
 

人的要因 
  ソフトウェア開発成功の大きなファクター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

グローバルなソフトウェア開発とマネジメント 

- VNUとの共同PBL - 

     2010年度 中鉢PBL 木崎悟・成田亮・丸山英通 
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ビジネスのグローバル化が進む中、企業のIT戦略としてのオフショア開発

は今や特別なことではない。 

オフショア開発の目的においても、「コスト削減」より「ビジネスのグローバ

ル化」「海外市場開拓」「高い海外技術の活用」と多岐に渡ってきている。 

グローバル化に伴いIT技術者には、バックグラウンドが異なる海外の技術者

とのコラボレーションによるシナジー効果をあげることが求められる。 

・VNU：５名、 AIIT：３名の計8名にて実施 

・開発経験等を考慮し、管理全般はAIIT側で実施 

・VNU側にリーダを立て、管理・コミュニケーションの円滑化を図る 
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Leader/Architect 

Project Manager 

Vietnam(VNU) 

Leader/Architect 

Developer 

Developer 

Developer 

Developer 

コミュニケーションマネジメントのコンセプト： 

 ・ 特定の文化から独立した手法を用いる 

 ・ 導入が用意である手法を用いる 

 ・ 双方にとって活用しやすいものを選択する 

 ・ 双方合意の上で決定する 

 ・ 情報を共有する 

Face to Face ： リアルなコミュニケーション 
キックオフミーティング 
・プロジェクト開始時にAIITメンバー全員でVNUを訪問 

使命感・一体感の共有 
プロジェクト活動全般のコミュニケーション円滑化、 
メンバーのモチベーション向上・維持に大きく影響 

Unified Processをベースとした反復型プロセスを採用 

 ・ 事前に双方が理解   コミュニケーションの円滑化に寄与 

 ・ 重要度の高い機能から実現   リスク低減 

 ・ 仕様・技術の理解を深めながら開発が可能 

イテレーション（反復） 

 ・１～２週間／１イテレーション の単位として作業を実施    開発作業にリズム 

 ・慣れてきたら期間を短めにとる    適度な緊張感を持続 

 ・フェーズ毎にリリースを行う為に、綿密な反復計画が重要 

プロジェクト活動進展につれ 

コミュニケーション成熟化 

言語：英語 
・双方の母国語が異なる為（ベトナム語・日本語）、共通
で理解できる英語を選択。 
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Face 
to 

 Face 
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ミーティング 
・毎週１回実施。 
・テレビ会議システム（Polycom）およびSkypeを併用 
・進捗確認、懸案事項確認などを行う 
・定期的に実施 

プロジェクト進行にリズムをもたせる効果 

メッセンジャー : ツール[Skype] 
・口頭で伝わらないことが多く、伝達事項をテキストで確認 

情報伝達の補助に有効 
・オープンチャット機能を利用し、フランクなやりとりも可能  

互いをより良く知ることでコミュニケーション円滑化 

UML ： ツール[astah] 
・仕様の伝達にUMLおよびユースケース記述を利用 
・グローバルスタンダードな表記方法 
・言語に依存しない表記方法 
    仕様の正確な伝達に有効 

