
T1研究会：障壁の克服方法
メンバー：佐津川、須田、土屋、五十嵐

• テーマ
– いろいろな障壁がなぜ生じるのか、それぞれの障壁が生ま
れる原因を明らかにし、それらの障壁を克服する方法を考
え、実際の現場で実践し、その効果を確認します。

• 5年間の活動振り返り
– 1年目(2010/9-)

• 導入障壁を議論する会を実施（2011/4,参加者17名）
• カンファレンスで活動報告（2011/6）

– 2年目(2011/9-)
• TOC思考プロセス（スリークラウド法）

– 3年目(2012/9-)
• カンファレンスで活動報告（2013/5）“マフィアオ
ファー”

• SWEST15ポスター

– 4年目(2013/9-)
• 日経SYSTEMS（2014年1月号p55

、ロジカル説得術）
• 第5回アフォードフォーラム（2014/2）
“マフィアオファー”（講師GSC西原さん）

– 5年目(2014/8-)
• 身近なテーマでマフィアオファー
• “アンビシャスターゲットツリー”

解決策 俺を選ぶ

対象 婚活相手

関係者 Ｉ：問題に合意する KEYWORD III：解決策で問題が解決されることに合意する KEYWORD

自分
彼と趣味が合わなくて、やりたいことを我慢
していたことはないですか？

趣味が合わ
ない 彼と共通の趣味をもっている 共通の趣味

今決断することで、未来の可能
性を損なうのではないか。

世の中そんなに合う人は少なく、不満が無いのに決断を先送りにする事は、
売れ残るリスクがある事と理解するべき。

自分
彼に些細なことでひどく怒られ、いやな思い
をしたことはないですか？

怒りっぽい 彼にあまり気を使わなくてすむといいです
か？

気を使わな
い。

うわべだけ取り繕って、本当は
悪い人かもしれない。

世の中、本当に悪い人はいない。悪く当たられないよう自分を磨くことが第一
である、と理解するべき。

自分
彼が病気がちで、将来に不安を感じたこと
は無いですか？

病弱
不安無くずっと守ってもらえたらいいです
か？

永久就職
自分のことを思っていくれてい
ない可能性がある。

何かの出来事を例に、彼女を思っていることがわかることを、適切な例で説
明しましょう。

友達
趣味のあう友達から付き合いが悪くなった
と言われませんか？

付き合い 彼と友達とで一緒に遊べたらよいですか？ 付き合い
いくら体が丈夫でも、人間何が
起こるかわからない。

生命保険にしっかり入っているので、万が一の備えもバッチリである。

周囲
あなたの親、兄弟、友達と彼はうまくやって

いますか？
周囲との
良好な関係

彼が自分の周囲と円満だったらよいです

か？
周囲と円満

彼が親を初め、周囲とうまく

やっていけるとは限らない。

社交的とまで行かなくても、最低限、礼儀正しく振舞うことを心がけるので、問

題ないと考えているなど、説明する。

家族 親の老後は誰が面倒見るんですか？ 親の老後 親の世話を最後まで見れたらよいですか？ 親の世話

重
大
質
問

確認
質問

婚活していますか？

○○さんの理想の人がいなくて困っていますか？

IV ：解決策により重大な副作用がないことに合意する

問
題
質
問

ポジショニングトーク 提案する解決策と想定提案対象者 コンセプト説明文

自己紹介を書きましょう。
年齢、生い立ち、自分の特徴、趣味、etc

上記問題質問につながるような、良い内容のものだけ書けばよ
いと思います。

■提案するソリューション：俺を選ぶ

■提案対象者：見合い相手

自分が相手にとって最高とまでは言わないが、それなりにいい選択肢かも知れない、と思わせるようなことを
書きましょう。最高！まで書くと胡散臭くなると思われます。

上記の例のような形であれば、自分の特徴とそれによってもたらされるⅢにかかれたいい状態を書き、決断を
促すような一言を添えればよいと思います。

II：解決策の方向性に合意する Ｖ：解決策の実行を妨げる障害を克服する方法に合意する

彼女の友人と合って理解を得る。
共通の友人が、自分のことを気に入らない場合があるが、彼女のためなら我慢して付き合うということを宣言
する。

彼女の親と合って理解を得る。
親が、自分のことを気に入らない場合があるが、彼女のためなら我慢して付き合うことを宣言する。

最悪一生食っていけるということをアピールするため、資格を取るなどの具体的行動に出る。

親が家柄を気にする等の外部要因で、制約が出てく
る。

最悪、親より彼女を取る覚悟があると普段から説明し、彼女と合意しておく。
・納得のいく選

択をし、幸せな

人生を過ごす。

今決心しないと

最悪いきっぱぐ

れるリスクがあ

る為。

未来のよりよい

出会いの可能

性納を求め納

得いくまで追求

するため。

今がタイミング

と見て決心する。

決断を先送りす

る。

そこそこ不満が無ければ、今決断してもいいのではないか？という問いかけに使い

ます。

マフィアオファーのツリーは、ライバルがいる場合は単純に、俺を選ぶに対し、ライ

バルを選ぶなどとしたほうが、早いしわかり易い場合があります。

解決策 XDDP

対象 派生開発において納期遵守に困っているソフト開発関係者

関係者 Ｉ：問題に合意する KEYWORD II I：解決策で問題が解決されることに合意する KEYWORD

開発者，マ
ネー

ジャー，経
営者，顧客

後工程やリリース後にデグレードや変更間

違いによる手戻りが多いですか？

デグレードと
