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Macchinettaフレームワークを主軸としたソフトウェア開発の生産性向上

BizDevOpsの取り組み

■競争力とスピードと企業文化
グローバル化と技術革新によりビジ

ネス市場環境はスピード競争が激化し
ています．革新的な企業がサービス開
発期間を短縮する一方で，従来の開発
手法が定着した企業は機動的なリリー
スが困難になっています．例えば，新
規サービスを 1 年かけてフルスペッ
クで開発し，万全の品質で送り出すや

り方では，リリース時には当初のニー
ズが鮮度を失い，タイミング良く
フィードバックが得られないリスクが
高まります（図 1 ）．

つくっても売れない悪循環では，従
業員のモチベーション低下，組織に歪
みが発生し，急激に競争力が衰退する
おそれがあります．SI企業や社内シ
ステムを内製する企業の多くは，今も
ウォータフォール型開発が中心です．
スピード感を持った開発への変革を意

識しているものの，今のやり方で収益
が見込まれるうちは危機感が希薄で，
やり方を変えにくい状況にあります．
その企業が持つ成功実績や文化慣習
ルールは，新しい取り組みの阻害要因
となり，変革には多大な困難が伴い
ます． 
■リーン ・アジャイル思考を共有
したOneチームの必要性
ビジネス市場の変化に即応する手段

として，BizDevOps構想を提案しま

リーン・アジャイル BizDevOps 上流分析

図 1 　従来のサービス開発と利用状況
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NTTソフトウェアイノベーションセンタ

社会を取り巻く環境変化は不確実性を高め，サービス開発はより一層の
柔軟性が求められます．環境へ適合し続けるために，市場や顧客からの
フィードバックを頻繁にもらいながら，開発を短期スパンで繰り返すソフ
トウェア開発への転換が急務です．本稿では，企業におけるソフトウェア
開発手法に着目して，環境変化への適合について課題を分析します．そし
て従来手法に代わる，一体化したチームによる高速開発を可能とする
BizDevOpsと，巨大な情報システム群に対し，複数年かかるリエンジニア
リングに代わる構想を紹介します．
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す．それは企画 ・ 営業部門（Biz）と
開発部門（Dev）と運用部門（Ops）
が協調し合い，変化に適応した強い
サービスを生み出す手法です．組織の
壁を越えて目的を共有し一体化する，
いわゆるOneチームを形成します． 
環境変化に適合するために，確実に使
う機能だけを見極めて，使われない無
駄な設計や実装（ドキュメント，重複
作業）を徹底的に省くリーン思考に基
づき，クイックに市場の反応をみます

（図 2 ）．
継続的インテグレーション（Continuous 

Integration）やDevOpsという概念，
オープンソースソフトウェア（OSS）の
ツール類を活用することで開発期間を
短 縮 す る 考 え 方 は 存 在 し ま す．
DevOpsをさらに加速し，スピード競
争に対抗するために，新サービスの企
画段階からビジネスと技術課題など仮
説検証を進めて，素早く世に問うのが

BizDevOpsです．BizとDevが緊密か
つ頻繁に協調することでコンセプト創
出とプロトタイプ実装をクイックに行
います．正解か否かは，テストマーケ
ティングに基づく考え方で，Opsを通
じて素早くリリースして市場やユーザ
の反応を集めて，Bizが仮説の成否を
分析するサイクルを高速に回します．
このリーン思考に加え，外部状況の変
化に適応することを是とし，仕様変更
を引き受けて，市場が受け入れるコン
セプトと動くソフトウェアを素早くつ
くって顧客からフィードバックを貰
い，俊敏な修正とともに自らの理解を
深める，いわゆるアジャイル思考の応
用ですが，これらをBiz，Dev，Ops
を緊密につないだチームビルディング
に有効な方策として具体化する必要が
あります．DevOpsよりBizDevOpsが
難しいことは，価値観の異なる 2 者よ
りも 3 者の相互理解形成が難しいこ

とから容易に想像できます．
■BizDevOps構想

BizDevOps構想では，スクラムの考
え方（1）をベースとします．スクラムは
ソフトウェア開発を反復的に進める方
法の 1 つで，プロダクトオーナ，スク
ラムマスタ，開発チームの 3 つのロー
ルの協調作業です．これをBiz,Dev,Ops
混成チームに拡張します．DevとOps
だけでなくBizという価値観や文化の
異なるプレイヤを一体化させるチーム
ビルディングには，より一層の自己組
織化が不可欠です．ここで自己組織化
とは，個々人が今置かれている環境の
中での最善を自律的に考え行動できる
状態を指します．チーム全体の目的達
成のために全員が相互理解と協力を惜
しまず自発的な行動が自然に出ている
状態です．BizDevOpsの混成チーム
の個々人が自己組織化したOneチーム
を形成できれば，プロジェクトの成功
確率が大幅に向上します．

