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■ 論文要旨 ■ 

不確実性の時代、ＩＴプロジェクトは多くの危険にさらされている。危険は、品質 

・コスト・納期だけでなく、スコープやコミュニケーション、組織管理や調達管理な 

どプロジェクトのあらゆる分野に潜んでいる。これらの危険を早い段階で予知し、予 

め対策を考えておくのがリスク管理である。 

しかし、危険予知を属人的能力に頼っていると、予知に漏れが生じるという大きな 

 危険がある。予知できない危険は、管理しようが無いからである。そこで当チームで 

 は標準をプロジェクト活動の基軸とし、チェックリストを使用したレビューにより、 

 危険予知を組織的かつ効果的に行い、プロジェクト品質の安定化を図っている。 

さらに、新しい知識体系を標準に取り込むことで標準の高度化を図り、プロジェク 

 ト品質の向上につなげている。その結果、計画年度内でのシステム実用化率は６０％ 

から８０％程度に向上し、全てのプロジェクトで投資対効果は１００％を超えた。 
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１．はじめに 

 １．１ 当社の概要  

当社は総合重工として多岐にわたる社会インフラの開発・製造を行っている。その中で

航空宇宙分野にかかる事業を IT 面から推進するのが IT 推進部事業システム６グループ航

空機・宇宙システムチームである。具体的には、業務及び情報システムの全体最適化を図

り、IT戦略策定から実行・評価、IT投資マネジメント、パートナー会社向けシステムの展

開、情報セキュリティマネジメント、ＩＴ全般統制などを行っている。 

 

 １．２ 昨今のＩＴプロジェクトの特徴 

 ＩＴプロジェクトが失敗する要因として常に上位に位置づけられているのが要件定義に

関わるものである。あいまいな要件定義や要件の漏れ、要件変更の多発などにより、後工

程で手戻り等が発生し、品質・コスト・納期が悪化する。手戻りだけではなく、要件定義

のプロセスと成果物に埋め込まれた不適合や欠陥は、次工程の設計に引き継がれる。その

設計に埋め込まれた不適合や欠陥は、コードに引き継がれる。こうして工程を経て埋め込

まれた不適合や欠陥のあるコードをどれだけ綿密に試験（検証）をしても、品質を確保す

ることはできない。不適合や欠陥のある設計書に対して、どれだけ綿密に試験（検証）を

しても同様に品質を確保することはできない。 

つまり、９０点の要件定義に対して９０点の設計をし、９０点のコードを生成し、その

コードを１００％試験（検証）しても、９０％ｘ９０％ｘ９０％≒７０％の品質しか確保

できない。また、要件変更を適切にコントロールできないと、スコープが当初の計画から

逸脱し、これも品質・コスト・納期を悪化させることになる。さらには、コミュニケーシ

ョンが錯綜する、組織管理が混乱する、調達管理で問題が発生するなど多くの要因が、プ

ロジェクト品質を不安定にし、品質・コスト・納期を悪化させることになる。このような

事態を引き起こさないためにリスク管理が必要とされているが、ここにもリスクが適切に

管理されないという問題がある。 

このようにＩＴプロジェクトには要件定義に起因して、様々な分野に渡り多くの危険が

潜んでいる。それでは、要件定義を１００％完全にすればよいのかと言えば、事態はそれ

ほど単純ではない。航空宇宙業界もグローバル競争の真っただ中にあり、日夜走りながら

新たな開発技術や製造プロセスを模索しており、昨今のＩＴプロジェクトは、新しいビジ

ネスモデルや業務プロセスの変更を伴うものが多い。加えて、ＩＴそのものが日進月歩で

あり、不安定である。まさに、不確実性の時代であり、ＩＴプロジェクトの要件を１０

０％完全に定義することは、事実上不可能である。つまり、要件定義段階で完全に危険要

因を除去することはできないのが実情である。 

 

