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過去 20 年にわたり、IT プロフェ
ッショナルはビジネス価値の提
供をより迅速かつ低リスク
で行うことを目指し、新しい仕
組みを生み出してきました。
技術に関わるさまざまなバズワードの中でも、ITにかかわるも
のと同様に、アジャイル、リーン、DevOps などは、ぜひ知っ
ておいてほしい用語です。しかし、これらは、 IT に特化した
ものとして扱われ、ビジネスへの貢献が不明確なまま利用され
ることが多くあります。IT に関連したイニシアティブにおける 

CFO や CEO の監督能力を揺るがしうる脅威として紹介される
ことさえあります。

CFO の役割が幅広くなる中で、ビジネス価値の提供に向けたテ
クノロジーへの新たなアプローチはますます重要になってきま
す。この電子書籍ではデジタルデリバリーやイノベーションの
促進、よりフットワークの軽い企業の実現に向けた合理化にお
けるアジャイル、リーン、そして DevOps の役割をご紹介しま
した。これらの手法は CFO にとって、収益を高め、投資を最
適化し、統制の実施し、透明性を高め、よりよいデータの提供
やコスト削減などに、多大な恩恵をもたらしてきたスプレッド
シート発明以来の絶好の機会となりうるものです。

リーン　Lean

リーン IT デリバリーはトヨタ生産方式を先駆けとするリーン
生産方式やリーンシックスシグマといったコンセプトに基づい
ています。リーンの基本的な考え方として、リードタイムの短
縮に焦点をおくことで無駄をなくすといったことがあります。
企業がリーンに基づく考え方を適用した場合、価値を提供する
プロセスの打ち立て、また、各手順の見直しにより、必要以上
の時間を要する原因となる無駄の洗い出しが可能となります。
あらゆる無駄を省くことで、ビジネスにおけるリ ードタイム
短縮とコスト削減につながります。

IT デリバリーは毎回アウトプットにばらつきが生じる製造プロ
セスではなく、製品開発プロセスであるため、リーン方式と相
性が良いと言えます。こういった理由から、製品やサービスの
アウトプットのばらつきの抑制を試みるシックスシグマの手法
は一般的に見て適した方法ではありません。しかし、その他の
ビジネスプロセスと同様に、 IT ケイパビリティの提供には一

連の手順が存在し、それぞれの手順に無駄が存在する場合が多
くあります。IT プロセスと製造プロセスにおける無駄を生み出
す典型的な要因にはかなりの共通項があります。本記事の筆者
であるMary Poppendieck と Tom Poppendieck は、これらの要
因を未完了の業務、余分なプロセス、過剰な機能、タスクの切
り替え、待機時間、動作、そして欠陥であるとしています。1



あえて計画からそれるこ
とはリスキーに聞こえる
かもしれません。統制す
ることや誰かに説明責任
を持たせることは不可能
であるように思われるこ
ともあるでしょう。しか
し実際にはそうではあり
ません。”

では、IT デリバリーにおける無駄の排除と
リードタイムの短縮がこれほどまでに重要な
理由とは何なのでしょうか? その理由の一つ
にはもちろん製品化に要する時間の短縮が挙
げられます。社内向けのケイパビリティの場
合には、投資対効果が出るまでの期間がこれ
にあたります。もう一つの理由としては、ス
ピードによる IT ケイパビリティの最大限の
有効性の確保があります。IT チームはいまや
ユーザーへの MVP (実用最小限の製品) の迅
速な提供、達成すべき項目との整合性の確
認、そして新たな機能や変更点の追加が可能
となっています。スピードはビジネスにアジ
リティをもたらします。ケイパビリティには
絶えず磨きがかけられるため、過去の取り組
みを無駄にすることなく重要度が高まる事柄
に方向性を定め、着手することができます。
そして最後に、 不測の事態への迅速な対応
とIT ケイパビリティのデリバリーリスクの
抑制が可能になることで、スピードはリスク
を低減します。

IT ケイパビリティのデリバリーにおけるバ
リューストリームは各組織により異なります
が、一般的にビジネスニーズの認識や取りま
とめ、要件定義書の作成、要件に基づく計画
書作成、ビジネスプランの検討、ビジネスプ
ランに基づくガバナンスプロセス、リソー
スの確保、ソフトウェア開発、ソフトウェア
の安全性の検証、ソフトウェアデプロイメン
ト、ユーザートレーニングやケイパビリティ
の導入といったステップを含みます。こうい

った長いプロセスはかなりの無駄を含んでい
る場合があります。多くのプロセス (そして潜
在的な無駄) は IT 組織の直接的な管轄外、も
しくはその他の部門との接点に存在します。
リーンソフトウェアを用いた導入方法を念頭
においたプロセスの見直しを入念に実施する
ことで、企業の成果に大きな変化をもたらす
ことが可能です。

