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今回、マイクロソフトから、ツールと俊敏なソフトウェア開発 (アジャ

イル ソフトウェア開発) との関係についての文書を執筆してほしいとい

う依頼を受けました。アジャイル開発は、顧客と開発者により多くのフ

ィードバックを提供することによって、ソフトウェア開発の価値を高め

ることを目指しています。フィードバックは、より頻繁な運用環境への

リリース、より頻繁なテスト、より頻繁なソフトウェアのビルド、会話

と対話を促進する社会的な構造などによって増加します。サイクル タイ

ムが短縮されると、作業間の移行が頻繁に発生し、これによって有効な

開発ツールの要件も変化します。 

アジャイル宣言 (私を含む多くの技術者が 2001 年に発表しました)1 で

は、"プロセスやツールよりも人どうしの対話を重視する" ことを提示し

ました。変化を促す多くの試みと同じように、この宣言は誇張して伝え

られるため、誤解されやすい傾向があります。アジャイル ソフトウェア

開発ではツールは必要ないと解釈する人や、アジャイル開発コミュニテ

ィにはネオ ラッダイト2 が属しており、彼らがツールの CD をたき火の

中に投げ込み、焼けた棒の先を使って洞窟の壁にプロジェクトの作業計

画を描いていると思っている人もいました。こういった印象を打ち消し

、アジャイル開発を行う際の適切なツール (およびプロセス) の使い方

について説明し、ソフトウェア開発ツールの進化を待ち望む機会が与え

られたことに感謝しています。  

’                                                           

1
 http://agilemanifesto.org/ (英語) 

2
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%A4%E3%8

3%88%E9%81%8B%E5%8B%95 

はじめに 

http://agilemanifesto.org/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%88%E9%81%8B%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%88%E9%81%8B%E5%8B%95
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%88%E9%81%8B%E5%8B%95
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プロセスとツールよりも個人と対話を重んじる背景には理由と意味があ

ります。プロセスとツールは、共通のエクスペリエンスを引き出します

が、非共通のエクスペリエンスには対処できません。これに対処できる

のは人間だけです。このような状況で個人と対話が機能し、例外的な状

況でも進歩を遂げる方法を見つけ出すことができます。新しいものを目

の前にしてプロセスとツールに根拠もなく固執することは、あることが

繰り返される状況で変化、討議、交渉、創造性に固執することと同じく

らい効果がありません。 

アジャイル開発は、ソフトウェア開発とは相反する原則に基づいていま

す。アジャイル開発には、フロー、品質に対する普遍的な責任、説明責

任、透明性などの原則があり、これらは開発方法の根本的な変化につな

がる可能性があります。アジャイル開発の鍵となるもう 1 つの原則は、

ソフトウェアは人の手によって作られるという認識です。(あまり意識さ

れることはありませんが) ソフトウェア プロセスはプログラム、開発者

はコンピュータにたとえられます。つまり、完璧なプロセスを記述し、

ツールを使用してそのプロセスの実行をサポートできれば、思考が促進

され、チーム メンバの才能、経験、訓練、創造性にかかわらず、成功は

保証されるという考え方です。この先入観 ("プログラムとしてのプロセ

ス、コンピュータとしての人間" というたとえ) は、能力成熟度モデル

の "繰り返し性" に重点が置かれることからも明らかです。これを受け

て、まだ新しい概念であるアジャイル ソフトウェア開発の実現を目指す

コミュニティでは、大部分のソフトウェア開発作業で、新しさを重視し

ています。 

初めてコードを記述または実行するときは繰り返しが発生しないため、

ツールやプロセスを活用できません。ただし、新たな状況でも、なんら

かの繰り返し作業は残ります。コードは、テスト、記述、統合、および

展開されます。私は過去に医療用の電子補助装置を作成したことはあり

ませんが、プログラムの作成方法は知っています。残った繰り返し作業

は標準化および自動化するべきです。自動化した展開ツールでサポート

されない展開作業を行う場合は、新たな繰り返し作業が見つかるまで、

手動で展開を行うことが必要になるかもしれません。それでも、ツール

に対応するようにアーキテクチャを変更するべきではありません。 

 

