてい
る（データの定義、算出に必要なプロセ
スデータ、算出のサイクル/タイミング、
など）
③メトリクスの値に基づいてプロセスの
効果性および適切性を評価している

プロセスの効果性およ ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①メトリクスを算出したもの
び適切性の評価に基
②標準プロセスを修正したことがわかるもの
づいて標準プロセスを
維持している

プロセスの効果性およ ①プロセス実施の目標
び適切性を監視する ②組織としての標準プロセス
方法を定めている

①標準プロセス実施に必要な作業環境を記述し ①標準プロセスを実施する際に役割が
たもの
使用する作業環境（端末、ライセンス、
情報にアクセスするための設定など）を
明確にしている

①標準プロセスを実施するために必要
なインフラストラクチャ（作業空間、ネッ
トワーク環境、業務システムなど）を明
確にしている

①標準プロセスの実施に必要な要員の ①スキル管理システム
スキル、経験、教育などを明確にしてい
る

①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①標準プロセスの実施に必要な役割を
の
文書化したものが存在する
②①の役割に与えられた責任（作業・生
産物を含む）を明確にしている
③①の役割に与えられた権限（作業・生
産物の承認、決済や人事を含む）を明
確にしている

標準プロセスの実施に ①インフラストラクチャに対するニーズを記述し ①標準プロセス実施に必要なインフラストラク
チャを記述したもの
必要なインフラストラク たもの
チャを明確にしている

標準プロセスの実施に ①作業環境に対するニーズを記述したもの
必要な作業環境を明
確にしている

①組織として標準と位置付けられたプロ
セスが存在している
②標準プロセスは、GP3.1.1で識別した
基本要素を用いて記述している
③標準プロセスは、組織内の必要な人
すべてが利用できる

①標準プロセスと他のプロセスの関係を記述し ①標準プロセスとその他のプロセス（標
たもの
準プロセスに追加したプロセス）との順
序関係を定めている
②標準プロセスとその他のプロセス（標
準プロセスに追加したプロセス）との相
互関係を定めている

標準プロセスの実施に ①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①適格性を記述しているもの
必要な適格性を明確 の
にしている

標準プロセスの実施に ①組織としての標準プロセス
必要な役割、責任およ
び権限を明確にしてい
る

標準プロセスとその他 ①組織としての標準プロセス
のプロセスとの前後関 ②標準プロセスに追加したプロセス
係および相互関係を
定めている

組織として標準プロセ ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①組織としての標準プロセス
スを定義している
たもの
②テーラリングガイド

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

標準プロセスを定義す ①ソフトウェアプロセスを記述した規格や入手可 ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①標準プロセスの定義には、必要な基
るのに必要な基本要 能なモデル
たもの
本要素を記述している
②プロセス表記手法
素を識別している
②テーラリングガイド
②標準プロセスの基本要素として下記
のものを含む
－プロセスの目的
－作業生産物の入出力
－作業詳細化構造（ＷＢＳ）
－プロセスの開始条件および終了条件
を示す客観的基準
－プロセス実施に対する文書化された
組織方針
－標準プロセスを実施するときのプロセ
スの期待実施データ(資源（人、スキ
ル）、環境、作業の期間、費用)－テーラ
リングについての説明

部分的に達成（P）

プロセス定義属性
（定義されたプロセスの展開を支援するために、標準プロセスがどの程度維持管理されているかを示す尺度）

確立されたプロセス

プロセス成果

3

PA3.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

・要員の稼動状況・スキル状況
が十分に管理され共有されてい
る。

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

リスク
（ Risk）

・旧グループの再編後も組織と
して実施すべきプロセスの適用
方針がまだ併用されており、プ
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

組織として業務責任者等の責
任や権限が明確に文書化され
ていない。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていな
い。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（ 最終）

(4) PA3.1 プロセス定義属性
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プロセス名

P.3.4
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OC3.2.6

OC3.2.5

OC3.2.4

OC3.2.3

OC3.2.2

OC3.2.1

プロセス成果

番号

GP3.2.3

GP3.2.2

プロジェクトで定義した ①作業環境を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な作業環境
を管理し、かつ維持し
ている

GP3.2.7

Appropriate data are collected and
analysed as a basis for understanding
the behaviour of, and to demonstrate the
suitability and effectiveness of the
process, and to ev

GP3.2.9

収集したプロセスの実 ①プロジェクトで収集したメトリクス
施に関するデータを分
析している

・レビューチェックリスト
・対応項目・工数見積
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練

①プロジェクトで収集したメトリクスを分析したも ①GP3.2.8で収集したプロセスの実施
の
データを分析している

①EPG

O.1.6 測定

①GP3.1.8に基づいてプロジェクトとして ①プロセスデータベース O.1.6 測定
プロセス実施データを収集する仕組み
を定義している
②プロセスの実施データを収集している

・対応項目・工数見積
「調査」の工数

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）
ソフトウェア要求分析について、
プロジェクトでは組織標準から
どのようにプロジェクト標準を規
定していますか。そのプロジェク
ト標準は現在どのように利用さ
れていますか。

強み
（ Stre n gth ）
弱み
（ We akn e ss）

・組織）として実施すべきプロセ
スを体系的にわかりやすく俯瞰
できるものが文書化されていな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのプロセスが適用されて
いる。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていない
ため、暗黙の了解として旧グ
ループのプロセスが適用されて
いる。

・「見積」や「調査」が適切で効
率的・効果的かどうかを評価す
るための数値情報はプロジェク
トではどのように活用していま
すか。
→ 担当者が分析し、必要な
ものは組織に展開する。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクトでは規定されたメト
リクスをどのように分析していま
すか。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかの評価は プロジェクト標準ではどのような
プロジェクトではどのような指
メトリクス利用を規定しています
標・数値情報を使用しています か。
か（多分、工数か？）。それは組
織（会社/部/グループ）の規定
とどのような関係になっていま
すか。
→ 工数の予実。内容も見
る。

・「見積」や「調査」の実施設備・ ソフトウェア要求分析について、
作業環境・利用ツールはプロ
プロジェクト標準では作業環境
ジェクトではどのように規定して や利用ツールをどのように規定
いますか。それは組織（会社/ していますか。
部/グループ）の規定とどのよう
な関係になっていますか。
→ 標準化手順があり、共有
フォルダでテンプレートが提供
されている。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・有用な情報を組織全体で必ず
しも共有・利用できているわけで
はない。

・「見積」や「調査」の実施者ス ソフトウェア要求分析について、
組織として業務責任者等の責
キルや実施責任に関してプロ プロジェクト標準では責任や権
任や権限が明確に文書化され
ていない。
ジェクトではどのように規定して 限をどのように規定していてま
いますか。それは組織（会社/ すか。
部/グループ）の規定とどのよう
な関係になっていますか。
→ PLが要員の稼動空き状
況とスキルレベルを考慮して決
めた。
ソフトウェア要求分析について、 ・要員の稼動状況・スキル状況
プロジェクト標準では責任や権 が十分に管理され共有されてい
限をどのように規定していてま る。
すか。実施要員のスキル・経
験・教育はどのように決められ
ていますか。

・「見積」や「調査」に関してプロ
ジェクトではどのような手順で実
施することになっていますか。
それは組織（会社/部/グルー
プ）の手順とどのような関係に
なっていますか。
→ 細かく文書化されたもの
はない。ソリューション部の
「QA2検討」がベース。

インタビュー

確認エビデンス

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ

文書

①プロセスの実施に必要なインフラクト ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
ラクチャ（作業空間、ネットワーク環境、 ジニアリング環境
るアライメント
「テンプレート集」
業務システムなど）を特定している
・レビューチェックリスト
②①で特定したインフラストラクチャを
提供している
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援
している
環境
②①で特定した情報をプロジェクトで利
用可能にしている
③②で利用可能にした情報を実際にプ
ロジェクトで使用している

①役割に必要なスキル、経験、教育な ①スキル管理システム
どを明確にしている
②各割り当てられた要員は①で定めた
適格性を獲得している

①プロジェクトで定義したプロセスの実
施に必要な役割、責任および権限を定
義し、合意している
②必要な役割に要員を割り当てている
③役割、責任と権限について関係者に
連絡をしている

O.1.3 プロジェクト
管理

S.1 文書化

関連プロセス

①作業環境が利用されていることがわかるもの ①プロジェクトて定義したプロセスを実 ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
施する際に役割が使用する作業環境
ジニアリング環境
るアライメント
「テンプレート集」
（端末、ライセンス、情報にアクセスする
・レビューチェックリスト
ための設定など）を特定している
②①で特定した作業環境を提供してい
る
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①インフラストラクチャが利用されていることが
わかるもの

①情報が利用されていることがわかるもの

①適格性を獲得していることがわかるもの

①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
がわかるもの

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①標準プロセス利用者は、テーラリング
のやり方を理解している
②標準プロセスをテーラリングしている
③テーラリングされた箇所について、そ
の根拠を文書化している

①プロジェクトで定義したプロセスが実施された ①GP3.2.1で作成した、プロジェクトで定
ことがわかるもの
義したプロセスを実施している

プロジェクトで定義した ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロジェクトで収集したメトリクス
プロセスを監視し、測
定している

プロジェクトで定義した ①インフラストラクチャを記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要なインフラ
ストラクチャを管理し、
かつ維持している

プロジェクトで定義した ①必要な情報を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な情報を利
用可能にし、かつ使用
している

割り当てた要員が、プ ①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
ロジェクトで定義したプ がわかるもの
ロセスを実施するのに
必要な適格性がある

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスを実施するた
めに必要な役割、責任
及び権限を定義し、割
当て、連絡している

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスに従って、プ
ロセスを実施している

作業生産物（ 出力）
①プロジェクトで定義したプロセス

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

GP3.2.6

プロセスの振る舞いを理解するための基 GP3.2.8
盤として、プロセスの適切性及び効果性を
表すために、及び継続的改善が可能なプ
ロセスを評価するために、適切なデータが
収集され、分析される

Required infrastructure and work
environment for performing the defined
process are made available, managed
and maintained.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な基盤及び作業環境が、利用可能であ
り、管理され、維持される

Required resources and information
necessary for performing the defined
process are made available, allocated
and used.

定義されたプロセスを実行するのに必要 GP3.2.5
な資源及び情報が、利用可能であり、割り
当てられ、利用される

Personnel performing the defined
process are competent on the basis of
appropriate education, training, and
experience.

定義されたプロセスを実行する要員に、適 GP3.2.4
切な教育、訓練及び経験に裏打ちされた
適格性がある

Required roles, responsibilities and
authorities for performing the defined
process are assigned and communicated.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な、役割、責任及び権限が、割り当てら
れ、連絡される

A defined process is deployed based
upon an appropriately selected and/or
tailored standard process.

GP

標準プロセスをテーラ ①組織としての標準プロセス
リングしてプロジェクト
で定義したプロセスを
整備している

ほとんど達成（L）

プロセス展開属性
（標準プロセスが、定義されたプロセスとしてそのプロセスの成果を達成するために、どの程度効果的に展開されてい
るかを示す尺度）

確立されたプロセス

適切に選択及び/又は修整された標準プ GP3.2.1
ロセスに基づいて、定義されたプロセスが
展開される

評定

3

PA3.2

能力水準

OC
番号

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

リスク
（ Risk）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（ 最終）

(5) PA3.2 プロセス展開属性
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PO6

PO7

PO8

POA2

PO4

PO5

PO3

PO2

POA1

ソフトウェア要求分析プロセス

GP1.1.3
BP4

①プロジェクトの特性

GP1.1.3
BP11

The softwre requirements are approved
and updated as needed.

ソフトウェア要求が必要に応じ承認され、
かつ最新のものにされる

Changes to the software requirements
are evaluated for cost, schedule and
technical impact.

GP1.1.3
BP14

GP1.1.3
BP13

ソフトウェア要求への変更が、費用、スケ GP1.1.3
ジュール及び技術的影響について評価さ BP10
れる

The softwre requirements are baselined
and communicated to all affected
parties.

ソフトウェア要求が基準線化され、かつ全 GP1.1.3
ての影響を受ける関係者に連絡される
BP12

The status and products of an activity of
software requirement analysis process
are evaluated through joint review
activities between the stakeholders.

ソフトウェア要求分析プロセスのアクティ GP1.1.3
ビティの状況及び製品が利害関係者間の BP9
共同レビューアクティビティを通じて評価さ
れる

①共同レビューの結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①システム要求事項とソフトウェア要求事項の
対応表
②システムアーキテクチャとソフトウェア要求事
項との対応表
③変更管理の履歴を記録したもの

①システム要求事項とソフトウェア要求事項と
の対応がわかるもの
②システムアーキテクチャ設計とソフトウェア要
求事項との対応がわかるもの
③①と②を確認したことがわかるもの
『例：レビュー結果報告書など』

①リリース戦略/計画を記載したもの
②ソフトウェア要求事項の優先順位がわかるも
の

①システムの運用手順を整理したもの
②運用要員への教育を計画したもの

①テスト（方式）計画を整理したもの
②移行（方式）計画を整理したもの
③テスト検証可能であることを分析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェア要求事項に矛盾がないことを分
析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェアの開発方法論を定義したもの
『例：ソフトウェア開発方針』
②開発方法論を評価したことを確認できるもの
『例：選定の基準、選定の記録など』

①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の
変更事項がわかるもの
②ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）を
確立したもの

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の変更を、適切に基準
線（baseline)に組み込
んでいる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
を承認している
②承認の方法を定義したもの

ソフトウェア要求事項
の基準線（baseline）の
変更事項について、費
用、スケジュール及び
技術的影響を評価して
いる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の基準線（baseline）を
関係者に連絡している

①誰が承認するのかが決まっている
②承認の手続き、方法が決まっている
③①②に従いソフトウェア要求事項を承
認している

①評価する方法が明確になっている
①変更管理の仕組み
②影響を受ける関係者を特定している
③影響を受ける関係者が検討に参加し
ている
④①に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)の変更事項について評
価している

①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組
いる
み
②関係者への連絡の仕組み、方法が決 ②情報伝達の仕組み
まっている
③②に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)を連絡している

S.2 構成管理

・変更管理台帳
・発注仕様書

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書

・変更管理台帳

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組 S.6 共同レビュー ・見積りチェックリスト_標準版
S.3 品質保証
・調査結果レビュー(調査工程)
いる
み
チェックリスト_標準版
②①で特定された関係者と、ソフトウェ
・見積りチェックリスト
ア要求分析のプロセスについて共同レ
・調査結果レビュー(調査工程)
ビューを行っている
チェックリスト
③共同レビューを実施する、ソフトウェ
・見積りレビュー記録（外部用）
ア要求分析の生産物を特定している
・調査報告書レビュー（外部用）
④①で特定された関係者と、③の生産
物について共同レビューを行っている

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書

・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」

開発方法は顧客特性が考慮さ
れ十分に関係者と調整されてお
り、組織への浸透も進んでい
て、高品質で効率的・効果的な
開発期待できる。

強み
（Strength）

GP1.1.3 BP10 に同じ。

GP1.1.3 BP12, BP11 に同じ。

・発生した要件変更にどのよう
に対応しましたか。その手順は
どこを見るとわかりますか。
→ ドキュメント化された手順
はない。今回は。QA表に挙がっ
た後、変更管理台帳に記載し、
お客様に承認された。

GP1.1.3 BP10に同じ

ソフトウェア要求事項はどのよう
に最終承認されますか。

ソフトウェア要求事項に変更が
発生する場合はどのように対応
しますか。もし変更を受け入れ
る場合にはどのように再ベース
ライン化しますか。

・見積り資料や調査報告書は、 ソフトウェア要求事項をどのよう
レビュー後に誰がどのように最 にベースライン化し、関係者に
終確認してお客様に提出します 周知していますか。
か。その手順はどこを見るとわ
かりますか。
→ 見積り資料 ： 見積り実施
→整合確認→レビュー記録→
捺印
調査報告書、設計書 ：
内部レビュー→外部レビュー→
オンライン／対面で修正確認→
承認

・レビュー参加者はどのように決 ソフトウェア要求事項を関係者 レビュー方法は顧客特性が考
めましたか。
とどのようにレビューしています 慮され十分に関係者と調整され
→ オンラインは全員。対面 か。
ており、組織への浸透も進んで
はプロパーがピックアップして
いて、高品質で効率的・効果的
決めた。
な開発期待できる。

・「品質保証範囲」や「開発環境 ソフトウェア要求事項とシステ
及び開発言語」は誰がどのよう ム要求事項やアーキテクチャ
にして決めましたか。
設計の間の整合状況をどのよう
→ 「品質保証範囲」はＤ社、 に確認していますか。
「開発環境及び開発言語」はＡ
社

・発注条件書や要件定義書の ソフトウェア要求事項の開発優
「対応項目」はどのようにして決 先順位はどのように決めていま
定されましたか。
すか。
→ Ｄ社で決めた。

・納品物の動作確認をお客様で ソフトウェア要求事項が運用環
境に与える影響をどのように確
はどのように実施しますか。
→ Ａ社への発注者の先に依 認しましたか。
頼者がおり、リリース時には依
頼者が確認する。Ａ社と直接の
関係はない。

テスト方法は顧客特性が考慮さ
れ十分に関係者と調整されてお
り、組織への浸透も進んでい
て、高品質で効率的・効果的な
開発期待できる。

・レビュー実施手順書はお客様 ソフトウェア要求事項に矛盾が レビュー方法は顧客特性が考
のものと思いますが、外部レ
ないことをどのように確認しまし 慮され十分に関係者と調整され
ビューでの適用でしょうか。内部 たか。
ており、組織への浸透も進んで
レビューについては、Ａ社で規
いて、高品質で効率的・効果的
定した同様のものはあります
な開発期待できる。
か。
→ 内部レビューと外部レ
ビューの両方に適用している。
Ａ社としてのレビュー実施手順
書はない。
・見積りレビューについて、5/29
実施の内部レビューでの指摘
は2件、5/30,31の外部レビュー
での指摘は9件ですが、内部レ
ビューは十分だったのでしょう
か。
→ 外部レビューでの指摘は
内容ではなく記載方法に関する
ものが多かった。内部レビュー
は十分だった。

・見積りチェックリスト_標準版
・テスト仕様書作成手順書はお ソフトウェア要求事項がテストで
・調査結果レビュー(調査工程) 客様のものと思いますが、Ａ社 検証可能であることをどのよう
チェックリスト_標準版
で規定した同様のものはありま に確認しましたか。
・見積りチェックリスト
すか。
・調査結果レビュー(調査工程)
→ ない
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・テスト仕様書／成績書
「テスト仕様書inputドキュメ
ント名」

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

①過去に遡って、システム要求事項とソ ①構成管理の仕組み
フトウェア要求事項との対応関係を追跡 ②変更管理の仕組み
するための手順を作成している
②過去に遡って、システムアーキテク
チャ設計とソフトウェア要求事項との対
応関係を追跡するための手順を作成し
ている
③①、②の手順を理解している
④①、②の手順について必要に応じて
内容の見直しを行っている
⑤追跡可能であることを検証している

①ソフトウェア要求事項の基準線
（baseline）を確立している
②①で確立した基準線(baseline）につい
て、矛盾がないことを確かめている

ソフトウェアに対する要求事項
はどこに定義されていますか。

・発注仕様書
・「調査／設計／製造／UD／ 利用する開発方法論をどのよう
・見積仕様書
SD／リリース」というフェーズ設 に決定しましたか。
・対応項目・工数見積
定はどのようにして決めました
「2.作業範囲」、「6.開発環境 か。
及び開発言語」
→ 納品物一覧で決まってい
る。
・開発環境や開発言語はどのよ
うにして決めましたか。
→ Ａ社で決めた。担当者に
確認した。

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

・要件定義書はお客様作成です ソフトウェア要求分析で作成す
が、Ａ社側での定義書はありま る文書等を教えてください。
すか。
→ ない

インタビュー例
（汎用スクリプト）

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料

インタビュー

確認エビデンス
ソフトウェア要求分析の作業内
容を教えてください。

文書
・発注条件書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

S.2 構成管理

S.4 検証

関連プロセス

①システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、対応
関係が取れるようになっている
②システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、矛盾
がないことを明確にしている
③システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、対応関係が取れるようになってい
る
④システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、矛盾がないことを明確にしている

― （BPに同じ）

①システムの運用を行う要員が検討メ
ンバに参画している
②上記メンバが検討している

①テスト方式および移行方式を検討し
ている
②①の実行可能性を検証している

― （BPに同じ）

①ソフトウェアの開発方法論を選択して ①ソフトウェアの開発方
法論
いる
②①で選択された開発方法論が、プロ ②ソフトウェア開発ツー
ジェクトの特性に合っていることを評価 ル
している
③①で選択された開発方法論を使用し
ている

― （BPに同じ）

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作成すべき作業生産物
を把握している
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作業を詳細化している
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

①ソフトウェア要求事項の変更を基準線に組み ①更新の手続き、方法が決まっている ①変更管理の仕組み
込んだことがわかるもの
②①に従い、ソフトウェア要求事項を更
『例：変更管理票、変更管理の履歴など』
新している

①承認を記録したもの

①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の
変更事項ついて評価したことがわかるもの
『例：仕様変更依頼表、レビュー結果報告書、収
益計画表など』

①連絡票

ソフトウェア要求事項 ①システム要求事項を定義したもの
①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の基準線（baseline）を ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
確立している
③ソフトウェア要求事項を定義したもの

関係者とソフトウェア ①ソフトウェア要求分析の生産物
要求分析のプロセスお ②ソフトウェア要求事項を定義したもの
よび生産物について共 ③レビュー項目がわかるもの
同レビューを行ってい
る

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項を追跡可能
にしている

GP1.1.3
BP8

Consistency and traceability are
established between the software
requirements and system requirements.

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項の間の一貫
性を確認している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に優先順位を付けてい
る

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が運用環境に与える
影響を検討している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が、テストで検証可能
であること（テスト計画
性）を分析している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に、矛盾がない（正確
性）ことを分析している

ソフトウェアの特性に
合った適切な開発方
法論を使っている

ソフトウェア要求とシステム要求間に一貫 GP1.1.3
性及び追跡可能性が成立する
BP7

Prioritization for implementing the
software requirements is defined.

ソフトウェア要求の実行についての優先順 GP1.1.3
位が定義される
BP6

The impact of software requirements on
the operating environment are
understood.

運用環境におけるソフトウェア要求の影響 GP1.1.3
が理解される
BP5

Software requirements are analyzed for
correctness and testability.

ソフトウェア要求が、正確性及びテスト計 GP1.1.3
画性について分析される
BP3

The appropriate techniques are
performed to optimize the preferred
project solution.

プロジェクトの望ましい解決策を最適化す GP1.1.3
るための適切な技法が遂行される
BP2

The requirements allocated to the
software elements of the system and
their interfaces are defined.