アジャイル　Agile
アジャイル IT デリバリーは、事前に用意され
た計画の遂行よりも、学びながら修正を加え
る方法がITデリバリーを含む複雑な環境にお
いては適しているというシンプルな原則に基
づきます。(この原則とリーンとの関係性につ
いてはのちにご説明します。)あえて計画から
それることはリスキーに聞こえるかもしれま
せん。コントロールや責任の配分が不可能に
なるのではと思われるかもしれません。しか
し実際にはそうではありません。厳格な管理
は実施されていますが、メカニズムはまった
く異なるものです。

私はアジャイルの手法をリスク緩和の観点で
見てみることがよくあります。もし 3 年スパ
ンの綿密な計画を立て、その実行を目指すな
らば、かなりの多大なリスクを受け入れるこ
とになります。特に︓
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アジリティとは変化に
対する能力であり、計
画を遵守することと反
します。が、それでも
価値がありると考えら
れます"

1. 計画に見込み違いがあるリスク。

2. 3 年間で状況が変化するリスク。

3. 3 年間でプロダクトが完成しないデリバリ
ーリスク。

ウォーターフォールチャートやガントチャ 
ートに依存した従来の IT デリバリーの手法
では、プロダクトの導入がプロジェクトの最
終段階まで行われないため、プロジェクトの
成果が出始める 3 年間の終盤まで、全体の投
資がリスク下にあるといえます。

これらのリスクはどれほど深刻で
しょうか︖ かなりのものです。
• 数十年間にわたり経験してきたように、 IT
システムに関する緻密な計画は毎回見込み
違いが生じます。要件に基づき設計された
機能の半数以上がめったに、または一度も
使用されることがないといったことを示す
調査結果もあります。そして、たとえすべ
てが計画通りに進んだとしても、満たされ
るべきビジネスニーズの達成が未完に終わ
ることがあります。

• これから先の 3 年間に起こりうる変化の規模は
ビジネスや技術環境における不確実性の規模に
依存します。私たちはまさに急速な変化と高い
不確実性の中にあります。ここ 3年の間に生ま
れたスタートアップは業界全体にディスラプ
ション（創造的破壊）をもたらしてきました。
アジリティは変化に対するビジネスの対応力で
あり、計画に従うことと真逆ではあるものの、
大いに価値があります。

• マイクロソフト社のリサーチによると、見込
まれた結果を達成するのはアイデア全体のた
った三分の一であり、三分の一が逆効果、そ
して残りの三分の一がどちらでもないという
結果に終わりました。コストカ ットや売上向
上のための IT システムがその役割を果たせず
じまいとなるケースはめずらしくありませ
ん。2 別の調査によると、期待された結果が実
現せず終わったデジタルイニシアチブにより、
1 年あたり 4000 億ドル近くが無駄になってい
ることがわかっています。3

• IT プロジェクトの規模の拡大に伴い、デリバリ
ーが失敗するリスクが高まることが、多くの調
査により示されました。短期的スパンで設定さ
れた作業フェーズは、ゴール達成がより現実
的、そして、より予測可能なものとなります。
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アジャイルの手法は継続的な学びと改善を
実現し、プロダクトの完成やユーザーへの
デリバリー、フィードバックの収集とい っ
た業務の短期的スパンでの実行が可能にな
ります。こういった手法は、小規模で自主
性のある、そして不足のないチームにより
実践され、形式だけの取り組みを最小限に
とどめながら、 迅速な学び、そして改善を
もたらしてきました。サイクルタイムの短
縮に重点を置いたアジャイルの原則とリー
ン手法の組み合わせは、プロダクトの迅速
な完成を目指すアジャイルなチームにとっ
て自然な流れではないでしょうか。両要素
の組み合わせは、ビジネスにアジリティ、
リスク緩和、そしてコスト効率をもたらし
ます。

DevOps
リーンの概念では、無駄の主な要因として
ハンドオフ (動作および待機) と大規模な
バッチサイズがあります。従来の IT 手法は
開発、テスト、そしてデプロイメントを担
うオペレーション間のハンドオフに基づく
ものでした。リーン、そしてアジャイル IT
の最先端の手法である DevOps はこうした
開発、テスト、オペレーション技術におけ
るハンドオフを一本化した小規模のチーム
に統合することで、こうしたチームが、成
果に対する全ての責任を担うことになりま
す。

IT における大規模なバッチサイズは膨大
な要件を意味します。DevOps チームは小
規模な要件のみを一度に扱いながら高度に
自動化された迅速なプロセスによるケイパ
ビリティをユーザーが利用可能な段階へ到
達させた後、次なる小規模な要件に移って
いきます。これにより、 DevOps チームは
時には 1 日あたり 100 回、または 1000 回
単位に至る高い頻度でのコードのデプロイ
メントを行います。

