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「CMMI に基づく IT 調達プロセスの標準化」
渡辺弘美＠JETRO/IPA NY

1.

IT 調達プロセスの標準化： CMMI と SEI の取り組み

CMMI（Capability Maturity Model Integration）とは、米国カーネギーメロン大学
のソフトウェア工学研究所（SEI）が開発したソフトウェア開発プロセスを標準化
したモデルであるが、IT 調達プロセスにおいてソフトウェア・ベンダを選定する
際の指標としても利用されている。
SEI は 1980 年代、IT 調達プロセスに問題を抱えていた国防総省（DOD）からの
依頼を受け、ソフトウェア開発プロセスの改善モデルである CMM (Capability
Maturity Model)を開発した。CMMI の既存モデルとなる CMM には、システム・エ
ンジニアリング（SE-CMM）、ソフトウェア開発（SW-CMM）、ソフトウェア調
達（SA-CMM）、統合製品開発（IPD-CMM）など、各分野によって異なるバージ
ョンが派生していたが、CMMI はそれらが統合されたモデルとなっている。
CMMI では、ソフトウェア開発の組織能力を 5 段階のレベルに分けており、組
織の持つ開発プロセスの標準化と合理化を推進し、製品やサービスの開発や調達
などにおけるプロセスを改善するガイドラインを提供している。
CMMI の構造

開発プロセスに
おける管理、評
価、および、監
視に関するガイ
ドを提供。

外部顧客や組織内に
サービスを提供する
ためのガイドを提供。

全ての分野において、16のプロ
セスエリアが使われている
IT調達プロセス
において、IT調
達を決定するた
めに必要な情報
を提供する。

このように様々な分野のプロセス改善モデルがひとつに統合されている CMMI で
あるが、ここでは IT 調達プロセスに焦点をあて、CMMI の中でも IT 調達に特化し
た CMMI-AM（CMMI Acquisition Module)や CMMI-ACQ（CMMI for Acquisition）

-1-

ニューヨークだより 2007 年 1 月.doc

の概要をまとめるとともに、CMMI 以外の SEI による調達プロセス改善の取り組
みを報告する。

(1)

IT 調達プロセスのための CMMI

ソフトウェア・ベンダのソフトウェア開発能力を判定するための基準として著
名な CMMI は、IT ユーザ側の調達プロセスの改善のための枠組みも含んだモデル
である。SEI は 2005 年、異なる分野を統合したモデルの CMMI から IT 調達に関す
る部分だけを引き出した CMMI-AM を発表した。現在、SEI と大手自動車会社
General Motors (GM)社は共同で、CMMI から IT 調達プロセスに関する部分を独立
させたモデル CMMI-ACQ を開発している。
①

CMMI-AM：IT 調達プロセスに特定したモジュール

CMMI-AM は、SA-CMM (Software Acquisition Capability Maturity Model)、CMMI、
FAA-iCMM （FAA integrated Capability Maturity Model）及び 2003 年度ボブ・スタ
ンプ国防授権法第 804 条（後述）から引き出されたベストプラクティスなどを基
に、IT 調達プロセスに特定したガイダンスを提供している。同モデルは、DOD な
どの政府機関が IT 調達プロセスに CMMI を効率的かつ効果的に導入することを目
的としているが、それと同時に、政府機関だけではなく、民間企業の IT 調達プロ
セスにおいても応用可能なものとして紹介されている。
IT 調達プロセスにおいて最も注意が必要とされるのは、ベンダ選定時である。
SEI によると、調達側におけるプロセス管理能力とベンダ側の開発能力およびプロ
セス成熟度の不一致（ミスマッチ）は、プロセスを予測不可能なものとし、スケ
ジュールに大幅な遅れが生じるほか、時には最終的なシステムの構築につながら
ないなど、散々たる結果をもたらす場合があるとされている。また、IT 調達プロ
セスの管理能力が低い調達側によるプロセスと業務管理及びそれに伴う決断は、
ベンダ側の開発プロセスにマイナスの影響を与えることがあるとしている。
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高い