チケット駆動開発（TiDD） 

 ・Webベースのプロジェクト管理ツール“Redmine”を利用したチケット駆動開発を実施 

 ・プロジェクト活動の全作業をチケットで管理 

 ・構成管理ソフト“Subversion”との連携     変更要求と履歴の管理が容易 

Mailing List ： ツール[Google Group] 
・仕様のQA,ミーティングのアジェンダ,議事録な
どに活用 
・プロジェクトメンバ全員に送付 

情報の共有化に有効 

PMIS（プロジェクトマネジメント情報システム） ： ツール[Redmine] 
・チケット駆動開発を実施 
・プロジェクト全体のタスク管理に活用 

開発者に管理工数負荷を極力かけずにプロジェクトを管理 

効果 

 １．作業の見える化 ： ステータスと進捗率の関連を設定 

 ２．成果物の見える化 ： ドキュメント、ソースコードがチケットと結びつく 

 ３．作業効率UP ： 作業状況を把握しやすい   リスク対応が取りやすい 

 作業状況が見える   作業にメリハリ、リズム 

効果を十分に出すには？ 

 ・手法をプロジェクトの成熟度に合わせてテーラリング 

 ・担当者に負荷を掛けないルールを検討し、運用ルールを明確にする 

品質基準の明確化 
・日本人同士で暗黙の了解となっている”当たり前品質”を文書化し合意を得る 
・テスト手法、検証結果も明確にする 
・ただ日本のルールを押し付けるのではなく、 
双方にとって負荷の掛かりにくく、品質の高い手法を検討・合意することが重要 

品質・技術指導 
・コーディング基準を事前に準備 
・サンプルとなるソースコードを提示する。 
    コードの検証・メンテナンスコストの削減・不良発生率の削減 

情報更新時、 
関係者へメールで自動通知 

本PBLでは、ベトナム国家大学（VNU）との共同PBL活動実施。 

ソフトウェア開発プロジェクト活動を通じて 

グローバルソフトウェア開発に求められるコンピテンシーの獲得を目指した。  

アーキテクチャの検討 
・フレームワークなどによりソフトウェアの構造を分離 
    問題点の切り分けが容易 



アカウント認証 

OAuthとはあらかじめ信頼関係を構築したサービス間 
でユーザの同意のもとにセキュアにユーザの権限を 
受け渡しする。ユーザが外部サービスにパスワードを 
教えることなく、認可情報の委譲が可能である。 
また認可情報の適用範囲を指定したり、有効期限を 
設定することができるため，ユーザが外部サービス 
にすべての権限を渡すこと無く、自分が利用したいサービス 
に最低限必要な権限のみを委譲することができる。 
そのためBasic認証と比べて柔軟かつセキュアな運用が可能になる。 

Task Concierge 

users Service providers 

Consumers 

ユーザの認可情報を第３者に渡すサービス 

認可情報を受け取り 
ユーザに代わって 
情報にアクセスする 

認可情報を有効にしたり、 
無効にすることができる 

アカウント認証を別途しなくても 
Googleカレンダーにアクセスする
ことが可能 

 
 
 
 
Googleの提供するサービスの1つであり、ウェブアプリケーションをPythonやJavaを使用して開発し、 
Googleのインフラストラクチャー上で実行し、バージョン管理することができる。 
本システムでは言語に Java を採用し、フレームワークは Spring を利用することにした。 
構築や維持管理も簡単で、またトラフィックやデータ ストレージの増大に合わせてのスケーリングが不要。 
App Engine では、サーバーを維持管理する必要もない。 
アプリケーションをアップロードするだけで、すぐユーザーが利用できるようになる。 
 
 

Google App Engine とは？ 

Google App Engine 

Googleのハードウェア 

BigTable 

各種 API 

Java 実行環境 

Task Concierge 

フレームワーク（SpringMVC） 

App Engineの構成 

 

GTDとは、David Allen氏が提唱した仕事術で、彼の著書「Getting Things Done」の頭文字をとったもの
である。 GTDは「収集・処理・整理・見直し（レビュー）・実行」の一連のプロセスからなる。 プロセスを
実行することによって成し遂げたいことを現実にする。 
GTDは個人の生産性を向上させることができるとされ、 LifeHack（ライフハック）の1つである。 本シス
テムではGTDの内容を知らないユーザでもGTDを容易に実現できることを可能としている。   

ＧＴＤの５つのステップ 
① 収集プロセス 
「頭の中の気になる」すべてのタスクを思い付くままに入力する。 この段階を「収集」と呼ぶ。 

② 処理・整理プロセス 
本システムでは、 処理プロセスと整理プロセスを区別しない。  
タスク管理ツールでGTDを行った場合、 処理プロセスと整理プロセスが一連の作業となる 
ことが多いためである。 整理プロセスに含まれるタスクリストを作る作業はシステムが代行 
して行う。 端的に表すと処理・整理プロセスでは「整理整頓」を実践している。 