私たちはBizDevOpsのファースト
ステップとして，プロジェクトの初期
立上げ段階に注目して，プロジェクト
成否に大きく影響する自己組織化した
Oneチームビルディングに有効な方策
を検討 ・ 提案します．スクラムにおけ
る自己組織化やチームビルディングを
参考に， 3 者の相互理解形成と従来手
法（使い慣れたウォータフォール型）
からの素早いマインドセットの変換を
ねらいます．

ファーストステップの具体的アク
ションとして，仮想案件を使ったスク
ラムトライアルを実際に行います．従

図 2 　BizDevOpsとOneチーム
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来手法がフィットしないケースにおけ
る適切な振る舞い方，アサインレスで
自発的にタスクを引き受ける動き方，
衝突解消と相互理解，振り返り（Keep, 
Problem, Tryからなる行動やプロセ
スを整理するフレームワークである
KPT手法（2）など）を通じて自己組織
化とはどういう動き方かを自らの行動
を客観的に認知しながら分析します．
その後，スクラムトライアルを実施し
たチームは自ら獲得した知見をもっ
て，次にチームビルディングを必要と
する他チームに教えるワークショップ
を実施します．このワークショップは
一般的な座学や実案件OJTではなく，
最大10日に凝縮したプラクティスを
基にリーン ・ アジャイルに必要なマイ
ンドセットとスキルを習得させる取り
組みです．チームメンバ全員が能動的
に実践参加し，自らがチーム内で経験
とノウハウを積み上げ交換するととも
に，スムーズな実案件への移行を促進

する素早いチームビルディングの着実
な実現をめざします（図 3 ）．教える
チームも，他チームへ伝える努力を通
じてさらなる気付きと深い理解を定着
できるため，この繰返しで自己組織化
したチームビルディングを増殖展開で
きると考えます．

ウォータフォール開発経験者にとっ
て，リーン ・ アジャイル思考プロセス
に切り替えることは，戸惑いや抵抗が
少なくありません．しかしながら，そ
の異なる経験を実体験で比較分析し，
積み上げたノウハウの本質を踏まえて
自らパラダイムシフトすることで，知
識ゼロよりもはるかに素早い理解形成
が可能な実践的手法を導きます．得意
スキル（ウォータフォールの良い点も
含む）をフルに有効活用できるチーム
メンバが集まり，まずは自己組織化し
たOneチームのクイックな立上げ手法
を確立します．

大規模開発へのリーン ・ アジャイ
ル適用

もしもあなたが情報システム開発の
プロジェクトマネージャとして，工数
試算で 5 年規模のプロジェクトを 1
年で完遂させるミッションを命じられ
たら，どんな手段が選択できるでしょ
う？ 一般的には，複雑さに応じて長
い時間が必要で，長引くほど当初の詳
細設計がシステム完成時に陳腐化する
リスクに対策を講じなくてはなりませ
ん（図 4 ）．大規模システム開発が，
持続的に高い付加価値を提供し続ける
ために，クイックに見直しが効く新し
い手法が必要です．

ここでは，前述のBizDevOpsにお
けるリーン ・ アジャイル思考と，大規
模リエンジニアリング開発に適用実績
を持つ概念データモデリング（3）の考え
方を連携した構想を紹介します．Biz， 
Dev，Opsなど異なるチームが，それ

図 3 　Oneチーム向けワークショップ
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ぞれ担当するサブシステム間の重複 ・
不整合を解消し，Oneチームの立上げ
から開発 ・ 運用を支援するために俯瞰
的情報として概念データモデルを活用
します．この用途で活用するデータモ
デルを特に「自律整合型概念モデル」

（以下，本モデル）と呼ぶことにします．
■「自律整合型概念モデル」と
BizDevOpsの連携
外部環境変化への適合の観点で，大

規模開発を極めて短時間に実施する手
法を提案します．具体的には適度な規
模のサブシステムに分割して，それぞ

れに対して複数チームが並行に，短期
繰返し型開発を展開します．すべてを
詳細かつ厳密に設計するのに多くの時
間を割く代わりに，自己組織化した
Oneチームを素早く立ち上げ，それぞ
れが自律並行で開発を進めます．小さ
く独立した領域ごとに，関連するユー
ザのフィードバックを吸収しながら開
発を進めることがスピード改善に影響
します．ここで関連するユーザとは機
能を受け入れ判定するBiz，Opsと，
関連する領域の他のDevチームです．
各サブシステム間で不整合の有無を確

認し，すり合わせる作業には，Oneチー
ム間の効率的なコミュニケーションが
不可欠です．そこで，短時間で全体を
俯瞰して他チームの動きの影響を端的
に把握するために本モデルを共有する
プロトコルを設けました．

ここで本モデルは，システム全体に
登場する主要な概念とその関係を簡潔
に表現することで，複数チームがそれ
ぞれ管轄する領域をまたいで，①無駄
な重複の有無，②複雑な関係性の有無，
③主体的に管理する領域の特定とそれ
ぞれの役割を共通的に認識できる点で