作業生産物（出力）
①ソフトウェア要求分析プロセスの作業が特定
できるもの
『例：プロジェクト計画書、変更管理票など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの
『例：作業分担表など』
①ソフトウェア要求分析プロセスを行なった結果
の作業生産物が特定できるもの『例：要件定義
書など』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

ソフトウェアに配分さ ①システム要求事項を定義したもの
①ソフトウェア要求事項を定義したもの『例：要
れた要求事項を定義し ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの 件定義書など』
ている

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

システムのソフトウェア要素及びそのイン GP1.1.3
タフェースに対して配分される要求事項が BP1
定義される

GP/BP

実施する作業の範囲
を理解している

番号

GP1.1.1

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

プロセス成果

1

PA1.1

評定

能力水準

PO
番号

PO1

P.3.4

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

リスク
（Risk）

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはテスト方法の
見直しが必要になるかもしれな
い。

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはレビュー方法
の見直しが必要になるかもしれ
ない。

新規顧客や別なタイプの開発
（条件が変わるなど）を実施する
場合には開発方法の見直しが
必要になるかもしれない。
案件に適した開発手法は何かと
いう検討があまりされていない。

Ａ社側での定義がない。

A社側での定義がない。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

変更管理プロセスはほぼ確立さ
れ実施されているが、文書化が
不十分である。

承認プロセスはほぼ確立され実
施されているが、文書化が不十
分である。

変更管理プロセスはほぼ確立さ 変更管理プロセス実施が属人
れ実施されているが、文書化が 的になる可能性がある。
不十分である。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

システム要件はお客様で管理し お客様主導であるため、お客様
ており、Ａ社としての対応方針 提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
がない。
要件と設計の対応付けの追跡 る可能性がある。
を確認できる資料がない。

システム要件はお客様で管理し お客様主導であるため、お客様
ており、Ａ社としての対応方針 提示内容が適切でない場合に
がない。
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

Ａ社としての優先順位付けはな お客様主導であるため、お客様
い。
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業以降に問題が発
生する可能性がある。

開発内容の最終的な動作確認
は間接的であり、情報伝達の不
正確さや時間のロスがある。

弱み
（Weakness）

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（一次）
インタビュー

追加確認エビデンス
文書

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（最終）

4.3.2
プロジェクト２に対する結果

(1) PA1.1 プロセス実施属性

プロセス名

P.3.4

OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

番号
①組織の体制
②ライフサイクルモデル
③プロセス実施データ
④経営会議

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
した結果がわかるもの

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を制御
した結果がわかるもの
『例：レビュー結果報告書、是正処置記録など』
②修正処置が計画に組み込まれていた事を確
認できるもの
『例：修正されたプロジェクト計画書など』

関係者の間のインタ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
フェースを管理してい 任・権限・割り当てが定義されたもの
る

①ソフトウェア要求分析プロセスに関係する個
人およびグループを特定する資料
②個人およびグループ間のインタフェースを定
めたもの
『例：伝達・公開・配付のルール』

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスに必要な情報
に必要な情報を特定 明記されたもの
を特定した資料
②①で特定した資料へのアクセス記録
し、利用している
③①で特定した情報を利用して作成した文書

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①プロジェクト計画書(プロジェクトの資源、作業
に必要な(人的)資源を 明記されたもの
実施責任)
配置し、利用している ②ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責 ②資源（要員）の投入実績
任・権限・割り当てが定義されたもの
③作業実績が把握できる資料
『例：作業報告書など』

プロセスを実施する責 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施前に、ソ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
任および権限を定義 フトウェア要求分析プロセスの作業が特定でき 任・権限・割り当てが定義されたもの
し、割り当て、伝達して るもの
『例：プロジェクト計画書（開発体制）など』
いる
②情報伝達の記録『例：議事録、配付記録、
メールなど』

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

文書

O.1.3 プロジェクト ・見積仕様書
管理
・発注条件書

関連プロセス

①プロセス計画支援ツー
ル
②プロセス実施監視ツー
ル
③会議の仕組み

O.4.1 人的資源管 ・QA-1資料
理
・発注条件書
O.4.2 教育訓練
「要求スキル」
・基盤整備担当スキルマップ

・見積仕様書
「Ⅴ.開発体制」
・発注条件書

S.8 問題解決
・見積レビュー記録
O.1.3 プロジェクト
管理
O.1.5 リスク管理

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
びグループを決めている
②情報伝達の仕組み
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行っている
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている

O.1.3 プロジェクト ・見積仕様書
管理
・QA-1(正式見積レビュー)資料
・見積チェックリスト（標準版）
・見積レビュー記録

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）
ソフトウェア要求分析の目標を
教えてください。

強み
（ Stre n gth ）

・見積り作業時にはどのような
スキルが必要になるか検討を
行いましたか？
→必要なスキルをもった者を選
別しアサインしている。
ソフトウェア要求分析について
関係者間では何をどのように調
整していますか。

ソフトウェア要求分析に必要な
要員・スキルをどのように決め
ていますか。

ソフトウェア要求分析の役割分
担をどのように決めています
か。

見積り作業時に問題が発生した ソフトウェア要求分析の課題・
場合はどのようにしています
問題が発生した場合にどのよう
か？
に対応していますか。
→必要に応じて要員を調整した
り、お客様に相談したりして対応
している。

要員調整をする際に必要となる
スキルに関する情報がしっかり
と管理されている。

要員調整をする際に必要となる
スキルに関する情報がしっかり
と管理されている。

・見積り作業時のWBSや計画、 ソフトウェア要求分析をどのよう
実績が分かるドキュメントはあり に計画し監視していますか。
ますか？
→ある。（追加資料として後で提
供頂く）
・見積り作業時の問題の発生を
発見された問題をドキュメントと
どのように発見していますか？
して残し管理している。
→毎日朝会を行い、ヒアリングし
ている。

インタビュー

確認エビデンス

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
・基盤整備担当スキルマップ
している
O.3.1 プロセス確
立
②プロセスの実施に必要な情報を利用
している

①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
②①で特定したプロセスの実施に必要
な人材をアサインし、利用している

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結
果、計画に沿ってプロセスが実行されて
いないときは、修正を検討している
②修正処置が必要なときは、計画に組
み込んで実行している

①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー S.3 品質保証
・見積レビュー記録
している
ル
O.1.3 プロジェクト ・課題解決管理表
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
管理
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
O.1.5 リスク管理
視している
O.1.6 測定

プロセスの実施を監視 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
している
明記されたもの
した結果がわかるもの
『例：実績データ、問題報告書など』

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
GP2.1.7
made available, allocated and used.

Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

作業生産物（ 出力）

GP2.1.3

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

目標を達成するため ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス ①プロセス計画支援ツー O.1.3 プロジェクト ・案件状況
明記されたもの
に、プロセスの実施を が明記されたもの
の実施計画(利用資源、工数、期間、主 ル
管理
計画している
『例：プロジェクト計画書、工程表など』
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

GP

プロセスの実施の目 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.1の作 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①目標は「過去の情報など、根拠のあ
標が明確になっている 業生産物(出力)
が明記されたもの
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛
『例：プロジェクト計画書など』
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設
定している
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている

GP2.1.2

GP2.1.1

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

充分に達成（F）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

案件別の管理用ドキュメントは
作られているが、フェーズ毎の
管理ができておらず、また主要
なマイルストンが設定されてい
ない。

弱み
（ We akn e ss）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

責任や権限に関する規定が文
書化されていないため、範囲が
あいまいになる可能性がある。

リスク
（ Risk）

FI

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

FI

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

四値評定
（ 最終）

(2) PA2.1 実施管理属性
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プロセス名

OC
番号

OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

P.3.4

ソフトウェア要求分析プロセス

番号

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

作業生産物（出力）

GP2.2.6

GP2.2.8

①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
関係を定義している
②構成管理の仕組み
②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
管理の手順、方法を決めている
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
管理の手順、方法を決めている
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
リース管理の手順、方法を決めている

①作業生産物の要求事項に対するレビュー計
画がわかるもの
『例：レビュー計画書など』
②レビュー結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書、問題報告書など』

①構成管理の履歴
②変更管理の履歴
③作業生産物の制御の要求事項を満足した文
書
『例：ソフトウェア要件定義書など』

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
②修正された作業生産物
作業生産物を調整して ②レビュー結果を記録したもの
『例：ソフトウェア要件定義書など』
いる
③構成管理の履歴
④変更管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項に対してレビューし ②レビュー対象の作業生産物
ている
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①変更状況の制御の対象となる作業生産物
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して]
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項を満足する ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 文書
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：ソフトウェア要件定義書など』

作業生産物の制御の ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①作業生産物の依存関係を定義したもの
要求事項を定義してい るもの
『例：プロジェクト計画書、文書管理手順書など』
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
『例：変更管理手順書など』
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
『例：構成管理手順書など』
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①ソフトウェア要求分析プロセス実施に
より生産され、レビューされる作業生産
物を明確にしている
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
わかるもの
ビューし、承認している
『例：レビュー結果報告書など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

GP2.2.4

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

作業生産物の文書化 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①文書化する作業生産物がわかるもの『例：プ
の要求事項を定義して るもの
ロジェクト計画書、文書化生産物一覧表など』
いる
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
もの
『例：プロジェクト計画書、文書化活動方針書、
文書化手順書など』

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

プロセス実施のインジケータ

GP2.2.3

GP2.2.2

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

GP

作業生産物の要求事 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.2の作 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか
項を定義している
業生産物(出力)
るもの
『例：プロジェクト計画書、レビュー生産物一覧
表など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：プロジェクト計画書など』

ほとんど達成（L）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

PA2.2
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The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

評定

プロセス属性

能力水準

プロセスの目的

品質保証
検証
妥当性確認
問題解決

S.8 問題解決

S.3
S.4
S.5
S.8

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証
S.4 検証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス
文書

・QA-1資料
・見積チェックリスト（標準版）
・見積レビュー記録

・QA-1資料
・見積整合資料
・見積チェックリスト（標準版）
・見積レビュー記録

・機能変更要求仕様書
・QA-1資料
・見積整合資料

・見積整合資料
・QA-1資料

・見積仕様書
・QA-1資料
・見積整合資料

・PJ実行計画書（部門）
・QA-1資料
・見積整合資料

・QA-1資料
・見積整合資料
・見積チェックリスト（標準版）
・見積レビュー記録

インタビュー例
（汎用スクリプト）

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物のうち、文書化すべきもの
はどのように決められて、現在
どうなっていますか。

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物はどのように決められてい
て、どのようにレビューし承認さ
れていますか。また、レビュー
時に課題・問題が発生した場合
にどのように対応しています
か。

・QA-1の参加者はどのように決 GP2.2.1・GP2.2.2に同じ
まりますか？また記録はどのよ
うに残しますか？
→参加者は社の規定で部長、
GL、営業が必須参加者と決め
られているが、今回はメールで
の承認となった。（規定で認めら
れている）記録に関しても社の
規定に則ったドキュメントを作成
することになっているが、今回
はメールでの承認だったので作
成していない。

GP2.2.4に同じ

・見積り作業時に文書化するド GP2.2.3に同じ
キュメントは何ですか？
→今回の案件はグループ手順
で定められている全てのドキュ
メントを作成している。

・作成するドキュメントの構成管 ソフトウェア要求分析に伴う成
理や変更管理はどのようにされ 果物の変更管理や構成管理は
ていますか？
どのように決められていて、現
→PLがマスタを持ち、それを最 在どうなっていますか。
新版とすることで管理を行って
いる。バージョン管理などは
行っていない。

・見積り作業時に文書化するド
キュメントは何ですか？
→今回の案件はグループ手順
で定められている全てのドキュ
メントを作成している。

・QA-1でのレビュー対象となる
ドキュメントは何ですか？
→QA用の資料と、見積整合資
料。今回は会議ではなくメール
での承認であった。

インタビュー

確認エビデンス
・PJ実行計画書（部門）
・見積整合資料

強み
（Strength）

見積の履歴管理をしていない
為、再見積りをした際過去の見
積もり情報を参照することがで
きない状態である。

作成するドキュメントの変更管
理の手順や方法が確立されて
いない。

・文書化に関して細かな運用ま
ではルールが文書化されてい
ない。

弱み
（Weakness）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

リスク
（Risk）

FI

FI

PI

FI

PI

LI

FI

FI

四値評定
（一次）

文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

PI

FI

PI

LI

FI

FI

四値評定
（最終）

(3) PA2.2 作業生産物管理属性
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OC3.1.6

OC3.1.5

OC3.1.4

OC3.1.3

OC3.1.2

OC3.1.1

OC
番号

GP3.1.3

GP3.1.2

GP3.1.5

GP3.1.7

Standard processes are maintained.

標準プロセスが維持されている

Suitable methods for monitoring the
effectiveness and suitability of the
process are determined.

GP3.1.9

プロセスの効果性及び適切性を監視する GP3.1.8
のに適した方法が、定められる

Required infrastructure and work
environment for performing a process
are identified as part of the standard
process.

プロセスを実行するために必要な基盤及 GP3.1.6
び作業環境が、標準プロセスの一部とし
て識別される

Required competencies and roles for
performing a process are identified as
part of the standard process.

プロセスを実行するために必要な適格性 GP3.1.4
及び役割が、標準プロセスの一部として
識別される

The sequence and interaction of the
standard process with other processes
is determined.

標準プロセス及びその他のプロセスとの
順序関係及び相互作用が定められる

A standard process, including
appropriate tailoring guidelines, is
defined that describes the fundamental
elements that must be incorporated into
a defined process.

適切な修整の手引きを含む標準プロセス GP3.1.1
が定義され、標準プロセスに盛り込まれな
ければならない基本要素が記述される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

作業生産物（出力）

①組織として標準と位置付けられたプロ
セスが存在している
②標準プロセスは、GP3.1.1で識別した
基本要素を用いて記述している
③標準プロセスは、組織内の必要な人
すべてが利用できる

①GP3.1.8で定めたメトリクスを算出して
いる
②①のメトリクスを分析している
③②の分析に基づいてプロセスの効果
性及び適切性を評価している
④③の評価に基づいて標準プロセスの
修正をしている

O.1.6 測定

①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロセスの効果性および適切性を測 ①プロセスデータベース O.1.6 測定
るのに適当なメトリクスを定めている
②①のメトリクスの算出手順を定めてい
る（データの定義、算出に必要なプロセ
スデータ、算出のサイクル/タイミング、
など）
③メトリクスの値に基づいてプロセスの
効果性および適切性を評価している

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」

プロセスの効果性およ ①プロセス実施の目標
び適切性を監視する ②組織としての標準プロセス
方法を定めている

プロセスの効果性およ ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①メトリクスを算出したもの
び適切性の評価に基
②標準プロセスを修正したことがわかるもの
づいて標準プロセスを
維持している

・要員計画表
・商品検査担当スキルマップ
・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」
・発注条件書

インタビュー例
（汎用スクリプト）

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では作業環境や利用
ツールをどのように規定してい
ますか。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では責任や権限をど
のように規定していますか。実
施要員のスキル・経験・教育は
どのように決められています
か。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準はどの文書にどのよう
に規定されていますか。関連作
業との調整はどのようにされて
いますか。

・「見積」が適切で効率的・効果 ソフトウェア要求分析について、
的かどうかを評価するための数 組織標準はメトリクスの分析に
値情報は組織（会社/部/グ
よりどのように改善を実施してい
ループ）ではどのように活用して ますか。
いますか。
→ 工数の予実を分析。内容
も見る。必要であればチェックリ
ストに追加し、メール等で周知
する。

・「見積」が適切で効率的・効果 ソフトウェア要求分析について、
的かどうかはは組織（会社/部/ 組織標準ではどのようなメトリク
グループ）としてどのように評価 ス利用を規定していますか。
することになっていますか。何
か数値を利用していますか（多
分、工数か？）
→ 工数の予実。内容も見
る。

・「見積」で使用する様式は準備
されていますか？
→必要なものは共有フォルダ内
にある。

・発注条件書を受領して見積を
実施し、発注仕様書として受注
するまでの手順はどこで規定さ
れていますか。
→ 文書はない。発注条件書
は形式的。実際はメールで見積
り依頼が来て、要員の空き状況
やスキルを確認し、見積りを実
施する。
・「見積」の実施者スキルや実
施責任に関して組織（会社/部/
グループ）ではどのように規定し
ていますか。それは何か文書で
提供されていますか。
→ 文書はないが、フォー
マットを理解していて、同じよう
なソフトウェアを作ったことがあ
る人。調査報告書には実施者を
記載する。

・「見積」に関して組織（会社/部
/グループ）ではどのような手順
で実施することになっています
か。それは何か文書で提供され
ていますか。
→ 基本は「見積」を実施し、
「調査」は行わないこととなっ
た。文書はない。

インタビュー

確認エビデンス

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練 ・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

①標準プロセス実施に必要な作業環境を記述し ①標準プロセスを実施する際に役割が
たもの
使用する作業環境（端末、ライセンス、
情報にアクセスするための設定など）を
明確にしている

①標準プロセスを実施するために必要
なインフラストラクチャ（作業空間、ネッ
トワーク環境、業務システムなど）を明
確にしている

文書
・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」
・共有フォルダにある

S.1 文書化
・プロジェクト実行計画兼結果
O.1.1 組織に関す 報告書
るアライメント
「QA2検討」
・共有フォルダにある

S.1 文書化

関連プロセス

標準プロセスの実施に ①作業環境に対するニーズを記述したもの
必要な作業環境を明
確にしている

標準プロセスの実施に ①インフラストラクチャに対するニーズを記述し ①標準プロセス実施に必要なインフラストラク
必要なインフラストラク たもの
チャを記述したもの
チャを明確にしている

①標準プロセスの実施に必要な要員の ①スキル管理システム
スキル、経験、教育などを明確にしてい
る

①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①標準プロセスの実施に必要な役割を
の
文書化したものが存在する
②①の役割に与えられた責任（作業・生
産物を含む）を明確にしている
③①の役割に与えられた権限（作業・生
産物の承認、決済や人事を含む）を明
確にしている

①標準プロセスと他のプロセスの関係を記述し ①標準プロセスとその他のプロセス（標
たもの
準プロセスに追加したプロセス）との順
序関係を定めている
②標準プロセスとその他のプロセス（標
準プロセスに追加したプロセス）との相
互関係を定めている

標準プロセスの実施に ①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①適格性を記述しているもの
必要な適格性を明確 の
にしている

標準プロセスの実施に ①組織としての標準プロセス
必要な役割、責任およ
び権限を明確にしてい
る

標準プロセスとその他 ①組織としての標準プロセス
のプロセスとの前後関 ②標準プロセスに追加したプロセス
係および相互関係を
定めている

組織として標準プロセ ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①組織としての標準プロセス
スを定義している
たもの
②テーラリングガイド

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

標準プロセスを定義す ①ソフトウェアプロセスを記述した規格や入手可 ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①標準プロセスの定義には、必要な基
るのに必要な基本要 能なモデル
たもの
本要素を記述している
②標準プロセスの基本要素として下記
素を識別している
②プロセス表記手法
②テーラリングガイド
のものを含む
－プロセスの目的
－作業生産物の入出力
－作業詳細化構造（ＷＢＳ）
－プロセスの開始条件および終了条件
を示す客観的基準
－プロセス実施に対する文書化された
組織方針
－標準プロセスを実施するときのプロセ
スの期待実施データ(資源（人、スキ
ル）、環境、作業の期間、費用)－テーラ
リングについての説明

部分的に達成（P）

プロセス定義属性
（定義されたプロセスの展開を支援するために、標準プロセスがどの程度維持管理されているかを示す尺度）

確立されたプロセス

プロセス成果
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PA3.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

・要員の稼動状況・スキル状況
が十分に管理され共有されてい
る。

強み
（Strength）

弱み
（Weakness）

リスク
（Risk）

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

組織として業務責任者等の責
任や権限が明確に文書化され
ていない。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていな
い。

・旧グループの再編後も組織と
して実施すべきプロセスの適用
方針がまだ併用されており、プ
ロセスが分散している。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（最終）

(4) PA3.1 プロセス定義属性
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OC3.2.6

OC3.2.5

OC3.2.4

OC3.2.3

OC3.2.2

OC3.2.1

プロセス成果

番号

GP3.2.3

GP3.2.2

プロジェクトで定義した ①作業環境を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な作業環境
を管理し、かつ維持し
ている

GP3.2.7

Appropriate data are collected and
analysed as a basis for understanding
the behaviour of, and to demonstrate the
suitability and effectiveness of the
process, and to ev

GP3.2.9

収集したプロセスの実 ①プロジェクトで収集したメトリクス
施に関するデータを分
析している

・対応項目・工数見積
・見積りチェックリスト_標準版
・QA-1資料
・見積整合資料

①プロジェクトで収集したメトリクスを分析したも ①GP3.2.8で収集したプロセスの実施
の
データを分析している
①EPG

O.1.6 測定

①GP3.1.8に基づいてプロジェクトとして ①プロセスデータベース O.1.6 測定
プロセス実施データを収集する仕組み
を定義している
②プロセスの実施データを収集している

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準ではどのような
メトリクス利用を規定しています
か。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準では作業環境
や利用ツールをどのように規定
していますか。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準では責任や権
限をどのように規定していてま
すか。実施要員のスキル・経
験・教育はどのように決められ
ていますか。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準では責任や権
限をどのように規定していてま
すか。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクトでは組織標準から
どのようにプロジェクト標準を規
定していますか。そのプロジェク
ト標準は現在どのように利用さ
れていますか。

・「見積」が適切で効率的・効果 ソフトウェア要求分析について、
的かどうかを評価するための数 プロジェクトでは規定されたメト
値情報はプロジェクトではどの リクスをどのように分析していま
ように活用していますか。
すか。
→今回の案件でも見積の評価
において、お客様の指標と経験
値に基づく指標を活用している。

・「見積」が適切で効率的・効果
的かどうかの評価はプロジェク
トではどのような指標・数値情
報を使用していますか（多分、
工数か？）。それは組織（会社/
部/グループ）の規定とどのよう
な関係になっていますか。
→お客様から頂いている指標の
範囲内で、独自で経験に基づく
工数や内容をもとに見積を評価
している。

・「見積」の実施設備・作業環
境・利用ツールはプロジェクトで
はどのように規定しています
か。それは組織（会社/部/グ
ループ）の規定とどのような関
係になっていますか。

・「見積」の実施者スキルや実
施責任に関してプロジェクトで
はどのように規定しています
か。それは組織（会社/部/グ
ループ）の規定とどのような関
係になっていますか。
→組織のルールでは、見積実
施者については特に決まりはな
いが、見積の承認を行う者は必
ず社員であることと、となってい
る。今回の案件もそのルールに
則っている。

・「見積」に関してプロジェクトで
はどのような手順で実施するこ
とになっていますか。それは組
織（会社/部/グループ）の手順
とどのような関係になっていま
すか。
→今回の案件は組織の手順に
則って見積もり作業を行った。
QA-1は全案件で実施している。

インタビュー

確認エビデンス

O.4.1 人的資源管 ・発注条件書
理
「要求スキル」
O.4.2 教育訓練 ・基盤整備担当スキルマップ

O.4.1 人的資源管 ・QA-1資料
捺印
理

①プロセスの実施に必要なインフラクト ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
「テンプレート集」
ラクチャ（作業空間、ネットワーク環境、 ジニアリング環境
るアライメント
業務システムなど）を特定している
②①で特定したインフラストラクチャを
提供している
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援
している
環境
②①で特定した情報をプロジェクトで利
用可能にしている
③②で利用可能にした情報を実際にプ
ロジェクトで使用している

①役割に必要なスキル、経験、教育な ①スキル管理システム
どを明確にしている
②各割り当てられた要員は①で定めた
適格性を獲得している

①プロジェクトで定義したプロセスの実
施に必要な役割、責任および権限を定
義し、合意している
②必要な役割に要員を割り当てている
③役割、責任と権限について関係者に
連絡をしている

文書
・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」

O.1.3 プロジェクト ・プロジェクト実行計画兼結果
管理
報告書
「QA2検討」

S.1 文書化

関連プロセス

①作業環境が利用されていることがわかるもの ①プロジェクトて定義したプロセスを実 ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
施する際に役割が使用する作業環境
ジニアリング環境
るアライメント
「テンプレート集」
（端末、ライセンス、情報にアクセスする
ための設定など）を特定している
②①で特定した作業環境を提供してい
る
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①インフラストラクチャが利用されていることが
わかるもの

①情報が利用されていることがわかるもの

①適格性を獲得していることがわかるもの

①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
がわかるもの

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①標準プロセス利用者は、テーラリング
のやり方を理解している
②標準プロセスをテーラリングしている
③テーラリングされた箇所について、そ
の根拠を文書化している

①プロジェクトで定義したプロセスが実施された ①GP3.2.1で作成した、プロジェクトで定
ことがわかるもの
義したプロセスを実施している

プロジェクトで定義した ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロジェクトで収集したメトリクス
プロセスを監視し、測
定している

プロジェクトで定義した ①インフラストラクチャを記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要なインフラ
ストラクチャを管理し、
かつ維持している

プロジェクトで定義した ①必要な情報を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な情報を利
用可能にし、かつ使用
している

割り当てた要員が、プ ①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
ロジェクトで定義したプ がわかるもの
ロセスを実施するのに
必要な適格性がある

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスを実施するた
めに必要な役割、責任
及び権限を定義し、割
当て、連絡している

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスに従って、プ
ロセスを実施している

作業生産物（ 出力）
①プロジェクトで定義したプロセス

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

GP3.2.6

プロセスの振る舞いを理解するための基 GP3.2.8
盤として、プロセスの適切性及び効果性を
表すために、及び継続的改善が可能なプ
ロセスを評価するために、適切なデータが
収集され、分析される

Required infrastructure and work
environment for performing the defined
process are made available, managed
and maintained.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な基盤及び作業環境が、利用可能であ
り、管理され、維持される

Required resources and information
necessary for performing the defined
process are made available, allocated
and used.

