
 
 

 

WJAPC 合同 WG キックオフセミナー 

～ 変革は今！、あなたから ～ 

 

 
 

開催日時 

2014 年 4 月 19 日(土) 13 時 50 分～16 時 30 分 

 

開催場所 

クレオ大阪東 研修室 

(大阪市立男女共同参画センター 東部館) 

 

主催 

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会 
 
 
 
 



プログラム 

13:50 

～ 

14:05 

開会・WJAPC について 

協議会の概要についてご説明します 

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会 

フェロー 新保 康夫 

14:05 

～ 

14:50 

アセスメントツールＷＧについて 

アセスメントツールＷＧの概要と今後の活動について ご説明いたします。 

また、ベースとしている共通フレームについて簡単な 解説をいたします。 

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会 

アセスメントツールＷＧ 

ＷＧ主査 八木 希仁 

14:50～15:05 休憩 

15:05 

～ 

15:50 

アジャイルスタートパックＷＧについて 

アジャイルスタートパックＷＧの概要と今後の活動に ついてご説明いたします。 

また、アジャイルスタートパックの概要について簡単 な解説をいたします。 

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会 

アジャイルスタートパックＷＧ 

ＷＧ主査 安孫子 和樹 

15:50 

～ 

16:20 

岡山での活動について 

２つのＷＧ活動を受けて岡山での活動の概要と今後の 活動についてご説明いたしま

す。 

 アイピーシステム株式会社 

須山 朋 様 

16:20  閉会 

※プログラムは変更になる場合があります。 



西日本アジャイルプロセス協議会
について

2014年4月19日

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会

フェロー(名誉会長) 新保康夫

協議会概要

法人名称
一般社団法人
西日本アジャイルプロセス協議会

英文名
West Japan Agile Process Consortium
略称

WJAPC
法人種別
一般社団法人（非営利）

設立年月日 2011年10月1日
登記年月日 2011年10月6日
登記所在地 大阪市

問合せ先 info@wjapc.jp

理事・監事
代表理事 猪原 信彦
理事 松本 真一
理事 谷本 誠
理事 藤井 拓
理事 山根 英次
監事 岡 寛人

役員
会長 猪原 信彦
副会長(兼)事務局長 松本 真一
近畿代表 松本 真一
中国・四国代表 谷本 誠
中部・九州代表 山根 英次
フェロー(名誉会長) 新保 康夫
フェロー(名誉理事)  日野 数司
アドバイザー 阿部一晴
アドバイザー 長瀬嘉秀
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協議会の目的と主活動

• 目的
– アジャイル開発手法やアジャイルプロセスなどの先進的な開発
手法や開発プロセスの普及啓蒙

– 情報システム開発に関わる企業の事業機会を支援。

• 先進的な開発手法および開発プロセスに関わる５つの
主な活動
1. 調査および情報の発信を行い、普及啓蒙を図ります。

2. 人材育成および地域振興の支援となる情報を提供します。

3. 情報システム開発に関係する機関との情報交流を進めます。

4. 会員企業の中から優秀な実践企業を推薦し、公表します。

5. ユーザ企業やベンダ企業等の事業機会創出を支援します。
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活動経緯
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2011年10月 協議会設立

2011年11月 岡山セミナーに於いて協議会紹介

2011年1２月 ITC協会にアジャイル研修キット提供

2012年1月 新年度会員募集

2012年4月 推奨企業募集

2012年6月 第1回総会・推奨企業2012発表

2012年10月 第１回協議会セミナー

知識体系WG・技術体系WG・
アセスメントツールWG始動

会員募集期間

2012年10月現在
4法人 7個人会員
1法人手続き中

2012年11月 簡易アセスメントツール公開

2013年2月 推奨企業2013募集

2013年11月 合同ＷＧ

2014年2月 推奨企業2014募集
アジャイル
スタート
パックＷＧ
始動



アジャイル研修キット
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http://www.itc-biz.jp/itc_solution/
http://member.wjapc.jp/tiki-index.php

一般社団法人西日本アジャイルプロセス協議会
会員サイト

推奨企業と会員企業紹介サイト
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http://www.wjapc.jp/recommendation/2012/recom_2012.html

http://www.wjapc.jp/recommendation/2012/recom_2012_01.html http://www.wjapc.jp/corporation/1001.html

推奨企業2012

会員企業紹介サイト



WG活動、地域活動

• WG活動
– 西日本アジャイルプロセス研究会を継続して活動

• 知識体系WG
• 技術体系WG→悩めるプログラマのためのお仕事改善パターンWG

– 新たな取り組みとして活動
• アセスメントツールWG
• アジャイルスタートパックWG

• 地域活動として始動
– 近畿地域
– 中国地域
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WG成果
アジャイル開発適合診断 簡易チェックシート

http://www.wjapc.jp/assessment_tool/http://www.itc-biz.jp/itc_solution/



会員募集中

• 会員を募集しています。
• 是非、この機会にご入会をお願いいたします。
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会員種別・年会費および入会規約
http://www.wjapc.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=4:regist-levelandfee&catid=3:regist-info&Itemid=5

入会等手続きのご案内
http://www.wjapc.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=3:regist-guide&catid=3:regist-info&Itemid=5
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本日は、各セッションの講演を
お楽しみください。

http://event.wjapc.jp/?p=75
本日の講演資料は、以下のサイトからダウンロードできます。

※2014年4月25日まで





2014年4月19日

Agenda

•アセスメントWGとは？

•共通フレームワークとは？

•こんなアセスメントツールを作りたい！

•共通フレームワーク勉強会のご案内



アセスメントWGとは？

目的

そもそも、

という名前ですが、何をアセスメントするのでしょう？

アジャイルプロセスが適用可能な

が整っているかどうかをアセスメントします。

環 境環 境



エンジニアはかく語りき

は？環境？

知識は？技術は？大事なのはそっちだろ！
そんな罵倒、いや考えが頭をよぎったアナタは要注意かもしれません。

「我、とりあえずやってみる！」
アクティブな姿勢は素晴らしいです・・・が。

茨の道って好きですか？

現実はツラいよ

偉い人が「アジャイルっていいらしいな！ウチでの是非取り入れろ！！」

って言えばアジャイルできる？

超絶技巧を持つ鉄人エンジニアがいたらアジャイルできる？

無理だと思うよ～無理だと思うよ～
アジャイルプロセスはITシステム構築のための１つの手段＝道具

その道具を使ってITシステムをうま～いこと構築することが目的

すべての関係者がそれぞれの役割を果たすことで目的が達成される

旗振り役、鉄人だけではダメなんですよねぇ（多分）



“道具”は“場”を選ぶ

いくら便利な道具でも、使いどころを間違えれば怪我の元！

お高い包丁が
あったとして・・・

街の料理教室で
指おとすかもね

F1マシンは
速いけど・・・

砂漠では
きっと遅い

WG立ち上げの経緯

道具は、その道具が活かせる“環境”において真価を発揮する

アジャイルプロセスを適用するなら、それが可能な環境であることが先決

“それが可能な環境”