IT 調達機関と IT ベンダの適合性

IT調達機関

• IT調達機関の成熟された管理
能力
• ITベンダ側の成熟度の低い技
術能力
• 結果の予測不能

不一致
低い

• 規律のないプロセス
• 定義が不明確なプロセス
• 成果物の誕生ならず

技術・管理能力

一致

不一致

低い

• IT調達機関、及び、ITベンダ共
に成熟された高い管理能力・技
術能力を所持
• 最も成功する可能性が高い

不一致
• IT調達側の成熟度の低い管
理能力
• ITベンダ側の成熟された技
術能力
• IT調達機関がプロセスを簡
略化する可能性大

ITベンダ（サプライヤ）

高い

CMMI-AM では、プロジェクト管理、エンジニアリング、サポートを含めた 3 つ
のプロセスエリアによって構成されており、3 つのプロセスエリアの中でも、IT
調達のコアプロセスであるプロジェクト管理及びサポート分野における活動が最
も多いものとなっている。
CMMI-AM の構成図
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CMMI-AM は、IT 調達プロセスにおける効果的な活動や慣行に注目し、IT 調達
組織の環境に合わせて、CMMI などのベストプラクティスを基に設計されている。
ただし、他の既存モデルなどの一部を引き出すこと等を通じて作成された CMMIAM は CMMI モデルのモジュールであるため、組織における IT 調達プロセスの成
熟度を測ることは出来ない。しかし、IT 調達組織は以下のような質問事項を使っ
た自己査定をすることで、調達プロセスにおける強みと弱みを特定し、組織のプ
ロセス改善に役立たせることができる。また、同モジュールは、調達側がベスト
プラクティスを組織のプロセスに導入しやすいように設計されており、CMMI-AM
を採用することで IT 調達組織は、IT 調達プロセスにおける効果を高めることが可
能となっている。
CMMI-AM の自己査定質問事項（サンプル）
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②

CMMI-ACQ ：IT 調達プロセスモデル

SEI は現在、GM 社と協力し、組織における IT 調達プロセスの標準化を目指し
て、CMMI-ACQ を開発している。CMMI-ACQ は CMMI-AM をベースに作られて
いるが、モジュール文書である CMMI-AM とは異なり、CMMI-ACQ は IT 調達プ
ロセスに特化したプロセスモデルであるため、組織の IT 調達能力の成熟度レベル
を測定することが可能である。SEI が 2006 年 7 月に発表した仮報告書「Adapting
CMMI for Acquisition Organizations」は、GM 社における IT 調達プロセスのベスト
プラクティスを基に、SLA（Service Level Agreement：サービス・レベル契約）の
設定から調達プロセスの管理まで、IT 調達組織にとって必須な情報や手引きがま
とめられている。
CMMI と同様、CMMI-ACQ では、IT 調達組織の成熟度が 5 つのレベルに分類さ
れており、レベルにより異なる目標が設定されており、各レベルに適応するプロ
セスが規定されている。CMMI は現在、ソフトウェア・ベンダの開発能力の評価
に使われているが、CMMI-ACQ が完成すれば、IT 購入側の組織についても、同様
のレベル評価が行われるようになる。
CMMI-ACQ の成熟度レベルとその特徴

成熟度レベルとその特徴

（最適化している）

サプライチェーンの統合に
集中。
プロジェクト、サプライヤ、及び、ソ
リューションが定量的に測られ、管理さ
れている。

（定量的に管理された）
（定義された）

全てのプロジェクトにおけるプロセ
スと契約が標準化されている

（管理された）
基本的なプロジェクトと調
達管理

（初期）
プロセスの予測がつか
ず、コミュニケーション
能力が低い上、非積極
的にプロジェクトが実施
されている

CMMI-ACQ は、IT 調達側の業務が必要最小限で済むように設計されており、政
府機関や民間企業に関わらず、様々な分野の IT 調達組織が使用できるようにして
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いる。また、CMMI-ACQ は IT 調達プロセスで必要とされる指標を絞り込んでおり、
これにより IT 調達側は無駄な監視作業を細かく行うのではなく、システムの動作
環境や作業内容の確認及びプロジェクトのスケジュール管理などを中心に行うこ
とになっている。また、調達サイドとベンダ間のタッチポイントを設定し、アウ
トソーシングしたソフトウェアなどの開発・運用業務が適切に進められているか
を測定することになる。
IT 調達のライフサイクルとタッチポイント

同モデルはすでに、GM 社においてアウトソーシング・モデルとして試されてお
り、今後、その他の IT 調達企業や DOD を含めた政府機関などとも協力し、パイ
ロット・プロジェクトが実施されていく予定となっている。SEI の特別プログラム
のディレクターを務める Michael Phillips 氏は、すでに多くの IT ユーザ企業や組織
によってソフトウェア開発の分野で CMMI が採用されているため、CMMI-ACQ の
普及も期待できると述べている。また、同モデルは、調達側の IT 調達プロセスを
助けるだけでなく、ベンダ側の開発効果にも影響を与えるとされている。
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(2)

その他の SEI の取り組み

SEI は、CMMI-AM や CMMI-ACQ の開発以外にも、IT 調達プロセス改善のため
の取り組みを行っている。SEI は、ソフトウェアを開発しているベンダや DOD な
どの IT 調達組織を対象にして、ソフトウェア開発や調達プロセスの効率化を図る
手法「Software Product Line(SPL)」を開発したほか、DOD 機関に対して IT 調達サ
ポートプログラムを運営している。以下に、SEI が取り組んでいる 2 つのプログラ
ムについて紹介する。
①