 １．３ リスク管理と危険予知 

 要件定義が不完全（潜在的な危険をかかえた状態）でも次へ進まなければならないＩＴ

プロジェクトにおいては、リスク管理が必須となる。リスクとは、もし－将来に発生した

場合、プロジェクトに影響を及ぼす危険要因である。リスク管理は、この危険要因を洗い

出すことから始まる。ところが、実際にリスク管理をしようとした場合、この最初におこ

なう危険要因の洗い出しでつまずくことが多い。なかなか、危険要因が思いつかないので
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ある。将来の危険を予知するのは、多くの場合、個人が持つ失敗経験に依存することとな

る。経験の無い失敗を、将来に発生するかもしれないとして予知するのは、普通は困難で

ある。こうした属人的な洗い出しで漏れた危険要因は、管理対象からはずれ、実際に発生

した時には不測の事態を引き起こし、プロジェクトを危機に陥れることになる。 

すなわち、事故の発生となる。この事故を未然に防止するための取り組みとして、産業

界ではグループで事故を想定し、ディスカッションすることで危険要因に対する感度を高

める“危険予知（訓練）”が行われている。危険予知では、危険を防止するためにとるべ

き行動や作業手順を標語や作業標準に反映するなどして組織的に学習し、属人化させない

ような工夫もしている。ＩＴプロジェクトにおけるリスク管理を効果的に実践するには、

このような組織的危険予知（訓練）を行うことで、できるだけ多くの危険要因を要件定義

段階から洗い出すことがポイントとなる。 

 

２．システム開発標準 

 ２．１ 標準の目的と意義 

 ＩＴプロジェクトのプロセスや成果物に潜む危険を的確に予知するには、それらを属人

化しないことが重要となる。プロセスや成果物が属人的に行われる組織では、危険の発生

確率のバラツキが大きく、成功しても再現性が無い。プロセスを標準化することで、プロ

セスの抜けや漏れ、実施内容に対するバラツキが抑制される。成果物の記載内容や記載項

目、様式を標準化することで、成果物のバラツキが抑制される。成果物のバラツキが抑制

されれば、それを入力とする次工程のプロセスや成果物のバラツキも抑制される。プロジ

ェクト全体でプロセスと成果物を標準に従って実施することでバラツキを抑制できれば、

危険予知を効果的かつ効率的に行うことができる。何故なら、プロセスと成果物のバラツ

キを抑えることができれば、危険が潜伏している範囲を限定し、発生確率や影響度も特定

しやすくなるからである。その結果、プロジェクト品質の安定化が図られる。このような

観点から、当チームではＩＴプロジェクトを遂行する上でのさまざまなプロセスと成果物

を標準化し徹底している。 

 

 ２．２ 各種標準の概要  

 以下に主な標準の概要を示す。 

➀情報システム管理基準 

問題点／ニーズの把握から計画策定、開発・運用保守、評価・改善といったＩＴマ

ンジメントのＰＤＣＡサイクル全体を通じてのプロセスと成果物を規定したもの。大

局的な観点からプロジェクト品質の安定化と向上を図る。 

 ②システム開発標準 

システム開発の要求分析～運用試験まで各工程で必要となる標準プロセスと成果物

を規定したもの。標準プロセスは、各工程で実施すべき作業項目を明記すると共に、

ＷＢＳ（作業分解構成の３階層まで）をテンプレート化している。同様に成果物につ

いても、各成果物に記載すべき項目を明記するとともに、記入様式をテンプレート化

している。また、各工程で実施するレビュー・プロセスとレビュー対象成果物、レビ

ューチェックリスト及びレビュー報告書なども標準化している。   
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 図１に➀情報システム管理基準と②システム開発標準の例を示す。 

 

     図１ 情報システム管理基準及びシステム開発標準の例 

 

  図２にシステム開発標準「要求仕様書作成要領」の例を示す。 

 

 