ってどうやって判断するの？

ということでアセスメントツールWGの活動開始！

時に2012年春のことであった。



最初の成果物

こんな感じで作ってみた！

特徴

簡易版チェックシートの特徴は２つ

くどいですが、ITシステム構築は本来総力戦。

みんなでアジャイルと仲良くできないと、どこかで破綻する。

簡易チェックシートでアセスすることで邪魔者が判明します。

イメージはCMMIそのまんまです。

“環境”の親和性を測るのに成果指標は向かない。

成果を出すための行動指標と考えた方がシックリきます。

特徴１：ロールに着目した設問特徴１：ロールに着目した設問

特徴２：成熟度評価モデル特徴２：成熟度評価モデル



“成熟度”評価って？
組織がプロセスをより適切に管理できるようになることを目的として、遵
守すべき指針を体系化したもの。

組織がプロセスを定め、洗練していくための手段。

何から着手すべきか何から着手すべきか

以前に経験したことから得られた成果以前に経験したことから得られた成果

共通の言語、ビジョンの共有共通の言語、ビジョンの共有

実行の優先順位付けの枠組み実行の優先順位付けの枠組み

組織にとって改善が意味することを明確にする方法組織にとって改善が意味することを明確にする方法

テキトーにやってる

一部でちゃんとやってる

ぜんぶちゃんとやってる

やった上で改善してる

物差し

今期のWG活動では簡易版を発展させ、正式版の完成を目指します！

簡易版チェックシートはある意味KKDによる無手勝流の定義

“正式版”と銘打つからには誰からも共通理解を得られるモノにしたい

ということで『IPA 共通フレームワーク2013』を物差しとして利用する

ところで・・・なぜ『IPA 共通フレームワーク2013』か？

企業が所有するアセットは権利関係がメンドウ企業が所有するアセットは権利関係がメンドウ

特定のプロセス・メソドロジーに依存したくない特定のプロセス・メソドロジーに依存したくない

超上流～下流、メインストリーム～周辺プロセスまで網羅超上流～下流、メインストリーム～周辺プロセスまで網羅

偉い人たちは公的な巻物に弱い偉い人たちは公的な巻物に弱い

ぶ厚いわりにお手ごろ価格で入手できるぶ厚いわりにお手ごろ価格で入手できる



目標

あらためて今期の目標

更なる努力目標として

『アセスメントツール正式版Ver.1』を
作成し、発信する！
『アセスメントツール正式版Ver.1』を
作成し、発信する！

アセス結果のFindingsと他WGの成果物を
マッピングする（？）
アセス結果のFindingsと他WGの成果物を
マッピングする（？）

今後のスケジュール

今期の活動予定

開催日 テーマ

第1回 2014年4月19日 2014年度協議会キックオフ

第2回 2014年6月頃 作成・レビュー

第3回 2014年8月頃 作成・レビュー

第4回 2014年10月頃 ロール視点での見直し、成果物としての手
直し

第5回 2014年12月頃 全体を通した構成レビュー

第6回 2015年2月頃 セミナー発表準備

セミナー 2015年3月頃 セミナー発表

オフラインでのWG活動は2ヶ月に1回程度開催する予定

それ以外はオンラインでのコミュニケーションが基本



共通フレームワークとは？

共通フレームとは

• ソフトウェアの企画から開発、運用、保守、廃棄に至るまでの
取得者と供給者のライフサイクルを通じて必要な作業項目、
役割等を網羅的に策定した共通のフレームワーク

• 何を実施するべきかが記載されている「ＩＴシステム開発に関す
る実施規定」

• その目的は、日本において、ソフトウェア開発に関係する利害
関係者を含む人々が、「同じ言葉で話す」ことが出来るように
するため

• ソフトウェア開発方法論との関係は、特定の開発方法論に特
化したものではなく、ウォーターフォール、スパイラル、プロトタ
イプ、アジャイルなどすべての開発方法論に共通したもの



共通フレームの歴史

SLCP-JCF94
共通フレーム

98
(SLPC-JCF98)

共通フレーム
2007

共通フレーム
2007-2

共通フレーム
2013

ソフトウェアライフサイクルプロセス

システムライフサイクルプロセス

ISO/IEC 12207：1995

JIS X 0160:1996

追補1:2002

追補2:2004

追補1:2007

ISO/IEC 12207：2008

JIS X 0160:2012

ISO/IEC 15288：2002

JIS X0170：2004

ISO/IEC 15288：2008

JIS X0170：2013

※ SLCP-JCF : Software LifeCycle Process Japan Common Frame 

共通フレームの特徴

• 超上流から考慮されている

• モジュール性を考慮して策定されている

• 責任と責任範囲を明確化している

• 工程、時間から独立している

• 開発モデル、技法、ツールから独立している

• ソフトウェアを中心としたシステム関連作業すべてを含んでい
る

• システムライフサイクルプロセスとの整合性を持っている

• 文書の種類、書式を規定しているものではない

• 修整（テーラリング）を行い活用する



共通フレームの構造

• ４つの要素が階層化されている

– プロセス

• システム開発作業を役割の観点でまとめたもの

– アクティビティ

• 相関の強いタスクをまとめたタスクの集合のこと

– タスク

• アクティビティを構成する個々の作業のこと

– 注記

• タスクを構成する要素のこと。例示としている

共通フレーム2013のプロセス体系

•合意プロセス
•テクニカルプロセス
•運用・サービスプロセス
•プロジェクトプロセス
•支援プロセス
•プロセスビュー
•組織のプロジェクトイネーブリングプロセス
•テーラリング(修整)プロセス

