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Agileなソフトウェア開発を目指して
Towards Agile Software Development

現在は，ユーザや市場からの要求の変化や技術の進歩などが非常に早くなってきている。このような状況に

柔軟に対応するために，製品におけるソフトウェアの重要性が高まるとともに，変化に追従しながら品質の高

いソフトウェアを開発することが要求されている。しかし，従来型のソフトウェア開発手法だけでは十分に対

応することができず，そのためには世の中で新しく提案されている開発手法を取り入れていくことが必要であ

る。我々は変化に俊敏に対応できるソフトウェア開発，つまりAgile（アジャイル）なソフトウェア開発のために

は，イテレーティブな（iterative：繰り返し型）開発が有効であると考えている。

本稿では，イテレーティブな手法を提案しているRUPとXPの二つの開発プロセスを参考にしながら，実際

の製品開発でイテレーティブなプロセスを実践した二つのプロジェクトについて紹介する。
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As the changes in user’s or marketing needs and technological advances have been accelerated, the

demand for the development of higher quality software corresponding to the current market changes

has been increasing while emphasising the  importance of software in products. However, the conven-

tional method of software development is not enough to respond to these requirements, and we need to

employ a newly-suggested method for the software development. In these circumstances, an iterative

process is effective for the new agile software development that can deal quickly with the market changes.

This paper describes two practical projects employed the iterative development processes, referring

to RUP and XP processes presenting the iterative software development.

1.  は  じ  め  に

パソコンやネットワークを一般の人が当たり前に使う

ようになり，ITという言葉が一般的な生活の中で，ごく

普通に使用される世の中になってきている。また，ユー

ザや市場からの要求は多種多様であり，関連する技術も

非常に早く，激しく変化している。俊敏に変化に対応す

るためには，製品におけるソフトウェアの重要性が非常

に高くなってきている。さらにユーザの要求をタイム

リーに満足させるために，市場の変化の状況を見ながら，

短い期間で製品を開発できることが重要になってきて

いる。

このように変化の激しい環境の中では，ソフトウェア

の開発方法も，ウォータフォール型に代表される従来の

開発方法だけでは十分に対応できないことが予想され，

変わっていくことが必要である。つまり，変化に対応し

ながら品質の高いソフトウェアを開発できる開発プロセ

スが必要となる。例えば，仕様やユーザの要求が開発途

中で変わる場合があり，その要求の変化にすばやく対応

できることが求められる。また，製品をできるだけ早く

市場に投入するために，最終的な仕様が確定しないうち

に開発を進められることも必要である。

このような状況の中で，俊敏さと柔軟性を前面に押し

出した“Agileな開発”が世の中でも注目を集めており，

いくつかの手法が提案されている。その中で，我々は「変

化に追従できるソフトウェア開発」をキーワードとして，

「イテレーティブな（繰り返し型の）開発」というアプロー

チを取ることで，いくつかのソフトウェア製品開発に携

り，変化に追従できるソフトウェア開発という点で成果

を上げてきた。それらの開発事例においては，世の中で

提案されているRUPやXPという開発プロセスの中で採

用されている開発手法を，我々の開発プロセスに合う形
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で取り入れている。