       図２ システム開発標準「要求仕様書作成要領」の例 

 

  ③見積もり標準 

   ファンクションポイント法による見積もり手順と各種基準値を規定したもの。見積

もりのバラツキを抑えることは、コスト・納期面での属人的リスクを低減し、プロジ

ェクト品質の安定化を図る上で非常に重要である。基準値は、外部要素毎のＦＰ数や

ＷＢＳ１ ＷＢＳ２ ＷＢＳ３ 成果物
SP 開発計画 00 開発計画工程計画 01 作業項目の洗い出し 成果物チェックシート

02 作業量の見積り スケジュール表
03 実施体制・実施スケジュールの立案 体制表

01 システムビジョン策定 01 各部ニーズ調査 ニーズ調査依頼の公簡
問題点・ニーズ表

02 システムビジョン見直し システムビジョン
ビジネスモデル

02 開発計画策定 01 目的、必要性、開発内容の明確化
02 画面・帳票・ファイル数の規模見積り
03 概算費用見積り(開発費、設備費）
04 効果の算定
05 スケジュール・体制の明確化
06 システム開発明細計画書の作成 システム開発明細計画書
07 計画内容、投資対効果等の評価 計画評価シート
08 購入ＨＷ／ＳＷの予算申請書作成 設備申請書

03 レビュー及び計画策定 01 開発計画の取りまとめ システム開発計画一覧
02 優先度、実現度、予算等のレビュー 計画評価シート

04 開発計画審査会 01 所内各部、企画経理との調整 議事録
02 実施計画（効果）各部長室のコミット システム開発明細計画書(各部長室サイン)
03 開発計画の所長審議 議事録、各部通知

05 年間業務計画策定 01 実施スケジュールの立案 年間業務計画（マニフェスト）
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ＦＰ係数（時間／ＦＰ）、言語生産性など。さらに、見積もりの観点から要求仕様書

の記載内容を標準化している。これにより、見積もりの調整パラメータを難易度や改

修率に絞り込むことができ、見積もりのバラツキを抑制することができる。 

  ④外部委託要領 

   ソフトウェア開発を外部委託する場合の見積もり、契約／発注、検収までのプロセ

スと必要な帳票類、成果物（購入要求仕様書、見積書）およびそれらのレビューチェ

ック項目を規定したもの。購入要求仕様書は、納入物、納入場所、納期など基本事項

に加え、著作権や瑕疵担保期間などの妥当性をチェックする。見積書は、見積もりが

標準に適合しているか、調整パラメータが妥当か、見積もり調整会を実施したかなど

をチェックする。これらのチェックが全てパスし証跡が確認できなければ、購入要求

は承認されない。これにより調達管理面からプロジェクト品質の安定化を図るだけで

なく、商取引におけるコンプライアンスに対する危険防止にも役立っている。 

  

３．チェックリストによるレビュー 

 ３．１ リスク管理におけるレビューの目的  

 プロジェクト品質を安定化するためには、プロセスと成果物に対する標準を規定し遵守

するだけではなく、各工程でレビューを実施し状況をモニタリングすることが重要である。

実施したプロセスが妥当であったかや成果物の誤字脱字や矛盾・不整合などはもちろん、

次工程以降（将来）に発生しそうな危険がどれだけあるかという観点で予知できるかがポ

イントなる。この観点を属人的な経験だけに頼ることは、危険予知の範囲や深度にバラツ

キが生じるという危険がある。これを防止するには、標準に従ってプロセスや成果物が実

施されたかどうかを、標準化されたチェックリストを使用してレビューすることである。

図３にチェックリストの例を示す。 

 

           図３ チェックリストの例 

 

レビューチェックリスト
(要求仕様分析工程)