定義されたプロセスを実行するのに必要 GP3.2.5
な資源及び情報が、利用可能であり、割り
当てられ、利用される

Personnel performing the defined
process are competent on the basis of
appropriate education, training, and
experience.

定義されたプロセスを実行する要員に、適 GP3.2.4
切な教育、訓練及び経験に裏打ちされた
適格性がある

Required roles, responsibilities and
authorities for performing the defined
process are assigned and communicated.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な、役割、責任及び権限が、割り当てら
れ、連絡される

A defined process is deployed based
upon an appropriately selected and/or
tailored standard process.

GP

標準プロセスをテーラ ①組織としての標準プロセス
リングしてプロジェクト
で定義したプロセスを
整備している

ほとんど達成（L）

プロセス展開属性
（標準プロセスが、定義されたプロセスとしてそのプロセスの成果を達成するために、どの程度効果的に展開されてい
るかを示す尺度）

確立されたプロセス

適切に選択及び/又は修整された標準プ GP3.2.1
ロセスに基づいて、定義されたプロセスが
展開される

評定

3

PA3.2

能力水準

OC
番号

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・有用な情報を組織全体で必ず
しも共有・利用できているわけで
はない。

組織として業務責任者等の責
任や権限が明確に文書化され
ていない。

現段階ではまだ旧グループの
手順が使用されている。

現段階ではまだ旧グループの
手順が使用されている。

リスク
（ Risk）

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（ 最終）

(5) PA3.2 プロセス展開属性
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26

PO6

PO7

PO8

POA2

PO4

PO5

PO3

PO2

POA1

ソフトウェア要求分析プロセス

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

GP1.1.3
BP4

①プロジェクトの特性

GP1.1.3
BP11

The softwre requirements are approved
and updated as needed.

ソフトウェア要求が必要に応じ承認され、
かつ最新のものにされる

Changes to the software requirements
are evaluated for cost, schedule and
technical impact.

GP1.1.3
BP14

GP1.1.3
BP13

ソフトウェア要求への変更が、費用、スケ GP1.1.3
ジュール及び技術的影響について評価さ BP10
れる

The softwre requirements are baselined
and communicated to all affected
parties.

ソフトウェア要求が基準線化され、かつ全 GP1.1.3
ての影響を受ける関係者に連絡される
BP12

The status and products of an activity of
software requirement analysis process
are evaluated through joint review
activities between the stakeholders.

ソフトウェア要求分析プロセスのアクティ GP1.1.3
ビティの状況及び製品が利害関係者間の BP9
共同レビューアクティビティを通じて評価さ
れる

①共同レビューの結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①システム要求事項とソフトウェア要求事項の
対応表
②システムアーキテクチャとソフトウェア要求事
項との対応表
③変更管理の履歴を記録したもの

①システム要求事項とソフトウェア要求事項と
の対応がわかるもの
②システムアーキテクチャ設計とソフトウェア要
求事項との対応がわかるもの
③①と②を確認したことがわかるもの
『例：レビュー結果報告書など』

①リリース戦略/計画を記載したもの
②ソフトウェア要求事項の優先順位がわかるも
の

①システムの運用手順を整理したもの
②運用要員への教育を計画したもの

①テスト（方式）計画を整理したもの
②移行（方式）計画を整理したもの
③テスト検証可能であることを分析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェア要求事項に矛盾がないことを分
析したもの
『例：レビュー結果報告書など』

①ソフトウェアの開発方法論を定義したもの
『例：ソフトウェア開発方針』
②開発方法論を評価したことを確認できるもの
『例：選定の基準、選定の記録など』

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の変更を、適切に基準
線（baseline)に組み込
んでいる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
を承認している
②承認の方法を定義したもの

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の
の基準線（baseline）の 変更事項がわかるもの
変更事項について、費 ②ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）を
用、スケジュール及び 確立したもの
技術的影響を評価して
いる

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の基準線（baseline）を
関係者に連絡している

①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組
いる
み
②関係者への連絡の仕組み、方法が決 ②情報伝達の仕組み
まっている
③②に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)を連絡している

①ソフトウェア要求事項の基準線
（baseline）を確立している
②①で確立した基準線(baseline）につい
て、矛盾がないことを確かめている

①誰が承認するのかが決まっている
②承認の手続き、方法が決まっている
③①②に従いソフトウェア要求事項を承
認している

①ソフトウェア要求事項の変更を基準線に組み ①更新の手続き、方法が決まっている ①変更管理の仕組み
込んだことがわかるもの
②①に従い、ソフトウェア要求事項を更
『例：変更管理票、変更管理の履歴など』
新している

①承認を記録したもの

S.2 構成管理

S.4 検証

関連プロセス
ソフトウェア要求分析の作業内
容を教えてください。

インタビュー例
（汎用スクリプト）

ソフトウェアに対する要求事項
はどこに定義されていますか。

・要件定義書はお客様作成です ソフトウェア要求分析で作成す
が、Ａ社側での定義書はありま る文書等を教えてください。
すか。
→ ない

インタビュー

確認エビデンス
強み
（Strength）

・レビュー実施手順書はお客様 ソフトウェア要求事項に矛盾が レビュー方法は顧客特性が考
のものと思いますが、外部レ
ないことをどのように確認しまし 慮され十分に関係者と調整され
ビューでの適用でしょうか。内部 たか。
ており、組織への浸透も進んで
レビューについては、Ａ社で規
いて、高品質で効率的・効果的
定した同様のものはあります
な開発期待できる。
か。
→ 内部レビューと外部レ
ビューの両方に適用している。
Ａ社としてのレビュー実施手順
書はない。
・見積りレビューについて、5/29
実施の内部レビューでの指摘
は2件、5/30,31の外部レビュー
での指摘は9件ですが、内部レ
ビューは十分だったのでしょう
か。
→ 外部レビューでの指摘は
内容ではなく記載方法に関する
ものが多かった。内部レビュー
は十分だった。

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

・発注仕様書
「開発環境」
・見積仕様書
「Ⅵ.開発環境」
・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」、「6.開発
環境及び開発言語」

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書

・対応項目・工数見積
「3.品質保証範囲」

・「品質保証範囲」や「開発環境 ソフトウェア要求事項とシステ
及び開発言語」は誰がどのよう ム要求事項やアーキテクチャ
にして決めましたか。
設計の間の整合状況をどのよう
→ 「品質保証範囲」はＤ社、 に確認していますか。
「開発環境及び開発言語」はＡ
社

・発注条件書や要件定義書の ソフトウェア要求事項の開発優
「対応項目」はどのようにして決 先順位はどのように決めていま
定されましたか。
すか。
→ Ｄ社で決めた。

・納品物の動作確認をお客様で ソフトウェア要求事項が運用環
はどのように実施しますか。
境に与える影響をどのように確
→ Ａ社への発注者の先に依 認しましたか。
頼者がおり、リリース時には依
頼者が確認する。Ａ社と直接の
関係はない。

・見積りチェックリスト_標準版
・テスト仕様書作成手順書はお ソフトウェア要求事項がテストで テスト方法は顧客特性が考慮さ
・調査結果レビュー(調査工程) 客様のものと思いますが、Ａ社 検証可能であることをどのよう れ十分に関係者と調整されてお
チェックリスト_標準版
で規定した同様のものはありま に確認しましたか。
り、組織への浸透も進んでい
・見積りチェックリスト
すか。
て、高品質で効率的・効果的な
・調査結果レビュー(調査工程)
→ ない
開発期待できる。
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・テスト仕様書／成績書
「テスト仕様書inputドキュメ
ント名」

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・発注仕様書
・「調査／設計／製造／UD／ 利用する開発方法論をどのよう 開発方法は顧客特性が考慮さ
・見積仕様書
SD／リリース」というフェーズ設 に決定しましたか。
れ十分に関係者と調整されてお
・対応項目・工数見積
定はどのようにして決めました
り、組織への浸透も進んでい
「2.作業範囲」、「6.開発環境 か。
て、高品質で効率的・効果的な
及び開発言語」
→ 納品物一覧で決まってい
開発期待できる。
る。
・開発環境や開発言語はどのよ
うにして決めましたか。
→ Ａ社で決めた。担当者に
確認した。

・発注仕様書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料

・発注条件書
・見積仕様書
・要件定義書
・対応項目・工数見積

文書

S.2 構成管理

・変更管理台帳
・発注仕様書

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書

・変更管理台帳

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

・対応項目・工数見積
・調査報告書
・見積り調査資料
・発注仕様書
・見積仕様書
・構成管理規定

GP1.1.3 BP10 に同じ。

GP1.1.3 BP12, BP11 に同じ。

・発生した要件変更にどのよう
に対応しましたか。その手順は
どこを見るとわかりますか。
→ ドキュメント化された手順
はない。今回は。QA表に挙がっ
た後、変更管理台帳に記載し、
お客様に承認された。

GP1.1.3 BP10に同じ

ソフトウェア要求事項はどのよう
に最終承認されますか。

ソフトウェア要求事項に変更が
発生する場合はどのように対応
しますか。もし変更を受け入れ
る場合にはどのように再ベース
ライン化しますか。

・見積り資料や調査報告書は、 ソフトウェア要求事項をどのよう
レビュー後に誰がどのように最 にベースライン化し、関係者に
終確認してお客様に提出します 周知していますか。
か。その手順はどこを見るとわ
かりますか。
→ 見積り資料 ： 見積り実施
→整合確認→レビュー記録→
捺印
調査報告書、設計書 ：
内部レビュー→外部レビュー→
オンライン／対面で修正確認→
承認

・レビュー参加者はどのように決 ソフトウェア要求事項を関係者 レビュー方法は顧客特性が考
①関係者を特定する仕組みが決まって ①関係者を特定する仕組 S.6 共同レビュー ・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程) めましたか。
とどのようにレビューしています 慮され十分に関係者と調整され
いる
み
S.3 品質保証
チェックリスト_標準版
→ オンラインは全員。対面 か。
ており、組織への浸透も進んで
②①で特定された関係者と、ソフトウェ
・見積りチェックリスト
はプロパーがピックアップして
いて、高品質で効率的・効果的
ア要求分析のプロセスについて共同レ
・調査結果レビュー(調査工程) 決めた。
な開発期待できる。
ビューを行っている
チェックリスト
③共同レビューを実施する、ソフトウェ
・見積りレビュー記録（外部用）
ア要求分析の生産物を特定している
・調査報告書レビュー（外部用）
④①で特定された関係者と、③の生産
物について共同レビューを行っている

①過去に遡って、システム要求事項とソ ①構成管理の仕組み
フトウェア要求事項との対応関係を追跡 ②変更管理の仕組み
するための手順を作成している
②過去に遡って、システムアーキテク
チャ設計とソフトウェア要求事項との対
応関係を追跡するための手順を作成し
ている
③①、②の手順を理解している
④①、②の手順について必要に応じて
内容の見直しを行っている
⑤追跡可能であることを検証している

①システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、対応
関係が取れるようになっている
②システム要求事項とソフトウェア要求
事項とのすべての関連において、矛盾
がないことを明確にしている
③システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、対応関係が取れるようになってい
る
④システムアーキテクチャ設計とソフト
ウェア要求事項とのすべての関連にお
いて、矛盾がないことを明確にしている

― （BPに同じ）

①システムの運用を行う要員が検討メ
ンバに参画している
②上記メンバが検討している

①テスト方式および移行方式を検討し
ている
②①の実行可能性を検証している

― （BPに同じ）

①ソフトウェアの開発方法論を選択して ①ソフトウェアの開発方
法論
いる
②①で選択された開発方法論が、プロ ②ソフトウェア開発ツー
ジェクトの特性に合っていることを評価 ル
している
③①で選択された開発方法論を使用し
ている

― （BPに同じ）

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作成すべき作業生産物
を把握している
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施
に先立って、ソフトウェア要求分析プロ
セスについて、作業を詳細化している
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline)の ①評価する方法が明確になっている
①変更管理の仕組み
変更事項ついて評価したことがわかるもの
②影響を受ける関係者を特定している
『例：仕様変更依頼表、レビュー結果報告書、収 ③影響を受ける関係者が検討に参加し
益計画表など』
ている
④①に従い、ソフトウェア要求事項の基
準線（baseline)の変更事項について評
価している

①連絡票

ソフトウェア要求事項 ①システム要求事項を定義したもの
①ソフトウェア要求事項の基準線（baseline）
の基準線（baseline）を ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
確立している
③ソフトウェア要求事項を定義したもの

関係者とソフトウェア ①ソフトウェア要求分析の生産物
要求分析のプロセスお ②ソフトウェア要求事項を定義したもの
よび生産物について共 ③レビュー項目がわかるもの
同レビューを行ってい
る

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項を追跡可能
にしている

GP1.1.3
BP8

Consistency and traceability are
established between the software
requirements and system requirements.

システム要求事項およ ①システム要求事項を定義したもの
びシステムアーキテク ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの
チャ設計とソフトウェア ③ソフトウェア要求事項を定義したもの
要求事項の間の一貫
性を確認している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に優先順位を付けてい
る

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が運用環境に与える
影響を検討している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
が、テストで検証可能
であること（テスト計画
性）を分析している

ソフトウェア要求事項 ①ソフトウェア要求事項を定義したもの
に、矛盾がない（正確
性）ことを分析している

ソフトウェアの特性に
合った適切な開発方
法論を使っている

ソフトウェア要求とシステム要求間に一貫 GP1.1.3
性及び追跡可能性が成立する
BP7

Prioritization for implementing the
software requirements is defined.

ソフトウェア要求の実行についての優先順 GP1.1.3
位が定義される
BP6

The impact of software requirements on
the operating environment are
understood.

運用環境におけるソフトウェア要求の影響 GP1.1.3
が理解される
BP5

Software requirements are analyzed for
correctness and testability.

ソフトウェア要求が、正確性及びテスト計 GP1.1.3
画性について分析される
BP3

The appropriate techniques are
performed to optimize the preferred
project solution.

プロジェクトの望ましい解決策を最適化す GP1.1.3
るための適切な技法が遂行される
BP2

The requirements allocated to the
software elements of the system and
their interfaces are defined.

作業生産物（出力）
①ソフトウェア要求分析プロセスの作業が特定
できるもの
『例：プロジェクト計画書、変更管理票など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの
『例：作業分担表など』
①ソフトウェア要求分析プロセスを行なった結果
の作業生産物が特定できるもの『例：要件定義
書など』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

ソフトウェアに配分さ ①システム要求事項を定義したもの
①ソフトウェア要求事項を定義したもの『例：要
れた要求事項を定義し ②システムアーキテクチャ設計を定義したもの 件定義書など』
ている

実施する作業の範囲
を理解している

GP1.1.1

システムのソフトウェア要素及びそのイン GP1.1.3
タフェースに対して配分される要求事項が BP1
定義される

GP/BP

番号

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

プロセス成果

1

PA1.1

評定

能力水準

PO
番号

PO1

P.3.4

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはテスト方法の
見直しが必要になるかもしれな
い。

新規顧客や別なタイプの開発を
実施する場合にはレビュー方法
の見直しが必要になるかもしれ
ない。

新規顧客や別なタイプの開発
（条件が変わるなど）を実施する
場合には開発方法の見直しが
必要になるかもしれない。
案件に適した開発手法は何かと
いう検討があまりされていない。

Ａ社側での定義がない。

A社側での定義がない。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

リスク
（Risk）

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

お客様主導であるため、お客様
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

変更管理プロセスはほぼ確立さ
れ実施されているが、文書化が
不十分である。

承認プロセスはほぼ確立され実
施されているが、文書化が不十
分である。

変更管理プロセスはほぼ確立さ 変更管理プロセス実施が属人
れ実施されているが、文書化が 的になる可能性がある。
不十分である。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

組織として構成管理プロセスは 構成管理プロセス実施が属人
規定されているが、プロジェクト 的になる可能性がある。
に十分に理解された上で実施さ
れていない。

システム要件はお客様で管理し
ており、Ａ社としての対応方針
がない。
要件と設計の対応付けの追跡
を確認できる資料がない。

システム要件はお客様で管理し お客様主導であるため、お客様
ており、Ａ社としての対応方針 提示内容が適切でない場合に
がない。
は見積り作業に問題が発生す
る可能性がある。

Ａ社としての優先順位付けはな お客様主導であるため、お客様
い。
提示内容が適切でない場合に
は見積り作業以降に問題が発
生する可能性がある。

開発内容の最終的な動作確認
は間接的であり、情報伝達の不
正確さや時間のロスがある。

弱み
（Weakness）

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（一次）
インタビュー

追加確認エビデンス
文書

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（最終）

PJ1

PJ2

PI

LI

LI

LI

LI

FI

PI

LI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

FI

LI

LI

FI

PI

FI

PI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定 四値評定
（最終）
（最終）

4.3.3
プロジェクト１、プロジェクト２を統合した組織の結果

(1) PA1.1 プロセス実施属性

プロセス名

P.3.4

OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

文書

O.1.3 プロジェクト ・対応項目・工数見積
管理
・見積仕様書
・調査報告書
「■背景・目的」

関連プロセス

GP2.1.7

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
した結果がわかるもの

①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を制御
した結果がわかるもの
『例：レビュー結果報告書、是正処置記録など』
②修正処置が計画に組み込まれていた事を確
認できるもの
『例：修正されたプロジェクト計画書など』

①プロセス計画支援ツー
ル
②プロセス実施監視ツー
ル
③会議の仕組み

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結
果、計画に沿ってプロセスが実行されて
いないときは、修正を検討している
②修正処置が必要なときは、計画に組
み込んで実行している

関係者の間のインタ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
フェースを管理してい 任・権限・割り当てが定義されたもの
る

①ソフトウェア要求分析プロセスに関係する個
人およびグループを特定する資料
②個人およびグループ間のインタフェースを定
めたもの
『例：伝達・公開・配付のルール』

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスに必要な情報
に必要な情報を特定 明記されたもの
を特定した資料
し、利用している
②①で特定した資料へのアクセス記録
③①で特定した情報を利用して作成した文書

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
②情報伝達の仕組み
びグループを決めている
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行っている
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている
O.1.3 プロジェクト ・Q&A管理表
管理
・要件定義書
・見積もり調査資料
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

要員の稼動状況・スキル状況
が十分に管理され共有されてい
る。

強み
（ Stre n gth ）

ソフトウェア要求分析について ・顧客及び協力会社との作業分
関係者間では何をどのように調 担が明確である。
整していますか。
・要員状況を考慮したプロジェク
ト対応が日々管理され最適にな
るよう調整されている。

・「見積」や「調査」の担当者は ソフトウェア要求分析に必要な
誰でしたか。何かの文書に記述 要員・スキルをどのように決め
されていますか。
ていますか。
→ 要員計画表に記述されて
いる。今はこの要員計画表はお
客様と共有しており、担当者名
まで明確である。

・「見積」や「調査」の担当者は ソフトウェア要求分析の役割分
だれがどのように決めました
担をどのように決めています
か。
か。
→ PLが要員の稼動空き状
況とスキルレベルを考慮して決
めた。

・「見積」や「調査」の工数、実施 ソフトウェア要求分析のに課題・
者スキル、実施時期に問題は 問題が発生した場合にどのよう
なかったですか。もしあれば、ど に対応していますか。
のように対応しましたか。
→ 発注依頼に1週間かかる
ため、お客様希望の納期に間に
合わない可能性があった。小口
の案件に分けて対応した。

ソフトウェア要求分析をどのよう
に計画し監視していますか。

・見積りや調査の実施目的を教 ソフトウェア要求分析の目標を
教えてください。
えてください。
→ 見積り：発注のための工
数確認、調査：チェックのツール
化

インタビュー

確認エビデンス

・要員計画表
・商品検査担当スキルマップ

S.8 問題解決
・Q&A管理表
O.1.3 プロジェクト
管理
O.1.5 リスク管理

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
・要件定義書
している
O.3.1 プロセス確 ・見積もり調査資料
②プロセスの実施に必要な情報を利用
立
している

プロセスを実施するの ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①プロジェクト計画書(プロジェクトの資源、作業 ①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
に必要な(人的)資源を 明記されたもの
実施責任)
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
配置し、利用している ②ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責 ②資源（要員）の投入実績
②①で特定したプロセスの実施に必要
任・権限・割り当てが定義されたもの
③作業実績が把握できる資料
な人材をアサインし、利用している
『例：作業報告書など』

プロセスを実施する責 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施前に、ソ ①ソフトウェア要求分析プロセスを実施する責
任および権限を定義 フトウェア要求分析プロセスの作業が特定でき 任・権限・割り当てが定義されたもの
し、割り当て、伝達して るもの
『例：プロジェクト計画書（開発体制）など』
いる
②情報伝達の記録『例：議事録、配付記録、
メールなど』

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー S.3 品質保証
・進捗管理表
ル
している
O.1.3 プロジェクト
※ 複数あり
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
管理
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
O.1.5 リスク管理
視している
O.1.6 測定

プロセスの実施を監視 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施を監視
している
明記されたもの
した結果がわかるもの
『例：実績データ、問題報告書など』

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
made available, allocated and used.