Software Product Line：プロダクトを中心とした IT 調達改善法

Software Product Line （SPL）は、ソフトウェア開発の効率化を図るために開発
された。SPL は、ソフトウェアを細分化されたドメイン単位で開発することで、
仕様の似ている新たなソフトウェアを開発する際に、既存のドメインを組み合わ
せて効率よく開発を進めることを可能とする手法である。同手法は、ソフトウェ
ア製品郡のコンポーネントとなるコア・アセットを開発する「① コア・アセット
開発」、コア･アセットからソフトウェア製品を開発する「② 製品開発」、ソフト
ウェア開発の技術管理や組織の経営管理を行う「③ 管理」の 3 つのプロセスエリ
アから成り立っている。
SPL の構造

①コア・アセット
開発

②製品開発

③ 管理

ソフトウェアの開発コストを低減させ、市場展開までの時間短縮につながると
言われている SPL は、他社との競争力を強化するため、主にソフトウェア開発を
行っているベンダによって導入されているが、DOD などのように大規模な IT 調達
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プロジェクトを抱える IT 調達組織からも注目されており、特に「①コア・アセッ
ト開発」や「②製品開発」について、ベンダなどが効率的な取り組みを行うこと
を確保するために「③管理」に対する関心が高い。例えば、DOD 配下の各機関で
は、IT 調達に関して、SPL の積極的な利用が推進されており、SPL アプローチを
採用する DOD 機関が増加している。Acquisition, Logistics and Technology 担当陸軍
次官補室の Jim Linnehan 博士は、2005 年 9 月に行われた DOD の SPL ワークショ
ップにおいて、「国防予算が削減されている中、本質的に似たようなシステムを
何度も構築するのは要領を得ない。SPL を採用することによって、システムの構
築が効率化されている」と述べている。
主に調達機関は、SPL を通じて運営やベンダの管理を進めようとしているが、
調達側が求める目標を達成したソフトウェアを調達するために、SPL のライフサ
イクル全体を理解し、SPL 全体としてみたプログラム戦略を立てる必要がある。
IT 調達組織は、プログラム戦略によって、ソフトウェアやハードウェアなどのシ
ステムを構築する上での戦略を設定し、ベンダ側との契約を結ぶのである。また、
IT 調達組織は、コア･アセット開発と製品開発のプロセスエリアにおいて、以下の
ような活動を通して、コア･アセットを継続的、戦略的に蓄積していくことが可能
となっている。
コア・アセットを蓄積するための調達組織による活動
•
•
•

•

•

アセット開発
ドメインモデルの開発
製品ラインのアーキテクチャの構
築
再利用可能なソフトウェア・コン
ポーネントなど、コア・アセット
の開発
既存のアセットからコア・アセッ
トとなるコンポーネントを引き出
す
既存のアセット・ベースを管理、
維持、更新、改善し、他の調達組
織やベンダに対して、アセット開
発における支援を提供、など

•

•
•

•
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製品開発
製品ラインの生産能力を利用し、特
定の製品や新しく一連の製品を開発
する
製品の管理、更新、改善
新しいアセットを既存のアセット・
ベースと適合させ、他の製品ライン
との統合を図る
製品開発のプロセスで新しく開発さ
れたアセットが、コア・アセット・
ベースに含む価値があるかどうかを
評価する、など
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②

Acquisition Support Program （ASP）

SEI は、IT 調達を行っている陸軍、空軍、海軍などを含めた DOD 機関に対して、
IT 調達に関するサポートプログラムを運営している。DOD 機関の多くがソフトウ
エア集約型システム（Software-intensive system）の多くを外部から調達しており、
IT 調達のための費用やスケジュール、また、納品されたシステムの質が目標に達
しない場合がよくある。Acquisition Support Program （ASP）では、これらの機関
における IT 調達上の問題を SEI が直接サポートしている。
ASP は、DOD や他の政府機関における IT 調達プロセスの改善を支援しており、
場合によって新しいプロセス・モデルや技術などの開発を行っている。また、ASP
は、Independent Technical Assessments (ITA)や Independent Expert Program Reviews
(IEPR)などの IT 調達に関わるデータの収集・分析を行っているほか、DOD 機関に
おける IT 調達方針の見直し及び提言もしている。
ASP がカバーしている主な技術領域
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ソフトウエア・アーキテクチャ
CMMI
CMMI-AM
Commercial off-the-shelf （COT）
IDEAL Model
オープン・システム
パフォーマンス・クリティカル・シス
テム
パーソナル・ソフトウェア
リスク管理
セキュリティ
チーム・ソフトウェア・プロセス