確　認　者

対象物：システム仕様書

NO 区　分 チ　ェ　ッ　ク　項　目　 チェック 備　考

業務の対象範囲、システムの対象範囲は業務フロー（DFD）で明確か。

新業務フローに担当課名を記述したか。

業務に番号を付番し、各帳票（大・中・小区分）と紐付けたか。

ユーザ側とシステム側の窓口（運用上のトラブル時の連絡先）は明確か。

現行の業務フローは充分に整理され、不明点はないか。

各業務は充分に細分化され、５W１Hは明確か。

各業務で使用するデータの情報源及び入力先、出力先は明確か。

又、入力媒体、出力媒体は明確か。（例：メール、FAX等）

ISMS,QMS,J-SOX等の内部統制上のﾘｽｸを評価し適切なｺﾝﾄﾛｰﾙを設定したか。(注1)

1 業務

用語および図法は一貫しているか。

構造化がはかられているか。

独自の略号が使用されていないか。

誤字、脱字がないか。

表現方法で、あいまいな点はないか。

WEBシステムでの開発作業における共通仕様を確認し準拠したか。

「要求仕様書」作成要領の基準が守られているか。（サンプルは、ノウハウDBを参照）

関連ドキュメント（システム開発明細計画書）のニーズとの一貫性、追跡性が確保されているか。

他部門で作成した場合、関連先サインをしたか。また、漏れなく関連先のサインを取得したか。

適用文書で呼び出されている標準、契約書等を全て読解の上、作業したか。

標準化
保守性
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 ３．２ リスク管理を意識したレビュー実施要領 

各工程レビューで使用するチェックリストは、各工程のプロセスや成果物の標準で規定

している項目に対応したものであり、このチェックリストを使用することで、誰もが原理

原則である標準を遵守しているかどうかを効率的かつ効果的に確認できる。例えば、成果

物間において追跡性や一貫性が確保されているか、記載項目が標準に規定された内容を満

足しているかというようなチェック項目がある。その他にも、これまでの失敗経験や戦訓

などから得たチェック項目も標準化して、これらのチェック項目に沿った形でレビューを

進めている。チェックの結果、標準に適合していなければ、危険の可能性が高い。従って、

成果物の承認を上程する場合、チェック済のリストとレビュー報告書の添付が無ければ、

内容の如何を問わず差し戻すことを徹底している。標準は、ここまで愚直に徹底してこそ、

はじめて危険予知に対する有効性が確保できる。 

 

 ３．３ チェックリストによるレビューの効果  

このように標準化したチェックリストをベースとしてレビューを進めることで、参加者

が客観的にレビューを進められるという利点もある。属人的なレビューでは、指摘内容が

属人的になりがちであり、そこに是非の議論が生じることがある。そのような議論は、重

要ではあるが生産性やコミュニケーション面で問題となる危険が潜んでいる。しかし、標

準に対して適合しているかというチェックリスト方式であれば、指摘そのものに対する是

非の議論の余地は無く、また、指摘対象は個人ではなく、あくまで成果物である。そのた

めレビューの生産性も高く、個人攻撃にならずに和の精神を持ってレビューを進められる。

これは、「罪を憎んで、人を憎まず。」という精神の具現化でもある。このように、(個人

の立場や論点を明確にして議論を戦わせるという欧米風なレビューではなく)チェックリス

トなどを介在させたレビュースタイルが日本人には向いていると思われるし、また、議論

を避けるあまりレビューをしても誤字脱字の類しか指摘事項が出てこないという危険も回

避できる。 

 