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

GP2.1.3

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

作業生産物（ 出力）

目標を達成するため ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施計画が ①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス ①プロセス計画支援ツー O.1.3 プロジェクト ・対応項目・工数見積
明記されたもの
管理
「調査」の欄
に、プロセスの実施を が明記されたもの
の実施計画(利用資源、工数、期間、主 ル
計画している
『例：プロジェクト計画書、工程表など』
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

プロセスの実施の目 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.1の作 ①ソフトウェア要求分析プロセスの実施の目標 ①目標は「過去の情報など、根拠のあ ①組織の体制
標が明確になっている 業生産物(出力)
が明記されたもの
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛 ②ライフサイクルモデル
『例：プロジェクト計画書など』
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設 ③プロセス実施データ
定している
④経営会議
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている

GP

GP2.1.2

GP2.1.1

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

番号

ほとんど達成（L）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

リスク
（ Risk）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

責任や権限に関する規定が文
書化されていないため、範囲が
あいまいになる可能性がある。

見積り時に発生した課題・問題 プロジェクトが大規模になった
が文書化されていない。
り、プロジェクト数が増大した場
合、課題・問題を共有し管理で
きなくなる可能性がある。

調査時期は計画され文書化さ 1案件が複数契約に分割される
れているが、見積り実施時期は 場合が増えると管理単位がわ
計画され文書化されていない。 かりにくくなり、効率的・効果的
ではなくなる可能性がある。

調査時期は計画され文書化さ
れているが、見積り実施時期は
計画され文書化されていない。

弱み
（ We akn e ss）

FI

FI

FI

FI

PI

LI

LI

FI

四値評定
（ 一次）
インタビュー

追加確認エビデンス
文書

FI

FI

FI

FI

PI

LI

LI

FI

四値評定
（ 最終）

PJ1

PJ2

FI

FI

FI

FI

PI

LI

LI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

四値評定 四値評定
（ 最終）
（ 最終）

(2) PA2.1 実施管理属性
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プロセス名

P.3.4
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OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

OC
番号

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

作業生産物（ 出力）

GP2.2.6

GP2.2.8

①作業生産物の要求事項に対するレビュー計
画がわかるもの
『例：レビュー計画書など』
②レビュー結果を記録したもの
『例：レビュー結果報告書、問題報告書など』

①構成管理の履歴
②変更管理の履歴
③作業生産物の制御の要求事項を満足した文
書
『例：ソフトウェア要件定義書など』

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
作業生産物を調整して ②レビュー結果を記録したもの
②修正された作業生産物
いる
『例：ソフトウェア要件定義書など』
③構成管理の履歴
④変更管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項に対してレビューし ②レビュー対象の作業生産物
ている
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①変更状況の制御の対象となる作業生産物
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して]
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項を満足する ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 文書
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：ソフトウェア要件定義書など』

作業生産物の制御の ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①作業生産物の依存関係を定義したもの
①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
要求事項を定義してい るもの
『例：プロジェクト計画書、文書管理手順書など』 関係を定義している
②構成管理の仕組み
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義 ②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
したもの
管理の手順、方法を決めている
『例：変更管理手順書など』
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義 管理の手順、方法を決めている
したもの
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
『例：構成管理手順書など』
リース管理の手順、方法を決めている
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
わかるもの
ビューし、承認している
『例：レビュー結果報告書など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

GP2.2.4

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

①ソフトウェア要求分析プロセス実施に
より生産され、レビューされる作業生産
物を明確にしている
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

作業生産物の文書化 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか ①文書化する作業生産物がわかるもの『例：プ
の要求事項を定義して るもの
ロジェクト計画書、文書化生産物一覧表など』
いる
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
もの
『例：プロジェクト計画書、文書化活動方針書、
文書化手順書など』

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物の要求事 ①ソフトウェア要求分析プロセスのGP1.1.2の作 ①生産され、レビューされる作業生産物がわか
項を定義している
業生産物(出力)
るもの
『例：プロジェクト計画書、レビュー生産物一覧
表など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：プロジェクト計画書など』

GP

GP2.2.3

GP2.2.2

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

番号

ほとんど達成（L）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.2

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

品質保証
検証
妥当性確認
問題解決

S.8 問題解決

S.3
S.4
S.5
S.8

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証
S.4 検証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス

Q&A管理表
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）

・調査報告書Ver1.00

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物はどのように決められてい
て、どのようにレビューし承認さ
れていますか。また、レビュー
時に課題・問題が発生した場合
にどのように対応しています
か。

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

・調査報告書のVer1.00はどの
ようにして決められるのですか。
→ ツールで決まっている。
変更があればVersionRevision
のうちRevisionが上がっていく。
・「対応項目・工数見積」、「見積
り／調査結果チェックリスト」、
「見積り／調査報告書レビュー
記録」はどのようにバージョンを
管理していますか（日付か？）
→ 日付。同一日に複数回の
場合は番号を付ける（例：「2」）。

GP2.2.4に同じ

GP2.2.1・GP2.2.2に同じ

GP2.2.4に同じ

GP2.2.3に同じ

ソフトウェア要求分析に伴う成
果物の変更管理や構成管理は
どのように決められていて、現
在どうなっていますか。

・調査報告書の作成についての ソフトウェア要求分析に伴う成
ルールはありますか。
果物のうち、文書化すべきもの
→ 調査報告書テンプレート はどのように決められて、現在
に作成時の注意点がある。
どうなっていますか。

・対応項目・工数見積
GP2.2.3に同じ
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・調査報告書
・見積り調査資料

・調査報告書Ver1.00

・納品物一覧

・「見積」や「調査」で作成するも
のはどのようにして決めました
か。
→ 納品物一覧で決まってい
る。

インタビュー

確認エビデンス

・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト
・見積りレビュー記録（外部用）
・調査報告書レビュー（外部用）
・見積りレビュー記録（内部用）
・調査報告書レビュー（内部用）
・納品物一覧

・納品物一覧

文書

・顧客からのレビュー要求事項
だけでなく、Ａ社としての観点を
追加しながら、レビュー品質向
上に取り組んでいる。

強み
（ Stre n gth ）

・文書化に関して細かな運用ま
ではルールが文書化されてい
ない。

弱み
（ We akn e ss）

・再見積りが多くなるようであれ
ば、見積りに関する厳密な構成
管理を必要とする可能性があ
る。

・再見積りが多くなるようであれ
ば、見積りに関する厳密な構成
管理を必要とする可能性があ
る。

リスク
（ Risk）

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

FI

四値評定
（ 一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

LI

FI

PI

LI

FI

FI

四値評定
（ 最終）

PJ1

PJ2

FI

FI

FI

FI

FI

LI

FI

FI

FI

FI

PI

FI

PI

LI

FI

FI

四値評定 四値評定
（ 最終）
（ 最終）

(3) PA2.2 作業生産物管理属性
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OC3.1.6

OC3.1.5

OC3.1.4

OC3.1.3

OC3.1.2

OC3.1.1

OC
番号

確立されたプロセス

GP3.1.7

GP3.1.6

GP3.1.5

GP3.1.4

GP3.1.3

GP3.1.2

Standard processes are maintained.

標準プロセスが維持されている

Suitable methods for monitoring the
effectiveness and suitability of the
process are determined.

GP3.1.9

プロセスの効果性及び適切性を監視する GP3.1.8
のに適した方法が、定められる

Required infrastructure and work
environment for performing a process
are identified as part of the standard
process.

プロセスを実行するために必要な基盤及
び作業環境が、標準プロセスの一部とし
て識別される

Required competencies and roles for
performing a process are identified as
part of the standard process.

プロセスを実行するために必要な適格性
及び役割が、標準プロセスの一部として
識別される

The sequence and interaction of the
standard process with other processes
is determined.

標準プロセス及びその他のプロセスとの
順序関係及び相互作用が定められる

A standard process, including
appropriate tailoring guidelines, is
defined that describes the fundamental
elements that must be incorporated into
a defined process.

適切な修整の手引きを含む標準プロセス GP3.1.1
が定義され、標準プロセスに盛り込まれな
ければならない基本要素が記述される

番号

GP

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

作業生産物（ 出力）

①GP3.1.8で定めたメトリクスを算出して ①EPG
いる
②①のメトリクスを分析している
③②の分析に基づいてプロセスの効果
性及び適切性を評価している
④③の評価に基づいて標準プロセスの
修正をしている

文書

O.1.6 測定

・作業実績報告書
「調査工程の工数予実」

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」
・レビューチェックリスト

O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」
・レビューチェックリスト

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練
・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

・要員計画表
・商品検査担当スキルマップ
・基盤整備担当スキルマップ
・商品検証担当スキルマップ
・発注条件書
「要求スキル」

・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」
・発注条件書

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では作業環境や利用
ツールをどのように規定してい
ますか。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準では責任や権限をど
のように規定していますか。実
施要員のスキル・経験・教育は
どのように決められています
か。

ソフトウェア要求分析について、
組織標準はどの文書にどのよう
に規定されていますか。関連作
業との調整はどのようにされて
いますか。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかを評価す 組織標準はメトリクスの分析に
るための数値情報は組織（会社 よりどのように改善を実施してい
/部/グループ）ではどのように ますか。
活用していますか。
→ 工数の予実を分析。内容
も見る。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかはは組織 組織標準ではどのようなメトリク
（会社/部/グループ）としてどの ス利用を規定していますか。
ように評価することになっていま
すか。何か数値を利用していま
すか（多分、工数か？）
→ 工数の予実。内容も見
る。

・「見積」や「調査」の実施作業
環境は組織（会社/部/グルー
プ）ではどのように規定していま
すか。それは何か文書で提供さ
れていますか。
→ 調査はお客様の環境で
実施する。

・「見積」や「調査」の実施者ス
キルや実施責任に関して組織
（会社/部/グループ）ではどの
ように規定していますか。それ
は何か文書で提供されていま
すか。
→ 文書はないが、フォー
マットを理解していて、同じよう
なソフトウェアを作ったことがあ
る人。調査報告書には実施者を
記載する。

・発注条件書を受領して見積を
実施し、発注仕様書として受注
するまでの手順はどこで規定さ
れていますか。
→ 文書はない。発注条件書
は形式的。実際はメールで見積
り依頼が来て、要員の空き状況
やスキルを確認し、見積りを実
施する。

・「見積」や「調査」に関して組織
（会社/部/グループ）ではどの
ような手順で実施することに
なっていますか。それは何か文
書で提供されていますか。
→ 基本は全部「見積」と「調
査」を実施する。文書はない。

インタビュー

確認エビデンス
・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」

S.1 文書化
・プロジェクト実行計画兼結果
O.1.1 組織に関す 報告書
るアライメント
「QA2検討」

S.1 文書化

関連プロセス

①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロセスの効果性および適切性を測 ①プロセスデータベース O.1.6 測定
るのに適当なメトリクスを定めている
②①のメトリクスの算出手順を定めてい
る（データの定義、算出に必要なプロセ
スデータ、算出のサイクル/タイミング、
など）
③メトリクスの値に基づいてプロセスの
効果性および適切性を評価している

プロセスの効果性およ ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①メトリクスを算出したもの
び適切性の評価に基
②標準プロセスを修正したことがわかるもの
づいて標準プロセスを
維持している

プロセスの効果性およ ①プロセス実施の目標
び適切性を監視する ②組織としての標準プロセス
方法を定めている

①標準プロセス実施に必要な作業環境を記述し ①標準プロセスを実施する際に役割が
たもの
使用する作業環境（端末、ライセンス、
情報にアクセスするための設定など）を
明確にしている

①標準プロセスを実施するために必要
なインフラストラクチャ（作業空間、ネッ
トワーク環境、業務システムなど）を明
確にしている

①標準プロセスの実施に必要な要員の ①スキル管理システム
スキル、経験、教育などを明確にしてい
る

①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①標準プロセスの実施に必要な役割を
の
文書化したものが存在する
②①の役割に与えられた責任（作業・生
産物を含む）を明確にしている
③①の役割に与えられた権限（作業・生
産物の承認、決済や人事を含む）を明
確にしている

標準プロセスの実施に ①インフラストラクチャに対するニーズを記述し ①標準プロセス実施に必要なインフラストラク
必要なインフラストラク たもの
チャを記述したもの
チャを明確にしている

標準プロセスの実施に ①作業環境に対するニーズを記述したもの
必要な作業環境を明
確にしている

①組織として標準と位置付けられたプロ
セスが存在している
②標準プロセスは、GP3.1.1で識別した
基本要素を用いて記述している
③標準プロセスは、組織内の必要な人
すべてが利用できる

①標準プロセスと他のプロセスの関係を記述し ①標準プロセスとその他のプロセス（標
たもの
準プロセスに追加したプロセス）との順
序関係を定めている
②標準プロセスとその他のプロセス（標
準プロセスに追加したプロセス）との相
互関係を定めている

標準プロセスの実施に ①標準プロセス実施に必要な役割を記述したも ①適格性を記述しているもの
必要な適格性を明確 の
にしている

標準プロセスの実施に ①組織としての標準プロセス
必要な役割、責任およ
び権限を明確にしてい
る

標準プロセスとその他 ①組織としての標準プロセス
のプロセスとの前後関 ②標準プロセスに追加したプロセス
係および相互関係を
定めている

組織として標準プロセ ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①組織としての標準プロセス
スを定義している
たもの
②テーラリングガイド

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性

標準プロセスを定義す ①ソフトウェアプロセスを記述した規格や入手可 ①プロセスを定義するための基本要素を記述し ①標準プロセスの定義には、必要な基
るのに必要な基本要 能なモデル
たもの
本要素を記述している
素を識別している
②プロセス表記手法
②テーラリングガイド
②標準プロセスの基本要素として下記
のものを含む
－プロセスの目的
－作業生産物の入出力
－作業詳細化構造（ＷＢＳ）
－プロセスの開始条件および終了条件
を示す客観的基準
－プロセス実施に対する文書化された
組織方針
－標準プロセスを実施するときのプロセ
スの期待実施データ(資源（人、スキ
ル）、環境、作業の期間、費用)－テーラ
リングについての説明

部分的に達成（P）

プロセス定義属性
（定義されたプロセスの展開を支援するために、標準プロセスがどの程度維持管理されているかを示す尺度）

プロセス成果

3

PA3.1

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

・要員の稼動状況・スキル状況
が十分に管理され共有されてい
る。

強み
（ Stre n gth ）

弱み
（ We akn e ss）

リスク
（ Risk）
・旧グループの再編後も組織と
して実施すべきプロセスの適用
方針がまだ併用されており、プ
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
い。

組織として業務責任者等の責
任や権限が明確に文書化され
ていない。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。

・組織として実施すべきプロセス ・旧グループの再編後も組織と
を体系的にわかりやすく俯瞰で して実施すべきプロセスの適用
きるものが文書化されていな
方針がまだ併用されており、プ
い。
ロセスが分散している。
・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていな
い。

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定
（ 最終）

PJ1

PJ2

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

NI

NI

FI

FI

FI

LI

PI

PI

PI

四値評定 四値評定
（ 最終）
（ 最終）

(4) PA3.1 プロセス定義属性
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プロセス名

P.3.4
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OC3.2.6

OC3.2.5

OC3.2.4

OC3.2.3

OC3.2.2

OC3.2.1

OC
番号

GP3.2.3

GP3.2.2

Appropriate data are collected and
analysed as a basis for understanding
the behaviour of, and to demonstrate the
suitability and effectiveness of the
process, and to ev

GP

プロジェクトで定義した ①作業環境を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な作業環境
を管理し、かつ維持し
ている

GP3.2.7

GP3.2.9

収集したプロセスの実 ①プロジェクトで収集したメトリクス
施に関するデータを分
析している

・レビューチェックリスト
・対応項目・工数見積
・見積りチェックリスト_標準版
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト_標準版
・見積りチェックリスト
・調査結果レビュー(調査工程)
チェックリスト

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ
O.4.2 教育訓練

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
・商品検査担当スキルマップ

①プロジェクトで収集したメトリクスを分析したも ①GP3.2.8で収集したプロセスの実施
の
データを分析している

O.1.6 測定

①GP3.1.8に基づいてプロジェクトとして ①プロセスデータベース O.1.6 測定
プロセス実施データを収集する仕組み
を定義している
②プロセスの実施データを収集している

・対応項目・工数見積
「調査」の工数

インタビュー例
（汎用スクリプト）

強み
（Strength）

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準では作業環境
や利用ツールをどのように規定
していますか。

ソフトウェア要求分析について、 ・要員の稼動状況・スキル状況
プロジェクト標準では責任や権 が十分に管理され共有されてい
限をどのように規定していてま る。
すか。実施要員のスキル・経
験・教育はどのように決められ
ていますか。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクト標準では責任や権
限をどのように規定していてま
すか。

ソフトウェア要求分析について、
プロジェクトでは組織標準から
どのようにプロジェクト標準を規
定していますか。そのプロジェク
ト標準は現在どのように利用さ
れていますか。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかを評価す プロジェクトでは規定されたメト
るための数値情報はプロジェク リクスをどのように分析していま
トではどのように活用していま すか。
すか。
→ 担当者が分析し、必要な
ものは組織に展開する。

・「見積」や「調査」が適切で効 ソフトウェア要求分析について、
率的・効果的かどうかの評価は プロジェクト標準ではどのような
プロジェクトではどのような指
メトリクス利用を規定しています
標・数値情報を使用しています か。
か（多分、工数か？）。それは組
織（会社/部/グループ）の規定
とどのような関係になっていま
すか。
→ 工数の予実。内容も見
る。

・「見積」や「調査」の実施設備・
作業環境・利用ツールはプロ
ジェクトではどのように規定して
いますか。それは組織（会社/
部/グループ）の規定とどのよう
な関係になっていますか。
→ 標準化手順があり、共有
フォルダでテンプレートが提供
されている。

・「見積」や「調査」の実施者ス
キルや実施責任に関してプロ
ジェクトではどのように規定して
いますか。それは組織（会社/
部/グループ）の規定とどのよう
な関係になっていますか。
→ PLが要員の稼動空き状
況とスキルレベルを考慮して決
めた。

・「見積」や「調査」に関してプロ
ジェクトではどのような手順で実
施することになっていますか。
それは組織（会社/部/グルー
プ）の手順とどのような関係に
なっていますか。
→ 細かく文書化されたもの
はない。ソリューション部の
「QA2検討」がベース。

インタビュー

確認エビデンス

①プロセスの実施に必要なインフラクト ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
るアライメント
「テンプレート集」
ラクチャ（作業空間、ネットワーク環境、 ジニアリング環境
・レビューチェックリスト
業務システムなど）を特定している
②①で特定したインフラストラクチャを
提供している
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援
している
環境
②①で特定した情報をプロジェクトで利
用可能にしている
③②で利用可能にした情報を実際にプ
ロジェクトで使用している

①役割に必要なスキル、経験、教育な ①スキル管理システム
どを明確にしている
②各割り当てられた要員は①で定めた
適格性を獲得している

①プロジェクトで定義したプロセスの実
施に必要な役割、責任および権限を定
義し、合意している
②必要な役割に要員を割り当てている
③役割、責任と権限について関係者に
連絡をしている

文書
・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
「QA2検討」

O.1.3 プロジェクト ・プロジェクト実行計画兼結果
管理
報告書
「QA2検討」

S.1 文書化

関連プロセス

①作業環境が利用されていることがわかるもの ①プロジェクトて定義したプロセスを実 ①組織のソフトウェアエン O.1.1 組織に関す ・共有フォルダ
施する際に役割が使用する作業環境 ジニアリング環境
るアライメント
「テンプレート集」
（端末、ライセンス、情報にアクセスする
・レビューチェックリスト
ための設定など）を特定している
②①で特定した作業環境を提供してい
る
③②で提供したインフラストラクチャを
維持（増強、廃棄など）している
④インフラストラクチャの使用にあたり、
十分な支援と文書が利用できる

①インフラストラクチャが利用されていることが
わかるもの

①情報が利用されていることがわかるもの

①適格性を獲得していることがわかるもの

①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
がわかるもの

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①標準プロセス利用者は、テーラリング
のやり方を理解している
②標準プロセスをテーラリングしている
③テーラリングされた箇所について、そ
の根拠を文書化している

①プロジェクトで定義したプロセスが実施された ①GP3.2.1で作成した、プロジェクトで定
ことがわかるもの
義したプロセスを実施している

プロジェクトで定義した ①組織として収集するメトリクスを定義したもの ①プロジェクトで収集したメトリクス
プロセスを監視し、測
定している

プロジェクトで定義した ①インフラストラクチャを記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要なインフラ
ストラクチャを管理し、
かつ維持している

プロジェクトで定義した ①必要な情報を記述したもの
プロセスを実施するた
めに、必要な情報を利
用可能にし、かつ使用
している

割り当てた要員が、プ ①必要な役割が割り当てられ、連絡されたこと
ロジェクトで定義したプ がわかるもの
ロセスを実施するのに
必要な適格性がある

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスを実施するた
めに必要な役割、責任
及び権限を定義し、割
当て、連絡している

プロジェクトで定義した ①プロジェクトで定義したプロセス
プロセスに従って、プ
ロセスを実施している

作業生産物（出力）

①プロジェクトで定義したプロセス

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

標準プロセスをテーラ ①組織としての標準プロセス
リングしてプロジェクト
で定義したプロセスを
整備している

GP3.2.6

プロセスの振る舞いを理解するための基 GP3.2.8
盤として、プロセスの適切性及び効果性を
表すために、及び継続的改善が可能なプ
ロセスを評価するために、適切なデータが
収集され、分析される

Required infrastructure and work
environment for performing the defined
process are made available, managed
and maintained.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な基盤及び作業環境が、利用可能であ
り、管理され、維持される

Required resources and information
necessary for performing the defined
process are made available, allocated
and used.

定義されたプロセスを実行するのに必要 GP3.2.5
な資源及び情報が、利用可能であり、割り
当てられ、利用される

Personnel performing the defined
process are competent on the basis of
appropriate education, training, and
experience.

定義されたプロセスを実行する要員に、適 GP3.2.4
切な教育、訓練及び経験に裏打ちされた
適格性がある

Required roles, responsibilities and
authorities for performing the defined
process are assigned and communicated.

定義されたプロセスを実行するのに必要
な、役割、責任及び権限が、割り当てら
れ、連絡される

A defined process is deployed based
upon an appropriately selected and/or
tailored standard process.

適切に選択及び/又は修整された標準プ GP3.2.1
ロセスに基づいて、定義されたプロセスが
展開される

番号

ほとんど達成（L）

プロセス展開属性
（標準プロセスが、定義されたプロセスとしてそのプロセスの成果を達成するために、どの程度効果的に展開されてい
るかを示す尺度）

確立されたプロセス

プロセス成果

3

PA3.2

能力水準

評定

ソフトウェア要求分析プロセス

The purpose of Software requirements analysis is to establish the requirements of the software elements of the system.