本稿では，イテレーティブな開発手法を取り入れた二

つの開発事例について紹介する。最初の例は半導体製造

装置向けのソフトウェアパッケージ，二番目の例はネッ

トワーク管理機器用ユーザインタフェースの開発に関す

る報告である。

2. RUPとXP

我々は，前節で述べたようにイテレーティブな開発の

アプローチを取っているが，そのアプローチを取るに当

たり，RUPとXPという二つの開発プロセスを参考にし

た。この二つの開発プロセスの特長を簡単に紹介する。

詳しくは参考文献を挙げているので，そちらを参考にし

ていただきたい。

（1）RUP（Rational Unified Process）

RUP自身は，Agileな開発方法論とは対極の位置に

あるHeavyweightなプロセスの一つに分類されてい

るが，Agile な方法論と同様にプロセスに柔軟な考

え方を導入している。RUPでは，開発ライフサイク

ル全体を方向づけ，推敲，作成，移行の4つのフェー

ズに分けて，各フェーズ内を1～数回に分けた反復

開発を行う。ソフトウェアアーキテクチャを重視し

て，繰り返し型開発の中でアーキテクチャを評価し

ながら開発を進めるアーキテクチャ中心の開発のア

プローチを採っている。

（2）XP （eXtreme Programming）

近年，XPはLightweightでかつ完成度よりも速度を

重視するソフトウェア開発手法の一つとして，プロ

グラマ，プロジェクト管理者，経営者などから大き

な注目をあびている。チームでソフトウェアを開発

することを前提にしており，コミュニケーション，

シンプルさ，フィードバック，勇気を基本的な4つ

の価値として，チームのメンバー全員で共有する。

実際にはプロジェクトで従うべき12のプラクティス

という実践項目が定められている。具体的には，計

画ゲーム，短期リリース，メタファ（比喩），シンプ

ルな設計，テスト，ペアプログラミング，リファク

タリング，コードの共同所有，コーディング規約，

継続的な結合，オンサイトユーザ，週40時間労働で

ある。

3. 開発事例その一（半導体製造装置オンライン対
応ソフトウェアパッケージ）

当社は2000年春から，半導体製造装置オンライン対応

ソフトウェアパッケージEQBrain300の開発に着手した。

この事例においては，基本的にはRUPでも提唱されてい

るイテレーティブな開発プロセスをベースとして考え，

XPやリファクタリングなどの技術の一部を取り入れるア

プローチにより開発を進めた。どのように開発を進めた

かについて，以下で説明をする。

3.1 パッケージ概要

EQBrain300は，半導体製造装置向けのソフトウェア

パッケージである。半導体製造工場においては，ホスト

コンピュータと，個々の半導体製造装置は S E M I

（Semiconductor Equipment and Material International）

で定められたスタンダード（規約）に基づいて通信を行う。

EQBrain300は，半導体製造装置側で動作し，製造装置が

ホストコンピュータと300 mmウエハ製造用のスタン

ダードに則った通信を行うことをサポートするために動

作するソフトウェアである。図1に，システムの全体構

成を示す。

EQBrain300は，図2に示すようにホストコンポーネン

ト，スタンダードコンポーネント，装置コンポーネント

と呼ばれる3つの互いに通信をしあうコンポーネントで

構成されている。

3.2 開発の背景と技術的な課題

EQBrain300は，半導体製造装置が300 mmウエハ用の

スタンダードで定められた動作を行うことをサポートす

るソフトウェアパッケージである。このソフトウェア

パッケージを半導体製造装置メーカやデバイスメーカに

タイムリーに供給するためには，スタンダードが最終的

に決定される以前に，つまりスタンダードの策定活動が

進行中の時点で，開発を始める必要があった。また，対

応すべき装置の種類は多岐にわたり，個々のシステム運

用の方法も画一的にはならないことが予想された。その

ような外部状況の中では，「変化に対応できる」ことを重

点に考えたソフトウェアの開発プロセスを決定し，その

開発プロセスに則って開発を進める必要があった。我々

は，既にいくつかのプロジェクトで経験をしていたオブ

ジェクト指向開発方法論に基づいた開発プロセスを採用

し，さらに前述のように基本的にはRUPで提唱されてい

EQBrain300

ホストコンピュータ�

搬送装置コントローラ�

ストッカ�工程間�
搬送機器�

工程内�
搬送機器�半導体�

製造装置�

図1　システム構成
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たイテレーティブな開発プロセスをベースとして考えた。