４．プロジェクト品質の安定化と向上 

 ４．１ プロジェクト品質の安定化 

 品質・コスト・納期を守るだけでなく、スコープ、コミュニケーション、組織管理や調

達管理などプロジェクトのあらゆる分野において良好な状態でプロジェクトを完遂し、計

画どおり目標を達成できるかどうかがプロジェクト品質である。このプロジェクト品質に

バラツキを生じるノイズが様々な危険要因である。 

品質工学によれば、品質を確保するには、まず、このバラツキを少なくし品質レベルを

安定化させなければならない。そして、次の段階で品質レベルを上げるように改善するの

である。プロジェクト品質が不安定（属人的でバラツキが大）な状況では、成功しても失

敗しても、それは偶然の結果でしかない。達成できた品質を組織的に再現することも、失

敗から学び組織的な再発防止を図ることも困難である。これでは、いつまでたってもプロ

ジェクト品質を着実に向上させることができない。標準を規定し、標準を遵守しているか

どうかをチェックリストによってレビューすることで、バラツキを少なくし危険予知を組

織的に行うことができる。その結果、プロジェクト品質の安定化を図ることができる。 
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 ４．２ プロジェクト品質の向上 

標準に従って失敗した場合、原因は標準の不備にある。従って、対策は標準の不備を原

因究明し改訂（改善）すればよい。そして改訂した標準に合わせてチェックリストも改訂

し、レビューで確認することで同じ類の失敗を確実に防止することができる。さらに、既

存の標準を改善するだけでなく、新たに標準を定めていくことでプロセスや組織能力をよ

り高次へとレベルアップし最適化を図っていく。このように標準とレビューを基軸として

改善のＰＤＣＡサイクルを回すことで、プロジェクト品質を安定化し向上するために必要

な組織能力を確実にスパイラルアップしていけるのである。このスパイラルアップを、日

本古来の芸道では「守破離」という言葉で端的に表現している。これは、CMMI（能力成熟

度モデル統合）で言うところのレベル３～５にあたる。 

 

 ・守・・・師匠の教えを守ってしっかり基本を身に付ける段階→標準の遵守。 

 ・破・・・基本を少しずつ破って独自の工夫を加える段階→標準の改善。 

 ・離・・・師匠から離れて独自の流派を確立する段階→新しい標準の制定。 

 

 ・CMMIレベル３・・・定義された。 

 ・CMMIレベル４・・・管理された。 

 ・CMMIレベル５・・・最適化している。 

 

 ４．３ 新しい知識体系の標準への取り込み 

（１）従来の標準とレビューの限界 

 従来の標準は主要なタスクと成果物を定義しており、各タスクの具体的な進め方までは

標準化されていない。例えば、要求分析工程では主要なタスクとして、改善点・ニーズの

明確化や現行業務詳細把握というタスクがあり、それぞれ成果物として問題点・ニーズ表

や現行物理／論理モデル図（データフローダイヤグラム）などが定義されている。しかし、

これらのタスクを具体的にどのような作業手順で進め、どのように成果物を記述すればよ

いかまでは標準化されていない。そのため深いレベルでの作業の進め方や成果物の品質が

属人的でありバラツキがある。例えば、改善点・ニーズの明確化では、ユーザからヒアリ

ングした内容を所定の様式に記述するだけの人もいれば、現場を見に行って自分の目で確

認までする人、さらには現場での改善活動に参加してユーザと共に改善点を検討する人ま

で掘り下げの深さはにバラツキがある。成果物がどこまで掘り下げられており、真の改善

点・ニーズを把握できているかは、有識者によるレビューに依存する。しかし、標準化さ

れていない内容の深いレベルに対しては、チェックシートも万能ではなく「現状の問題を

把握し、改善点・ニーズを明確化したか」という程度のチェック項目となっている。現状

の問題を漏れなく把握しきって、真に改善点・ニーズが明確になっているかどうかは、レ

ビューアの属人的な経験に頼るところが大きい。 

（２）標準の高度化 

そこで、新たな知識体系を標準に取り込み属人的な品質のバラツキを改善しようと試み

ている。メジャーな知識体系としては、ＰＭＢＯＫ（プロジェクトマネジメント知識体

系），ＢＡＢＯＫ（ビジネスアナリシス知識体系）、ＲＥＢＯＫ（要求工学知識体系）が
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ある。以下では、それぞれをどのように既存の標準に取り込んだかを簡単に説明する。 