APS は、効果的な IT 調達の原則として、次に掲げる 7 つの項目を挙げている。
コア原則となっているオープン・コミュニケーション（Open Communication）
では、IT 調達における利害関係者全ての間で情報の自由な流れが促進されており、
個人の意見を尊重した合意プロセスが使われている。
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自立原則（Sustaining Principle）は 3 つあり、組織的リスク管理（Team Risk
Management）、継続的なプロセスの改善（Continuous Process Improvement）、継続
的な製品の改善（Continuous Product Improvement ）が提唱されている。「組織的
リスク管理」では、ひとりひとりがリスク管理を行うことで、IT 調達における利
害関係者全てがプロジェクト管理に参加することを可能にする。「継続的なプロ
セスの改善」では、利害関係者全てが共通したプロセス改善のための枠組みや専
門用語を使用することで、互いにプロセスに関して調整・強化することができる
ようになる。「継続的な製品の改善」とは、約束の納期は必ず守り、規則正しい
スケジュール、または予定より早いスケジュールにて納品できることを実現する。
このほか、3 つの特徴的な原則として、前向きな見解（Forwared-Looking View）、
グローバルな視点 (Global Perspective) 、製品ビジョンの共有 (Shared Product Vision)
があげられている。以下の図表は、ASP が掲げた効果的な調達のための 7 つの原
則を表した概念図である。
ASP が掲げる効果的な IT 調達のための 7 つの原則

このほか、APS は IT 調達支援活動の一環として、DOD やその他の連邦政府機関
において IT 調達業務に携わっている職員、及び、これらの機関に技術提供をして
いるベンダのプログラム・マネージャや社員などに対して、Software Acquisition
Survival Skills と呼ばれるトレーニング・プログラムを提供している。同プログラ
ムは 3 日間かけて行われ、リスク管理、契約前の活動、 要求事項の管理、システ
ム・エンジニアリング 、技術評価、ソフトウエア･アーキテクチャ、マトリクスに
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よる管理、プロセス管理、コンセプトの統合など、9 つの分野をカバーしており、
これまでに 510 人（2006 年 3 月の時点）が受講している。

2.

IT 調達における政府及び民間企業の CMMI 利用動向

DOD をはじめとし、大規模な IT 調達プロジェクトを抱える IT 調達組織は、
CMMI をソフトウェア・ベンダの技術能力や開発プロセスの成熟度を評価するた
めのツールとして利用しているだけではなく、組織における調達プロセスの改善
方法としても取り入れている。以下に、DOD や GM 社における IT 調達プロセス改
善を目指した取り組みについてまとめるとともに、各組織における CMMI 利用動
向について報告する。

(1)

国防総省（DOD）

DOD が調達する IT システムには、業務用基幹システムだけではなく、ミサイル
等の武器も含め、通常のシステムとは異なる機能や安全性が必要とされるシステ
ムが多く、同省におけるソフトウェア選択基準は複雑である。ブッシュ政権が議
会に提出した連邦政府予算案によると、2007 年度の DOD における IT 予算は約
307 億ドルであると報告されている。
これだけ膨大な予算をかけながら、DOD は近年、システムの開発・調達におい
て多大な費用の超過、スケジュールの遅れ及び目標の未達成を経験している。例
えば、政府説明責任局（Government Accountability Office: GAO）は 2004 年 3 月に
発表した報告書の中で、DOD が 2003 年度の開発費関連予算（Research,
Development, Test and Evaluation）の約 40 パーセント（210 億ドル）をソフトウェ
アの開発関連業務に費やしていると報告、その中の約 40 パーセント（80 億ドル）
が質の悪いソフトウェアの再プログラミングなどに使われていると指摘した。こ
のような問題は、非効率的なソフトウェア開発・調達プロセスに原因があると考
えられている。
問題の多い DOD のソフトウェア開発・調達プロセスを改善するため、これまで
議会及び省レベルによって様々な取り組みが行われてきた。以下に、2003 年度ボ
ブ・スタンプ国防授権法第 804 条、及び、DOD のソフトウェア調達プロセスの評
価を行った GAO の報告書を紹介し、DOD の IT 調達プロセスの改善を求める議会
の意見をまとめるとともに、DOD による CMMI 利用動向について報告する。
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①