 
 1 年

5 年

図 4 　提案手法とウォータフォール手法の違い
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有効です．本モデルを用いたデータの
重複構造の検出，つまり「悪構造検出」
の例を図 ₅ に示します．一般的に，大
規模システム全体を見渡せる人は一部
の熟練者に限られますが，このように
俯瞰的な情報を示す本モデルを活用す
ることで，適度な情報量で素早く情報
共有できるため，並行チーム間の効率
的なコミュニケーションに都合が良
く，同時並行開発に適しています．
■「悪→良構造」への変換支援

全体が n 個の領域（サブシステム，
開発チーム）に分解されたと仮定しま
す．通常， n 個のサブシステム間には
多数の依存関係が存在します．自律的
な開発の過程ではサブシステム間のイ

ンタフェース変更が頻繁にあり得るた
め，注意を払う必要があり，開発チー
ムにとって大変な負担です．そこでシ
ステム間インタフェースの変更の監視
と整合性メンテナンスにかかる部分を
ツールに任せることにします．この
ツールは，各開発チームに開発全体を
広く俯瞰できる俯瞰図を提供し，分割
した領域間の不整合（悪構造）を監視
して，整合した状態（良構造）への変
換を支援します．

悪構造の具体例として，データモデ
ルの構造の重複，不整合，矛盾，複雑
に絡まった関係性などがあります（図
₆（a））．一方の良構造の具体例は，デー
タモデルが矛盾なくシンプルに整理さ

れた構造です（図 ₆（b））．私たちは，
全体の俯瞰図から，悪構造を自動検出
して，良構造への変換を支援する機能
を設計しツールとして試作しました．
この動きを図 5 で示します．開発者が
人手の作業で他者と調整する作業負荷
を軽減することで，各開発チームが自
律的な領域内の開発作業に集中でき，
チーム間の作業効率を向上できます．

また，悪→良構造モデル変換の前後
で，イニシャル ・ ランニングコストを
試算して設計を評価する機能を試作し
ました．この機能を活用することで，
各サブシステムをリーン ・ アジャイル
で並行開発しながら，サブシステム内
外とのデータモデルの不整合をいち早

外部要因変化と同様に
自律的に高速吸収

自律分散型
システム開発

開発者
開発者

開発者開発者

改修

影響

影響

影響

図 5 　「自律整合型概念モデル」を活用したリーン・アジャイル開発
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くキャッチし常にシステム全体の整合
性を保っていきます．不整合の解消前
後でイニシャル ・ ランニングコストの
改善を見積もり，判断材料として有効
活用できます．

今後の展開

本稿では，企業の従来型開発手法に
ついて外部環境変化に対する適合性を
分析し，企業の開発においてOneチー
ムによるクイック開発を加速する
BizDevOpsについて説明しました．
さらに，伝統的な大規模システムに対
して，長期間を要するリエンジニアリ
ングの代替案として，外部環境や顧客
のフィードバックを受けながら素早く
整合させる手法を提案しました．

主要な目的は，①外部環境変化を素
早くシステムへ取り込むために，開発
スピードを加速すること，②内外変化
を察知して，開発スキーム中に取り込
んだ手法を広げること，③結果として
クイックなサービス創出と競争力の強
化を図ることです．分割統治の考え方
とリーン ・ アジャイル思考を融合した
手法であり，全体の整合性を調整する
ために，自己組織化したOneチーム群
が自律整合型概念モデルを活用する開
発手法について述べました．

人手によるモデル構造変換の調整稼
働を軽減するために，悪構造を自動抽
出し，良構造への変換を支援するツー
ルを試作しています．また，コスト試
算機能を援用しながら，素早く自律同

時並行で作業を進め，全体の整合性を
維持しやすい新しい開発手法として実
験と評価を継続しています．

■参考文献
（1） http://www.scrumguides.org/download.html
（2） 天野：“これだけ! KPT,” すばる舎リンケージ, 

2013.
（3） 日本電信電話株式会社　NTT情報通信網研究

所：“データベース概念設計：データ中心の
設計法を習得するために。,” 阿部出版,1₉₉3．

図 6 　悪構造を自動検出し良い構造へ変換
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（後列左から）  神  　明夫/ 古川  嘉識/
井上  雅之/ 相原  　理

（前列左から）  堀川  桂太郎/ 関口  　渚/
 田中  貴子/ 岡　  英一

社会を取り巻く環境変化へ適合し続ける
ために，企業におけるソフトウェア開発は
どうあるべきか？　この問いにこたえる新
たなソフトウェア開発手法を創出していき
たいと思います．
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NTT ソフトウェアイノベーションセンタ
 ソフトウェア開発技術プロジェクト
TEL 03-6712-9927
FAX 03-6712-8372
E-mail　inoue.m lab.ntt.co.jp