– 出典 ＩＰＡ P43_図2-12_共通フレーム基本構成
– ※ ＩＰＡ 独立行政法人情報処理推進機構



図2-12
共通フレームの基本構成

：規格部分

：共通フレームで拡張した部分

共通フレームのテーラリング（修整）

テクニカルプロセス

組織のプロジェクトイネーブリングプロセス

支援プロセス

「システム監査」
プロセス

文書化管理プロセス

ライフサイクル
モデル管理

プロセス

インフラ
ストラクチャ

管理
プロセス

プロジェクト
ポートフォリオ

管理
プロセス

人的資源
管理

プロセス

品質管理
プロセス

知識管理
プロセス

ソフトウェア
再利用
プロセス

問題解決プロセス

品質保証プロセス

検証プロセス

妥当性確認プロセス

共同レビュープロセス

監査プロセス

合意
プロセス

企画・要件定義の視点

運用・サービスプロセス

運用プロセス

開発・保守の視点

システム開発プロセス
企画プロセス

要件定義プロセス

取得プロセス

合意・契約の変更管理プロセス

供給プロセス

テーラリング（修整）プロセス

ソフトウェア実装プロセス

プロセスビュー

ユーザビリティ
プロセスビュー

廃棄プロセス

サービスマネジメント
プロセス

保
守
プ
ロ
セ
ス

ハードウェア実装プロセス

プロジェクトプロセス

プロジェクト
計画

プロセス

プロジェクト
アセスメント
及び制御
プロセス

意思決定管理
プロセス

リスク管理
プロセス

構成管理
プロセス

情報管理
プロセス

測定
プロセスソフトウェア

構成管理
プロセス

©2013 IPA

共通フレーム2013全体体系

• 全体体系

– 出典 ＩＰＡ 巻末_図2-15-1 _共通フレーム
2013体系

• テクニカルプロセスの体系

– 出典 ＩＰＡ 巻末_図2-15-2 _共通フレーム
2013体系

– ※ ＩＰＡ 独立行政法人情報処理推進機構



８．テーラリング（修整）プロセス 8.1 テーラリング

・影響の識別 ・成果、アクティビティ、タスクの削除
・重大な特性に関連するライフサイクルの考慮
・当事者の意見聴収
・テーラリングの決定

１．１ 1.1.1 取得の準備

・構想又はニーズの記述
・システム要件、ソフトウェア要件
の定義と分析
・システム要件、ソフトウェア要件
の定義と分析の委託

1.1.2 取得の通知

・取得の通知

1.1. 3 供給者の選定

・供給者選択手順の確立
・供給者の選択

1.1. 4 契約の合意

・テーラリングへの他者の参加
・供給者と契約準備及び交渉
・責任分担の決定
・供給者との契約締結
・契約変更の管理

1.1. 7 取得プロセスの終了

・対価の支払い

1.2.1 供給機会の判別

・供給機会の確認

1.2.2 供給者の提案依頼

・提案依頼書の要件のレビュー
・入札又は契約受入れの決定
・提案書の用意

1.2.3 契約の合意

・契約内容の文書化
・責任分担の決定
・交渉と契約締結
・契約変更の要請

1.2.4 契約の実行

・取得要件のレビュー
・ライフサイクルモデルの選択
・計画に対する要件の確定
・供給方法の選択肢の検討
・プロジェクト管理計画の立案
・プロジェクト管理計画の具体化と実
施