なぜこのアプローチを採用したかについては，開発プロ

セスを考えた時点では，イテレーティブな開発という特

長をRUPが一番前面に打ち出していたことと，システム

全体としては中規模な開発であったためである。さらに，

当時最新の開発プロセス技術であったXPやリファクタ

リングといった技術については，最新技術のリスクなど

も考慮して，その一部のみを取り入れるアプローチを採

用した。

3.3 開発プロジェクト概要

前節で示した検討の結果，以下に示す開発方針を

採った。

・分析，設計はオブジェクト指向開発技術をベース

SEMIスタンダードはオブジェクト指向に基づいた規

定であり，オブジェクト指向技術を開発側も保有して

いた。実践上は，UML（Unified Modeling Language）

を利用して分析，設計を実施した。

・RUPやXPの中から導入できる技術を利用

変化に対応するために，イテレーティブな開発を行う。

イテレーティブな開発では，開発サイクルを何回か繰

り返して実行する。プロジェクトスタート時は，1回

の開発サイクルを3週間程度に設定した。また，各サ

ブシステムの担当者を一人ではなく，必ず二人のメン

バーをアサインして，XPのプラクティスの一つであ

るペアプログラミング的な効果を得ることを狙った。

・開発言語はJava

開発メンバーのスキルと，開発期間が短いことを考慮

して，Javaで開発を行うことにした。しかし，ホスト

コンポーネントと装置コンポーネントとの通信方式は，

別ベンダが提供するコンポーネントとの通信を行う可

能性も考慮し，半導体製造システムのドメインで使用

されている実績が多いDCOM（Distributed Component

Object Model）を採用した。

・開発メンバー構成

開発メンバーは，開発の前半では，熟練者2人，中堅

1人，若手1人と開発マネージャの5人で，開発後半に

は若手メンバーが1人，開発メンバーとして加わった。

本開発プロジェクトでは，以下のように開発を進めた。

プロジェクトスタート当初は，1回のイテレーションの

期間を3週間程度に設定し，その期間内に仕様確定，分

析，設計，実装，テストを実施することを計画していた。

しかし，実際には4週間から6週間の期間でイテレーショ

ンを繰り返し，全部で6回のイテレーションを実施した。

各イテレーションでの分析，設計，実装，テストの作業

の重みは，RUPで提唱されているようにイテレーション

の時期によって変えた。つまり，開発前半のイテレー

ションでは分析や設計作業に重点を置き，開発後半のイ

テレーションでは，実装やテストに重点を置くようにし

た。図3にイテレーションによる作業内容の変化を示す。

3.4 評価

この開発プロジェクトでは，開発途中の時点で提供で

きた機能は当初の計画や想定とずれた部分もあったが，

最終的には当初予定していた2001年3月にソフトウェア

をリリースするという目標を達成することができた。こ

のことから，本プロジェクトで採用したイテレーティブ

な開発プロセスが，スタンダード策定作業が進行中であ

ることや，ユーザの要求がはっきりと固まっていない状

態であっても，先行して開発を進めていくことができ，

非常に有効であったと言える。

開発を進めていくに当たっては，RUPで提唱されてい

るように，ソフトウェアアーキテクチャを早い時期に決

めるようにした。さらに，開発したパッケージのソフト

ウェアアーキテクチャは，柔軟性を持つアーキテクチャ

を実現することを目標とした。柔軟性を持たせることで，

ホストコンポーネント�

スタンダードコンポーネント�

装置コンポーネント�

�

Java-DCOM変換�

Java-DCOM変換�

装置側アプリケーション�

半導体製造装置�

EQBrain300�

�

DCOM通信�

DCOM通信�

イテレーション回数�

N 回目�

N＋１ 回目�

N＋２ 回目�

４～６ 週間�

S/A：仕様確定/分析，D：設計，I：実装，T：テスト�

S/A D I T�

�

S/A D I T�

�

S/A D I T�

�

図2　EQBrain300の構成

図3　イテレーションと作業内容の変化
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装置のタイプやホストの運用方法など，様々な運用のバ