① ＰＭＢＯＫ(A Guide to the Project Management Body of Knowledge) 

従来の標準では、開発工程の全体を定義した標準の中で考え方のみ簡単に記載されて

いるのみであった。日程とコストに関してはＷＢＳとマスタスケジュールを定義して

管理すること、品質に関しては工程ごとに成果物をレビューすることなどおよそ実務

に用を成さない記述である。そこで、プロジェクトの統合管理としてＰＭＢＯＫの９

エリアで管理することを明記し、プロジェクト管理状況チェックリストで適時、プロ

ジェクトの遂行状況を確認できるようにした。チェックリストはＷｅｂ上で公開され

ているものを活用し、各エリアに４～５のチェック項目がある。例えば、リスク管理

の中で「開始時に【リスク一覧】が洗い出されて対策を考えているか」などのチェッ

ク項目があり、キックオフ会議でリスクを洗い出し【リスク一覧】を作成している。 

② ＢＡＢＯＫ(Business Analysis Body of Knowledge) 

システム開発で最も重要な点は問題（業務ニーズ）を正しく把握するということに

ある。このスタートが間違っていると、解として得られるシステムがどれだけ素晴ら

しいものであっても意味がない。あるいは業務ニーズと乖離した無駄な機能を多く作

りこむ結果となる。そのため【問題点・ニーズ表】は非常に重要な最初のアウトプッ

トであり、後工程での成果物に付加価値を与える重要なインプットになる。裏返して

みれば、昨今の業務ニーズ自体が不確実なＩＴプロジェクトでは、最も潜在的リスク

の高い工程である。ところが従来の標準では、このタスク【開発要求工程】に対する

記述がほとんどない。これまでは、業務ニーズは業務担当者が一番よくわかっている

はずで、ヒアリングした内容には一転の曇りも不確実性もないという前提である。そ

のため、ユーザからヒアリングした結果を単に記載するのみの内容が多い。そして、

典型的な間違った問題点・ニーズ記述は「問題：伝票が紙のままである。改善ニー

ズ：電子化する。」のようなものである。これは真の問題を記述しておらず、現状を

記述したに過ぎない。真の問題は、紙ゆえにどんな不都合なことが現場で起きている

かである。これを掘り下げるには、利害関係者の把握から始めなければならない。ま

た、問題を掘り下げた結果、改善ニーズは電子化だけに留まらず業務ルールや組織な

どにも及ぶ。これらを総合的に踏まえた上で、電子化を推進しなければ真に業務上の

問題を解決することはできない。このように改善点・ニーズを明確化するためには何

をすればよいかが、ＢＡＢＯＫには書かれている。そこで、標準のＷＢＳで定義され

た【改善点・ニーズの明確化】タスクの下位タスクとしてＢＡＢＯＫのタスクと各タ

スクの目的、インプット／アウトプット、ステークホルダ、テクニックを表として整

理してリンク付けした。 

③ ＲＥＢＯＫ(Requirements Engineering Body Of Knowledge) 

要求仕様分析工程では、システムが具備すべき要求仕様を分析し明確化する。ここ

からは、従来の標準でもそれなりに具体的なタスクと成果物が定義されている。そこ

で、標準とＲＥＢＯＫのタスク対照表を作成し、標準に無いタスクを明記することと

した。標準のタスクに対応つけられたＲＥＢＯＫのタスクについては、ＲＥＢＯＫを

補助文書として使用することで、より詳細なインプット／プロセス／アウトプットを

参照することができ具体的に作業を進める上での助けとなる。一方、標準に無いＲＥ

ＢＯＫのタスクとは、要求変更管理プロセス、要求トレース、ステークホルダの識別、
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要求評価（リスク評価）、要求の優先順位づけである。これらタスクが標準に無いの