・プロセスの実行
・進捗及び品質の管理
・外部委託先の管理

・検証，妥当性確認又はテスト
の代行者との協調
・他の関係者との協調

1.2.6 供給プロセスの終了

・対価の受領
・供給責務の終了

６．組織のプロジェクトイネーブリングプロセス
６．２ インフラストラクチャ
管理プロセス

6.1.2 プロセスのアセスメント

・アセスメント手順の開発と適用
・プロセスのレビュー

６．４ 人的資源プロセス６．１ ライフサイクル
モデル管理プロセス

3.2.3 インフラストラクチャの保守

・インフラストラクチャの保守

3.2.2 インフラストラクチャの確立

・インフラストラクチャ構成計画の策定
・構成計画の共同レビューの実施
・インフラストラクチャの導入

４．支援プロセス

4.1.1 プロセス開始の準備

・文書計画の立案

４．１ 文書化管理プロセス

４．７ 問題解決プロセス

4.1.4 保守

・文書修正

４．２ 品質保証プロセス
4.2.1 プロセス開始の準備

・品質保証プロセスのテーラリング
・関連プロセスとの調整
・実施計画の策定，実行
・取得者による記録の利用
・責任者の権限

4.2.2 製品の保証

・計画の実行
・製品及び関連文書の保証
・契約要件の保証

4.2.4 品質システムの保証

・JIS Q 9001 ( ISO 9001 )  の適用

４．３ 検証プロセス
4.3.1 プロセス開始の準備

・検証作業のレベル設定とプロジェクトの重大性評価
・検証プロセスの確立，検証組織の選択と権限の付与
・検証対象と検証活動の決定
・検証計画の作成、実行

4.3.2 検証

・契約，プロセス，要件，
設計，コード，結合，文書の
検証

４．４ 妥当性確認プロセス
4.4.1 プロセス開始の準備

・妥当性確認作業の必要性判断
・妥当性確認プロセスの確立
・妥当性確認組織の選択
・妥当性確認計画の作成，実行

4.4.2 妥当性確認

・資料の準備
・テスト内容の適切性確認
・テストの実施
・妥当性確認
・実環境でのテスト

４．５ 共同レビュープロセス
4.5.1 プロセス開始の準備

・レビューの実施時期の設定
・レビュー実施の資源の合意
・レビュー事項の合意
・問題点の記録と解決
・レビュー結果の配布
・対処項目の責任と終了基準の合意

4.5.2 プロジェクト管理レビュー

・プロジェクト状況の評価

4.5.3 技術レビュー

・技術レビューの実施

４．６ 監査プロセス
4.6.1 プロセス開始の準備

・監査の実施時期の設定
・監査者の選任と独立性の確保
・監査資源の合意，監査計画の合意
・問題点の記録と解決
・監査結果と対応策の報告，合意

4.6.2 監査

・監査の実施

4.7.1 プロセス開始の準備

・問題解決プロセスの確立

4.7.2 問題解決

・問題の解決

７．プロセスビュー

6.7.2.1 プロセス開始の準備

・資産管理計画の作成
・資産管理計画の実行
・資産管理計画の共同レビューの実施

6.7.2.2 資産の保管及び検索の定義

・資産管理の仕組みの維持
・資産分類体系の作成

・資産管理の仕組みの共同レビューの実
施

6.7.2.3 資産管理及び制御

・資産の評価
・資産の再利用
・資産の分類
・資産の構成管理
・資産再利用の報告
・資産の修正
・資産変更の監視と記録
・資産変更内容の通知
・資産の廃棄

６．７．１ ドメインエンジニアリングプロセス

6.7.3.2 ドメインの識別

・ドメインの識別
・ドメインの評価
・ドメイン評価結果の
共同レビュー
・ドメインの見直し

6.7.3.3 再利用アセスメント

・再利用能力のアセスメント
・再利用可能性のアセスメント
・再利用アセスメント結果の勧告
・再利用環境の改善

6.7.3.4 計画

・再利用計画の立案
・再利用計画の評価
・再利用計画の承認
・再利用計画の共同レビュー

6.7.3.6 レビュー及び評価

・再利用戦略の達成と効果の
アセスメント
・アセスメント結果の提供

・アセスメント結果の反映による
改善

6.7.3.5 実行及び制御

・再利用の実行
・進捗の監視
・問題の解決
・マネジメントによる支援の確認

６．７．３ 再利用施策管理プロセス

6.4.2 スキルの開発

・教育訓練計画の策定
・教育訓練計画の共同レビューの実施
・教育訓練ﾏﾆｭｱﾙの整備
・教育訓練の実施

6.4.1 スキルの識別

・人的資源要求の定義
・人的資源要求の共同レビューの実施
・教育訓練及び知識の種類と水準の決定

6.6.1 知識管理計画

・知識資産管理計画の立案
・知識資産管理計画の立案の
共同レビューの実施

6.4.3 スキルの取得及び提供

・採用施策の確立
・採用施策の共同レビューの実施
・業績評価基準の設定
・業績評価基準の共同レビューの実施
・業績評価の実施
・評価結果のフィードバック
・記録の作成と保守
・プロジェクトチーム要件の定義
・プロジェクトチーム形成の実施
・要員編成の準備

6.7.1.2 ドメインの分析

・ドメイン境界の定義
・ニーズの識別
・ドメインモデルの構築
・用語集の作成
・ドメインモデルの分類
・ドメインモデルと用語集の評価
・ドメイン分析の共同レビュー
・ドメインモデルの提出

6.7.1.3 ドメインの設計

・ドメインの基本構造の作成
・ドメインの基本構造の評価
・資産の仕様書の作成
・資産の仕様の評価
・ドメイン設計の共同レビュー
・ドメインの基本構造の提出

6.7.1.4 資産の準備

・資産の作成
・資産の文書化
・資産の評価
・資産の共同レビュー
・資産の提出

６．７．２ 再利用資産管理プロセス

6.7.1.5 資産の保守

・資産修正要件の分析

・ドメインエンジニアリング計画
の作成
・表現形式の選択
・管理者へのフィードバック手順
の確立

6.7.1.1 プロセス開始の準備

・再利用戦略の確立
・後援者の指名
・関与者の識別と役割の明確化
・再利用運用部門の設立
・再利用施策支援部門の設立

3.6.1 開始

1.3.1 プロセス開始の準備
・契約の変更管理にかかわる協議の
場の設置
・契約の変更管理手続きの制定

1.3.2 契約の変更依頼

・契約の変更要求の文書化と提示

1.3.3 影響の調査及び分析

・影響の調査分析の根拠

1.3.4 協議の実施と合意の形成

・協議の実施
・承認レベルのエスカレーションと
合意の形成

1.3.5 契約の修正

・契約の変更
・ベースラインの変更
・関係者への周知徹底

1.2.5 製品・サービスの
納入及び支援

・納入
・取得者への支援

・システム要件、ソフトウェア
要件の承認権限
・テクニカルプロセスの使用
・選択肢の検討
・取得条件の確認
・取得計画の作成と実行
・受入れ戦略及び条件の定義

4.1.2 設計及び作成

・文書設計
・文書データの確認

・作成した文書の
レビュー

4.1.3 文書発行

・文書の発行及び配布 ・文書管理

4.2.3 プロセスの保証

・ライフサイクルプロセスの保証
・開発環境，ライブラリの保証
・要件の外部委託先への引き継ぎ保証
・取得者への支援及び協力の保証
・製品及びプロセスの測定方法の保証
・要員の技術及び知識と教育訓練の保証

１
．
合
意
プ
ロ
セ
ス

取
得
プ
ロ
セ
ス

・要件の文書化
・対象プロセスの決定と

テーラリング
・レビュー及び監査実施時期

の決定
・要件の提示

1.1. 6 取得者の受入れ

・受入れの準備
・受入れ
・受入れの終了
・受入れ後の構成管理

1.1. 5 合意の監視

・レビューと監査による監視
・供給者への協力

供
給
プ
ロ
セ
ス

１．２

・取得者との調整
・取得者への支援
・検証及び妥当性確認の実施
・取得者への報告の準備
・取得者の設備視察の容認
・品質保証活動の実施

合
意
・
契
約
の
変
更
管
理
プ
ロ
セ

ス

１．３

２
．
テ
ク
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セ
ス

３．１ 運用プロセス

3.1.1 運用の準備

・運用プロセス実施計画の作成
・運用のための資産の引き継ぎ
・問題管理手続きの確立
・システム運用に係る事前調整，作業手順の確立
・システム運用評価基準の設定
・業務運用に係る事前調整，作業手順の確立
・業務運用評価基準の設定
・運用テスト計画の作成
・プロセス開始のためのレビュー実施

３
．
運
用
・
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
セ
ス

3.1.4 システム運用

・システムの運用

3.1.5 利用者教育

・システム利用教育環境の構築
・利用者への周知
・利用者の教育

3.1.6 業務運用と利用者支援

・業務の運用，利用者の支援
・保守プロセスへの引き継ぎ
・回避策の提供

3.1.2 運用テスト及びサービスの提供開始

・運用テストの準備，実施
・運用テスト結果の確認
・運用サービスの提供開始
・システム運用の訓練

・移行のためのソフトウェア及びデータの作成
・移行計画の文書化と検証
・関係者全員への移行計画等の通知
・新旧環境の並行運用と旧環境の停止
・関係者全員への移行の通知
・移行評価のためのレビュー
・旧環境関連データの保持と安全性確保

3.1.3 業務及びシステムの移行

1.7.7 システム運用の評価

・システム運用の評価

3.1.8  業務運用の評価

・業務運用の評価

1.7.9 投資効果及び業務効果の評価

・投資効果及び業務効果の評価

３．２ 廃棄プロセス

3.2.2 廃棄の実行

・廃棄計画の実行
・廃棄計画等の利用者への通知
・新旧環境の並行運用と利用者の教育訓練
・関係者全員への廃棄の通知
・廃棄関連データの保持と安全性確認

3.2.1 システム又はソフトウェア廃棄計画

・廃棄計画の立案

３．３ サービスマネジメントプロセ
ス3.3.1 サービス提供管理

・サービスレベル管理
・サービスの報告
・サービス継続及び可用性管理
・サービスの予算業務及び会計業務
・容量・能力管理
・情報セキュリティ管理

3.3.2 関係管理

・事業関係管理
・供給者管理

3.3.3 解決管理

・インシデント及びサービス要求管理
・問題管理

3.3.4 総合的制御管理

・構成管理
・変更管理
・リリース及び展開管理

開発・保守の視点

2.1企画プロセス

企画・要件定義の視点

2.1.1システム
化構想の立
案プロセス

2.1.2システム
化計画の立案
プロセス

2.2要件定義プ
ロセス

2.5ハードウェア実
装プロセス

2.3システム
開発プロセ
ス

2.4ソフトウェ
ア実装プロ
セス

2.