ソフトウェア要求分析の目的は、システムのソフトウェア要素の要求事項(要件）を確立することである。

プロセス属性

プロセスの目的

弱み
（Weakness）

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・組織として見積りや調査が適
切で効率的・効果的かどうかを
分析する仕組みが明確にはな
いため、暗黙の了解として旧グ
ループのメトリクス活用方法が
適用されている。

・有用な情報を組織全体で必ず
しも共有・利用できているわけで
はない。

組織として業務責任者等の責
任や権限が明確に文書化され
ていない。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていない
ため、暗黙の了解として旧グ
ループのプロセスが適用されて
いる。

・組織として実施すべきプロセス
を体系的にわかりやすく俯瞰で
きるものが文書化されていない
ため、暗黙の了解として旧グ
ループのプロセスが適用されて
いる。

リスク
（Risk）

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

・請負契約であれば見積りの詳
細工数までを顧客と共同でレ
ビューする必要はないかもしれ
ない。

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定
（最終）

PJ1

PJ2

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

NI

NI

FI

FI

LI

FI

LI

PI

PI

四値評定 四値評定
（最終）
（最終）

(5) PA3.2 プロセス展開属性
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PO5

POA1

PO4

PO3

PO2

GP1.1.3
BP5

GP1.1.3
BP4

GP1.1.3
BP3

Results of the verification activities are
made available to the customer and
other involved parties.

①検証結果がわかるもの

検証の結果を、関係者 ①検証結果がわかるもの
に対して利用可能にし
ている

検証活動の結果、検 ①検証基準（除外項目を含む）
証基準に合格している ②検出した欠陥を記録したもの
ことを確認している

検証活動の結果、検
出した欠陥を特定し、
記録している

検証の実行計画に基 ①検証を計画したもの
づいて、必要な検証活 ②役割分担表
動（activities）を行って ③検証の作業手順書
いる

①検証の参照情報を確認している
②検証対象の作業生産物に対し、検証
のための基準を設定している

①下記を含む検証の実行計画を立てて
いる
－検証体制と役割分担（参加者、責任
者、関係者）
－検証の対象物（検証対象とその参照
情報）
－検証の方法（レビュー実施方法、テス
ト実施方法など）
－検証スケジュール

①検証結果を利用可能な関係者を特定したも
の
②検証結果の配付・公開の方法、手順を記述し
たもの
③検証結果を関係者に対して利用可能にしてい
ることが確認できるもの
『例：連絡票など』

①検証結果がわかるもの
『例：レビュー結果報告書、検証結果報告書な
ど』

①検出した欠陥を記録したもの
『例：課題一覧表、障害一覧表など』

①検証結果を利用可能な関係者を特定 ①共通ライブラリ
している
②アクセス手段
②検証結果を利用可能にするツール、 ③情報交換の仕組み
アクセス手段、手順を定めている
③②に従って検証結果を関係者に対し
て利用可能にしている

①BP4で検証活動（activities）を実施し
た結果をBP3の基準と照らし合わせ、合
格しているかどうかを判定している
②①の結果、合格している証拠がある

①BP4で検証活動（activities）を実施し
た結果、検出した欠陥を特定している
②①で特定した欠陥を記録している

①検証活動を計画通りに実施したことがわかる ①BP2の実行計画に従い検証を実施し
もの
ている
『例：レビュー結果報告書など』
②作業実績(工数またはマイルストーン
に対して実施したかどうか、など）を確認
している
③①②の結果を記録している

要求されている全ての ①検証活動を推進するための戦略を記述したも ①検証基準（除外項目を含む）
作業生産物に対し、検 の
『例：レビュー方針、品質保証方針書など』
証のための基準を設
定している

検証の戦略に基づい ①検証活動を推進するための戦略を記述したも ①検証を計画したもの
て、検証の実行計画を の
『例：設計レビュー計画書、検証計画書など』
立てている
②役割分担表
③検証の作業手順書

GP1.1.3
BP2

①検証プロセスの実施に先立って、検
証プロセスについて、作成すべき作業
生産物を把握している
②各作業生産物について、作成分担を
決めている

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①検証プロセスの実施に先立って、検
証プロセスについて、作業を詳細化して
いる
②各作業について、作業開始までに分
担を決めている

①検証活動を推進するための戦略を記述したも ①下記を含む検証の戦略を立てている
の
－検証の方針
『例：検証方針書など』
－検証の作業一覧
－検証の作業生産物
－検証の責任者

①検証プロセスを行なった結果の作業生産物
が特定できるもの
『例：検証計画書、検証手順書、テスト計画書、
検証の作業生産物のフォーマットなど』
②各作業生産物について、作成分担を決めてい
ることが確認できるもの
『例：作業分担表など』

検証活動を推進する ①品質保証活動を推進するための戦略を記述
ための戦略を立ててい したもの
る

検証アクティビティの結果を、顧客及びそ GP1.1.3
の他の関連関係者に対して利用可能にす BP7
る

Evidence is provided that the software
work products as developed satisfy the
criteria for verification.

作業生産物（ 出力）

①検証プロセスの作業が特定できるもの『例：検
証計画書、検証手順書、テスト計画書など』
②各作業について、作業開始までに分担を決め
ていることが確認できるもの『例：作業分担表な
ど』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

GP1.1.3
BP1

作業生産物の範囲を
理解している

GP1.1.2

開発された作業生産物が検証のための基 GP1.1.3
準に照らして、適合していることの証拠が BP6
提供される

Defects are identified and recorded.

欠陥が特定され、かつ記録される

Required verification activities are
performed.

必要な検証アクティビティが遂行される

Criteria for verification of all required
software work products is identified.

全ての必要なソフトウェア作業生産物の
検証のための基準が特定される

A verification strategy is developed and
implemented.

検証戦略が開発され、かつ実行される

GP/ BP

実施する作業の範囲
を理解している

番号

GP1.1.1

ほとんど達成（L）

プロセス実施属性
（プロセスの目的がどの程度達成されているかを示す一つの尺度）

実施されたプロセス

プロセス成果

1

PA1.1

能力水準

評定

検証プロセス

The purpose of the Verification process is to confirm that each software work product and/or service of a process or project property reflects the specified
requirements.

プロセス属性

PO
番号

PO1

S.4

検証プロセスの目的は、あるプロセス又はプロジェクトの各ソフトウェア作業生産物及び/又はサービスが、規定の要求事項を適切に反映していることを確認するこ
とである。

関連プロセス
文書

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

共有フォルダ

・レビュー記録

・レビュー実施手順書.xls
・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls

検証計画を立てる流れを教えて
ください。
→D社様よりいただいた手順に
沿って計画を立てている。要員
については要員計画表を参照し
ながら計画する。

・レビュー実施手順書.xls
・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
・要員計画表

レビューの結果はどのようにメ 検証結果をどのようにして関係 共有資料は共有フォルダに統
一されており、運用ルールもあ
ンバーに周知していますか？
者に周知していますか。
るため、連絡がなくてもそのフォ
→周知はしないが、指定された
ルダを見る習慣があれば見落と
フォルダに置くことになってい
しを防げる。
る。お客様と共有するフォルダ
も別ネットワークであるのでそち
らにも公開できる範囲でファイ
ルを置いている。顧客と社内の
ドキュメント整合はリリース連絡
のときまでに取れるようにしてい
る

検証作業結果が基準に照らし チェックリスト、レビュー記録表
て合格または不合格であること が詳細化されているため漏れは
をどのように確認していますか。 少ないのではないかと考えられ
る。

・UDなどの場合は担当者が管 検証作業の結果検出された欠 チェックリストを活用した自己
理表を起こして修正をし、確認 陥はどのように管理しています チェックと、有識者によるレ
を行う。
か。
ビューをきちんと記録しており、
・レビューにて発覚した場合は
トレースもしやすい。
指摘事項を記録表に記載し、修
正後にレビューの承認者に確認
してもらう。

レビューの日はどのように決定 検証作業の状況をどのように管
されるのか？
理していますか。
⇒お客様の定めた手順にのっ
とったうえでスケジュールを作
成し各フェーズの最後がレ
ビューというように決まる。

検証の基準をどのように設定し 手順及びチェックリストが用意さ
ていますか。
れており詳細化されている。ま
た、Ａ社独自にチェック事項を追
記しているため品質は下がりに
くい。

基本的にスペシャリストを配置
できるため、作業効率がよい。

検証の方針や目標をどのように 手順自体をお客様が細かく指定
作成し、それに基づいてどのよ しているので認識がずれること
うに検証計画を立てています
が少ない。
か。

進捗管理はフェーズ単位だが、 検証で作成する文書等を教え
成果物単位での管理はしている てください。
か？
⇒作成する文書は手順書で決
められており、進捗は進捗管理
表と週報の作業項目を利用して
管理している。

検証にあたっては必ずプロパー
が参加するようにしている。プロ
パーにスキルレベルは定めら
れていないが、過去に類似の案
件を経験していることを考慮して
配置している。

強み
（ Stre n gth ）

検証の作業内容を教えてくださ かなり詳細に作業内容が定め
い。
られており、品質の底上げにつ
ながっている。

・レビュー実施手順書.xls

インタビュー

確認エビデンス
・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
・レビュー実施手順書.xls

レビュー記録とスケジュールの
日時、実績に不整合が起きてい
る。

作業成果物単位でのスケ
ジュールがないので、1週間単
位でしか管理ができなくなって
いる。

弱み
（ We akn e ss）

リスク
（ Risk）

レビュー結果がどこに置かれて
いるということは口頭でしか知り
えないので、新しく配置された人
が認識できない可能性がある。

各社員の能力が数値化されて
いるのに、スキルレベルの設定
には活用されていないため規模
が大きい開発があるとき要員計
画を立てられなくなる恐れがあ
る。

お客様指定の手順に従った作
成文書なので品質を開発側で
コントロールすることができな
い。

手順をお客様が定めているた
め、それをただ踏襲するという
運用では変化が激しくなってた
場合に対応が後手に回る可能
性が高い。

FI

FI

FI

PI

FI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（ 一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

FI

PI

FI

LI

FI

FI

FI

四値評定
（ 最終）

4.4.1

プロセスの目的

4.4
検証プロセス（S.4） ： 水準 2 まで

PA1.1 プロセス実施属性
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プロセス名

S.4
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OC2.1.6

OC2.1.5

OC2.1.4

OC2.1.3

OC2.1.2

OC2.1.1

OC
番号

番号

GP2.1.7

Interfaces between the involved parties
are managed to ensure both effective
communication and also clear
assignment of responsibility.

効果的な伝達及び明確な責任の割当て GP2.1.8
の両方が確実に実施できるように、関係者
間のインタフェースが管理される

Resources and information necessary for
performing the process are identified,
made available, allocated and used.

プロセスを実行するために必要な資源及 GP2.1.6
び情報が特定され、利用可能とされ、配分
され、利用される

Responsibilities and authorities for
performing the process are defined,
assigned and communicated.

①検証プロセス実施に必要な情報を特定した資
料
②①で特定した資料へのアクセス記録
③①で特定した情報を利用して作成した文書

関係者の間のインタ ①検証プロセスを実施する責任・権限・割り当て ①検証プロセスに関係する個人およびグループ
フェースを管理してい が定義されたもの
を特定するもの
る
②検証プロセスに関わる情報の伝達・公開・配
付のルールを定めたもの
③関係者およびグループ間でインタフェースが
正しく機能していることがわかるもの
『例：レビュー結果報告書、監査結果報告書な
ど』

プロセスを実施するの ①検証プロセスの実施計画が明記されたもの
に必要な情報を特定
し、利用している

S.3 品質保証
O.1.3 プロジェクト
管理
O.1.5 リスク管理
O.1.6 測定

①プロセス実施のための責任と権限(作 ①組織の体制
業生産物の検証を含む)を定義している ②情報伝達の仕組み
②責任と権限を関係者の間で合意して ③会議の仕組み
いる

文書

O.1.3 プロジェクト
管理

①プロセスの実施に必要な情報を特定 ①オンラインの作業支援 S.1 文書化
している
O.3.1 プロセス確
②プロセスの実施に必要な情報を利用
立
している

①プロセスの実施に関係する個人およ ①組織の体制
びグループを決めている
②情報伝達の仕組み
②関係者およびグループ間で効果的な ③会議の仕組み
情報伝達を行うためのインタフェースを
決めている。
③責任の割り当てが確実に行われるよ
うインタフェースが管理されている

・要員計画表

O.4.1 人的資源管 ・要員計画表
理
O.4.2 教育訓練

①プロセス計画支援ツー S.8 問題解決
ル
O.1.3 プロジェクト
②プロセス実施監視ツー 管理
ル
O.1.5 リスク管理
③会議の仕組み

プロセスを実施するの ①検証プロセスの実施計画が明記されたもの ①プロジェクト計画書(活動に必要な資源、作業 ①プロセスの実施に必要な要員のスキ ①スキル管理システム
に必要な(人的)資源を ②検証プロセス実施のための役割(責任および 実施責任)
ル、投入工期および数を特定している ②工数管理システム
配置し、利用している 権限)を示したもの
②資源(要員)の投入実績
②①で特定したプロセスの実施に必要
③プロセス実施の実績が把握できるもの『例：作 な人材をアサインし、利用している
業報告書など』
④検証プロセス実施に必要な教育訓練を行なっ
たことを示すもの
『例：教育訓練受講記録など』

①検証プロセス実施のための役割(責任および
権限)を示したもの
『例：体制表など』
②役割を当事者ならびに関係者と合意したもの
『例：議事録など』

関連プロセス

インタビュー例
（ 汎用スクリプト）

強み
（ Stre n gth ）
テスト、レビューのいずれにも詳
細に設定された目標がある。

フェーズごとに管理しているた
め作業項目単位での進捗は週
報でしか確認できない。

弱み
（ We akn e ss）

検証の役割分担をどのように決
めていますか。

リソースの調整が必要な時はど 検証について関係者間では何
うしていますか？
をどのように調整していますか。
⇒基本的には社員の経験者を
アサインするが、不可能な場合
は協力会社の方にお願いする
ことがある。
協力会社の方をアサインすると
き、どのようなスキルを持った人
を付けますか？
→スキルが定められているわけ
ではない。社員同様過去に類似
案件を担当し他経験のある方を
アサインさせる。

担当者はどうやって検証作業の
実施を確認しますか？
→レビュー記録票で確認ができ
る。

検証の担当者はどうやって決ま 検証に必要な要員・スキルをど
りますか？
のように決めていますか。
→社員のなかで類似プロジェク
トの経験があり、かつ時間が取
れるものをアサインする。

GP2.1.2と同じ。

手順の中に関係者は明確に定
められているため、プロセスの
実施が適切に行える。また、定
められたフォーマットで伝達が
行われている。

レビュー記録表のフォーマット
が確立されており、1ファイルに
各フェーズのレビュー記録があ
るため小規模プロジェクトとして
全体を把握しやすいようになっ
ている。

責任や権限に関する規定が文
書化されていないため、検証参
加者があいまいになる可能性が
ある。

検証にあたっては必ずプロパー
作業項目の進捗は完了時にし
か把握できない。また、レビュー
が参加するようにしている。プロ
パーにスキルレベルは定めら
記録の日付がスケジュールの
れていないが、過去に類似の案
実績と整合していないため、計
画の変更が反映されておらず
件を経験していることを考慮して
配置している。進捗はスケ
管理しきれていない可能性があ
ジュールでの工数消化率と週
る。
報での完了作業数で把握して
修正すべきものが検証で発覚し 検証のに課題・問題が発生した 修正が発生したときの手順、作 レビューや修正の計画に対して
た場合、どのような手順で修正 場合にどのように対応していま 成ドキュメントが明確化されてい 実績との不整合があるため、修
しますか？
すか。
るので作業の漏れは少ないと考 正時の計画変更まで反映され
⇒テストの場合は発見者が管
えられる。
ていないと考えられる。
理表を起票して報告後修正して
確認を行う。管理表が提出され
た際に有識者のチェックを通し
て不具合の影響度を確認する。
影響が大きい場合は関係各所
に通知する。
レビューの場合は指摘事項を担
当者が修正して、再レビューを
行う。

検証計画を立てる流れを教えて 検証をどのように計画し監視し
ください。
ていますか。
→Ｄ社様よりいただいた手順に
沿って計画を立てている。要員
については要員計画表を参照し
ながら計画する。

本プロジェクトの検証の目標、 検証の目標を教えてください。
目的を教えてください。
→テストについては作成手順に
従って定めている。レビューに
ついても手順に従う。また、手順
以外に「要件を取りこぼさない」
「あいまいさを回避する」というと
ころも意識している。

インタビュー

確認エビデンス

O.1.3 プロジェクト ・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
管理
・レビュー実施手順書.xls

①GP2.1.1の目標に基づいて、プロセス ①プロセス計画支援ツー O.1.3 プロジェクト ・レビュー実施手順書.xls
管理
の実施計画(利用資源、工数、期間、主 ル
要マイルストン、プロセスのゴールなど
が明確になっている)を策定している

①検証プロセスの実施を監視した結果がわかる ①GP2.1.2のプロセスの実施計画を実行 ①プロセス実施監視ツー
もの
している
ル
『例：実績データ、是正処置記録など』
②計画に沿ってプロセスが実行されて ②会議の仕組み
いるかどうか、責任と権限を持つ者が監
視している

①検証プロセスの実施計画が明記されたもの
『例：検証計画書など』

①組織の体制
②ライフサイクルモデル
③プロセス実施データ
④経営会議

資源/ 環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①目標は「過去の情報など、根拠のあ
る情報に基づき」「利用可能な資源に矛
盾せず」「プロセスの目的に基づき」設
定している
②プロセス実施の目標には、「作業生産
物の質」や「資源の利用」に関する目標
が含まれている

①検証プロセスの実施を監視した結果がわかる ①検証プロセスの実施を制御した結果がわかる ①GP2.1.3でプロセス実施を監視した結
もの
もの
果、計画に沿ってプロセスが実行されて
『例：レビュー結果報告書、是正処置記録、議事 いないときは、修正を検討している
②修正処置が必要なときは、計画に組
録など』
み込んで実行している

プロセスを実施する責 ①検証プロセスの実施計画が明記されたもの
任および権限を定義
し、割り当て、伝達して
いる

プロセスの実施が計
画に沿うように制御し
ている

プロセスの実施を監視 ①検証プロセスの実施計画が明記されたもの
している

GP2.1.3

作業生産物（ 出力）
①検証プロセスの実施の目標が明記されたも
の
『例：検証方針書など』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（ 入力）

目標を達成するため ①検証プロセスの実施の目標が明記されたも
に、プロセスの実施を の
計画している

プロセスを実行するための責任及び権限 GP2.1.5
が定義され、割当てられ、伝達される

Performance of the process is adjusted
to meet plans.

GP

プロセスの実施の目 ①検証プロセスのGP1.1.1の作業生産物(出力)
標が明確になっている

GP2.1.2

GP2.1.1

プロセスの実行が計画に合うように調整さ GP2.1.4
れる

Performance of the process is planned
and monitored.

プロセスの実行が計画され、監視される

Objectives for the performance of the
process are identified.

プロセスを実行する目標が特定される

ほとんど達成（L）

実施管理属性
（どの程度プロセスの実施が管理されているかを示す一つの尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.1

The purpose of the Verification process is to confirm that each software work product and/or service of a process or project property reflects the specified
requirements.

能力水準

評定

検証プロセス

検証プロセスの目的は、あるプロセス又はプロジェクトの各ソフトウェア作業生産物及び/又はサービスが、規定の要求事項を適切に反映していることを確認するこ
とである。

プロセス属性

プロセスの目的

リスク
（ Risk）

必要なスキルが経験値に偏っ
ているため、計画的な教育によ
る要員の育成が難しい。

責任や権限に関する規定が文
書化されていないため、範囲が
あいまいになる可能性がある。

基本的にはお客様が指定してき
ているのでＡ社側でコントロー
ルできないため、過剰な品質を
定められてしまうと対応が難しく
なってしまう恐れがある。

LI

FI

FI

FI

PI

PI

PI

FI

四値評定
（ 一次）

インタビュー

追加確認エビデンス
文書

LI

FI

FI

FI

PI

PI

PI

FI

四値評定
（ 最終）

4.4.2
PA2.1 実施管理属性
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プロセス名

S.4
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OC2.2.4

OC2.2.3

OC2.2.2

OC2.2.1

OC
番号

GP2.2.6

Work products are reviewed in
accordance with planed arrangements
and adjusted as necessary to meet
requirements.

GP2.2.8

①GP2.2.1で定義した作業生産物の依存 ①変更管理の仕組み
関係を定義している
②構成管理の仕組み
②GP2.2.1で定義した作業生産物の変更
管理の手順、方法を決めている
③GP2.2.1で定義した作業生産物の構成
管理の手順、方法を決めている
④GP2.2.1で定義した作業生産物のリ
リース管理の手順、方法を決めている

要求事項に合わせて ①要求事項に対してレビューされた作業生産物 ①是正処置記録
作業生産物を調整して ②作業生産物をレビューしたことがわかるもの ②修正された作業生産物
いる
『例：検証方針書、検証計画書、検証結果報告
書など』
③構成管理の履歴
④変更管理の履歴

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
①作業生産物をレビューをしたことがわかるも
項に対してレビューし ②作業生産物の文書化の要求事項に合うように の
ている
作成した作業生産物
『例：レビュー結果報告書、議事録、メールなど』
③レビューの手順や項目を明確にしたもの

作業生産物の変更状 ①作業生産物の依存関係を定義したもの
①構成管理の履歴
況を制御している
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義 ②変更管理の履歴
したもの
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの

①GP2.2.7で実施したレビューの結果に ①変更管理の仕組み
対して修正処置が決まっている
②構成管理の仕組み
②修正処置を実行する担当者が決まっ ③文書作成ツール
ている
③修正処置を実行した結果が記録され
て、作業生産物に反映されている

①作業生産物のレビューが計画されて ①会議の仕組み
いる
②GP2.2.1で定義した作業生産物の要求
事項に対してレビューしている
③レビュー記録には下記が含まれてい
る
－適切な専門家がレビューに参加した
事実
－識別された問題[要求事項に対して
－問題に対する修正処置
－完全性基準が満足されていること
－品質基準が満足されていること
－受入れ基準が満足されていること

①作業生産物は、構成管理の下に維持 ①構成管理の仕組み
されている
②変更管理の仕組み
②作業生産物は、識別された版指標を
持っている
③作業生産物の現在の状態(版、所有
者、ステータスなど)は容易に確かめら
れる
④GP2.2.4で定義した制御の要求事項に
従って構成管理の下に基準線
(baseline)化された品目に対して変更管
理を行っている

文書化の要求事項に ①文書化する作業生産物がわかるもの
①作業生産物の文書化の要求事項に合うように ①GP2.2.3で定義した文書化の要求事項 ①文書作成ツール
合うように作業生産物 ②作業生産物の文書化の要求事項を定義した 作成した作業生産物
に従って作業生産物を文書化している
の文書化をしている
もの
『例：検証方針書、検証計画書、検証結果報告
書など』

作業生産物の制御の ①検証プロセスの実施により作成され、レビュー ①作業生産物の依存関係を定義したもの
要求事項を定義してい される作業生産物がわかるもの
『例：構成品目など』
る
②作業生産物の要求事項を定義したもの
②作業生産物の変更管理の手順、方法を定義
したもの
『例：変更管理手順書など』
③作業生産物の構成管理の手順、方法を定義
したもの
『例：構成管理手順書など』
④作業生産物のリリースの手順、方法を定義し
たもの
『例：リリース手順書など』

①GP2.2.1で定義した作業生産物の要求 ①文書作成ツール
事項に対して、文書化する作業生産物
をリストアップしている
②文書化の方法を定義している(Excel、
Word、製本化など)

資源/環境特性

プロセス能力のインジケータ
プラクティス実施特性
①検証プロセス実施により生産され、レ
ビューされる作業生産物を明確にしてい
る
②作業生産物の完全性基準(例えば記
載項目)を定義している
③作業生産物の品質基準(例えば記載
レベル)を定義している
④作業生産物の受入れ基準を定義して
いる

①作業生産物の要求事項をレビューしたことが ①GP2.2.1で定義した要求事項を、レ
わかるもの
ビューし、承認している
『例：レビュー結果報告書など』
②承認、合意が把握できるもの
『例：議事録、メールなど』

GP2.2.4

作業生産物の要求事 ①作業生産物の要求事項を定義したもの
項をレビューし、承認し ②レビューの手順や項目を明確にしたもの
ている

作業生産物（出力）
①検証プロセスの実施により作成され、レビュー
される作業生産物がわかるもの
『例：検証方針書、検証計画書、検証結果報告
書など』
②作業生産物の要求事項を定義したもの
『例：規程制定基準、文書管理規程など』

プロセス実施のインジケータ

作業生産物（入力）

作業生産物の文書化 ①検証プロセスの実施により作成され、レビュー ①文書化する作業生産物がわかるもの
の要求事項を定義して される作業生産物がわかるもの
『例：検証方針書、検証計画書、検証結果報告
いる
②作業生産物の要求事項を定義したもの
書など』
②作業生産物の文書化の要求事項を定義した
もの
『例：文書化活動方針書、文書化手順書など』

作業生産物が計画された手筈に沿ってレ GP2.2.7
ビューされ、必要であれば要件に合うよう
に調整される

Work products are appropriately
identified, documented, and controlled.