ツールは、ソフトウェア開発における個別の作業を効率的にサポートす

るように進化してきました。より短いリリース サイクルを目指すアジャ

イル開発は、ほぼ一般的な傾向となっており、これによって、競争力の

あるソフトウェア ツールに対する考え方が根本的に変わります。つまり

、単一作業の効率よりも、作業間の頻繁な移行をサポートすることが必

要になります。 

短いサイクルへの対応 
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フローには、他のすべての条件が一致している場合、大量の機能を少な

い頻度で提供するよりも、少量の機能を頻繁に提供する方が有益である

という原則があります。この原則がもたらす効果の 1 つは、より迅速に

変化に対応できることです。新しいアイデアが生まれてから機能が展開

されるまでのサイクルが 1 年ではなく 1 か月であれば、チームはより

迅速に新しい要件や変更された要件に対処できます。もう 1 つの側面は

、より迅速かつ頻繁な展開によってもたらされる学習の機会です。また

、頻繁に展開を行うことによって、あらゆる要件に適切に対処する方法

をチームが ("強制" ではなく自ら) 学習するようになります。1 か月の

提供サイクルで、手動によるテスト フェーズに 6 週間も費やしていて

は意味がありません。 

フローは、あらゆるソフトウェア開発に利益をもたらします。アジャイ

ル ソフトウェア開発に対する 1 つの見方として、フローの期間がさら

に短縮されることが挙げられます。年 1 回のリリースから 3 か月ごと

のリリースへの移行は負担となるかもしれませんが、このままいけば、

3 か月ごとのリリースが月 1 回となり、週 1 回となり、さらには毎日

となります。現在、あらゆる種類のソフトウェアが 10 年前よりも頻繁

に提供されており、この傾向は永遠に続いていくでしょう。 

フローの数が増加した結果、作業間の移行が頻繁に発生することになり 

(これは私のパートナーである Cynthia Andres によって指摘されまし

た)、アジャイル開発を実現するためのツールにも多大な影響が与えられ

ます。分析や設計にかかる時間の合計は同じくらいかもしれません (こ

れを検証してみると面白いかもしれません) が、フロー指向開発では、

分析や設計に関する決定を下してから次の決定を下すまでの間に、何十

、何百、何千もの移行が発生する可能性があります。ツールの優先事項

は、特定の作業の効率をサポートすることから、作業間の効率的な切り

替えをサポートすることに移行しています。 

フロー 
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上記の簡単な図から、移行に関するこの問題を理解することは難しいと

思います。アジャイル開発はウォーターフォール開発の縮小版ではなく

、分析とテスト、設計とテスト、およびコーディングとテストの実行を

結び付け、実装中に得た情報に基づいてその後の分析、設計、および実

装に関する決定を迅速に下すことができるフィードバック ループを構築

します。 

ツールは、移行を考慮に入れる必要があります。一度に何時間ものコー

ディングと、その後の大規模なビルド プロセスを想定しているユーザー 

インターフェイスを、1 分間に複数回のビルドおよびテスト サイクルを

必要とする開発に使用すると、作業に支障をきたす可能性があります。

同様に、数か月ごとに計画の詳細を大幅に変更することを想定している

計画ツールによって、週単位の計画がスムーズにサポートされる可能性

はほとんどありません。これらのツールで頻繁な移行がサポートされな

いわけではなく、使用サイクルが非常に短い場合、一定の間隔で最初に

戻らなければ、次の段階への移行時に大きなオーバーヘッドが発生する

可能性が高くなるということです。 

フローの原則を適用するチームには、作業間の迅速な移行をサポートす

るツールが必要です。たとえば、壁に貼られたカードを使用した計画に

は多くの欠点があります。カードを複数の場所に分散することは難しく
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、カードを永続的に維持することはできません。また、空間的な情報も