変更間違い

による手戻
り

コーディング後の手戻りが少ないと良いで

すか？
コーディング

の留保

工数が増える/追加の作業が

増える

・レビューによって手戻りが減るので，工数増加はしないというロジック/事例

を説明する
・PFDによりプロセス・ドキュメント体系をプロジェクト毎に適切に設計するの

で，作業の無駄が減る

・スモールスタートで検証してみる

開発者，品
質保証部

開発プロセスが実情にあっておらず，無駄
だと感じる作業がありますか？

開発プロセ
スの無駄

派生開発に適したプロセスで無理・無駄が
ないと良いですか？

変更用プロ
セス

コーディングを留保しすぎて，
納期を守れなくなる

・サイズ見積りに基づく，工程見積りにより，コーディング開始時期を明確に定
義する．これにより納期を守れないという状況は発生しづらいことを説明する

開発者，マ
ネージャー

(時間がないや納期が怖いなどの理由で)

ソースコード変更の精査は担当者任せに

なっていませんか？

担当者任せ
になる変更
精査

変更方法が十分かつ効率的に設計・レ

ビューされていると良いですか？

変更用ド
キュメント
(変更3点
セット)

自組織の開発に適さない可能

性がある/本当に自組織で効

果があるかわからない

・スモールスタートで検証してみる

・既存開発のデータを用いて，効果をシミュレーションしてみる

開発者，マ
ネー
ジャー，経
営者，顧客

ささいな変更だと思われたものでも納期に

間に合わないことが多いのではないです
か？

納期遅延
見積り通りに開発が終了すると良いです
か？

見積り通り
の開発 失敗のリスクがある

・スモールスタートで検証してみる
・既存開発のデータを用いて，シミュレーションしてみる

開発者，マ
ネー
ジャー，経
営者，顧

客，品質保
証部

ソフトの品質がどんどん劣化していません

か？
ソフト品質
の低下

ソフト品質が維持/改善していると良いです

か？

ソフト品質
の維持/改

善

過大な効果を期待してしまう
・過大な期待をさせないように，トップ，マネージャーに正確な情報を入力する

・スモールスタートで早期に適用効果を見積る

開発者，マ
ネージャー

開発者のモチベーションが低下していませ

んか？

モチベー
ションの低
下

開発者が開発の意義を感じていると良いで

すか？

モチベー
ションの向
上

定着しない

・エバンジェリストを育成する

・組織的に定着化を図る

・トップダウンで適用を宣言する
成功後に他プロジェクトに巻き

込まれる
・トップ，マネージャーに他プロジェクトに巻き込まないという確約をもらう

確認
質問

ソフトウェアの派生開発を行っていますか？

品質低下や納期遅延で困っていますか？

IV：解決策により重大な副作用がないことに合意する

・社内関係者に対して，本マフィアオファーシートを用いて合意を取る
・対象者に合せてマフィアオファーシートをカスタマイズする

II：解決策の方向性に合意する

(1)社内関係者の合意を得る

(2)社外関係者の合意をとる

(3)組織標準や従来のやり方との対応をとる

(4)導入工数を確保する

(5)スキルを習得する

XDDPとは，

派生開発において，品質が低下し，納期も守れなくなるという問
題に対処する手法．従来の変更箇所を見付け次第変更すると

いった開発とは異なり，コーディングを留保し，その間で徹底的

にレビューを行うことで，手戻りがなくなるため，納期も守りながら

品質も維持することが可能になる．そのための効率的なドキュメ
ント(変更3点セット)や変更プロセスを含んでいる．

■提案するソリューション：
XDDP

■提案対象者：
派生開発において納期遵守に困っているソ

フト開発関係者

デグレードや変更間違いによる手戻り，開発プロセスの無駄，担当任せのソースコード変更精査といった問題
があるとのことですが，XDDPは，コーディングの留保，変更専用のプロセス ，変更専用のドキュメント(変更3

点セット)により，解決することが可能です．これらの問題が解決できれば，ソフト品質低下，納期遅延，モチ

ベーションの低下といった重大な問題を解決できます．さらにそのことで，来たるべき新規開発への備えも可

能になります．

問
題
質
問

重

大
質
問

ポジショニングトーク 提案する解決策と想定提案対象者 コンセプト説明文

・AFFORDD主催の勉強会に参加する
・独自の勉強会を開催する

・エバンジェリスト を置いて，展開を推進する

・XDDPのスキルは，基本的には「書く」だけのことであることを認識してもらう

Ｖ：解決策の実行を妨げる障害を克服する方法に合意する

・社外関係者に対して，本マフィアオファーシートを用いて合意を取る

・Win-Winになるような方法の検討のために，対象者に合せてマフィアオファーシートをカスタマイズする

・組織標準のドキュメントやプロセスとの対応関係を取る(USDMは○○仕様書に対応する，など)
・XDDPを組織にテーラリングした事例を参考にする

・工数/予算の決定権のある人物にXDDPをプレゼンして，工数/予算を貰う

・スモールスタートで検証して，必要工数/コストを見積る
・既存開発のデータを用いて，擬似的に検証し，必要工数/コストを見積る

派生開発を行う

目先の作業の

完了を優先す

る

手戻りの防止を

優先する

見付け次第

コーディングす

る方法を活用す

る

XDDPを活用す
る