GP

作業生産物の要求事 ①検証プロセスのGP1.1.2の作業生産物(出力)
項を定義している

GP2.2.3

GP2.2.2

作業生産物が適切に識別され、文書化さ GP2.2.5
れ、制御される

Requirements for documentation and
control of the work products are defined.

作業生産物の文書化及び制御に対する
要件が定義される

Requirements for the work products of
the process are defined.

プロセスの作業生産物に対する要件が定 GP2.2.1
義される

番号

充分に達成（F）

作業生産物管理属性
（プロセスから作り出される作業生産物がどの程度適切に管理されているかを示す尺度）

管理されたプロセス

プロセス成果

2

PA2.2

The purpose of the Verification process is to confirm that each software work product and/or service of a process or project property reflects the specified
requirements.

能力水準

評定

検証プロセス

検証プロセスの目的は、あるプロセス又はプロジェクトの各ソフトウェア作業生産物及び/又はサービスが、規定の要求事項を適切に反映していることを確認するこ
とである。

プロセス属性

プロセスの目的

S.8 問題解決

S.3 品質保証
S.5 妥当性確認
S.8 問題解決

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.2 構成管理

S.1 文書化

S.3 品質保証

S.1 文書化
S.2 構成管理

関連プロセス
文書

・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
・要員計画表
・レビュー実施手順書.xls

・変更管理台帳.xls
・各ドキュメントの変更履歴

・変更管理台帳.xls
・各ドキュメントの変更履歴

・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
・レビュー実施手順書.xls

インタビュー例
（汎用スクリプト）

強み
（Strength）

検証に伴う成果物のうち、文書
化すべきものはどのように決め
られて、現在どうなっています
か。

お客様への納品物だけでなく、
他プロジェクトに影響の出るよう
な不具合に対しても管理が行わ
れている。

標準のチェックリストが用意され
ており、さらにＡ社独自のチェッ
ク事項も追記されているので、
品質が下がりにくい。

検証に伴う成果物はどのように テスト・レビューの手順が明確・
決められていて、どのようにレ 詳細に定められているため作業
ビューし承認されていますか。 の漏れは少ないと考えられる。
また、レビュー時に課題・問題
が発生した場合にどのように対
応していますか。

GP2.2.4に同じ

チェックリストが用意されている GP2.2.1・GP2.2.2に同じ
が、チェックはレビューする人が
記入するのか？
→チェックリストへの記入は作
業担当者が行い、レビューする
人はきちんとチェックが付けら
れていることを確認する。

GP2.2.4と同じ

他プロジェクトに影響を与える GP2.2.3に同じ
不具合の管理表はフォーマット
も用意されている。

弱み
（Weakness）

かなり細かいところまで指摘す
るようになっており、品質が下が
りにくい。

レビュー前に問題を発見できる
よう、標準的なチェックリスト・Ａ
社追記分のチェックリストを作
成しており、事前にレビューしや
すくしている。

納品物に対する構成はしっかり 設計以前の変更管理が実施さ
行われており、承認者・手順も れていない。
明確に定められている。

作成すべきものは規定、手順で
整備され、チェックリストで効率
的に文書化の漏れを防いでい
る。

変更管理台帳にはどの文書の 検証に伴う成果物の変更管理 納品物に対する構成はしっかり
変更が管理されていますか？ や構成管理はどのように決めら 行われており、承認者・手順も
→要件定義書や発注書といっ れていて、現在どうなっていま 明確に定められている。
たお客様都合の変更を管理して すか。
いる。
Ａ社都合の変更はどう管理して
いますか？
→文書に関しては各ドキュメント
にある変更改定履歴に記入す
ることになっている。

検証で作成する文書はお客様
が指定しているもの以外にあり
ますか？
→テストで出てきた影響の大き
な不具合のための管理表があ
る。グループ内の手順で定めら
れているわけではなく、発生した
際にそうするよう口頭にて伝え
る。

検証に伴う成果物はどのように
決められていますか？
→お客様の手順に従って定め
られたものを作成することに
なっている。
それはグループ内または部内
で定められているか？
→定められていない。口頭にて
手順に従うよう伝える。

インタビュー

確認エビデンス
・ﾃｽﾄ仕様書作成手順書.xls
・レビュー実施手順書.xls

リスク
（Risk）

内部レビューの参加者が多く設
計レビューでは30もの指摘が出
ていることから設計フェーズの
チェックリストで足りていない恐
れがある。
調査フェーズ以降のレビュー参
加者が多いためレビューの工数
がかかってしまう。

基本的にはお客様が指定してき
ているのでＡ社側でコントロー
ルできないため、過剰な品質を
定められてしまうと対応が難しく
なってしまう恐れがある。

基本的にはお客様が指定してき
ているのでＡ社側でコントロー
ルできないため、過剰な品質を
定められてしまうと対応が難しく
なってしまう恐れがある。

お客様がすべて定めているた
めにＡ社でコントロールすること
が難しく、環境の変化などで手
順、基準が変更が大きい場合に
対応が難しくなる。

FI

FI

PI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（一次）
文書

インタビュー

追加確認エビデンス

FI

FI

PI

FI

FI

FI

FI

FI

四値評定
（最終）

4.4.3
PA2.2 作業生産物管理属性
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5． アセスメント実施計画書
SPEAK-IPA に基づくアセスメント実施するにあたって作成したアセスメント実施計画書を次ペー
ジより掲載する。本アセスメント実施計画書は、「SPEAK-IPA 第 2 部：アセスメント手順書」に示さ
れている「附属書 C アセスメント実施計画書様式」に厳密に準拠して作成したものである。ただし、
本報告書に掲載する都合上、アセスメント実施計画書に記載されている各種署名は電子的にタイ
プしただけのものであるが、印刷のうえ作成したアセスメント実施計画書の原本の署名は、いずれ
も署名者自身が自著したものである。
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文書番号：IPA/SEC-A-3

アセスメント実施計画書

2012 年 8 月 24 日
株式会社Ａ社 第一事業部 Ｘソリューション部 アセスメントチーム
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署名
アセスメントチーム
チームリーダ： アセスメントチームリーダ氏名
メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：
メンバ：

改版履歴
版番号
0.1

0.5

1.0

改訂内容

作成

2012 年
8 月 22 日

発行日
初版

アセスメント実施計画書(案) 初版作成

アセスメ
ントチー
ムリーダ

2012 年
8 月 23 日

アセスメントの範囲

アセスメントの範囲
・IPA レビューコメントを反映し、「S.4
検証」と「O.14.2 教育訓練」は水準 2 ま
でに変更。

アセスメ
ントチー
ムリーダ

アセスメント日程

アセスメント日程
・インタビューについて調整結果の反
映（日時および対象者の変更）

データ収集方針および
妥当性確認方針

・事前入手した文書エビデンスの追加

2012 年
8 月 24 日

改訂個所
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ムリーダ
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承認

アセスメ
ント依頼
者

(1) アセスメント識 別 事 項

(ａ)計画日付

2012/8/22

（ｂ）計画責任者

アセスメントチームリーダ

(c) ア セスメ ン トの種

■適 合 アセスメント

(d) アセスメントの位

■改 善

類の識別

□非 適 合 アセスメント

置付け

□調 達
□区 別 なし

(e) ア セスメ ン ト依頼
者(肩書き)

株 式 会 社 Ａ社 肩 書 き
アセスメント依 頼 者 氏 名

(f) ア セスメ ン ト依頼

アセスメント対 象 プロジェクト実 施 組 織 の統 括 責 任 者

者とアセスメント
対象組織の関係

(2) アセスメントの目 的

(a) ア セ ス メ ン 成 果 物 の品 質 を向 上 させるために必 要 となるプロセスの改 善 点 を抽 出 する。
トの目的

(b) ア セ ス メ ン
トのゴール

ゴール

達成判定基準

アセスメント対 象 プロセスの能 力 水 準 の判

アセスメント対 象 プロセスに対 し、能 力 水 準

定

3までの判 定 が行 われる

アセスメント対 象 プロセスにおける改 善 課

アセスメント対 象 プロセスにて1件 以 上 の改

題 の抽 出

善 課 題 が抽 出 される

プロセス改 善 推 進 者 のSPEAK-IPAアセス

アセスメントチーム・メンバとして全 てのアセ

メントの理 解

スメント活 動 に参 画 しアセスメントの手 順 ・
内 容 を理 解 する

(c) プロセス改 成 果 物 の品 質 向 上 に有 効 なプロジェクト管
善のゴー

理 、ソフトウェア要 求 分 析 、検 証 、教 育 訓

ル

練 の各 プロセスを改 善 し、開 発 コストを削
減 する

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

37

(3) アセスメントの範 囲

(a) プロセス種別と能力水準範囲(設定した目標能力)
(凡例）

充分に達成(F)

ほとんど達成(L)

設定しない(N)

対象外

目標とするプロセス能力/プロセス属性
プロ
セス
ID
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.2
P.3.1
P.3.2
P.3.3
P.3.4
P.3.5
P.3.6
P.3.7
P.3.8
P.3.9
P.3.1
P.5
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.8
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.1.4
O.1.5
O.1.6
O.4.1
O.4.2
O.7

実施さ
れた
PA
1.1

プロセス名称

管理された

確立された

予測可能な

最適化された

PA
2.1

PA
3.1

PA
4.1

PA
5.1

PA
2.2

PA
3.2

PA
4.2

PA
5.2

取得準備
供給者選択
供給者監視
顧客の受入れ
供給
要求事項抽出
システム要求分析
システムアーキテクチャ設計
ソフトウェア要求分析
ソフトウェア設計
ソフトウェア構築
ソフトウェア結合
ソフトウェアテスト
システム結合
システムテスト
保守
文書化
構成管理
品質保証
検証
妥当性確認
問題解決
組織に関するアライメント
組織管理
プロジェクト管理
品質管理
リスク管理
測定
人的資源管理
教育訓練
ドメイン技術

(b) 選定理由
プロセス種別

事前ヒアリング（2012 年 8 月 17 日実施）において、前回（2011 年 12 月）の
SPEAK-IPA アセスメント結果に基づくプロセス改善活動としてソフトウェア
要求分析プロセスの改善が実施され、要件変更減少の効果が現れている
ことを確認。また、小規模・短期なプロジェクトが多く、適切な要員スキル計
画・プロジェクト計画が開発品質の向上に寄与するため、関連するプロセ
スのアセスメントが有効と判断。
また、アセスメント期間が 5 日間と設定されていることを踏まえて、アセスメ
ント対象プロセス数として 4 つ選定。
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能力水準範囲と

これまで、SPEAK-IPA アセスメント（4 プロセス、水準 2 まで）や SPINA3CH

要求したプロセス属性

活動を実施して、組織的なプロセス改善を立上げて取り組んできており、
効果も現れ始めている。次の改善サイクルとして組織レベルでの実施状況
を確認し、プロジェクトでの先行改善活動の組織への展開を推進すること
が有効であると判断し、「P.3.4 ソフトウェア要求分析」と「O.1.3 プロジェク
ト管理」については目標能力を水準 3 として、組織レベルでのプロセス定義
属性（PA3.1 標準プロセスがどの程度管理されているか）、プロセス展開
属性（PA3.2 標準プロセスがどの程度効果的に展開されているか）までを
評定する。
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(c) アセスメント対象 （会 社 名 ）株 式 会 社 Ａ社
組織の名称、プロ （部 門 名 ）第 一 事 業 部 Ｘソリューション部
ジェクト名称

（プロジェクト名 称 ）1. Ｂプロジェクト
2. Ｃプロジェクト

(d) アセスメント対象 要 員 数 ：社 員 9名 （内 2名 は派 遣 ）、協 力 会 社 13名
組織に含まれる

プロジェクト数 ：年 間 約 300件 （ 8/17現 在 ：71件 ）

プロジェクト数な
らびに要員数

(e) 組織構成

第 一 事 業 部 Ｘソリューション部 は2012年 7月 末 時 点 では4グループ構 成 となってお

（ 役 割 、 事 業 分 り、グループごとに概 ね担 当 案 件 が定 まっている。
野、業態、など）

(f) 製品または

Ｙ情 報 システムのＹデータベースの開 発 及 び改 修

サービスの
適用領域

(g) 製品または

（記 述 省 略 ）

サービスの
利用状況

(h) 製品または

(i)

扱 うデータ量 が膨 大 であり、成 果 物 の検 証 が難 しい。

サービスの

なお、株 式 会 社 Ａ社 は、全 社 的 にISO9001に基 づく品 質 管 理 に取 り組 んでおり、

品質特性

2003年 8月 に認 証 を受 けている。

支 援 グ ル ー プ の 技 術 支 援 ： 第 二 事 業 部 支 援 部 門 3名
名称ならびに要
員数

(j)

アセスメント対象

１．Ｂプロジェクト

とするプロジェクト

要 員 数 ： 社 員 1名 、協 力 会 社 1名

の 名 称 な ら び に 2. Ｃプロジェクト
要員数

要 員 数 ： 社 員 1名 、協 力 会 社 2名

(k) 対象 プ ロ ジ ェ クト １．Ｂプロジェクト
とアセスメント範

P.3.4 ソフトウェア要 求 分 析 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）

囲（プロセス種

S.4 検 証 ： 水 準 2まで（PA1.1～PA2.2）

別・能力水準範

O.1.3 プロジェクト管 理 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）

囲）の対応

O.4.2 教 育 訓 練 ： 水 準 2まで（PA1.1～PA2.2）
2. Ｃプロジェクト
P.3.4 ソフトウェア要 求 分 析 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）
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(4) アセスメントの制 約

(a) 資 源 の 利 用 ・想定されるアセスメント参加者については、コーディネータを通じて調整を実施。必要
に応じて追加インタビューの実施も調整する。

可能性

・アセスメント実施場所、必要機器（プロジェクタ等）については、アセスメント依頼者の
事業所内に確保予定。
・アセスメント実施時間は、各日とも 9:00 から 18:00 を基本とする。ただし、18:00 以降に
作業が必要な場合は、コーディネータを通じて調整。

(b) 時間的制約

(c) 除 外 す る プ なし
ロセスまた
は組織単位

(d) ア セ ス メ ン ト 第一事業部 Ｘソリューション部の受託開発案件のうち、プロセス改善活動に取り組ん
対象プロジェ

でいる典型的なプロジェクトを、アセスメント依頼者との合意により選定。

クト選定の妥
当性

(e) ア セ ス メ ン ト ・アセスメントで使用する入力および出力の作業生産物は、アセスメント依頼者が所有
出力の所有

し管理する。

・アセスメント実施計画書、アセスメントシート、インタビュースクリプト、アセスメント実
施報告書は、アセスメント依頼者が所有し管理するとともに、IPA/SEC にも配布する。
用 に 関 す る なお、両者に提供されるアセスメント実施計画書およびアセスメント実施報告書は、文
書番号により識別可能にする。
制限

権および 使

・株式会社三菱総合研究所は IPA/SEC のプロセス改善実証実験におけるアセスメント
チームとして契約の上、株式会社Ａ社よりアセスメント実施に必要な情報提供を受け
る。

(f) 機 密 情 報 の ・株式会社Ａ社は、IPA/SEC と機密保持に関する契約を締結。
取扱い

・株式会社三菱総合研究所は IPA/SEC と機密保持及び個人情報保護に関する契約
を締結。

(5) アセスメントのアプローチ

(a) ア セ ス メ ン ト 手 ■SPEAK-IPA

(b) ISO/IEC 15504（JIS ■アセスメントは適合

法とモデルの名

□その他

X 0145）へのアセス ■モデルは適合

称

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メントの適合性とモ □その他
デルの適合性
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(6) アセッサの識 別

(a) チームリーダ名と
資格およ び肩書

株式会社三菱総合研
究所

(b) その他のチームメ 株式会社三菱総合研究所
ンバ名と資格

アセスメントチームリ
ーダ氏名

き

(c) アセッサ能力の
基準

アセスメントチームメンバ氏
名

チームリーダ：CMMI リードアプレイザ資格を有し、CMMI アプレイザルおよび
SPEK-IPA アセスメント経験を有する
チームメンバ：SPEAK-IPA アセスメントを理解している（ただし、サブチームリーダ
は CMMI アプレイザルおよび SPEAK-IPA アセスメント経験を有する）

(d) アセスメントチー □同一組織内
ムと対象組織と
の
関係

■利害関係の無い
内部組織

(e) 対象組織における ■協力的
アセスメント協力

□中立的

姿勢

□ 調達などにおける一律の

■独立した指揮命令系
統にある外部組織

アセスメント

□その他
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(f) サブチ ームの利 ■有 □無
用

サブチームの構成と役割

サブチーム 1：メンバ（2 名）
[役割] P.3.4 ソフトウェア要求分析
サブチーム 2：メンバ（2 名）
[役割] S.4 検証、O.1.3 プロジェクト管理、O.4.2 教育訓練
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(7) アセスメント体 制 (アセスメント参 加 者 および支 援 要 員 を含 む)

株式会社 Ａ社

独立行政法人 情報処理推進機構
IPA/SEC

プロセス改善責任者

第一事業部

(全体統括担当)

SPEAK-IPAアセスメントチーム

アセスメント依頼者

サブチーム1

Ｘソリューション部
アセスメント参加者（5名）

アセスメントチームリーダ、サブチームリーダ
アセスメントチームメンバ、コーディネータ

サブチーム2
アセスメントチームメンバ、サブチームリーダ
アセスメントチームメンバ、コーディネータ

(8) アセスメント日 程

日時
8/27

場所
Ｚセンター

参加者
全員

実施内容
【アセスメント説明】

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
：GL

アセスメントシート

14:00
｜
18:00
8/28
9:00
｜
10:00
8/28
10:00
｜
11:00

プロジェクタ
説明資料

13:00
｜
14:00
8/27

必要資源

Copyright © 2013 IPA, All Rights Reserved

43

8/28

Ｚセンター

アセスメントチーム

11:00
｜
12:00
8/28

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
： B プロジェクト

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

15:30
｜
18:00
8/29

【データの妥当性確認】

Ｚセンター

アセスメントチーム

9:00
｜
10:00
8/29

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
： C プロジェクト

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

11:00
｜
12:00
8/29

【データ収集】
ドキュメントレビュー
【データの妥当性確認】

10:00
｜
11:00
8/29

アセスメントシート

【データの妥当性確認】

13:00
｜
15:30
8/28

【データ収集】
ドキュメントレビュー

【データの妥当性確認】

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データの妥当性確認】

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【SWR 分析】

アセスメントシート

【一次合意形成】

一次所見

【SWR 分析】

アセスメントシート

【一次合意形成】

一次所見

【フィードバックセッション】

プロジェクタ

13:00
｜
18:00
8/30
9:00
｜
12:00
8/30

Ｚセンター

アセスメントチーム

13:00
｜
14:00
8/30

Ｚセンター

全員

一次所見

14:00
｜
15:00
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8/30

Ｚセンター

アセスメントチーム

15:00
｜
18:00
8/31

Ｚセンター

アセスメントチーム

【合意形成】

アセスメントシート

【実施報告書作成】

所見

【実施報告書作成】

アセスメントシート
所見

9:00
｜
12:00
8/31

Ｚセンター

全員

【報告会】

所見

13:00
｜
14:00
8/31

プロジェクタ

Ｚセンター

全員

プロセス改善計画策定サポート

プロジェクタ
所見

15:00
｜
18:00

(9) データ収 集 方 針 および妥 当 性 確 認 方 針

項番
1

エビデンスの分類
文書エビデンス（事前入手）
(1)Ｂプロジェクト
・要員計画表
・見積仕様書
・発注仕様書
・発注条件書
・ガントチャート
・進捗報告書、議事録
・Q&A 管理表
・納品物一覧
・変更管理台帳
・対応項目・工数見積
・リリース連絡票
・作業実績報告書
・試験結果報告書
・データ格納仕様書
・要件定義書
・調査報告書
・レビュー記録（内部用）
・レビュー記録（外部用）
・レビューチェックリスト
（標準版）
・レビューチェックリスト
（組織版）
・性能評価調査（処理ログ、
エラーログ、ワーニングログ、

妥当性確認方針
アセスメントチームメンバにて個別に四
値評定後、チームとして合意形成する。
合意については、アセスメント手順書に
従い「全員が賛成または中立（賛成でも
反対でもない）の場合」とする。
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備考

調査メモ）
・テスト仕様書/成績書
・検査報告書
・テスト仕様書作成手順書
・レビュー実施手順書
(2)Ｃプロジェクト
・発注仕様書
・発注条件書
・機能変更要求仕様書
・課題管理表
・正式見積レビュー資料
・見積整合資料
・見積仕様書
・見積明細
・進捗管理表
・レビュー記録
・レビューチェックリスト
(3) 組織
・X ソリューション部
キックオフ資料
・プロジェクト実行計画兼結果
報告書
・開発標準プロセス遵守監視
チェックリスト
・2012 年度 能力開発計画
・外部セミナー受講実績
・開発計画書様式
・正式見積レビュー様式
・レビュー結果記録票様式
・定例会議連絡メール