簡単に失われます。ただし、壁に貼られたカードを使用すると、移行は

適切にサポートされます。開発者は、コーディング (分析、設計、テス

ト) 中に現在のサイクルで対象になっていない新しい要件を見つけ、そ

れをカードに書き留めて、開発フローを妨げることなくコーディングに

戻ることができます。これにかかる時間はわずか 10 秒です。多くの場

合、どんなに速く別のアプリケーションに切り替えることができても、

その作業によって集中は妨げられます。 

チームはツールの一部を効率的に使用して、移行にかかるコストを削減

できる場合があります。たとえば、毎日新しい作業が計画に追加される

場合、細心の注意を払って手動ですべての作業を美しく計画に組み込む

ことに価値はありません。美学を取るか精度を取るかの判断に神経を遣

うことは、時間の無駄です。プロジェクト マネージャが追加した作業に

よって既存の作業が妨げられることは好ましくありません。魅力的でな

くても、より変更に適した形式で手を打った方がよいでしょう。 

まとめると、フローの数が増加するほど、作業間の移行をサポートする

必要性が高まります。現在の作業の効率を上げることも大事ですが、途

中で新しく発生した作業を迅速に、現在の作業を中断することなくこな

すことが重要になります。チームは、後者を選択する場合、特定の作業

を効率的に行うことよりも、移行に適したツールを使用した方がよいで

しょう。 

ツールの作成者として、私はトレードオフを強制したくありません。機

能的に (少なくとも中核となる機能は) 優れており、小さな単位で機能

するツールを作成および使用したいと考えています。さらに、アジャイ

ル開発によってもたらされる新たな課題にも対処できるツールを求めて

います。 
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前のセクションでは、基本的に過去を振り返り、ソフトウェア開発にお

ける既存の開発作業間の移行を円滑にすることによって、これらの作業

をサポートすることについて説明しました。ただし、アジャイル開発を

実現するツールの役割は、それだけにとどまりません。 

以前、量的な変化が一桁分発生すると、質的な変化が 1 つ発生すること

を教わりました。そのため、時速 10 km の馬が時速 100 km の車に変

わったことは、単に移動速度が向上しただけでなく、(最終的に) 移動に

対する人々の考え方を変え、移動性が生活の中で果たす役割を変えまし

た。 

1 年に 1 回の展開が 1 か月に 1 回行われるようになり、それが 1 日 1 

回になった場合、量的な変化は 100 倍になります。つまり、アジャイ

ル ソフトウェア開発では質的な違いが生じることになります。『テスト

駆動開発入門』に私が書いた 1 つの "違い" は、プログラマが自分の作

業の質に責任を負う必要があることです。それには、効率良くツールを

サポートし、考え方を変える必要があります。開発者が記述したテスト

によってもたらされる個々の透明性は、チームの透明性を向上させるた

めに不可欠です。 

アジャイル ソフトウェア開発では、チームの透明性が最も重要な要素に

なります。作業計画の細部が毎日変更される場合、どの作業者にも、他

の作業者が行っている作業を把握する方法が必要になります。 

私がプログラミングを始めたころは、"今週行った作業はこれで、来週行

う予定の作業はこれ" といった具合に、進捗レポートを週 1 回提出すれ

ば十分でした。ただし、現在まで話を進めると、週 1 回の進捗レポート

は、アセンブリ言語と高レベル言語のそれぞれの長所について議論する

ことと同じくらい風変わりなものになりました。常に進化する移り変わ

りの激しいシステムで作業している、分散した大規模なグループの変わ

りやすい作業計画を調整するには、さらに頻繁な更新が必要になります

。理論上すべての作業者は、ある時点で (ここで量的な変化が起こりま

す)、今まで進捗状況の報告を怠った分の時間だけ、その報告にかかりき

りになるでしょう。 

この "報告のジレンマ" から抜け出すための 1 つの方法は、自分がどの

ような作業を行っているかを他の人に明言しないようにすることです。

その代わりに、自分が行っている作業の目的をツールによって推測し、

それを自らに報告します。 

支配者的に聞こえるかもしれませんが、これには重要な違いがあります

。透明性は、管理者の力によってではなく、チーム メンバに信頼性を提

供するために皆さんが選択するのです。透明性のあるチームは、より安

価かつ効果的に作業を調整し、共通の目標を達成することができます。

透明性を意識して作業を行うことによって、他のメンバからの信頼を得

ることができます。気付いたときには、信頼によって、開発作業におけ

る人間関係の不和が解消されます。これは、チーム メンバが、責任を回

避することではなく、共に成し遂げようとしていることに力を注ぐよう

になるためです。私がテスト駆動開発 (TDD) によって自分のコードを

信頼することができ、さらに多くのことが可能になったように、チーム

内の信頼によってメンバはより革新的になると共に、経験に基づいて作

業を進めることができるようになります。 

透明性 
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私は透明性の種類についての実験を数年間行っています。最初のレベル