③ 見直し（レビュー）プロセス 
GTDを続けていくには、 タスクリストを更新していく必要がある。 
一般に見直しプロセスは、 週次であり1週間のタスクを見直す。 

④  実行プロセス 
一連のプロセスにより、 リストアップしたタスクを順次片付ける。 
 

 

David Allen氏 

１．すべきことは一カ所に入れろ 
２．あるルールに従ってシステマティックに処理しろ 
 

ＧＴＤのバイブル 

システム化！ 

ＧＴＤを補助する機能  

タスクが多くあり困ってい
る人をサポートします！ 
 

タスク詳細画面で  
見積り時間（Estimate） 
を入力すると開始時間・ 
終了時間が登録される 
 

 
ＧＴＤのプロセスを実践するには、まず収集プロセスに相当するタスク登録を行う。 
登録されたタスクは未分類一覧画面に表示される。次に処理・整理プロセスに相当するタスクの分類を行う。 
タスクは分類後、分類済み一覧画面に表示される。分類済みのタスクは詳細設定することができる。 
詳細設定は見直しプロセスに相当する。開始時間・終了時間を入力することで時間の設定ができるが、 
見積り時間を登録することにより、タスクの時間をユーザーの代わりに割り振ることも可能である。 
また、スケジュール画面でユーザーの活動時間を入力することができる。 
文字通り コンシェルジュ がＧＴＤをサポートしてくれる。 

アクティビティ図 

各プロセスの実施 

タスク詳細画面 

本システムではアカウント認証にGoogleの認証サービスを利用することにより、ユーザ登録の煩雑さ
を軽減した。また、OAuthというサービスの権限移譲の仕組みも利用した。 

 
 

特徴 
 ・ユーザーがGoogleアカウントを使用した認証を行っているかの確認できる 

Accounts Java API Googleのアカウント認証サービスと連
携してユーザ認証を実現 

タイムテーブル（Googleカレンダー連携） 

Googleカレンダーのユーザーが

使いやすいインターフェース 

 
 ・jQueryベースのAjax対応カレンダープラグイン 

 ・イベントの表示はJavaScriptで表示、JSONで表示、Googleカレンダーから表示の3つを利用することができる。 
 ・イベントの表示は連携するシステムの種類によって自由に選択できる。 
 ・イベントはドラッグアンドドロップで日付を変更することが可能である。 

FullCalendar API 

月・週・日で切り替えて表示できる！ 
 

Googleカレンダーと同期することが可能 
 

JSON形式のフォーマットでイベントを取得 
 

Ⅰ グローバル開発環境（Goolge App Engine） 利用したシステム構築 

自動割当て機能 

Googleカレンダー連携 

AIIT内にサーバを設置していた 

スケジュール機能 

前期で作成したプロトタイプを活用し、 
開発のリスクを低減させることに成功した！ 
 

Data Store 

BigTable 

Spring Framework 
Hibernate 

DB 

MySQL 

Applicationサーバ（Tomcat） 

Webサーバ（Apache） 

O/R マッピング 

前期システム 

Eclipse/Java 

開発環境 

Subversion 

開発者 

オープンソースで容易
に利用できる！ 

Data Access部の書き換えだけで移行可能！ 

後期システム 

アクセス 

Java実行環境 

Spring Framework 
JDO/JPA アカウント認証 

機能追加 
ＧＡＥへの移植 

 
① プロトタイプシステムを基にしてGoogle App Engine に移行作業を行った 
② 追加する機能を検討し実装した 

Ⅱ 機能の説明 

開発手順 

スケールアウト 

グローバルなソフトウェア開発とマネジメント 

- VNUとの共同PBL - 

     2010年度 中鉢PBL 木崎悟・成田亮・丸山英通 

GTD（Getting Things Done） 
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