DOD の IT 調達プロセス改善を求める議会（2003 年度国防授権法 804 条）

2002 年 12 月、以前から非効率な DOD の IT 調達プロセスを問題視していた議会
は、2003 年度ボブ・スタンプ国防授権法第 804 条「ソフトウェア調達プロセスの
改善（Improvement of Software Acquisition Process）」を策定した。同条項は、DOD
に所属している軍事省や防衛庁に対して、ソフトウェア調達プロセス改善のため
のプログラム設置を義務付けるものとなっている。この中では、ソフトウェア調
達改善プログラムの必要条件も定められており、関係機関では、ソフトウェア調
達のための計画、調達プロジェクトやソフトウェアのリスク管理に関わる全ての
プロセスを記録することが義務付けられているほか、マトリクス手法を利用した
効果的なプロセス管理を行うことが求められている。
2003 年度国防授権法第 804 条「ソフトウェア調達プロセスの改善」
（a） ソフトウェア調達改善プログラムの設立について
1. 各軍事省長官は、自分の省におけるソフトウェア調達プロセスを
改善するためのプログラムを設立すること
2. 多大な量のソフトウェア・コンポーネントを取り扱っている主要
な防衛調達プログラムを管理している各防衛庁の長官は、同庁の
ソフトウェア調達プロセスを改善するためのプログラムを設立す
ること
3. これらソフトウェア調達のための改善プログラムを同法 804 条が制
定されてから 120 日以内に設立しなくてはならない
（b） ソフトウェア調達改善プログラムの必要条件：ソフトウェア調達改善
プログラムは、以下の条件を満たしていなくてはならない
1. ソフトウェア調達における計画、ソフトウェア開発・管理におけ
る必要条件の決定、プロジェクト管理・監督、及び、リスク管理
に関わるプロセスを記録すること
2. パフォーマンスの測定、及び、継続的なプロセス向上のために必
要な（適切な）マトリクスを作成すること
3. 主要プログラムの職員は、ソフトウェア調達に関する適度な経験
を持ち、訓練を受けたものであること
4. 各軍事省および防衛庁はソフトウェアを調達するためのプロセス
と必要条件を確立すること
（c） 国防総省の指針：指揮、統制、通信、情報（Command, Control,
Communications and Intelligence：C3I）担当の国防次官補は取得･兵站及
び技術（Acquisition, Technology, and Logistics：AT&L）担当国防長官と
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協議して、
1. 804 条の下で設立されたソフトウェア調達改善プログラムを管理す
るための指針を規定し、軍事省および防衛庁が同指針に順守して
いるかを確認すること
2. C3I 担当の国防次官補および AT&L 担当国防長官は、効果的にソフ
トウェア調達改善プログラムを実行するために軍事省長官を以下
の事項に従って支援すること
(ア) 潜在的ベンダのソフトウェア製品の成熟度及び過去の業績な
ど、ソフトウェアベンダを決定するために必要な基準を確保
すること
(イ) 公共および民間セクターにおけるソフトウェア開発・調達の
ベストプラクティスに関する情報を収集したクリアリングハ
ウスの役割をすること

②

GAO による DOD の IT 調達プロセス評価

議会によって DOD におけるソフトウェア調達プロセスの改善が求められる中、
GAO が 2004 年 3 月に発表した DOD のソフトウェア調達プロセスを評価した報告
書によると、評価の対象として選ばれた 5 つのプログラムのうち、ソフトウェア
調達において目標を達成しているのは、Tomahawk、及び、F/A-18 C/D の 2 つのプ
ログラムのみであるとされた。その他 3 つのプログラムは、ソフトウェアの開
発・調達プロセスが効率的に行われていないため、多大な費用超過と大幅なスケ
ジュールの遅れが見られると報告されている。
GAO による DOD プログラムのソフトウェア調達プロセス評価
プログラム
Tomahawk
F/A-18 C/D
F/A-22
SBIRS
Comanche