の透明性は、自分自身の作業に透明性を与えることでした。私は、自分

の JUnit の使用状況を観察し、テスト駆動開発を行っている間はほぼ 1

、2 分ごとにテストを実行していたことに気が付きました。この考えを

発展させ、ソフトウェア開発作業のリポジトリである DevCreek3 を公

開しました。自分の作業に透明性を与えるだけでも、予想外のメリット

が得られます。たとえば、自分の開発データを分析することによって、

週 1 回の進捗会議の準備を行うために、実質的に開発を丸 1 日中断し

ていたことがわかりました。 

透明性は 、開発 者個人 に大きな 変化を もたら す場合が ありま す

。DevCreek では、JUnit に基づいた透明性のある開発4 を提案していま

す。おかしな話かもしれませんが、私は JUnit に透明性を与えることに

抵抗しました。よく考えてみると、私たちは開発にそれほど時間をかけ

ていなかったため、情けなくも他の開発者がそういったことをあまり考

えないだろうと思っていました。これまでのところ、透明性を与えたこ

とによって売り上げが減少するという事態は発生していません。私は自

分が何をしているかを他の人に明確に伝えるという考えに慣れる必要が

あっただけなのです。 

さらに多くのメンバに高い透明性を提供しようとする傾向はこれからも

続くでしょう。習慣や信念を意識的に捨て去るのは難しいことですが、

情報が広範かつ自由に出回っているこの世界で、隠し事をすることは弱

点となります。それがいつ暴かれるかわからないのですから。透明性が

新たな強みとなってくれるでしょう。  

’                                                           

3
 
3
 http://www.devcreek.com/ (英語) 

4
 
4
 http://www.devcreek.com/project/junit (英語) 
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アジャイル開発はツールに依存します。特にツールが異なる開発サイク

ルに合わせて最適化されている場合は依存度が高くなります。以下の図

は、アジャイル開発に共通するいくつかの手法と、これらの手法をサポ

ートするいくつかのツールの関係を表しています。 

この図の線はそれぞれ独自の関係を表しています。たとえば、段階的な

設計を行うには、設計の変更によって発生する互換性の欠如をすばやく

探り出すことができる、継続的ビルド ツールが必要です。これらの関係

は、このドキュメントではすべて紹介しきれませんが、重要なのは、各

ツールが複数の手法をサポートし、各手法が複数のツールを必要とする

といった具合に、手法とツールがお互いをサポートしていることです。

この複雑さの長所は影響力です。つまりツールや作業方法を改善すると

、その効果が広範囲に現れる可能性があります。 

アジャイル ソフトウェア開発は、ツールを抜きにして語ることはできま

せん。俊敏なプロジェクトでは毎日の作業量が非常に多く、以前は手動

で行われていた非常に多くの手順が短い期間で繰り返されるようになる

ため、適切なツールが不可欠です。 

確かに、俊敏なプロジェクトに適したツールは、サイクルの循環が遅い

プロジェクトでは最先端のツールと見なされない場合があります。壁に

貼られたカードは、その他の電子的なツールが頻繁な変更を効率的に伝

達できるように設計されていない場合、計画を立て、透明性を実現する

ための優れたツールになるでしょう。壁に貼られたカードには重大な制

限がありますが、変化を妨げるツールよりは優れています。ツール作成

者の課題は、移行期間、変化への対応、透明性などの新たな側面におい

て優れたツールを考案することです。ツール ユーザーの課題は、現在の

ツールを適切に組み合わせて効果的に使用し、必要に応じて原始的な手

段で間に合わせて、ツール作成者にユーザー側のニーズをはっきりと伝

えることです。 

したがって、俊敏なチームでは一般的な作業である、ツールの作成を行

うことになります。多くの場合、ツールに対する要求は、そのツールの

本来の設計と異なっているため、チームはかなりの時間をかけてツール

に変更を加えたり、新しいツールを作成したりすることが多くなります

。作業に役立つ基本的なツールに投資する方が、形式の異なる作業に特

化したツールに慣れるよりも適切な場合があります。頻繁な変化と頻繁

ツールと手法の関係図 
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な移行のサポートを目的としたツールがさらに多く公開されるに従って