は、やはり業務ニーズは業務担当者が一番よくわかっているはずで、ヒアリングした

内容には一転の曇りも不確実性もないという前提がある。そのため、ステークホルダ

ーの識別や要求評価／優先順位づけを必要としなかった。しかし、これからは必要で

ある。業務ニーズが不確実でステークホルダがあいまいなＩＴプロジェクトでは、こ

れらを意識して要求仕様分析を進めなければ非常にリスクが高く、プロジェクト品質

の安定化と向上を図ることが難しくなる。 

 

 図４にＢＡＢＯＫとＲＥＢＯＫを取り込んだ開発標準のイメージを示す。既存のシステ

ム開発標準工程を定義したＷＢＳ雛形シートのＷＢＳ１「開発計画」→ＷＢＳ２「システ

ムビジョン策定」→ＷＢＳ３「各部ニーズ調査」→成果物「問題点・ニーズ表（ＢＡＢＯ

ＫによるＷＢＳ４タスク）」をクリックすると、ＢＡＢＯＫの知識エリアとタスク、基礎

コンピテンシ、ＩｎＯｕｔ図などを記載したシートが表示され、ＷＢＳ４レベルとして実

施すべき具体的なタスクを参照できるようにした。同様に、ＷＢＳ１「要求仕様分析」の

“REBOK 対照表“をクリックすると既存の「要求仕様分析」工程のＷＢＳ１～３レベルの

タスク及び成果物とＲＥＢＯＫのプロセスと成果物を対比的に確認することができるシー

トが表示され、作業遂行上の参考とすることができる。 

 

 

          図４ ＢＯＫを取り込んだ開発標準のイメージ 

 

５．現在までの取り組み成果 

 これまでの取り組みにより“標準に書いてあったよね！”というミスや失敗はほぼ無く

なり、標準に帰結するような手戻りは発生しなくなった。これは、当初に意図したとおり

標準とレビューの相乗効果によるところが大きい。これまでは、標準に書かれていること

BABOK

開発標準

REBOK対照表
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が実施されていなくても、レビューで発見できないことがあった。その結果、後工程でミ