自動化を大いに生かした DevOps は管理と
コンプライアンスにおいてメリットがあり
ます。これまで手動で実施されてきた多く
の組織管理は、いまや自動化が可能となる
ことで信頼性がより高まり、記録がより簡
単に、そして、定期的ではなく継続的な適
用が実現します。

DevOps はイノベーションの促進に大きく
貢献できます。DevOps を用いることで迅
速に、低コスト、そしてリスクを抑えなが
ら新たなアイデアのテストが可能になりま
す。クラウドとの併用によりこうした利点
がさらに増すことで、インフラストラクチ 
ャの提供が瞬時に、また、その後の廃止が
可能になります。企業にとって時間のかか
る IT ケイパビリティの構築は、予め用意
された構成要素としてアクセス可能とな
り、実験に組み込むことができます。



アジャイルはビジネス
におけるあらゆる場面
で効果的に見直しがで
きる、継続的な投資プ
ロセスなのです。”

アジャイル、リーン、そして DevOps
のビジネスへの影響

• 製品の迅速な市場投入や、社内利用を目
的とした製品の迅速な価値評価

• 不要な機能を追加することによる無駄の
削減

• 目的達成に関係ない機能追加からの無駄
の削減

• IT、それ以外での無駄プロセスの削減
• リスクの低減
• イノベーションの加速
• 自動化による、より優れた運用管理

ここで管理についての課題に戻ってみまし 
ょう。企画進行の是非が決断されると、一
定の品質水準を下回るまたは特定のマイル
ストーンを達成しない限り、管理監督者が
関与しない IT イニシアチブにおける従来
の監督方法では、ガバナンスが重要な課題
でした。これは周期的に実施され、それ以
外の場合には用いられない独立した監督プ
ロセスです。アジャイルは継続的な監視、

透明化を図るアプローチととらえることがで
きます。プロジェクトチームが頻繁にデリバリ
ーするプロダクトと同様に、その成果も明確
に把握可能になります。プロセスのアジリテ
ィにより、監督機関はいつでも指針転換の決
定、投資の中止や拡大、ほかの経営目標への
切り替えが行えます。

アジャイルなプロセスにより、企業はスケジ
ュールや予算の修正、実行ができ、これは単
なる計画や予算目標達成のためのスコープと
のトレードオフとも言えます。
予算と同じように、ほぼすべてのコストカテ
ゴリを固定しておくことをお勧めします。予算
の役割として、単一予算のサイクルの中で組
織単位ができることに上限を設けます。予算
がなくなると、支出が停止します。これは実
際のプロジェクト「要件」ではありません
が、割り当てられた予算の制約という点でい
わゆる「要件」と同じことになります。 たと
えアジャイルを用いた IT プロジェクト
の途中で予算が底をついた場合にも、完了し
ている成果物が利用可能であれば、いかなる
損失も負うことはありません。実際には、優
先事項の変更やプロジェクトの成功の早期達
成が伴う場合、たとえ予算が余っているよう
な早い段階であってもこういった取り組み
の打ち切りは可能なのです。また企業は、他の
機能に対する予算を拡大するといった決断を明
確に行うこともできます。アジャイルはビジネ
スにおけるあらゆる場面で効果的な見直しを実
施する、継続的な投資プロセスなのです。



アジャイルは入手可能な情報に基づく計画
修正に重点を置き、計画の忠実な実行に対
してはその限りではありません。しかし、
これは管理されていないということではあ
りません。経営目標との一致による管理で
あると筆者は考えます。プロジェクトの進
行や機能の完成に伴う形でビジネスインパ
クトの評価を行い、これを用いた改善を目
標に合わせて加えていくからです。投資要
素が何であれ、目指すところは最大限のリ
ターンです。

しかし、この 「リターン」 の目的が明確で
ある必要があります。コスト削減? 売上向
上? より良いカスタマーサービス? 長期的な
アジリティ?

これらはすべてゴールとしてありえます。その一
方で、指定された要件のすべてを早期段階で満た
すことや、特定の一連の機能を構築することは、
本当の経営目標ではありません。健全なプロジェ
クトとは、要件をすべて満たすものではなく、目
標を達成できるものだからです。ビジネスの現場
における目的達成の最大化のためには継続的な適
応が必要になってきます。

CIO がそうであるように、 CFO も新たな IT のア
プローチに期待すべきです。IT ツールにより実現
可能な取り組みを生かしていくことで、より良い
企業業績に向けた道が拓けます。

Mark Schwartz はアマゾン ウェ
ブ サービスにてエンタープライズ
ストラテジストを務め、The Art
of Business Value や A Seat at the
Table: IT Leadership in the Age of
Agilityの著者でもあります。
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