、徐々にこのバランスは変化すると私は考えています。 
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アジャイル開発は既に開発ツールに影響を与えています。単体テスト、

段階的な設計、および継続的ビルドは、すべてこの 10 年間でツールの

主流になりました。ただし、これは変化の始まりにすぎません。さらに

私が予測している 4 つの変化を次に示します。 

 作業間のスムーズな移行 

 自動テストの対象の拡大 

 透明性 

 リアルタイムの共同作業 

今後もソフトウェア ツールに影響を与える傾向は、絶えず短くなってい

るリリース サイクルです。以前はリリースに数年かかっていましたが、

ますます多くのソフトウェア製品の新機能が、月単位、週単位、日単位

、またはさらに頻繁に運用環境にリリースされるようになっています。

各フェーズが順番に実行されることを暗に想定したツールは、並行した 

(非常にすばやく切り替わる) 作業をサポートするツールに取って代わら

れるでしょう。作業間のより頻繁な移行をサポートしようとする傾向は

、今後も続くことが予想されます。状況は大きく変化せず、サポートさ

れる作業の数が増加します。 

これまでの経験上、開発後の手動テストにかかる期間を短縮できるのは

、テストの効率が失われていない間だけです。手動テストの回数が増え

ると、作業が重複し、テストに対する注意が散漫になるおそれがありま

す。 

ツールに基づいたテストでは、自動テストによってシステムの検証作業

が開発サイクル全体に分散されます。チームが新しいツールや作業方法

の経験を積むに従って、開発後に手動テストを行うことによって得られ

る付加価値は減少します。いずれは次の図のように、それぞれの自動テ

ストから、リリース可能なソフトウェアが生み出されるようになります

。 

今後についての予測 
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現時点では、一部のプロジェクトだけに、上記のような変化をサポート

するツール、エクスペリエンス、フレームワーク、設計技法、および社

会的な構造が備わっています。将来は、さらに大規模かつ複雑なシステ

ムも自動テストに移行し、頻繁にリリースを行う必要があるでしょう。 

ツールによって、迅速な変化と作業間の頻繁な移行が同時にサポートさ

れると共に、チーム全体が大規模な長期間にわたる目標に専念できるよ

うになることが求められます。全体的な観点から見ると、前のセクショ

ンで説明したような透明性は重要になります。開発サイクルが非常に短

くなった場合、重要な情報が伝えられるまで待機する時間はありません

。情報は自動的にすぐさまチーム全体に発信される必要があります。 

10 年後には、透明性はソフトウェア開発における基準となるでしょう

。作業や結果の詳細な分析が蓄積されれば、開発者、管理者、および顧

客はプロジェクトと組織全体の状態を監視できます。私は、この移行は

スムーズには行われないと考えています。以前、大企業のプログラマが

大勢いる部屋で、「皆さんのソフトウェアの評価指標が年次報告書に掲

載されたらどうなると思いますか」とたずねたことがあります。すると

、「"報告される" 欠陥がゼロになるでしょう」という答えが返ってきま

した。プログラミングに関する情報を積極的に公開することは、初めの

うちは不安かもしれませんが、用心に用心を重ねて保護している情報の

ほとんどは、既にある程度一般に知られています。顧客は既にプログラ

マがどれだけの欠陥を作り出しているかを知っています。顧客も欠陥の

報告者の 1 人であるためです。 

最後に、私自身の経験から予測を述べます。私は毎週 5 ～ 10 時間をか

けて、画面の共有やビデオ接続を使用したリモートでのペア プログラミ

ングを行っています。だれが開発環境をホストするかにかかわらず、ホ

ストする側に大きな利点があります。リモート ユーザー側では、プログ

ラミングに支障をきたすほど長い遅延が発生します。リアルタイムのき

め細かい共同作業は、今後 10 年間でツールの一般的な機能になると私

は予測しています。このような方針に基づく調査から、ペア プログラミ

ングをサポートするには、プログラムをローカルで編集でき、競合が発

生した場合の解決方法が用意されている必要があると私は確信しました

。このような変化が発生すれば、分散した大規模なチームが透明性を意

識して作業し、ビジネス上有益な機能を頻繁に提供する方法を学習する

に従って、さらなる変化が発生するでしょう。 
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