6
保
守
プ
ロ
セ
ス

5.1.1 プロジェクトの開始

・プロジェクトの要求の確立
・プロジェクトの実現可能性の確認
・プロジェクトの要求の変更

５． プロジェクトプロセス

５．１プロジェクト計
画プロセス

5.1.2 プロジェクト計画

・プロジェクト実行計画の策定
・プロジェクト実行計画の

共同レビューの実施

5.1.3 プロジェクトの始動

・プロジェクト計画の実行

５．２プロジェクトアセ
スメント及び制御プロ
セス5.2.1 プロジェクトの監視

・プロジェクト実行の監視

5.2.2 プロジェクトの制御

・問題の解決
・進捗の報告

5.2.3 プロジェクトアセスメント

・評価活動の保証
・結果の評価
・評価結果の共同レビューの実施

5.2.4 プロジェクトの終了

・終了の決定
・記録の保管

５．３意思決定管理プ
ロセス

5.3.1 意思決定の計画

・意思決定戦略の定義
・意思決定への当事者の参加
・意思決定状況及びニーズの識別

5.3.2 意思決定の分析

・意思決定戦略の選定及び達成基準
の識別
・代替行動の影響の評価

5.3.3 意思決定の追跡

・意思決定結果の追跡・評価・報告
・記録の保存

5.4.1 リスク管理の計画

・リスク管理方針の定義
・リスク管理プロセスの文書化
・リスク管理プロセス実施者の役割
及び責任
・リスク管理プロセス実施の資源
・リスク管理プロセスの評価と改善

５．４リスク管理プロセ
ス

5.4.2 リスクプロファイル管理

・リスク管理プロセスの背景の文書化
・リスク閾値の文書化
・リスクプロファイルの確立
・リスクプロファイルの伝達

5.4.3 リスク分析

・リスクの識別
・リスク発生確率及び影響の見積り
・リスクの評価
・リスク対応処置及び代替案の
文書化

5.4.4 リスク処置

・利害関係者への代替手段の提示
・リスク処置の代替手段の実施
・リスク処置行動の要否判断
・リスク管理行動の実施

5.4.5 リスク監視

・リスク状況の監視と評価
・リスク処置の有効性の評価
・リスク継続監視

5.4.5 リスク管理プロセス評価

・リスク情報の収集
・リスク管理プロセスの定期レビュー
・リスク関連情報の定期レビュー

５．５構成管理プロセス
5.5.1 構成管理計画

・構成管理戦略の定義
・構成制御対象品の識別

5.5.2 構成管理の実行

・構成情報の維持
・構成ベースラインの確保

５．６ソフトウェア構成管
理プロセス

5.6.1 プロセス開始の準備

・構成管理計画の立案

5.6.4 構成状態の記録

・管理記録と状況報告の準備

5.6.3 構成制御

・構成の変更管理

5.6.2 構成識別

・構成識別体系の確立
5.6.5 構成評価

・構成品目の完整性の保証

5.7.1 情報管理計画

・情報項目の定義
・情報項目の権限及び責任
・情報項目の権利・義務・確約
・情報内容（データ）の定義
・情報保守の定義

５．７情報管理プロセス

5.7.12情報管理の実行

・情報項目の入手
・情報項目及び保管記録の維持
・情報の検索と配布
・正式文書の提供
・情報の保管
・情報の廃棄

5.6.6 リリース管理及び納入

・リリース及び出荷の制御

５．８測定プロセ
ス5.8.1 測定計画の策定

・組織特性の記述
・情報ニーズの識別
・測定量の選択
・測定手順の定義
・測定基準の定義
・資源の承認と提供
・支援技術の取得及び展開

5.8.2 測定の実行

・測定手順の関連プロセスへの
統合
・データの収集
・データの分析
・測定結果の文書化

5.8.3 測定の評価

・測定結果及び測定プロセスの
評価
・改善項目の識別と伝達

6.1.1 プロセスの確立

・プロセスの確立

6.1.3 プロセスの改善

・プロセスの改善
・プロセス評価データの収集と活用
・品質コストデータの収集、保守及び利用

6.2.1 プロセス開始の準備

・インフラストラクチャの定義
・インフラストラクチャ確立計画の策定
・インフラストラクチャ確立計画の策定
の共同レビューの実施

６．３ プロジェクトポートフォリオ管理プロセス
6.3.1 プロジェクトの開始

・事業戦略及び行動計画との整合性確保
・説明責任及び権限の定義
・プロジェクト成果の設定
・資源の割当て
・プロジェクト間インタフェースの設定
・報告・レビュールールの設定
・プロジェクト実行開始の承認

6.3.2 ポートフォリオの評価

・進行中プロジェクトの評価
・プロジェクトの継続

6.3.3 プロジェクトポートフォリオ管理
の終了

・プロジェクトの取消し／中断
・プロジェクトの終了

６．５ 品質管理プロセス
6.5.1 品質管理

・品質方針と手順の確立
・組織の品質目標設定
・組織の責任と目標設定
・顧客満足度調査と記録
・プロジェクト品質計画のレビュー
・品質改善状況の監視

6.5.2 品質管理の是正処置

・是正処置の判断
・是正処置の完了

６．６ 知識管理プロセス

・専門家のネットワーク確立と維持
・専門的情報流通の仕組みの確立
・知識資産の構成管理の実施
・情報へのアクセスの把握

6.6.2 知識管理の仕組みの確立と維持

６．８システム監査プロセス
6.8.1 プロセス開始の準備

・「システム監査基準」、「システム管理基準」
の確認
・ 「システム監査」体制の整備
・ 「システム監査」計画の策定
・ 「システム監査」手順の明確化

6.8.2 「システム監査」の実施

・「システム管理基準」の確認と監査項目の
設定
・ 監査要件の定義
・ 「システム監査」の実施

6.8.3 「システム監査」の報告及び
「システム監査」フォローアップの実施

・監査基準の確認
・「システム監査」報告の作成
・ 「システム監査」報告の提出と報告会の開催
・ システム改善計画の作成と実施
・ 「システム監査」フォーローアップの実施

