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システムを「見える化」する、 

プロジェクトを「見える化」する 
 
 

株式会社チェンジビジョン 

代表取締役社長 

平鍋健児 

 

 

ユニークな事業紹介の第６弾です。実は昨年１１月に、当社主催のＩＳトップ・フォーラムで平鍋社長から

「見える化」によるプロジェクトファシリテーションの考え方とツールをご紹介いただき、その情熱にいたく感動

するとともに、システム開発だけでなく非常に応用範囲が広い「見える化」ツールを世に広げない手はないと

思ったものです。今年２月に会社を立ち上げて普及に乗り出されたと伺い、早速ご紹介させていただくこと

にしました。（上野則男） 
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私が代表を務める株式会社チェンジビジ

ョンは、「見える化」をテーマとするソフト

ウェアツールベンダとして、今年２月にスタ

ートしました。この記事では、弊社のコンセ

プトである｢見える化｣について、その意義と

具体的な手法についてご紹介させていただ

きます。 

現在、多くのシステム開発現場で発生して

いる混乱は、ソフトウェアの構造が目に見え

ないこと、および開発の状況が目に見えない

ことにその多くの原因があります。この２つ

を見える化することが弊社のテーマです。最

初に「ソフトウェア構造の見える化」からお

話ししたいと思います。 

 

 

システム開発の現場を建築の現場と比べ

てみると、たとえば、欠陥の認識はどのよう

に行われるでしょうか。建物では、水漏れが

あれば、その部分を指差して「ここから水が

漏れています」とか、図面を指差して「この

あたりに亀裂があるようです」と視覚的に示

すことができます。建物は物理的な構造物で

あり、実際に空間を占有しているために視覚

化が比較的容易なのです。 

一方ソフトウェアの場合、「ここ」とか「こ

のあたり」というのは何に対応するのでしょ

うか。幸い、ソフトウェアにも建築と同様の

「構造」という概念があり、それを「アーキ

テクチャ」と呼んでいます。まずは、この「ア

ーキテクチャ」を見えるようにする、可視化

することが、システム開発の中で最も重要な

1 開発現場混乱の原因を追求して 2 ソフトウェア構造の見える化 
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ことです。それは「文書」ではだめです。文

書では「このあたり」という人間の右脳感覚

が働きません。「色」と「形」を持った構造

物であることが必要なのです。 

１９９６年、オブジェクト指向設計記法の

集大成として、米国の標準化団体 OMG で、

UML（Unified Modeling Language）が定義さ

れました（図１）。それまでいくつも流派が

あった記法が 1 つの標準として統合されたの

です。この記法は、ベンダニュートラルであ

り、国際標準であり、ツールも教育も書籍も

揃っています。 

今、この記法を使って、ソフトウェアのア

ーキテクチャの静的構造と動的構造とを「見

える化」することが、システム開発を進めて

いく中でキーになってきています。この流れ

は、何十人、何百人というエンジニアが参加

する大規模開発で、また、設計工程と製造工

程を分離して後者を人件費の有利な海外で行

うオフショア開発で、特に顕著です。 
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図１ ソフトウェア構造を見える化（JUDE による UML） 
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弊社が開発・販売する JUDE（ジュード）