リエーションに対応することができるというメリットが

あるからである。今回採用したソフトウェアアーキテク

チャの例を図4に示す。図4で示したのは，搬送装置な

どで運ばれてきたウエハを，製造装置内に取り込む部分

の処理である。アーキテクチャの特長としては，装置の

タイプや運用毎に処理が変わる部分を，Process Director

を継承する形で実装している。ユーザの運用形態に合わ

せるための変更が必要な場合には，その部分だけを変更

することで対応できるアーキテクチャになっている。例

えば，装置のタイプが固定バッファタイプでホスト検証の

運用を行うユーザに対応するためには，Process Director

を継承したホスト検証固定バッファ用のDirectorの部分

だけを新たに実装すればよい。また，1,2回目の早めのイ

テレーションでアーキテクチャの概略を決めてしまい，

そのアーキテクチャの妥当性を後のイテレーションで確

認しながら開発を進めた。

また，各サブシステムの担当者を必ず二人アサインし

て，XPのペアプログラミングで得られる効果を狙ったこ

とは既に述べたが，この開発におけるペアは習熟度が違

う二人を組ませた。この方式を採用した目的は，ソフト

ウェアの品質を確保することが第一であったが，別の目

的として教育的な効果を持たせることもあった。若手の

メンバーを熟練者と組ませることにより，当初考えてい

た以上に教育的な面で効果が得られた。その他にも，設

計や実装の詳細を理解しているメンバーが複数いること

になり，問題や障害が発生した場合に対応が早いという

メリットも得られた。

Java での開発は，スタンダード自体がオブジェクト

ベースで記述されていることと，開発メンバーがJavaに

習熟していたため，開発はスムーズに進んだと考えてい

る。さらに，Javaを使用することで一部に懸念されてい

た性能面や通信面での問題が発生することはなかった。

この開発プロジェクトを振り返ってみると，イテレー

ティブな開発プロセスを採用することにより，仕様やイ

ンタフェースが変わる可能性がある場合や，はっきりと

確定できない時点で開発をスタートさせる場合に有効で

あることを実感できた。また，各イテレーションの開始

時には，そのイテレーションでの目標，範囲，質，作業

レベルをきちんと設定する必要があることがわかった。

また，開発をスムーズに進めることができた原因は，イ

テレーティブな開発プロセスを採用したことだけではな

く，ドメイン知識を豊富に持っている製品開発部門のメ

ンバーと共同でプロジェクトを進めたことも大きい。技

術とドメイン知識を有効に組み合わせることができた結

果，当初の予定時期にタイムリーに製品をリリースでき

たと考えている。

4. 開発事例その二（ネットワーク管理ソフトウェ
アのユーザインタフェース）

2001年 11月から，IPv6対応を特長の一つとするネッ

トワーク管理用ソフトウェアLMaT-AR（以下LMaTと表

記する）のGUI部分を開発した。本開発プロジェクトは，

開発事例その一で紹介した半導体製造装置用パッケージ

ソフトウェアで得られた開発経験をベースに，開発プロ

セスとしてXPを初めて全面的に採用してイテレーティ

ブな開発を実施した事例である。またこの事例は，人財

教育の一環として，新人のOJTの一つという位置付けで

実施したプロジェクトでもある。

4.1 開発の背景と技術的な課題

LMaTは，ネットワーク上にある機器を管理するため

のソフトウェアパッケージである。管理する機器から

SNMP（Simple Network Management Protocol）で情報

を取得し，取得した情報（MIB; Management Information

Base）を閲覧できる。本開発プロジェクトでは，情報を閲

覧するためのGUI部分であるMIBブラウザを開発した。

今回開発した部分のシステム構成を，図5に示す。

内部バッファ�
Director�
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ホスト検証�
固定バッファ�
Director

装置検証�
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Director
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Internal�
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Load PortProcess�
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�Carrier Management�
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図4　ソフトウェアアーキテクチャの例 図5　LMaTの概要
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本プロジェクトは，製品開発部門からの依頼に基づい