段階的な
調達環境
○
○
×
×
×

規律あるソ
フトウェア
調達プロセ
スを採用
○
○
×
×
×

マトリクス
の
効果的利用
○
○
×
×
×

開発費関連
予算に変更
が
あった割合
7.6％
36.4％
127％
88％
231％

スケジュー
ルに変更が
あった割合
22.4％
6.2％
104％
N/A
120％

GAO によると、Tomahawk や F/A-18 C/D などの成功しているプログラムでは、
一貫性のある段階的なソフトウェアの調達環境が整っているほか、調達するシス
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テムの動作環境などが明確に定義されているなど、枠組みのしっかりしたソフト
ウェア開発・調達プロセスの管理を行っている。また、このようなプログラムで
は、ソフトウェア開発・調達の進捗状況を監督するために、費用、スケジュール、
調達環境、製品評価などの項目を設けたマトリクスを効果的に利用しているとの
こと。
その一方で、ソフトウェア開発・調達に苦労しているプログラムでは、システ
ムの動作環境と調達可能なソフトウェア・ベンダの技術・製品を一致させずに調
達プロセスを開始してしまうなど、プロセスの始めの段階から既に問題があると
指摘されている。その上、調達するシステムの動作環境や完成品の基準値を設定
しないうちに、ソフトウェア・ベンダを選択することがあるため、期待はずれで、
質の悪いソフトウェアが調達されることもしばしばだという。また、これらのプ
ログラムにおける調達プロセスには一貫性がないため、費用の超過や大幅なスケ
ジュールのずれなどが生じることが多いと分析した。
GAO は、DOD 対象プログラムの評価結果、及び、大手ソフトウェア開発企業の
インタビューなどを基に、ソフトウェア開発・調達に不可欠な 3 つの基本的なプ
ロセス管理戦略を挙げている。
（a） 段階的な調達環境： システムの動作環境を明確に定義し、段階的
で一貫性のあるソフトウェア調達環境を整えること
段階的なソフトウェア調達環境
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（b） 規律あるプロセス： 規律のあるソフトウェア開発・調達プロセス
を保つこと
（c） マトリクスの効果的利用： マトリクスの項目にあるデータの収
集・分析により、効果的で効率的なプロセス管理を行うこと
GAO は、以上 3 つの戦略をソフトウェア開発・調達管理に適用することで、シ
ステムの動作環境を理解した上で、適切なリスク評価を行うことができるほか、
効果的なプロセス管理が可能となると提言している。また、このような戦略を実
行していくには、上層部による力強いサポートが必要であり、同戦略を調達方針
の一部として策定し、省全体で実施・強化していくべきであると述べている。
③

CMMI 開発にも積極的に参加－DOD の CMMI 利用動向

議会や GAO が DOD におけるソフトウェア開発・調達プロセスの改善を推し進
める中、DOD 自身もその必要性を認識し、対策に動いている。以前から、DOD の
各機関が抱える IT プロジェクトは大規模なものが多く、ソフトウェア開発業務を
外部ベンダにアウトソーシングし始めたことにより、調達したソフトウェアの質
の悪さや委託するベンダの選別方法など、数多くの問題に悩まされていた。そこ
で、1980 年代には、このようなソフトウェア調達プロセスにおける問題を解決す
るため、DOD はカーネギーメロン大学の SEI に、ベンダ選定の評価基準となるよ
うなソフトウェア開発プロセスモデルの構築を依頼している。DOD からの依頼で、
SEI によって開発された CMM モデルは、その後も継続的に改善が行われ、現在は、
CMMI へと移行している。
DOD は、CMMI の開発・改善にも積極的に参加しており、IT 調達プロセスに焦
点を当てた「CMMI-AM（CMMI-Acquisition Module）」は、DOD で行われたパイ
ロット・プログラムの結果を基に開発されている。また、既述のように、同モデ
ルを IT アウトソーシングに適用している GM 社と共に、SEI は新しい IT 調達プロ
セスモデル「CMMI-ACQ」を開発しており、2006 年 7 月に IT 調達プロセスに関す
る仮報告書「Adapting CMMI for Acquisition Organizations」を発表した。
CMMI の IT 調達モデルの移行
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ソフトウェア・エンジニアリング／システム保証担当次席補佐である Kristen
Baldwin 女史によると、DOD は今回もこの新たな IT 調達プロセスモデルを評価す
るためのパイロット・プログラムに参加しており、同プログラムの結果次第で同
省に所属する各機関において CMMI‐ACQ モデルが IT 調達プロセスを管理するツ
ールとして採用されていく可能性が高いとしている。同女史は、同モデルを採用
することで、調達する IT 技術の規律及び IT 調達プロセスの一貫性が保たれ、無限
の可能性が広がると述べている。

(2)

ジェネラル・モーターズ（GM）社

自動車のコンピュータ化が進んでいる近年、ソフトウェアが不可欠な自動車が
増えてきたことで、自動車メーカではますます IT が重要視されている。世界規模
で展開している大手自動車メーカ GM 社の IT 予算は約 30 億ドル。同社は、自動
車に組み込まれるソフトウェアから業務オペレーションに不可欠なシステムの構
築まで、様々な IT プロジェクトを抱えており、そのほとんどが外部ベンダにアウ
トソーシングされている。同社の副会長兼最高情報責任者を努める Ralph Szygenda
氏は、以前から IT 分野のプロセス（特に IT アウトソーシング）における一般的な
ビジネスモデルや標準が欠如していることに不満を抱いており、2005 年 11 月から、
SEI と協力し、IT ユーザ機関の IT 調達プロセスを標準化した CMMI-ACQ の開発
に参加し始めた。
①