は、UML を記述するツールとして、１９９７

年から開発を始め、１９９９年に無償版のダ

ウンロードを開始、２００４年に有償版の販

売を開始しました。現在、唯一の国産 UML

ツールです。UML は世界標準であるため、

JUDE は日本語版のほかにも、英語版、中国

語版、スペイン語版なども提供しています（実

際、南米で非常に人気が高い）。 

さらにユニークなのは、 Mind Map を取り

入れている点です（図２）。Mind Map は英

国のトニーブザンが開発した発想記法で、放

射上に周囲に伸びる枝が印象的な、アイデア

ノート術といえます。JUDE では、この Mind 

Map で「発想」を、UML で「アーキテクチャ」

の見える化を図っています。両者を行ったり

来たりする相互変換もできます。この融合は

世界でも初めてのアイデアです。 

UML は比較的厳密な描き方の作法があり、

システム開発の知識のない人が読み書きする

ことは難しいかもしれません。しかし Mind 

Map は言葉と連想線だけのフリースタイル

な記法ですから、どんな人でもある程度読み

書きできます。この利点を使って、システム

開発の前段階、すなわちユーザの要望聞き取

りから要求の仕様化といった、ぼんやりした

アイデアを集めている場面（要求のギャザリ

ング）では Mind Map を使います。そして、

その後のシステム開発の段階、すなわちソフ

トウェアに変換するためのモデル作りをする

場面（要求のモデリング）では、UML を使っ

てより厳密に仕様化する、という２段階の手

法を提案しています（図３）。具体的には、

システムの企画やアイデアを Mind Map で 

3 ソフトウェア構造見える化のツール「ＪＵＤＥ」 
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図２ アイデアの見える化（JUDE による Mind Map）
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発散させ、そして、UML でモデル化して収束

させるわけです。こうして作られた設計は、

元々のアイデアの理解と同時に、以降の実装

にスムーズにつなげることができる、という

利点があります。 

 

 図３ Mind Map と UML の融合 

思考の発散・概念の収集 
「要求ギャザリング」活動 
（Mind Mapの得意分野）  

スタート  

思考の収束・概念のモデル化 
「要求モデリング」活動 
（UMLの得意分野）  
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さて、弊社が提案するもう１つの見える化

対象は、「システム開発の進捗状況」です。

プロジェクト管理において、管理者がトップ

ダウン的に作業指示を出し、進捗状況を開発

者から聞くというスタイルは、ソフトウェア

開発をはじめとする「知的生産活動」には向

いていない、というのが私の持論です。シス

テム開発の多くの現場で、問題の報告が遅れ

たり、遅れているのに順調に進んでいるよう

な報告がされたりするのは、このマネジメン

トスタイルに問題があるのではないでしょう

か。 

元来、ソフトウェアエンジニアという職種

の人々は、自分の技術を使って人に喜ばれる

システムを作り上げたい、という強い欲求を

持っているはずです。いいかげんな仕事をし

て、品質の悪いものでも納品できればよし、

などと考えているプロフェッショナルなエン

ジニアは一人もいません。だれしも誇りをも

って良い品質のシステムを納めたいと思って

いるのです。このモチベーションが出るよう

に、現場をどのようにエンパワーするかが重

要です。管理者からの進捗の「プル」は、し

ばしば悪いニュースが現場から出てくる妨げ

となり、その結果、取り返しがつかなくなる

まで現場に隠されてしまいます。そうならな

いためには、開発者からの進捗の「プッシュ」

が必要だと思います。「私たちは現在このよ

うな状況です」と自信を持って開発者が発信

する、というスタイルに移行すべきなのです。 

私たちの製品、TRICHORD（トライコード）

は、システム開発の状況を「見える化」する

ツールです。単なる管理者のためのプロジェ

クト管理ツールではなく、開発者のための「見

4 プロジェクトの見える化を実現した「ＴＲＩＣＨＯＲＤ」
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える化」ツールを目指しています。管理者が

「これを使え」というのではなく、開発者が

「これを使いたい」と思えるようにデザイン

しました。これによって、進捗状況が開発者

から管理者へと自らプッシュされる状況を作

ることをねらっています。具体的には、現在、

３つのユニークなビューで見える化が実現し

ています。 

 

①「かんばん」 

１つ目は「かんばん」です（図４）。タス

ク（作業）をカードに書き、それに「サイン

アップ」（私がこれをやる、とサイン）する。

タスクは管理者から「アサイン」されるので

なく、開発者が「サインアップ」するのです。

これでコミットメント感がずいぶん違ってき

ます。タスクを示すカードは、最初すべて T

ｏDｏの位置に貼られますが、サインアップ

されたものは Dｏｉｎｇへと移動し、そして

終了した後、ＤＯＮＥへと移動します。週の

初めに左にたくさんあったカードが、週の終

わりにすべて右に移動していればよいわけで

す。非常に単純な見える化であり、状況は一

瞬で目に見えます。本来これは壁にカードを

貼って行うものを、ツールとして電子化しま

した。 

 図４ タスクの見える化（TRICHORD によるｻｲﾝｱｯﾌﾟﾎﾞｰﾄﾞ） 
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②「バーンダウンチャート」 