６．７ ソフトウェア再利用プロセス

７．１ユーザビリティプロセスビュー
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８．テーラリング（修整）プロセス

６．組織のプロジェクトイネーブリングプロセス

４．支援
プロセス

７．１ ユーザビリティ
プロセスビュー

３．７ ドメイン技術プロセス

1.5.3 利害関係者要件の確認

・要件の合意と承認
・要件変更ルールの決定

１． 合意プロセス

２． テクニカルプロセス

企画・要件定義の視点

2.1.1.1 プロセス開始の準備

・企画作業の組立て
・必要なプロセスの組込み
・企画環境の準備
・プロセスの実施計画の作成

２．１．１ システム化構想の
立案プロセス

2.1.2.2 システム化計画の立案

・システム化計画の基本要件の確認
・対象業務の内容の確認
・対象業務のシステム課題の定義
・対象システムの分析
・適用情報技術の調査
・業務モデルの作成
・システム化機能の整理とシステム方式の策定
・付帯機能，付帯設備に対する基本方針の明確化
・サービスレベルと品質に対する基本方針の明確化
・プロジェクトの目標設定
・実現可能性の検討
・全体開発スケジュールの作成
・システム選定方針の策定
・費用と投資効果の予測
・プロジェクト推進体制の策定
・経営事業戦略・情報戦略及びシステム化構想との
検証

2.1.1.2 システム化構想の立案
・経営上のニーズ，課題の確認
・事業環境，業務環境の調査分析
・現行業務，システムの調査分析
・情報技術動向の調査分析
・対象となる業務の明確化
・業務の新全体像の作成
・対象の選定と投資目標の策定

２．１ 企画プロセス

2.2.1 プロセス開始の準備

・要件定義作業の組立て
・必要なプロセスの組込み
・要件合意及び承認ルールの決定
・要件定義環境の 準備
・要件定義プロセス実施計画の作成

2.2.2 利害関係者の識別

・利害関係者の識別

2.1.1.3 システム化構想の承認

・システム化構想の文書化と承認
・システム化推進体制の確立

２．１．２ システム化計画の
立案プロセス

2.1.2.1 プロセス開始の準備

・企画作業の組立て
・必要なプロセスの組込み
・企画環境の準備
・プロセスの実施計画の作成

５．プロジェクトプロセス

３
．
運
用
・
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2.1.2.3 システム化計画の承認

・システム化計画の文書化と承認
・プロジェクト計画の文書化と承認

２．２ 要件定義プロセス

2.2.6 要件の記録

・要件の記録
・要件の追跡可能性の維持

2.2.3 要件の識別

・要件の抽出
・制約条件の定義
・利用者とシステム間の相互作用の識別
・システムの使用が周辺に及ぼす影響への対処

2.2.5 要件の合意

・要件の問題解決
・利害関係者へのフィードバック
・要件の確立

2.2.4 要件の評価

・導出要件分析

1.6.10 システム結合

開発・保守の視点

2.3.3.1 システム方式の確立

・システムの最上位レベルでの方式確立
・利用者文書（暫定版）の作成
・システム結合のためのテスト要件の定義

2.3.2.1 システム要件の定義

・システム要件の定義

2.3.6.1 システム適格性確認テスト

・システム適格性確認テストの実施
・システムの評価
・システム適格性確認テストの共同レビューの実施
・利用者文書の更新
・監査の支援
・納入可能なシステムの準備
・運用，保守に引き継ぐシステムの準備

2.4.2.1 ソフトウェア要件定義

・ソフトウェア要件の確立
・ソフトウェア要件の評価
・ソフトウェア要件の共同レビューの実施

2.4.1.1 ソフトウェア実装プロセス開始の準備

・開発作業の組立て
・必要なプロセスの組込み
・開発環境の準備
・ソフトウェア実装プロセス実施計画作成
・非納入品目の使用の容認

２．４ ソフトウェア実装プロセス

2.4.9.1 ソフトウェア受入れ支援

・取得者の受入れレビューと受入れテストの実施
・ソフトウェア製品の納入
・取得者への教育訓練及び支援

2.4.8.1 ソフトウェア導入

・ソフトウェア導入計画の作成
・導入の実施

2.4.7.1 ソフトウェア適格性確認テスト

・ソフトウェア適格性確認テストの実施
・利用者文書の更新
・ソフトウェア適格性確認テストの評価
・ソフトウェア適格性確認テストの共同レビューの実施
・監査の支援
・納入ソフトウェア製品の準備

2.4.3.1 ソフトウェア方式設計

・ソフトウェア構造とコンポーネントの方式設計
・各インタフェースの方式設計
・データベースの最上位レベルの設計
・利用者文書（暫定版）の作成
・ソフトウェア結合のためのテスト要求事項の定義
・ソフトウェア方式設計の評価
・ソフトウェア方式設計の共同レビューの実施

2.4.4.1 ソフトウェア詳細設計

・ソフトウェアコンポーネントの詳細設計
・ソフトウェアインタフェースの詳細設計
・データベースの詳細設計
・利用者文書の更新
・ソフトウェアユニットのテスト要件の定義
・ソフトウェア結合のテためのテスト要件の更新
・ソフトウェア詳細設計及びテスト要件の評価
・ソフトウェア詳細設計の共同レビューの実施

2.4.6.1 ソフトウェア結合

・ソフトウェア結合計画の作成
・ソフトウェア結合テストの実施
・利用者文書の更新
・ソフトウェア適格性確認テストの準備
・ソフトウェア結合テストの評価
・ソフトウェア結合の共同レビュー実施

2.4.5.1 ソフトウェア構築

・ソフトウェアユニットとデータベースの作成及びテスト手順とテストデータの作成
・ソフトウェアユニットとデータベースのテストの実施
・利用者文書の更新
・ソフトウェア結合テスト要件の更新
・ソフトウェアコード及びテスト結果の評価