2

インタビュー回答

アセスメントチームメンバにて個別に四
値評定後、チームとして合意形成する。
合意については、アセスメント手順書に
従い「全員が賛成または中立（賛成でも
反対でもない）の場合」とする。

3

文書エビデンス（追加入手）

必要に応じコーディネータを通じて追加
の文書を入手し、アセスメントチームメン
バにて個別に四値評定後、チームとし
て合意形成する。合意については、アセ
スメント手順書に従い「全員が賛成また
は中立（ 賛成でも反対でもない） の場
合」とする。

4

追加インタビュー回答

必要に応じコーディネータを通じて追加
インタビュー実施を調整し、アセスメント
チームメンバにて個別に四値評定後、
チームとして合意形成する。合意につい
ては、アセスメント手順書に従い「全員
が賛成または中立（賛成でも反対でもな
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い）の場合」とする。

(10) 追 加 的 調 査 事 項

なし

(11) 依 頼 者 による動 機 付 け方 針

アセスメントの実施に先立ち、プロセス改善に関する全社教育および改善担当者向けの教育を実施し、改
善活動全般に対する意義、効果等の浸透を図る。
アセスメント開始時にアセスメント説明を実施し、アセスメント目的をアセスメント参加者と共有する。

(12) アセスメントツールの識 別

SPEAK-IPA のモデル要素対応表に基づき、Microsoft Excel にてアセスメントシートを事前に作成。
事前入手した文書エビデンスを確認し、インタビュースクリプトを事前に作成。
アセスメント実施計画書及びアセスメント実施報告書は、SPEAK-IPA の様式を使用。

(13) データ保 管 方 針 (主 としてアセスメント実 施 中 の方 針 )

・収集したデータは、アセスメントチームがアセスメント中に使用する PC 内にのみ保管し、データの確認の
必要がなくなった時点で直ちに消去する。なお、消去後直ちに消去した旨をコーディネータに報告する。
・収集したデータの印刷が必要となった場合は、コーディネータと調整する。なお、不要となった印刷物は、
アセスメント終了後にコーディネータに返却する。
・アセスメントの中間生産物の印刷が必要となった場合は、コーディネータと調整する。なお、不要となった
印刷物は、アセスメント終了後にコーディネータに返却する。
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6． アセスメント実施報告書
SPEAK-IPA に基づくアセスメントの実施結果を取りまとめたアセスメント実施報告書を次ペー
ジより掲載する。本アセスメント実施報告書は、「SPEAK-IPA 第 2 部：アセスメント手順書」に示さ
れている「附属書 D アセスメント実施報告書様式」に厳密に準拠して作成したものである。ただし、
本報告書に掲載する都合上、アセスメント実施報告書に記載されている各種署名は電子的にタイ
プしただけのものであるが、印刷のうえ作成したアセスメント実施報告書の原本の署名は、いずれ
も署名者自身が自著したものである。
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文書番号：IPA/SEC-A-4

アセスメント実施報告書

2012 年 8 月 31 日
株式会社Ａ社 第一事業部 Ｘソリューション部 アセスメントチーム
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署名
アセスメントチーム
チームリーダ： アセスメントチームリーダ氏名
メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：

アセスメントチームメンバ氏名

メンバ：
メンバ：
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(1) アセスメント識 別 事 項

(ａ)計画日付

2012/8/22

（ｂ）計画責任者

株式会社三菱総合研究
所

(g) ア セスメ ン トの種

■適 合 アセスメント

(h) アセスメントの位

■改 善

類の識別

□非 適 合 アセスメント

置付け

□調 達
□区 別 なし

(i)

(j)

ア セスメ ン ト依頼

株 式 会 社 Ａ社 肩 書 き

者(肩書き)

アセスメント依 頼 者 氏 名

ア セスメ ン ト依頼

アセスメント対 象 プロジェクト実 施 組 織 の統 括 責 任 者

者とアセスメント
対象組織の関係

(2) アセスメントの目 的

(k) ア セ ス メ ン 成 果 物 の品 質 を向 上 させるために必 要 となるプロセスの改 善 点 を抽 出 する。
トの目的

(l)

アセスメン
トのゴール

ゴール

達成判定基準

アセスメント対 象 プロセスの能 力 水 準 の判

アセスメント対 象 プロセスに対 し、能 力 水 準

定

3までの判 定 が行 われる

アセスメント対 象 プロセスにおける改 善 課

アセスメント対 象 プロセスにて1件 以 上 の改

題 の抽 出

善 課 題 が抽 出 される

プロセス改 善 推 進 者 のSPEAK-IPAアセス

アセスメントチーム・メンバとして全 てのアセ

メントの理 解

スメント活 動 に参 画 しアセスメントの手 順 ・
内 容 を理 解 する

(m) プロセス改 成 果 物 の品 質 向 上 に有 効 なプロジェクト管
善のゴー

理 、ソフトウェア要 求 分 析 、検 証 、教 育 訓

ル

練 の各 プロセスを改 善 し、開 発 コストを削
減 する
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(3) アセスメントの範 囲

(a) プロセス種別と能力水準範囲(設定した目標能力)
(凡例）

充分に達成(F)

ほとんど達成(L)

設定しない(N)

対象外

目標とするプロセス能力/プロセス属性
プロ
セス
ID
P.1.1
P.1.2
P.1.3
P.1.4
P.2
P.3.1
P.3.2
P.3.3
P.3.4
P.3.5
P.3.6
P.3.7
P.3.8
P.3.9
P.3.1
P.5
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.8
O.1.1
O.1.2
O.1.3
O.1.4
O.1.5
O.1.6
O.4.1
O.4.2
O.7

実施さ
れた
PA
1.1

プロセス名称

管理された

確立された

予測可能な

最適化された

PA
2.1

PA
3.1

PA
4.1

PA
5.1

PA
2.2

PA
3.2

PA
4.2

PA
5.2

取得準備
供給者選択
供給者監視
顧客の受入れ
供給
要求事項抽出
システム要求分析
システムアーキテクチャ設計
ソフトウェア要求分析
ソフトウェア設計
ソフトウェア構築
ソフトウェア結合
ソフトウェアテスト
システム結合
システムテスト
保守
文書化
構成管理
品質保証
検証
妥当性確認
問題解決
組織に関するアライメント
組織管理
プロジェクト管理
品質管理
リスク管理
測定
人的資源管理
教育訓練
ドメイン技術

(b) 選定理由
プロセス種別

事前ヒアリング（2012 年 8 月 17 日実施）において、前回（2011 年 12 月）の
SPEAK-IPA アセスメント結果に基づくプロセス改善活動としてソフトウェア
要求分析プロセスの改善が実施され、要件変更減少の効果が現れている
ことを確認。また、小規模・短期なプロジェクトが多く、適切な要員スキル計
画・プロジェクト計画が開発品質の向上に寄与するため、関連するプロセ
スのアセスメントが有効と判断。
また、アセスメント期間が 5 日間と設定されていることを踏まえて、アセスメ
ント対象プロセス数として 4 つ選定。
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能力水準範囲と

これまで、SPEAK-IPA アセスメント（4 プロセス、水準 2 まで）や SPINA3CH

要求したプロセス属性

活動を実施して、組織的なプロセス改善を立上げて取り組んできており、
効果も現れ始めている。次の改善サイクルとして組織レベルでの実施状況
を確認し、プロジェクトでの先行改善活動の組織への展開を推進すること
が有効であると判断し、「P.3.4 ソフトウェア要求分析」と「O.1.3 プロジェク
ト管理」については目標能力を水準 3 として、組織レベルでのプロセス定義
属性（PA3.1 標準プロセスがどの程度管理されているか）、プロセス展開
属性（PA3.2 標準プロセスがどの程度効果的に展開されているか）までを
評定する。
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(c) アセスメント対象 （会 社 名 ）株 式 会 社 Ａ社
組織の名称、プロ （部 門 名 ）第 一 事 業 部 Ｘソリューション部
ジェクト名称

（プロジェクト名 称 ）1. Ｂプロジェクト
2. Ｃプロジェクト

(d) アセスメント対象 要 員 数 ：社 員 9名 （内 2名 は派 遣 ）、協 力 会 社 13名
組織に含まれる

プロジェクト数 ：年 間 約 300件 （ 8/17現 在 ：71件 ）

プロジェクト数な
らびに要員数

(e) 組織構成

第 一 事 業 部 Ｘソリューション部 は2012年 7月 末 時 点 では4グループ構 成 となってお

（ 役 割 、 事 業 分 り、グループごとに概 ね担 当 案 件 が定 まっている。
野、業態、など）

(f) 製品または

Ｙ情 報 システムのＹデータベースの開 発 及 び改 修

サービスの
適用領域

(g) 製品または

（記 述 省 略 ）

サービスの
利用状況

(h) 製品または

(i)

扱 うデータ量 が膨 大 であり、成 果 物 の検 証 が難 しい。

サービスの

なお、株 式 会 社 Ａ社 は、全 社 的 にISO9001に基 づく品 質 管 理 に取 り組 んでおり、

品質特性

2003年 8月 に認 証 を受 けている。

支 援 グ ル ー プ の 技 術 支 援 ： 第 二 事 業 部 支 援 部 門 3名
名称ならびに要
員数

(j)

アセスメント対象

１．Ｂプロジェクト

とするプロジェクト

要 員 数 ： 社 員 1名 、協 力 会 社 1名

の 名 称 な ら び に 2. Ｃプロジェクト
要員数

要 員 数 ： 社 員 1名 、協 力 会 社 2名

(k) 対象 プ ロ ジ ェ クト １．Ｂプロジェクト
とアセスメント範

P.3.4 ソフトウェア要 求 分 析 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）

囲（プロセス種

S.4 検 証 ： 水 準 2まで（PA1.1～PA2.2）

別・能力水準範

O.1.3 プロジェクト管 理 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）

囲）の対応

O.4.2 教 育 訓 練 ： 水 準 2まで（PA1.1～PA2.2）
2. Ｃプロジェクト
P.3.4 ソフトウェア要 求 分 析 ： 水 準 3まで（PA1.1～PA3.2）
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(4) アセスメントの制 約

(a) 資 源 の 利 用 ・想定されるアセスメント参加者については、コーディネータを通じて調整を実施。必要
に応じて追加インタビューの実施も調整する。

可能性

・アセスメント実施場所、必要機器（プロジェクタ等）については、アセスメント依頼者の
事業所内に確保予定。

・アセスメント実施時間は、各日とも 9:00 から 18:00 を基本とする。ただし、18:00 以降に
作業が必要な場合は、コーディネータを通じて調整。

(b) 時間的制約

(c) 除 外 す る プ なし
ロセスまた
は組織単位

(d) アセスメント対 第一事業部 Ｘソリューション部の受託開発案件のうち、プロセス改善活動に取り組ん
象プロジェクト

でいる典型的なプロジェクトを、アセスメント依頼者との合意により選定。

選定の妥当性

(e) アセスメント出 ・アセスメントで使用する入力および出力の作業生産物は、アセスメント依頼者が所有
力の所有権お
よび使用に関
する制限

し管理する。

・アセスメント実施計画書、アセスメントシート、インタビュースクリプト、アセスメント実
施報告書は、アセスメント依頼者が所有し管理するとともに、IPA/SEC にも配布する。
なお、両者に提供されるアセスメント実施計画書およびアセスメント実施報告書は、文
書番号により識別可能にする。
・株式会社三菱総合研究所は IPA/SEC のプロセス改善実証実験におけるアセスメント
チームとして契約の上、株式会社Ａ社よりアセスメント実施に必要な情報提供を受け
る。

(f) 機 密 情 報 の ・株式会社Ａ社は、IPA/SEC と機密保持に関する契約を締結。
取扱い

・株式会社三菱総合研究所は IPA/SEC と機密保持及び個人情報保護に関する契約
を締結。

(5) アセスメントのアプローチ

(a) ア セ ス メ ン ト 手 ■SPEAK-IPA

(b) ISO/IEC 15504（JIS ■アセスメントは適合

法とモデルの名

□その他

X 0145）へのアセス ■モデルは適合

称

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

メントの適合性とモ □その他
デルの適合性
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(6) アセッサの識 別

(a) チームリーダ名と
資格およ び肩書

株式会社三菱総合研
究所

(b) その他のチームメ 株式会社三菱総合研究所
ンバ名と資格

アセスメントチームリ
ーダ氏名

き

(c) アセッサ能力の
基準

アセスメントチームメンバ氏
名

チームリーダ：CMMI リードアプレイザ資格を有し、CMMI アプレイザルおよび
SPEK-IPA アセスメント経験を有する
チームメンバ：SPEAK-IPA アセスメントを理解している（ただし、サブチームリーダ
は CMMI アプレイザルおよび SPEAK-IPA アセスメント経験を有する）

(d) アセスメントチー □同一組織内
ムと対象組織と
の
関係

■利害関係の無い
内部組織

(e) 対象組織における ■協力的
アセスメント協力

□中立的

姿勢

□ 調達などにおける一律の

■独立した指揮命令系
統にある外部組織

アセスメント

□その他
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(f) サブチ ームの利 ■有 □無
用

サブチームの構成と役割

サブチーム 1：メンバ（2 名）
[役割] P.3.4 ソフトウェア要求分析
サブチーム 2：メンバ（2 名）
[役割] S.4 検証、O.1.3 プロジェクト管理、O.4.2 教育訓練
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(7) アセスメント体 制 (アセスメント参 加 者 および支 援 要 員 を含 む)

株式会社 Ａ社

独立行政法人 情報処理推進機構
IPA/SEC

プロセス改善責任者

第一事業部

SPEAK-IPAアセスメントチーム

アセスメント依頼者

サブチーム1

Ｘソリューション部
アセスメント参加者（5名）

アセスメントチームリーダ、サブチームリーダ
アセスメントチームメンバ、コーディネータ

サブチーム2
アセスメントチームメンバ、サブチームリーダ
アセスメントチームメンバ、コーディネータ

(8) アセスメント経 過

日時
8/27

場所
Ｚセンター

参加者 (注)
全員

実施内容
【アセスメント説明】

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
：GL

アセスメントシート

14:00
｜
18:00
8/28
9:00
｜
10:30
8/28
10:30
｜
11:30

プロジェクタ
説明資料

13:00
｜
14:00
8/27

必要資源
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8/28

Ｚセンター

アセスメントチーム

11:30
｜
12:00
8/28

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
： B プロジェクト

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

15:30
｜
18:00
8/29

【データの妥当性確認】

Ｚセンター

アセスメントチーム

9:00
｜
10:00
8/29

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム
インタビューイ

【データ収集】
インタビュー
： C プロジェクト

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データ収集】
ドキュメントレビュー

アセスメントシート

11:00
｜
12:00
8/29

【データ収集】
ドキュメントレビュー
【データの妥当性確認】

10:00
｜
11:00
8/29

アセスメントシート

【データの妥当性確認】

13:00
｜
15:30
8/28

【データ収集】
ドキュメントレビュー

【データの妥当性確認】

Ｚセンター

アセスメントチーム

【データの妥当性確認】

アセスメントシート

Ｚセンター

アセスメントチーム

【SWR 分析】

アセスメントシート

【一次合意形成】

一次所見

【SWR 分析】

アセスメントシート

【一次合意形成】

一次所見

【フィードバックセッション】

プロジェクタ

13:00
｜
18:00
8/30
9:00
｜
12:00
8/30

Ｚセンター

アセスメントチーム

13:00
｜
14:00
8/30

Ｚセンター

全員

一次所見

14:00
｜
15:00
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8/30

Ｚセンター

アセスメントチーム

15:00
｜
18:00
8/31

Ｚセンター

アセスメントチーム

【合意形成】

アセスメントシート

【実施報告書作成】

所見

【実施報告書作成】

アセスメントシート
所見

9:00
｜
12:00
8/31

Ｚセンター

全員

プロジェクタ

【報告会】

所見

13:00
｜
14:00
8/31

Ｚセンター

全員

プロセス改善計画策定サポート

プロジェクタ
所見

15:00
｜
18:00

注 参加者欄の(*)はインタビューを担当したアセッサを示す。

(9) エビデンス一 覧 ( 全 4ページ中 の第 1ページ)

構成管理上

SPEAK-IPAモデル

資料名

の資料ID

との対応

A-1

PJ1 要員計画表

O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-2

PJ1 発注条件書

A-3

PJ1 見積仕様書

A-4

PJ1 発注仕様書

A-5

PJ1 ガントチャート

A-6

PJ1 進捗報告書、議事録

A-7

PJ1 Q&A 管理表

A-8

PJ1 納品物一覧

A-9

PJ1 変更管理台帳

A-10

PJ1 対応項目・工数見積

A-11

PJ1 リリース連絡票

O.1.3 プロジェクト管理
S.4 検証
O.1.3 プロジェクト管理
S.4 検証
O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
O.1.3 プロジェクト管理

A-12

PJ1 作業実績報告書

O.1.3 プロジェクト管理

A-13

PJ1 試験結果報告書

S.4 検証

O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
P.3.4 ソフトウェア要求分析
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(9) エビデンス一 覧 ( 全 4ページ中 の第 2ページ)

構成管理上

SPEAK-IPAモデル

資料名

の資料ID

との対応

A-14

PJ1 データ格納仕様書

S.4 検証

A-15

PJ1 海外共通 OBJ ファイル設計書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-16

PJ1 要件定義書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-17

PJ1 調査報告書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-18

PJ1 見積り調査資料

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-19

PJ1 レビュー記録（内部用）

A-20

PJ1 レビュー記録（外部用）

A-21

PJ1 レビューチェックリスト（標準版）

A-22

PJ1 レビューチェックリスト（組織版）

A-23

PJ1 性能評価調査（処理ログ、エラーログ、ワーニ
ングログ、調査メモ）

P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-24

PJ1 テスト仕様書/成績書

S.4 検証

A-25

PJ1 検査報告書

S.4 検証

A-26

PJ1 テスト仕様書作成手順書

S.4 検証

A-27

PJ1 レビュー実施手順書

A-28

PJ2 発注条件書

P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証
P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-29

PJ2 発注仕様書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-30

PJ2 機能変更要求仕様書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-31

PJ2 要求仕様書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-32

PJ2 課題管理表

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-33

PJ2 正式見積レビュー資料

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-34

PJ2 見積整合資料

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-35

PJ2 見積仕様書

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-36

PJ2 見積明細

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-37

PJ2 進捗管理表

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-38

PJ2 レビュー記録

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-39

PJ2 レビューチェックリスト

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-40

組織 X ソリューション部キックオフ資料

O.4.2 教育訓練

A-41

組織 Z 社説明資料（2012 A 社取り組み）

O.4.2 教育訓練
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(9) エビデンス一 覧 ( 全 4ページ中 の第 3ページ)

構成管理上

SPEAK-IPAモデル

資料名

の資料ID

との対応

A-42

組織 プロジェクト実行計画兼結果報告書

A-43

組織 開発標準プロセス遵守監視チェックリスト

O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
O.1.3 プロジェクト管理

A-44

組織 2012 年度 能力開発計画

O.4.2 教育訓練

A-45

組織 外部セミナー受講実績

O.4.2 教育訓練

A-46

組織 開発計画書様式

O.1.3 プロジェクト管理

A-47

組織 案件管理一覧

O.1.3 プロジェクト管理

A-48

組織 レビュー実施状況一覧

O.1.3 プロジェクト管理

A-49

組織 正式見積レビュー様式

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-50

組織 正式見積りレビュー事例

O.4.2 教育訓練

A-51

組織 レビュー結果記録票様式

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-52

組織 レビュー実施 事例

O.4.2 教育訓練

A-53

組織 定例会議連絡メール

O.4.2 教育訓練

A-54

組織 テンプレート集（開発プロセス標準化）

A-55

組織 テンプレート集（A 原紙）

A-56

組織 教育資料（開発ルール）

O.1.3
P.3.4
O.1.3
P.3.4
O.4.2

A-57

組織 教育資料（開発環境）

O.4.2 教育訓練

A-58

組織 スキルチェックシート

O.4.2 教育訓練

A-59

組織 キャリアインタビューシート

O.4.2 教育訓練

A-60

組織 協力会社評価（技術力評価基準書）

O.4.2 教育訓練

A-61

組織 スキルマップ

O.4.2 教育訓練

A-62

組織 運用ルール（開発関連）

P.3.4 ソフトウェア要求分析

A-63

組織 運用ルール（勤怠関連）

O.1.3 プロジェクト管理

A-64

組織 運用ルール（定常業務）

O.1.3 プロジェクト管理

A-65

組織 運用ルール（共有フォルダ）

A-66

組織 運用ルール（ポータブル HDD）

P.3.4 ソフトウェア要求分析
O.4.2 教育訓練
O.1.3 プロジェクト管理

A-67

組織 職位別レベル目標

O.4.2 教育訓練

A-68

組織 教育・訓練規定

O.4.2 教育訓練
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(9) エビデンス一覧( 全 4 ページ中の第 4 ページ)

構成管理上

SPEAK-IPAモデル

資料名

の資料ID
A-69

との対応

組織 構成管理規定

O.1.3 プロジェクト管理
P.3.4 ソフトウェア要求分析
S.4 検証

PJ1：Ｂプロジェクト
PJ2：Ｃプロジェクト

(10) プロセス評 定 集 合 (プロファイルおよび所 見 /プロセス能 力 報 告 )――個 別 組 織 /プロジェクト

(凡例）
目標

充分に達成(F) ほとんど達成(L)

設定しない(N)

診断結果 充分に達成(F) ほとんど達成(L)

対象外

部分的に達成(P) 達成していない(N)

対象外

組織名：＿第一事業部 Ｙ情報ソリューション部 Ｂプロジェクト (全 3 組織の内 1 番目)

プロセス

プロセス

ID

名称

能
力
水
準

P.3.4

ソフトウェア
要求分析

1

S.4

検証

1

O.1.3

プロジェクト
管理

1

O.4.2

教育訓練

1

プロセス属性
目標／
診断結果

実施さ
れた

PA
1.1

管理された

確立された

予測可能な

PA
2.1

PA
3.1

PA
4.1

PA
2.2

PA
3.2

PA
4.2

目標
診断結果
目標
診断結果
目標
診断結果
目標
診断結果
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最適化された

PA
5.1

PA
5.2

組織名：＿第一事業部 Ｙ情報ソリューション部 Ｃプロジェクト (全 3 組織の内 2 番目)

プロセス

プロセス

ID

名称

P.3.4
S.4
O.1.3
O.4.2

能
力
水
準

プロセス属性
目標／
診断結果

実施さ
れた

PA
1.1

管理された

確立された

予測可能な

PA
2.1

PA
3.1

PA
4.1

PA
2.2

PA
3.2

PA
4.2

最適化された

PA
5.1

PA
5.2

目標
診断結果
検証
－ 目標
診断結果
プロジェクト － 目標
管理
診断結果
教育訓練
－ 目標
診断結果
ソフトウェア
要求分析

1

組織名：＿第一事業部 Ｙ情報ソリューション部 (全 3 組織の内 3 番目)