GM 社の革新的な IT 戦略

＜マトリクス型の IT 組織構造＞
競争の激しい自動車産業における生き残りを賭け、GM 社は IT 戦略の見直しを
図っている。1970 年以降、市場シェアが下降線を辿り、経営不振に悩まされてい
た同社は 1996 年、管理体制の強化を図るために Ralph Szygenda 氏を最高情報責任
者（CIO）に迎えた。その後、Szygenda 氏を中心に IT システムの改革が推し進め
られ、同社における IT 組織の構造が確立され、業務の重点を絞り込んだ IT 戦略が
打ち出されはじめた。
GM の IT 組織である Information Systems & Services（IS&S）は、CIO の Szygenda
氏を頂点とし、マトリクス型の構造となっている。世界で事業を展開している
GM 社は、地域別（北米、ヨーロッパ、アジア・太平洋、南米、アフリカ・中東）
にそれぞれ異なる CIO と IT 部門を設置し、各事業部の CIO がそれぞれの IT シス
テムを統轄している。また、CIO の他に複数のプロセス情報責任者（PIO）が設置
されており、特定のビジネス・プロセス（製造やサプライ･チェーンなど）に関係
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したシステムを部門別に管理している。CIO と PIO の報告体系は異なっており、
各 CIO は自分が所属している事業部の責任者に報告するとともに、最高情報責任
者である Szygenda 氏に報告する義務があるが、PIO は Szygenda 氏のみに報告すれ
ば良いことになっている。Szygenda 氏は、このようなマトリクス型の組織構造は、
異なる視点を持った CIO と PIO が対立することもあるが、それによって組織に緊
張感を与え、競争を活発化させているのだと述べている。その結果、社内横断的
なインフラが構築されることで、会社全体における IT 基盤が拡張され、強化され
ていくのだとしている。この組織構造によって、同社は世界中どこでも自動車の
設計、製造・販売が行えるようになった。
IS&S の組織構造

＜IT アウトソーシングモデルの移行＞
同社の IT プロセスは、情報システムの構築・管理（Create & Sustain Information
Systems）、アーキテクチャ及び標準の管理（Manage Architecture & Standards）、
戦略計画（Strategic Planning）、その他の管理業務（Management Enablers）と大き
く 4 つの分野に分けられており、全部で 44 の IT 管理業務を抱えている。財務管理
や戦略計画など経営の中核となるような業務は、自社の IT 部門が担当しているが、
65 パーセント以上の IT 管理業務が外部ベンダにアウトソーシングされている。
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GM 社がアウトソーシングしている IT 管理業務

GM 社における IT システムの改革は、IT 組織構造の構築だけなく、IT アウトソ
ーシングモデルにもその影響が出ている。Szygenda 氏の CIO 就任後、同社傘下で
1984 年から同社の IT 業務を全て担当していた EDS 社が 1996 年にスピンアウトし、
同社のアウトソース契約が競争にかけられるようになった。
その後も EDS が同社のアウトソーシング契約を独占する状態が続いたが、次第
に複数のベンダと契約するマルチソーシングの形態が普及。アウトソーシング形
態の変遷とともに、同社の IT 業務の効率化も進められ、今まで 7,000 もあった IT
システムを 2,500 まで縮小することに成功した。
Szygenda 氏によると、GM 社は 1997 年から 2004 年の 8 年間で約 13 パーセント
の売上げの伸びを記録したが、それに反するかのように 1997 年には 40 億ドルで
あった IT 予算が、2004 年には 30 億ドルとなり、約 25 パーセントの IT コスト削
減が達成できた。また、大幅な人員削減が行われた 2001 年以降は、同社における
アウトソーシングの割合が 70 パーセント以上になっている。
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GM 社におけるアウトソーシング率の推移

現在、GM 社のアウトソーシング・プロセスは第 3 世代へと移行している。新し
いアウトソーシング・モデルでは、競争と協力を混合させた手法が取られている。
これまでと同様、アウトソーシングされる IT プロジェクトは競争にかけられるの
だが、アウトソーシング契約はいくつかのベンダの間で分配され、これらのベン
ダは協力しながら GM 社の IT ビジネスを構築している IT 管理業務（アプリケー
ション管理、インフラ管理、統合管理など）を行っていくことになっている。
同社は今後 5 年間で総額 150 億ドルの IT プロジェクトをアウトソースする計画
だと公表しており、2006 年初めに計画の一部である 75 億ドル分のアウトソーシン
グ先を発表した。
今回アウトソーシング先として契約が決定したのは、EDS 社に加え、企業向け
ソリューションを提供する大手コンピュータ会社のヒューレット・パッカード
（HP）社や IBM 社、大手 IT コンサルティング会社の Capgemini 社、自動車業界
のソリューション・プロバイダである Covisint 社、および、インドの IT サービス
企業の Wipro 社へ分割して IT アウトソーシングが行われる。第 3 世代モデルでは、
このように異なるベンダが世界規模で同社の IT ビジネスを運営しなくてはいけな
いため、同社はベンダの IT プロセスを標準化するために CMMI を使用している。
次は、GM 社の IT アウトソーシング・モデルの変化を表したものである。
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GM 社のアウトソーシング・モデルの移行