スや失敗が発生したときの原因究明で、標準に書かれていることを適切に実施していれば

防止できたようなこともあった。そのような状況を回避するために、これまでは標準に従

って作業し成果物が作成されているかどうかを細かく点検する必要があった。また、点検

者がチェック漏れをしていないかどうかを承認者が同じように点検する必要があった。そ

の結果、点検者も全ての標準が頭に入っているわけではない為、必ずいくつかの点検漏れ

が発生するリスクが常に存在し、承認者の負荷が高かった。取り組みの結果、この点につ

いても改善が図られ承認者の負荷が軽減された。承認者は、標準に従って作業し成果物が

作られているかどうかを、成果物そのものではなくレビューチェックリストのチェック結

果と証跡を確認すればよい。それで標準的な品質は担保することができるので、さらに標

準化が難しい個別の内容について重大なリスクが内在しないかどうかを確認する時間的余

裕を持てるようになってきた。後はチェックリストが形骸化しないように、適時、成果物

とチェックリストをサンプリングして確認すればよい。 

 これまでにプロジェクトを遂行する中で、いくつかの標準やチェックリストが改定され

た。これは、作業者が自主的に失敗から学んだことやリスクと感じられる点を防止するた

めに実施したものである。このことからも、標準とレビューによるプロジェクト品質の安

定化と向上が現場中心に図られつつあると考えられる。結果的に各人のスキルアップにつ

ながり人材育成が図られているものと考えられる。さらに、新しい知識体系を取り込んだ

ことで、従来の標準ではカバーできていなかった深いレベルの品質向上も見られる。例え

ば、問題点・ニーズ表の記述がこれまでよりも現場の実情に則して掘り下げられているも

のになってきたとか、業務分析を行う上でステークホルダーやニーズの優先順位を意識す

るようになってきた。あるいは、プロジェクトを推進する上で品質・コスト・納期だけで

なく、コミュニケーション管理やリスク管理も意識するようになってきたなどである。 

これらの総合的な成果として、計画年度内でのシステム実用化率は６０％から８０％程

度に向上し、全てのプロジェクトで投資対効果(ROI)は１００％を超えている。平成２２年

度実績では、調査対象システム２９件／実用化済み２２件（実用化率７６％）、投資額約

３億円に対し、コスト削減効果（ROI）約３３０％であった。いわゆる“作っても、使われ

ないシステム”や大幅な予算・コストの超過は、皆無となっている。 

 

６．今後の課題 

 現在の標準は、ウォータフォール型の開発方法論をベースとしたものであるが、近年、

アジャイル型開発や反復型開発への移行が多方面で提言されている。これは、業務ニーズ

等の不確実性に伴う変化への対応が、ウォータフォール型開発では対処が困難というのが

主たる理由となっている。振り返って、我々のプロジェクトを見てみると計画年度内にシ

ステムが実用化できない案件が増えつつある。原因は、運用試験工程の遅延である。遅延

の理由は、業務ニーズとシステムの整合性を確認するのに時間がかかっていることと、業

務ニーズの取りこぼしによる機能追加である。結局、一番最初の【改善点・ニーズの明確

化】に問題がある。この問題は、業務ニーズの不確実性故にどれだけ厳密にビジネスアナ

リシスを実施したとしても１００％完全に明確化することは不可能であり、それを前提と

するウォータフォール型開発では限界があり、解くことができない。そこで、業務ニーズ
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が明確化できた部分からシステムを開発し早期に実用化することで、次の業務ニーズを顕

在化させシステムを進化させるという多段階開発を適用しはじめた。これは、トヨタの

「改善は巧遅より拙速」（頭の中で考えすぎて遅くなるより多少は稚拙でも速く改善を実

施し、隠れた問題を顕在化させ次々と改善を継続的に行うほうがよい。）という考え方を

参考にしたもの。ちなみにアジャイル開発は、トヨタ生産方式をベースとしたアジャイル

生産方式（又はリーン生産方式）をソフトウェア開発に応用したものであると言われてい

る。今後は、いくつかの適用事例を通じて成功・失敗を整理して、標準に取り込んでいく

必要がある。ここでは、優先順位づけや反復計画、反復を前提とした変更管理やアーキテ

クチャ設計、リファクタリング等の標準化がいっそう重要になるものと考えている。そし

て、アジャイルに行動しながらも雑駁にならず、プロジェクト品質の安定化を図るには、

標準（基本）が無意識にできるくらいしっかりと身についている必要がある。アジャイル

とは、標準無視や手抜きで無節操に素早くやる小手先の技ではなく、標準を基本とした上

で臨機応変にプロセスを素早く反復する大技である。 

 

７．おわりに 

 不確実性の時代、プロジェクトや組織に潜む危険を予知して素早く判断を下し、組織を

率いるようなリーダーシップが求められている。欧米では、このリーダーシップは、個人

に依存したイメージが強く、いわゆるヒーローである。しかし、日本的な組織では、この

ようなヒーローを求めるのではなく、組織に属する一人ひとりがリーダーシップを発揮し

て、危険を回避していくのが良いと思われる。その為にはプロセスや成果物の実行及び危

険予知などを属人化せず、組織としてプロセスや成果物のあり方、原理原則を標準として

規定し、その標準への遵守や適合性をチェックリストによって皆でレビューし、すり合わ

せながらプロジェクトを進めていくのが良いのではないかと考える。「必要なものを、必

要なだけ、必要な時に」という考えの基、標準を遵守しながらも、その標準を常に現場で

改善する「すり合わせ型」組織を作り上げ、世界最大の自動車メーカとなったトヨタを手

本に、今後もプロジェクト品質の安定化と向上を図っていきたい。 
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