この状況を集計し、「見積り日数」と「残

日数」を毎日表示するのが、「バーンダウン

チャート」（図５）です。これを見れば、予

定と実際の進み具合が一目瞭然です。右下が

りにすることで、「プロジェクトを鎮火する

のだ」という意識が働きます。各タスクの進

捗状況は、「何パーセント終わった？」と聞

くのではなく（この質問では 90%、 95%、 

98% と毎週続く報告になりがちです）、「あ

と何日分の作業が残っている？」と聞くので

す。知的生産活動の多くはやってみないと分

からないことが多く、見積りどおりに行くと

はかぎりませんから、残日数を聞くことで、

本当にいつ終わるのかという状況を全員で共

有できます。管理者は、このチャートを見て

いれば、まずい状況を早く察知することがで

きます。これも、手書きで壁に貼るのが最も

効果的なのですが、ツールでシミュレートし

ています。 

 

 
図５ 残作業量の見える化（TRICHORD によるﾊﾞｰﾝﾀﾞｳﾝ） 
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③「にこにこカレンダー」 

そして、毎日、仕事を終えて帰る前に「気分」

と「一言」をにこにこマークにして示す「にこ

にこカレンダー」（図６）。これは気分の見え

る化です。現場は活き活きと仕事をしているだ

ろうか？ 辛い日があっても立ち直っている

だろうか？ 一人だけ不満足が続いている人

はいないだろうか？ このような人間系の部

分に「プロジェクト管理」の文脈で焦点を当て

ているものは少ないと思います。しかし、突き

詰めれば、システム開発とは人が人のためにシ

ステムを作る知的生産活動です。モチベーショ

ンが生産性の大きな要因となるのは当然であ

り、そこを管理者は見るべきなのです。 

この TRICHORD というツールは、米国で

起きた「アジャイル開発」という現場回帰ム

ーブメントに触発され、日本独自の生産現場

での知恵の結集である「トヨタ生産方式」か

ら多くのヒントを得て開発されました。開発

の現場では、管理者はコントローラではなく、

むしろ、ファシリテータ（場を作る人）なの

です。人づくり、場づくりをしながら、現場

をエンパワーする。あくまでも、価値を付加

しているのは現場のエンジニアであり、彼ら

が１００％以上の力を出せるようにチームを

支援する姿が望まれます。 

 

 

図６ 開発者の気分の見える化 

（TRICHORD によるにこにこカレンダー）
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これら２つの｢見える化｣製品は、２００６

年 ５ 月 に サ ン フ ラ ン シ ス コ で 行 わ れ た

JavaOne でも大変好評を博しました。日本と

アメリカのソフトウェアの輸出入比率は１０

０対１と言われる中で、日本の「見える化」、

生産革新の知恵を世界に発信していくことが

弊社のミッションの１つです。さらに開発を

進め、３K といわれるシステム開発の現場の

ワークスタイルを変えて行きたい（ワークス

タイル革新）。そして今後、システム開発に

とらわれず、広く「知的生産活動」をも変え

て行きたいと考えています（知的生産革新）。

チェンジビジョンという社名は、「変わるた

めの見える化」であると同時に、「革新のビ

ジョン」も意味しているのです。 

当社のコンセプト、製品概要については、

http://www.change-vision.com/ 

をご参照ください。 

ご質問等は、info@change-vision.com まで

お願いします。¶ 

 

 

 

 

5 今後はワークスタイルの革新から 
知的生産の革新へ

平鍋 健児 
（ひらなべ けんじ） 

 
株式会社チェンジビジョン 

代表取締役社長 

株式会社永和システムマネジメント 
副社長 

 
 
１９８９年東京大学工学部卒業後、３次元ＣＡＤ、リアルタイム

システム、ＵＭＬエディタＪＵＤＥなどの開発を経て、オブジェクト

指向技術、アジャイル型開発の実践する「見える化」コンサル

タント。 
オブジェクト倶楽部主宰、アジャイルプロセス協議会副会長、Ｘ

ＰＪＵＧアドバイザリ、要求開発アライアンス理事。 
翻訳「ＸＰエクストリームプログラミング導入編」、「リーンソフトウ

ェア開発」、「アジャイルプロジェクトマネジメント」など多数。 
「ハート駆動型コミュニケーション」をモットーに、人に感動を与え

られるコンサルタントを目指している。 

目次に戻る
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