②

IT プロセスの標準化を求め－GM 社の CMMI 利用動向

IT 管理業務の半分以上をアウトソーシングしている同社 CIO の Szygenda 氏によ
ると、従来、Microsoft 社や IBM 社などの大手ソリューション企業を含めたソフト
ウェア開発側は、IT を調達する企業側のビジネス･オペレーションがどのようなも
ので、システムやソフトウェアに何が必要であるかということを理解せずにソフ
トウェアの開発を行っていたため、調達したソフトウェアに様々な問題があった
という。
また、同社の自動車向け社内通信機能提供部門である OnStar のアプリケーショ
ン開発部門のディレクターの Rick Harris 氏は、CMM 評価でレベル 5 を受けたベン
ダと仕事をしたとき、同ベンダから派遣されたマネージャはソフトウェアのテス
トをどのように計画・実施するのかもろくに知らなかった上、プロジェクトが大
幅に遅れるという事態に陥ったと述べており、CIO にはベンダ選定の失敗は許さ
れないとしている。
IT 調達側とソフトウェア開発側の考えの違いや条件の不一致を減らすとともに、
世界各地にある各事業部門全てが類似した IT プロセスに従ったオペレーションを
行えるように、同社は CMMI を利用して、IT プロセスの標準化を図った。さらに
使いやすく、洗練された IT 調達プロセスの標準化を求める同社は、自らのアウト
ソーシング・プロセスにおけるベストプラクティスなどを基に、カーネギーメロ
ン大学の SEI と協力し、現在、IT 調達プロセスモデルの CMMI-ACQ を開発してい
る。
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＜既存 CMMI の問題点と CMMI-ACQ の開発＞
同社の IT 組織 IS&S のグローバル・システム調達部門のシニア・マネジャーで、
CCMI-ACQ の開発に携わっている Hubert Hoffman 博士によると、既存の CMMI で
は IT 調達側のニーズが伝わりにくいとしている。その例として、IT 調達のための
戦略やどのように契約を進行させていくのかなど、調達側にとっての必須条件が
抜けているのだという。また、同氏は CMMI-AM は CMMI のモジュールであるた
め、アーキテクチャや定量的な情報管理などに関する要素が記されていないなど、
IT 調達側のプロセスが詳細でないことを挙げたほか、調達側とサプライヤ側の関
係が明確に定義されていないと述べている。また、GM 社とともに CMMI-ACQ の
モデル開発チームに参加し、ソフトウェア開発ツールを提供している Borland 社の
シニアコンサルティング・サービス・マネージャの Robert Marler 氏は、「IT アウ
トソーシングで問題が生じるのは、ユーザ企業によるベンダ管理の効率が悪く、
必要以上にコストがかかっているためであり、ユーザ企業はベンダ管理のポイン
トを絞るべきである」と述べており、調達側によるベンダ管理ミスやアウトソー
シング・プロセスの効率の悪さを指摘している。
このような調達側が抱えている既存 CMMI モデルの問題点を考慮して CMMIACQ は開発されている。CMMI-ACQ は、CMMI モデルの一部を抽出したモジュー
ルではなく、CMMI と同様の構造に従った完全なモデルとなっている。IT 調達に
関する必要な知識が全て詰め込まれている同モデルは、事業の種類に関わらず IT
を調達している企業や機関の基礎（基盤）となるほか、調達側が調達プロセスの
知識を身に付け、各プロセスの段階において必要事項を明確に伝えることで、ベ
ンダ側も調達側に満足してもらえるような製品を納入できる。同社 CIO の
Szygenda 氏は、CMMI-ACQ モデルは GM 社だけに利益をもたらすのではなく、IT
産業全体の利益を図ることにつながると述べている。
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このレポートに対するご質問、ご意見、ご要望がありましたら、
hiroyoshi_watanabe@jetro.go.jp までお願いします。
なお、本レポートは、上記の参考資料を利用して作成しているものであり、本レ
ポートの内容に関しては、その有用性、正確性、知的財産権の不侵害等の一切に
ついて、執筆者及び執筆者が所属する組織が如何なる保証をするものでもありま
せん。また、本レポートの読者が、本レポート内の情報の利用によって損害を被
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