２．５ ハードウェア実装プロセス

2.6.2 問題把握及び修正の分析

・問題報告又は修正依頼の分析
・問題の再現又は検証
・修正実施の選択肢の用意
・文書化
・修正案の承認

２．６ 保守プロセス

2.6.3 修正の実施

・分析と修正部分の決定
・修整の実施

2.6.1 プロセス開始の準備

・保守に必要な成果物の引き継ぎ
・計画及び手続きの作成
・問題管理手続きの確立
・修正作業の管理
・保守のための文書作成

2.6.4
保守レビュー及び／
又は受入れ

・修正システムのレビュー
・完了の承認
・保守のための文書の更新

・運用テストの実施支援
・移行の実施支援

2.6.5 運用テスト及び移行の支援

・開発作業の組立て
・必要なプロセスの組込み
・開発環境の準備
・開発プロセス実施計画の作成
・非納入品目の使用の容認

2.3.1.1 システム開発プロセス開始の準備

2.3.1 システム開発プロセス開始の準
備プロセス

2.3.2 システム要件定義プロセス

2.3.2.2 システム要件の評価及びレビュー

・システム要件の評価
・システム要件の共同レビューの実施

2.3.3 システム方式設計プロセス

2.3.3.2 システム要件の評価及びレビュー

・システム方式の評価
・システム方式設計の共同レビューの実施

2.3.4 実装プロセス

２．３ システム開発プロセス

2.3.5 システム結合プロセ
ス

・システム結合計画の作成
・システム結合テストの実施
・利用者文書の更新

2.3.5.1 システム結合

2.3.5.2 テスト準備及びシステム結合の評価

・システム適格性確認テストの準備
・システム結合の評価
・システム結合の共同レビュー実施

2.3.6 システム適格性確認テストプロセ
ス

2.3.7 システム導入プロセス

・システム導入計画の作成
・システム導入の実施

2.3.7.1 システム導入

2.3.8 システム受入れ支援プロセス

・取得者の受入れレビューと受入れテストの支援
・システムの納入
・取得者への教育訓練及び支援

2.3.8.1 システム受入れ委支援

2.4.1 ソフトウェア実装プロセス開始の
準備プロセス

2.4.2 ソフトウェア要件定義プロセス

2.4.3 ソフトウェア方式設計プロセス

2.4.4 ソフトウェア詳細設計プロセス

2.4.5 ソフトウェア構築プロセス

2.4.6 ソフトウェア結合プロセス

2.4.7 ソフトウェア適格性確認テストプロセ
ス

2.4.8 ソフトウェア導入プロセス

2.4.9 ソフトウェア受入れ支援プロセス
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参考 保守プロセスを中心とした，問題解決に関係するプロセス連関図

出典 ＩＰＡ 巻末_図4-21_原図_保守プロセスを中心とした，問題解決に関係するプロセス連関図
※ ＩＰＡ 独立行政法人情報処理推進機構

参考 プロセスの時間軸へのマッピング例

出典 ＩＰＡ 巻末_図4-25_原図_プロセスの時間軸へのマッピング例
※ ＩＰＡ 独立行政法人情報処理推進機構



テーラリング（修整）を行って利用する

• 共通フレームをそのまま適用
するのではない

• 組織（企業）やプロジェクトの
特性（例えば開発モデル）に
合わせて、共通フレームで規
定されているプロセス／アク
ティビティ／タスクを取捨選
択する

• 繰り返し実行できるように、
又は複数を一つに括って実行
できるように組み替えたりし
て利用する

共通フレーム

企業標準

部門標準

領域別
標準

技法・ツール

エクステン
ション

プロジェクト標準

テーラリング

テーラリング

テーラリング

テーラリング

テーラリング（修整）を行って利用する

• 「共通フレームで規定されている事を、すべて
実施する」ということではない

• 「共通フレームで規定されている事」を、妥当
と客観的に評価できる場合には、省略しても
よい

• 「共通フレームで規定していないこと」を、組
織（企業）標準やプロジェクト標準に必要と判
断した場合は追加してもよい



こんなアセスメントツール
を作りたい！

概要

・これから作っていくので当然ながらモノはない

・簡易版を発展させるので、“ロール”の考え方は踏襲する

・『共通フレームワーク2013』のプロセス視点を加える

・成熟度は4段階で表現する（CMMIもそうだし・・・）

Level ０：みんなが勝手に動いてる いわゆるカオス

Level １：一部でやってるけど一時的 Pran→Do→End

Level ２：なんとなく継続中 Pran→Do→Do→Do→・・・

Level ３：改善が回ってる Pran→Do→Check→Action→Pran・・・

・設問数は多くても200以内に押さえたい！



ロールの定義

•経営者
•情報システム部門責任者
•プロジェクトマネージャ
•開発者
•事業部門ユーザー

ITシステム開発、運用の観点で主要なプレーヤーを抜粋

他に必要なロールある？

プロセスの定義

•合意プロセス
•テクニカルプロセス（企画・要求定義の視点）
•テクニカルプロセス（開発・保守の視点）
•運用サービスプロセス
•プロジェクトプロセス
•組織プロセス

（ﾗｲﾌサイクル/ｲﾝﾌﾗ/ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ/ﾘｿｰｽ管理）
•修正プロセス

・支援プロセスは除外
・プロセスレビューは除外

『共通フレームワーク2013』より以下のプロセスを抜粋



フレーム
まとめると、こんな↓フレームになるはず

分類 成熟度を問う設問

大項目 中項目 小項目 Level0 Level1 Level2 Level3

プロセス サブプロセス ロール 選択文 選択文 選択文 選択文

例えば・・・

プロジェクト ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ計画 PM てきとー オレ様流 アセット 最新版

『共通フレームワーク2013』にはサブプロセス以下も定義されている
→必要に応じて備考的にリファーするにとどめる
レベルごとに“それっぽい”選択文を用意する

重要なポイント！
やってみてシックリこなければ考え直す！？

『共通フレームワーク２０１３』
勉強会のご案内



実施形式実施形式

目的目的

目標目標

・基本的には読書会として運営

・輪読中心ではなく、事前学習と当日のディスカッションを主体とする

・『共通フレームワーク２０１３』の趣旨を理解する

・超上流から下流まで、体系的なマネジメント知識を習得する

・格好の良い提案書やカチっとした論文を書けるようになる

・プロジェクトの作業工程に対する外部（PMOなど）からのツッコミに強くなる

・”偉い人”（事例やお墨付きが大好き）と臆せずに会話ができる

主たる対象者主たる対象者

進め方進め方

開催日程開催日程

・ユーザー側で情報システムの企画・開発・運用に関わっている人

・何らかの形で情報システムのマネジメントに関わっている人

・ベンダー側の立場で顧客と会話する必要のある人

・第1回をゴールデンウィーク明けに開催予定（要日程調整）

・以降、月1回の開催を目指す

・第1回のみ共通フレームワークについて講義を行う（講師：新保）

・第2回以降は読書会形式

・事前に各自で対象範囲を読書し、議題候補を考えておく

・当日、議題を出し合って議論する（2題ていどを想定）

・議題が多数挙げられた場合、冒頭で検討議題を選出する



参加条件参加条件

情報共有情報共有

参加表明参加表明

・会員、非会員は問わないオープンな場です

・自宅で読書ができて、月1回くらいは集まっても良いと思える人

・何らかの手段で『共通フレームワーク2013』を入手できる人

・積極的、消極的のいかんを問わず、意欲のある方は↓のアドレスより挙手！
http://www.wjapc.jp/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=4