て実施した開発であり，要求仕様も製品開発部門から提

供されることになっていた。しかし，開発スタート時は

最終的な開発仕様はまだ確定していないが，市場の動向

などからリリース時期だけは決まっており，仕様が曖昧

な状況でも開発を進めていく必要があった。そのために

は，前記の開発事例その一の場合と同様に，変化に対応

し易いイテレーティブな開発プロセスを採用することに

し，さらに比較的に小規模の開発であることも考慮して，

本開発ではXPを全面的に採用した。

また，本開発は新人のOJTの一環として実施されたこ

ともあり，開発メンバーは中堅開発者1人にJavaに関す

る初心者3人の構成であった。この中で，実際に設計，実

装を行ったのは初心者3人であり，中堅開発者はコーチ・

トラッカ（開発の進度を常にチェックし，開発チームに

フィードバックする）の位置付けで参加した。XPを採用

した大きな一つの理由は，XPで取り入れられているペア

プログラミングの手法が，ソフトウェアの品質向上だけ

ではなく，教育的な効果が得られるという結果を得たの

で，開発を進めながらも初心者を育成できることを期待

したからであった。この4人の他にも，適時経験者をペ

アプログラミングのペアとして参加させて，教育的な効

果を狙った。さらにOJTとして小規模なプロジェクトを

経験することで，開発の勘所をマスターさせることも目

的の一つであった。

4.2 XP導入の狙い

本開発では，XPを開発プロセスとして全面的に導入し

たが，XPを導入することには以下の狙いがあった。

・方針の明確化

シンプルな設計にして，さらにコーディング規約を定

めるなどして，設計とコードの共同所有を図った。

・仕様が不明確

前述のように，開発をスタートさせた時点では，開発

するソフトウェアの最終的な仕様は，はっきりとは決

まっていなかった。イテレーションを繰り返す中で，

順次決まっていく仕様に，ソフトウェアを合わせてい

くことを狙った。

・品質の確保

テストファーストを徹底することで，コードの実装デ

バッグとともに単体テストを完了させた。

・開発者のスキルアップ

XPで提案されているペアプログラミングだけでなく，

熟練者によるコードレビューをイテレーション毎に行

い，またリファクタリングも随時実施した。これらの

手法は，本来はソフトウェアの品質確保のために導入

する手法であるが，本開発では，さらに開発者のスキ

ルアップも図った。

4.3 開発経過と評価

実際の開発は，3週間毎にイテレーションを1回完了さ

せるペースで進めていき，実装を6回のイテレーション

で完成させた。当初は2002年3月までにソフトウェアの

開発を完了させる予定であったが，実際は5月末までに

ドキュメント作成まで含めて開発を完了した。開発した

MIBブラウザの実行例を，図6に示す。

XPでは12のプラクティスを実践することが提案され

ているが，実際のプロジェクトでは，それらを全て実行

できるとは限らないし，そのプロジェクトに応じて適用

の方法をカスタマイズすべきであると我々は考えている。

プラクティスの実行という基準から，本プロジェクトへ

の適用度を評価した結果を図7に示す。図7は，各プラ

クティスの適用度（0～100％）を表しており，適用度が81

～100％，51～80％，21～50％，0～20％をそれぞれ◎，

○，△，×で評価している。図7から，いくつかのプラ

クティスについては，かなり高い割合で実行したことが

判る。

ここでは，前記したXP導入の狙いが達成されたかを

コーティング規約（◎）�
100�

80�

60�

40�

20�

0�

�
（％）�

計画ゲーム（◎）�

ペアプログラミング（◎）�

短期リリース（◎）�

リファクタリング（△）�

メタファ（×）�

テスト（○）�

シンプルな設計（○）�
�

共同所有（◎）�

継続した結合（△）�

40時間労働（△）�

オンサイトユーザ（×）�

図6　MIBブラウザの実行例 図7　XPプラクティス適用マップ
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評価する。

方針の明確化については，設計レビュー等を実施して

フォローする必要はあったが，コーディング規約の遵守

や共同所有は十分に達成した。仕様に関しては，徐々に

仕様が決まっていく過程をイテレーティブな開発で随時

追いかけていくことができた。品質の確保については，

テストファーストを徹底することは，GUI部分のプログ

ラミングということもあり難しい面もあったが，コード

の品質を保つためには有効であった。開発者のスキル

アップに関しては，経験者とのペアプログラミングは特

に有効であり，開発チーム全体のスキルアップを実現で

きたと考えている。

開発スケジュールとしては少しの遅れは出たものの，

新人の人財育成も含めて，またXPに関する経験を深め

ながら，開発を完了することができた。LMaT-ARの製

品全体も2002年 7月にリリースすることができた。

5. お  わ  り  に

本稿では，変化に対応できるソフトウェア開発を目的

とした2つの開発事例について，それぞれの開発プロセ

スについて説明した。2つの開発事例では，それぞれ新し

い手法を取り入れながら，独自の開発プロセスを試みて，

それぞれ期待通りの成果を上げることができた。この試

みは，ユーザや市場からの多種多様な要求に素早く対応

することができるソフトウェア開発を実現できるという

大きな可能性を示すことができた。この可能性は，開発

期間を短縮できるという技術的なメリットだけではなく，

ユーザにタイムリーに必要なソフトウェアを提供できる

ことを示しており，経営のスピードアップを図れること

にもつながる。

個々のソフトウェア開発プロジェクトにおいては，背

景と要求，開発期間，メンバー構成と保有スキルなど，ど

のプロジェクトにおいても全く同じであることはないと

言える。また，開発時点で使用できる開発プロセスや技

術も同一であることはない。そういう状況の中で，どん

な開発プロセスを採用するかは，いろいろな要素を考慮

して決める必要があり，そのためにとても難しい問題で

ある。開発プロセスに関する提案は世の中に数多くされ

ているが，提案されていることをそのまま適用してもう

まくいかない場合が極めて多い。これは，それぞれの開

発プロジェクトの特性を考えないで，提案されている手

法をそのまま適用しようとしたためであると考えられる。

個々のプロジェクトは生き物のようにそれぞれの特長を

持つものであるから，その特長を的確にとらえて，開発

プロセスに関して必要な技術を取捨選択して適用させて

いくことが重要であると考えている。変化に対応できる

Agile なソフトウェア開発を行うためには，個々のプロ

ジェクト毎に開発プロセスをカスタマイズしていくこと

が重要である。本稿で紹介した事例も，それぞれの開発

プロジェクトの特性に合わせて，開発プロセスに関する

いろいろな考え方や技術を取捨選択して適用させ，良い

結果を引き出すことができたと考えている。今後の開発

でも，今回の経験を生かして，変化に対応できるAgileな

開発を目指していきたいと考えている。
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