プロセス

プロセス

ID

名称

能
力
水
準

P.3.4

ソフトウェア
要求分析

1

S.4

検証

1

O.1.3

プロジェクト
管理

1

O.4.2

教育訓練

1

プロセス属性
目標／
診断結果

実施さ
れた

PA
1.1

管理された

確立された

予測可能な

PA
2.1

PA
3.1

PA
4.1

PA
2.2

PA
3.2

PA
4.2

最適化された

PA
5.1

目標
診断結果
目標
診断結果
目標
診断結果
目標
診断結果

実施された………… SPEAK-IPA で「実施された」とは、予めプロセスの計画を策定し、計画に基づいてプロセス
を実施することを意味する。したがって計画なしに実施されたプロセスのプロセス属性 1.1 の評定は低くなる。
管理された………… SPEAK-IPA で「管理された」とは、プロセス実施の目標が定義され、目標を満たすようにプ
ロセスが計画され、プロセスの実施が調整されていることを意味する。
確立された………… SPEAK-IPA で「確立された」とは、組織にテーラリング可能な標準プロセスが存在し、組織
内で実行されるプロジェクトでは組織の標準プロセスをテーラリングして定義したプロセスが利用されている、かつ
プロセス実施に必要な資源が確保されていることを意味する。
予測可能な………… SPEAK-IPA で「予測可能な」とは、プロセスの統計的振る舞い（管理限界）が把握できてい
て、プロセスおよび製品の品質が定量的に監視されている、かつ変動要因が分析されて必要に応じて管理限界が
見直されていることを意味する。
最適化された…………SPEAK-IPA で「最適化された」とは、プロセスの統計的振る舞いの共通原因を分析するこ
とでプロセス革新の機会が継続的に検討されていて、かつプロセス変更の結果として期待された効果が得られて
いることを監視していることを意味する。
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PA
5.2

所 見 ( 全 4ページ中 の第 1ページ)

O.1.3 プロジェクト管理
■強み
・プロジェクトの目的だけでなく、顧客が特に重視する点（品質、手順の順守）が確認されている。
・プロジェクト管理に関する成果物（特に見積もり根拠および結果）について、定められた手順に基づい
て社内レビューおよび顧客との共同レビューを実施している。
・プロジェクト管理の実施手順（特にレビュー手順）、マイルストンが明確であり、組織内で共有されてい
る。
・社内外においてプロジェクトの進捗状況を監視し報告する手順が確立され、手順に沿って定期的に実
施されている。
・顧客原因による発注手続きの遅れや工数増の場合に、分割発注あるいは追加発注という解決策が実
施されている。
■改善の機会（弱み）
・1 つのフェーズにおいて複数の成果物を作成する場合でも、成果物ごとに作成スケジュールが定めら
れていない。
・レビュー記録とスケジュールの日時、実績に不整合が起きている。
・作業成果物単位でのスケジュールがないので、1 週間単位でしか管理ができなくなっている。
・文書化を含む作業生産物の要求事項に対するレビューが十分でない可能性がある。
・組織の基本方針とプロジェクト管理の目的、成果物等との関係にややあいまいさがある。
・プロジェクト管理を実施するための役割、責任および権限が、完全には文書化されていない。
・プロジェクト管理の実施手順が適切かどうかを監視する方法および評価する方法の確立がプロジェク
トとして十分ではない。
■リスク
・プロジェクトの目的の背景（なぜそれを実現する必要があるのか）が理解されていないと、プロジェクト
が適切に実施できなくなる可能性がある。
・レビュアとして誰がレビューに参加するのか明確化されていないため、状況によっては十分なレビュア
が確保されない可能性がある。
・責任と権限の割り当てが、業務責任者に集中しすぎている可能性がある。
・要求が過剰であることにより、生産性向上の妨げになっている可能性がある。
・組織標準およびプロジェクトとしてのプロジェクト管理の管理項目詳細化が不十分の可能性がある。
・プロセス改善活動が継続的に進められなくなる可能性がある。
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所 見 ( 全 4ページ中 の第 2ページ)

P.3.4 ソフトウェア要求分析
■ 強み
・開発方法やレビュー方法、テスト方法は顧客特性が考慮され十分に関係者と調整されており、組織へ
の浸透も進んでいて、高品質で効率的・効果的な開発が期待できる。
・チェックリストを用いることで、効率的なレビューの実施が可能となっている。
・顧客からのレビュー要求事項だけでなく、A 社としての観点を追加しながら、レビュー品質向上に取り
組んでいる。
・要員の稼動状況・スキル状況が十分に管理され共有されている。
・要員調整をする際に必要となるスキルに関する情報がしっかりと管理されている。
・要員状況を考慮したプロジェクト対応が日々管理され最適になるよう調整されている。
・顧客及び協力会社との作業分担が明確である。
■改善の機会（弱み）
・要件と設計の対応付けの追跡を確認できる資料がない。
・開発内容の最終的な動作確認は間接的であり、情報伝達の不正確さや時間のロスがある。
・組織として構成管理プロセスは規定されているが、プロジェクトに十分に理解された上で実施されてい
ない。
・変更管理プロセスはほぼ確立され実施されているが、文書化が不十分である。
・承認プロセスはほぼ確立され実施されているが、文書化が不十分である。
・案件別の管理用ドキュメントは作られているが、フェーズ毎の管理ができておらず、また主要なマイル
ストンが設定されていない。
・文書化に関して細かな運用まではルールが文書化されていない。
・組織として実施すべきプロセスを体系的にわかりやすく俯瞰できるものが文書化されていない。
・組織として見積りや調査が適切で効率的・効果的かどうかを分析する仕組みが明確にはない。
・有用な情報を組織全体で必ずしも共有・利用できているわけではない。
・組織として業務責任者等の責任や権限が明確に文書化されていない。
■リスク
・新規顧客や別なタイプの開発を実施する場合には開発方法やレビュー方法、テスト方法の見直しが
必要になるかもしれない。
・構成管理や変更管理の実施が属人的になる可能性がある。
・プロジェクトが大規模化や、プロジェクト数が増大した場合、課題・問題を共有し管理できなくなる可能
性がある。
・グループ再編後も組織として実施すべきプロセスの適用方針がまだ確立しておらず、旧グループのプ
ロセスが分散し利用されている。
・ベースライン作成手順の文書化が必要である。
・責任や権限に関する規定が文書化されていないため、範囲があいまいになる可能性がある。
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所 見 ( 全 4ページ中 の第 3ページ)

S.4 検証
■強み
・かなり詳細に作業内容が定められており、品質の底上げにつながっている。
・手順自体をお客様が細かく指定しているので認識がずれることが少ない。
・基本的にスペシャリストを配置できるため、作業効率がよい。
・手順及びチェックリストが用意されており詳細化されている。また、A 社独自にチェック事項を追記して
いるため品質は下がりにくい。
・レビュー前に問題を発見できるよう、標準的なチェックリスト・A 社追記分のチェックリストを作成してお
り、事前にレビューしやすくしている。
・チェックリストを活用した自己チェックと、有識者によるレビューをきちんと記録しており、トレースもしや
すい。
・チェックリスト、レビュー記録表が詳細化されているため作業の漏れが少ない。
・テスト、レビューのいずれにも詳細に設定された目標がある。
・修正が発生したときの手順、作成ドキュメントが明確化されているので作業の漏れは少ないと考えら
れる。
・手順の中に関係者は明確に定められているため、プロセスの実施が適切に行える。また、定められた
フォーマットで伝達が行われている。
・テスト・レビューの手順が明確・詳細に定められているため作業の漏れは少ないと考えられる。
・お客様への納品物だけでなく、他プロジェクトに影響の出るような不具合に対しても管理が行われてい
る。
・納品物に対する構成管理はしっかり行われており、承認者・手順も明確に定められている。
・作成すべきものは規定、手順で整備され、チェックリストで効率的に文書化の漏れを防いでいる。
■改善の機会（弱み） ：
・作業成果物単位でのスケジュールがないので、1 週間単位でしか管理ができなくなっている。
・フェーズごとに管理しているため作業項目単位での進捗は週報でしか確認できない。
・作業項目の進捗は完了時にしか把握できない。また、レビュー記録の日付がスケジュールの実績と整
合していないため、計画の変更が反映されておらず管理しきれていない可能性がある。
・レビューや修正の計画に対して実績との不整合があるため、修正時の計画変更まで反映されていな
いと考えられる。
・責任や権限に関する規定が文書化されていないため、検証参加者があいまいになる可能性がある。
・設計よりも前の作業成果物について変更管理が実施されていない。
■リスク
・手順をお客様が定めているため、それをただ踏襲するという運用では変化が激しくなった場合に対応
が後手に回る可能性が高い。
・お客様指定の手順に従った作成文書なので品質を開発側でコントロールすることができない。
・お客様がすべて定めているために A 社でコントロールすることが難しく、環境の変化などで手順、基準
の変更が大きい場合に対応が難しくなる。
・基本的にはお客様がプロセスを指定しており A 社側でコントロールできないため、過剰な品質を定めら
れてしまうと対応が難しくなってしまう恐れがある。
・各社員の能力が数値化されているが、スキルレベルの設定には活用されていないため規模が大きい
開発があるとき要員計画を立てられなくなる恐れがある。
・レビュー結果がどこに置かれているということは口頭でしか知りえないので、新しく配置された人が認
識できない可能性がある。
・内部レビューの参加者が多く設計レビューでは多数の指摘が出ていることから設計フェーズのチェック
リストで足りていない恐れがある。
・調査フェーズ以降の内部レビューで参加者が多いとレビューの工数が多くかかってしまう。
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所 見 ( 全 4ページ中 の第 4ページ)

O.4.2 教育訓練
■強み
・職位別に、どの項目でどの程度の能力が求められるのか定量的に定義されている。
・定期的に個人のスキルレベル（現状と目標）を確認している。
■改善の機会（弱み） ：
・全社で使用しているスキルチェックシートとプロジェクトのアサインに使用される要員計画表のマッチン
グは行われていない。
・プロジェクト単位でのニーズが発注条件書に記載されているがスキルレベルとの対応は不明確。
・プロジェクト単位での教育戦略は明確ではない。
・プロジェクト単位の教育訓練の作業生産物がバラバラである。
・教育訓練活動全体としての効果の評価方法が適切でない可能性がある。
・教育訓練に要する要員のスキルと工数が不明瞭。
・業務が変わった時に教育が必要であることは認識されているが計画の変更が必要であるという認識
が低い。
・プロジェクトでの教育訓練の実施に関する権限が明確ではない。
・教育訓練に関する関係者、役割分担、情報共有方法等が不明確な場合がある。
・教育訓練を計画し、実施する場合に作成すべき成果物が全て定義されているわけではない（受講履
歴以外の取り扱われ方があいまいである）。
・教育訓練を計画し、実施する場合に作成すべき成果物のレビュー、承認方法が、全て定義されている
わけではない。
■リスク
・スキルチェックシートで定められているスキルがプロジェクトの計画を立てる上で活用されない可能性
がある。
・スキルチェックシートのスキルと要員計画表のスキルの対応は不明瞭。
・教育によって向上するレベルが定められていないため、受けた教育がニーズと合致するものとは限ら
ない。
・組織の立てた目標と個人が立てた計画のマッチングがどの程度なされているか不明である。
・教育訓練の情報伝達について、少人数のため現在は口頭で問題はないが、人数が多くなると情報伝
達が漏れる可能性がある。
・全社で管理している教育訓練の成果物は規定されているが、プロジェクト単位で必要とされているも
のについて変更等の手順は不明確である。
・教育訓練活動に関する組織全体としての効果の評価方法が適切でない可能性がある。
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(11) 追 加 的 調 査 事 項

なし

(12) 総 合 評 価

アセスメントゴールに対する評価
■アセスメント対象プロセスの能力水準の判定
・達成判定基準である「能力水準 3 までの判定」を計画通り実施することができたため、ゴールを
達成したと評価する。
■アセスメント対象プロセスにおける改善課題の抽出
・アセスメント対象プロセスである、プロジェクト管理(O.1.3)について 13 件、ソフトウェア要求分析
(P.3.4)について 21 件、検証(S.4)について 6 件、教育訓練(O.4.2)について 11 件、合計で 51 件の
改善課題を抽出することができたため、達成判定基準を満たしているのでゴールを達成したと評
価する。
■プロセス改善推進者への SPEAK-IPA アセスメントの理解
・プロセス改善推進者 2 名の方には計画に従ってアセスメントチーム・メンバとして全てのアセスメン
ト活動に参画していただき、アセスメント手順を理解していただくことができたため、達成判定基
準を満たしているのでゴールを達成したと評価する。

ISO/IEC 15504 との適合性検証
■附属書 H：プロセスアセスメントの適合性チェックリスト
・今回実施したアセスメントの成果物であるアセスメント実施計画書およびアセスメント実施報告書
について、附属書 H による検証を実施した結果、全ての項目について ISO/IEC 15504 との適合
性を確認することができた。今回のアセスメントは ISO/IEC 15504 に適合していると評価する。
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(13) 提 言 (供 給 者 能 力 判 定 でのアセスメントでは記 入 不 要 )

O.1.3 プロジェクト管理
・組織としての標準的なプロジェクト管理プロセスを、A 社全社プロセス及び現在使用している顧客プロ
セスや現在のプロジェクトの特徴・状況との整合に留意 して整備することが重要と考える。
・優先的に実施すべきものとしては、(1)プロジェクト管理項目の詳細化、(2)責任・権限・役割及び必要
となるスキルの明確化、(3)適用すべき開発手法の選択、の 3 点と考える。
・プロジェクトが組織標準プロセスを利用する際にプロジェクトにとって最適となるように調整することが
重要である。そのために、まずは組織標準プロセスの実施方法を各プロジェクトで検討することが必
要である。
・組織標準プロセスが整備された後は、プロジェクトで利用した結果を分析・評価 し、組織標準プロセ
スの改善につなげられるようになれば一層の品質向上・生産性向上が期待できる。
・プロセス整備にあたっては、顧客との調整や合意が必要であり、実現が困難かもし れない。また、プ
ロセス改善推進者主導により組織的に取り組むべきである。

P.3.4 ソフトウェア要求分析
・現在試行されている A 社としてのソフトウェア要件定義を継続し、その効 果・効率を分析・評価した上
で、実施すべきプロセス（見積り、調査など）の属人性が無くなるように組織標準プロセスとして確立
し、A 社で請負契約のベースとしてコントロールできることが重要である。
・見積りプロセスにおける顧客との合意形成においては、成果物ベースである請負契約を意識し、工数
ではなく開発規模・難易度等による調整が必要である。工数を管理対象とし顧客による調整が実施
されると、請負契約の場合は法令違反となる可能性も否定できない。
・見積り作業をより早く高い精度で実施できるようにするために、プロジェクト完了時の分析・評価を組
織標準プロセスに反映できるしくみが構築され運用されると、プロジェクトの成功に一層貢献できる。

S.4 検証
・請負契約では A 社での品質担保が前提であり、現在の「顧客指定の検証プロ セスの全適用」ではな
く、プロジェク トの検証方針や状況に応じて A 社で検 証方法・内容をコントロールできることが重要
である。
・併せて、請負契約では顧客への進捗管理・報告を成果物ベースで実施できるよう調整することが必
要となり、見積り作業や WBS も成果物ベースで実施できるように調整する。
・プロセス整備にあたっては、顧客との調整や合意が必要であり、実現が困難かもしれない。

O.4.2 教育訓練
・業務ごとに求められるスキルを整備し、全社で規定されているスキル・キャリアの情報がプロジェクト
で使用できるレベルまでブレイクダウンされ、プロジェクト組成時に活用できるよう、責任・権限に基
づいて使用できるしくみが必要である。
・プロジェクトで必要とする教育訓練のニーズを組織で確実に把握し計画できるしくみを整備し、組織の
スキルアップ状況および実施方法が評価できるようにすること が重要である。
・教育訓練の計画及び実施にあたっては、実施方法や要員・コストに留意し、効果的・効率的な実施と
なるよう十分に調整 し評価することが必要である。
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附属書 H プロセスアセスメントの適合性チェックリスト
アセスメント入力の適合性
ISO/IEC 15504 Part2
SPEAK er.3.1 Part2
標準番号
項番
アセスメント入力
アセスメント実施計画書
4.4.1
改訂履歴（版番号、改訂内容、依頼者の承認）
アセスメント入力は,アセスメントのデータ収集段階より前に
定義し,アセスメントの依頼者又は依頼者が権限委譲した人に
(1)-(a) 計画日付
よって承認されなければならない。
4.4.2

4.4.2
4.4.2

b) アセスメント目的
c) 次を含むアセスメント範囲
1) 組織単位の中で調査するプロセス

(2)-(a) アセスメントの目的
(3)
アセスメントの範囲
(a)
プロセス種別と能力水準範囲
（設定した目標能力）
プロセス種別と能力水準範囲
(a)
（設定した目標能力）

3) プロセスを展開する組織単位
4) 次を含む背景
i) 組織単位の規模
4) 次を含む背景
ii)組織単位の製品又はサービスの適用分野
4) 次を含む背景
iii)組織単位の製品又はサービスの主要な特性（例
えば規模,重要性,複雑さ及び品質）

4.4.2

4.4.2

4.4.2

4.4.2

4.4.2

d)アセスメントの進め方
e)最低,次のアセスメント制約を考慮する
1) 主な資源の利用可能性
2) アセスメントに費やす最長期間
3) アセスメントから除外する特定のプロセス
又は組織単位

4.5.2
4.5.2

4.5.2
4.3.2



(h)

製品又はサービスの利用状況

(i)

製品又はサービスの品質特性

(a)
(b)
(c)

アセスメント日程
アセスメントの制約
資源の利用可能性
時間的制約
除外するプロセス又は組織単位

5) アセスメント出力の所有権及びそれらの
使用上のあらゆる制限

(e)

アセスメント出力の所有権及び使用に関する制限

(f)



機密情報の取扱い
アセスメントのアプローチ





1) プロセス参照モデルがシステムエンジニアリングプ
ロセス又はソフトウェアエンジニアリングプロセスを
含んでいるとすると,それらのプロセスとISO/IEC
15288又はISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002,Annex Fと
の関連を定義しなければならない

(a)

アセスメント手法とモデルの名称
(ISO/IEC 12207 Amd.1との関連付けは
SPEAK Part5参照）



g)適格なアセッサの識別

(6)-(a) チームリーダ名と資格及び肩書き
(6)-(b) その他のチームメンバ名と資格
h) アセスメントに対して責任を有するアセッサの適格性の基 (6)-(c) アセッサ能力の基準
準
i) アセスメントに対して特定の責任を有する受診者,アセス (7)
アセスメント体制（アセスメント参加者及び支援要員を
メントチーム及びアセスメント支援要員の識別及び役割
含む）

j) プロセス改善又はプロセス能力判定を支援するために,ア (10)
セスメント中に収集するべきあらゆる追加情報。例えば,特定
のビジネスゴール（これには,6.3.5及び関連する備考に詳述
した情報を含んでもよい）を満たす組織の能力を数量化する
ために必要な特定のデータ（又は測定結果）。

a) アセスメント日付
b) アセスメント入力





サンプルの網羅度

(5)








(d)

6) 機密保持契約の結果として生じる情報の制御
f) 6.3で定義した要求事項を満たす（使用したプロセス参照
モデルの識別を含む）プロセスアセスメントモデルの識別





4) アセスメントで調べられる客観的証拠の量
及び種類

アセスメント入力の如何なる変更も依頼者又は依頼者が権限
委譲した人と合意し,アセスメント記録の中で文書化しなけれ
ばならない。
アセスメント出力の適合性
ISO/IEC 15504 Part2
項番
項番
アセスメント出力
4.5.1
依頼者又は依頼者が権限委譲した人が保存するために,アセス (10)
メントに関係があり, アセスメント出力の理解を支援する情
報を編集し,かつアセスメント記録に含めなければならない。 (13)

4.5.2



単一組織か、複数の組織（企業）かの識別
組織・プロジェクトの名称
組織・プロジェクトの要員数、売上げ
人員構成（役割、事業分野、業態、など）
製品又はサービスの適用領域

(8)
(4)





(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

4.4.3

4.5.2
4.5.2



a) アセスメントの依頼者の識別及び依頼者とアセスメントを (1)-(e) アセスメント依頼者（肩書き）
受ける組織単位との関係
(1)-(f) アセスメント依頼者とアセスメント対象組織の関係

2) アセスメント範囲内で,それぞれのプロセスに対し
て調査された最も高い能力水準

4.4.2
4.4.2

チェック
欄

(8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)

(9)
附属書G
(8)
d) 文書化されたアセスメントプロセスの識別
e) アセスメントの結果として得られるプロセスプロファイル (10)
一式（すなわち，評価された各プロセスごとに１つのプロ
ファイルとする）
f) 4.4.2 j)に明確化されているアセスメント期間中に収集し (11)
たすべての追加情報の識別
c) 収集された客観的な記録の識別





追加情報


改訂履歴（版番号、改訂内容、依頼者の承認）


チェック
欄

SPEAK er.3.1 Part2
アセスメント実施報告書
プロセス評定集合（プロファイル及び所見/プロセス能
力報告）
提言（供給者能力判定でのアセスメントでは不要）
アセスメント経過
アセスメント識別事項
アセスメントの目的
アセスメントの範囲
アセスメントの制約
アセッサの識別
アセスメント体制（アセスメント参加者及び支援要員を
含む）
証拠一覧
プロセス別証拠一覧表
アセスメント経過
プロセス評定集合（プロファイル及び所見/プロセス能
力報告）
追加情報











h) アセスメントの完了時に,アセスメントとISO/IEC 15504と (5)
アセスメントのアプローチ
の適合性の程度を検証し文書化する。（7.4参照）
(b)
ISO/IEC 15504へのアセスメントの適合性とモデ
ルの適合性



附属書H プロセスアセスメントモデル及びプロセスアセスメント
の適合性チェックリスト
プロセスアセスメントモデルの適合性
ISO/IEC 15504 Part2
標準番号
プロセスアセスメントのモデル
6

項番

SPEAK er.3.1 Part5
アセスメントモデル

チェック
欄

プロセスアセスメントモデルの適合性については、第５
部 アセスメントモデルにて検証済み。
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附属書 I アセスメント実施報告書移転書
文書番号 IPA/SEC-A 社-5
2012 年 8 月 31 日

アセスメント依頼者
所属： 株式会社Ａ社
所属組織名
氏名： アセスメント依頼者氏名

様
アセスメントチームリーダ
所属： 株式会社三菱総合研究所
所属組織名
氏名：アセスメントチームリーダ氏名

アセスメント実施報告書移転書

アセスメント結果に関するすべての所有権を依頼者に移転いたします。それに伴い、アセスメント
チームが保有する情報は実施計画書の守秘義務に関する合意に基づき適切に処分・廃棄いた
します。

記
1.

＊＊＊＊プロジェクト アセスメント実施報告書

1部

2.

同 電子ファイル

1式

アセスメントチームリーダ署名
日付： 2012 年 8 月 31 日
氏名： アセスメントチームリーダ氏名

印

以上
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