・勉強会での成果物は全員で共有します

・コミュニケーション手段は基本的にメールです

End of File

ご静聴、ありがとうございました





アジャイルスタートパック
ワーキンググループ
キックオフセミナー

本日のアジェンダ
自己紹介

アジャイルスタートパックWGの目的

活動紹介

質疑応答



自己紹介
安孫子 和樹
（あびこ かずき）

PHP歴 10年

Ruby歴 1年目

簡素な「viかvim」好き

Twitter: @matsuzan

Mail: 
mk7k.abk@gmail.com

低学年時代にMZ-80Bで挫折

青年時代からおっさんまで

炎上するWebシステム開発中心

通販サイト（同時接続20人程度

業務支援アプリ（利用者100人

医療系SNS（利用者900人程度

２０１３年～
西日本アジャイルプロセス協議会
（WJAPC)に
入会の許可を頂く

アジャイルスタートパックWG
ご紹介



アジャイルスタートパックWG

1. 私たちの考えるアジャイルの認識

2. 私の周りの人たちの認識

3. スクラム（Scrum）

4. 活動の目的

アジャイルの認識

アジャイルスタートパックWG紹介



私たちの考えるアジャイルの認識
アジャイル開発プロセスは

開発にたずさわる皆で良いものを作りあげよう

という取り組みです。

製造側もビジネスを考えなければならないし、

ビジネス側も開発に参加する
必要がある。

アジャイルソフトウェア開発宣言
プロセスやツールよりも個人と対話を、

包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを、

契約交渉よりも顧客との協調を、

計画に従うことよりも変化への対応を、

価値とする。すなわち、左記のことがらに価値があることを認めな
がらも、私たちは右記のことがらにより価値をおく。

http://www.agilemanifesto.org/iso/ja/



私の周りの人たちの認識

1. アジャイルは開発を楽に早く終わらせる

2. 無計画に柔軟な対応を行う

3. 経営側としてチームを管理し辛い

(1)アジャイルは開発を
楽に早く終らせる



(3)経営側として
チームを管理し辛い



スクラム(Scrum)
私たちの考えているアジャイル開発プロセスをスクラムでご説明

Developed and sustained by Ken Schwaber and Jeff Sutherland
http://scrum.org



ユーザ側の
課題・問題点を
正しく認知する

• ビジネス
モデルジェネレーション

• ユーザストーリー
マッピング

• UML
• アジャイルな計画

仮説を立て、
目標を明確にし
計画を立てる。

• BDD
• 仮説

• 検証方法

• 3か月程度の計画

• 3回程度のスプリント概要



製造期間中

（スプリント中）は
変化を許容しない

• スプリント計画

• 朝会の短い計画

定期的な振り返り

総合的なカイゼン
を実施し次へ進む

• 仕様レビュー

• コードレビュー

• 出荷物レビュー

• 開発プロセス改善レビュー



プロセスを繰返し
全体として柔軟に
成果物ができる

• 全体で繰返し

日本の誇る製造スタイル文化のリバイバルとして、

アジャイル開発プロセス
が海外から舞い戻ってきた。



トヨタ生産方式
（トヨタ式のKanban）

スクラムの原型は野中先生の論文
スクラム（Scrum)は、野中郁次郎先生の論文の内容に強く影響
を受けている



二次請け

しかし、導入後の継続が難しい。
なぜか？

本家のマニュアルにもあるとおり、開発チームへの導入は比較的
やさしいものですが継続が難しく、

チームを取り巻くステークホルダや組織文化を変えるところが肝
になります。

一次請け

・
・
・

システムを納品するためのピラミッド

ステークホルダ
（株主・営業部）

ユーザー

WGの目的

アジャイルスタートパックWG紹介



二次請け

一次請
け

・
・
・

システムを納品するためのピラミッド

ステークホルダ
（株主・営業部）

ユーザー

既存と未来のイメージ

顧客
開発
PO

ベン
ダー

ベン
ダー

ベン
ダー

ステーク
ホルダ

利用者

関連顧
客

ビジネスを成功させる
関係構築

協議会内の
立ち位置

アセスメントツール

アジャイルスタート
パック

システムの開発・導入



活動の目的

アジャイルプロセスを導入で
必ず発生する

疑問や問題点等の壁

この壁を乗り越えるための１つの指針を提供

WGの活動

アジャイルスタートパックWG紹介



活動の進め方
下記の立ち位置を想定します。

ベンダー(委託がメイン業務)
社内開発(自社サービス開発含む)
ユーザー

各立ち位置で発生する壁を洗い出し、その方法を実際に実施しそ
のフィードバックをもとに再構築しその繰り返しを行う。

活動の方法例
アジャイルを導入するにあたって、
以下の４つの段階を設定します。

1. 社内システム開発を想定した導入

2. 自社サービス開発を想定した導入

3. ユーザ側の開発依頼指針の提示

4. ユーザとベンダの契約方法の選定指針







活動内容
2014年度は、

「(１)社内システム開発を想定した導入」を前提に
下記の活動を予定

各人で情報収集・成果物作成

非定期でWeb会議を開催し、進捗確認

隔月で会合を開催（交互：梅田と神戸）

目標成果物
現在検討中

大雑把には、課題事項とその解決指針の対となる情報を取り纏め
る予定



次回の会合

アジャイルスタートパックWG紹介

次回会合予定

連休明けの5/9 19:00

場所：神戸の予定



質疑応答

ご興味のおありの方は
アジャイルスタートパックWGに是非
ご参加ください。

ご清聴ありがとうございました！



参照スライド
なぜアジャイルなのですか？改めて考察するウォーターフォール
との違い
http://www.slideshare.net/yoichitamamaki/ss-14456822

ウォーターフォールモデルの期限に関する考察ウォーターフォー
ルに関する誤解を解く
http://hdl.handle.net/10252/5163
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