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はじめに

　iPhoneやAndroidのアプリケーションストアが公開された当初は、個人が開発したア
プリケーションが多数あり、企業によるアプリケーション開発も属人的な開発手法が用い
られているケースも多い状況でした。しかし、市場が徐々に成熟するに従い、個人が開発
できる範囲を超え、必然的にチーム開発が主流となっています。一昔前のWebアプリケー
ションと同じく、大規模サービスが徐々に増えるにつれチーム開発が必然になり、現在で
は小規模なサービスでもチームでの開発が当たり前になっています。
　業務系のシステムではどうでしょうか。業務系の開発は大型システムを構築することが
多く、勘定系システムになると、複数の企業で役割を分担して大規模なチームを編成する
ことも珍しくありません。この通り、昨今のソフトウエア開発ではもはやチーム開発が当
たり前です。また、大手と呼ばれる企業の一部には、豊富な人的資源と共に、チーム開発
におけるいろいろな手法を試し、企業内で標準ルールを策定している組織もあります。
　しかし、中小企業やツール系などの小規模アプリケーションを開発する企業では、なか
なかチーム開発を研究する余裕もなく、チームで開発しているといっても、実際には何と
なく役割を分担して、試行錯誤しながら開発しているのが現状でしょう。

　本書の内容は、「スクラムを使おう！」「アジャイルは素晴らしいので即導入だ！」といっ
た趣旨ではありません。スクラムマスターやアジャイル開発で実績を積んでいる読者が対
象ではなく、スクラムを導入してみたけどうまくいかなくて、チーム開発手法にはアレル
ギー的な反応を示すなど、チーム開発導入の前段階で躓いているチームメンバーに対して、
まずは基礎部分をしっかり固めましょう！と考えて、本書を執筆しています。
　また、エンジニアだけではなくプロデューサーやステークスホルダーの方々にも、お互
いの職種を理解し、どのようにチーム開発を進めればよいのか知っていただける内容です。

　本書を通じて、チーム開発が不慣れな多くのチームおよびメンバーがレベルアップを果
たし、高品質なアプリケーションが続々と生まれる手助けができれば幸いです。

2016年　初冬
　渡辺　龍司
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Chapter 1
チーム開発の概要

Webサービスやスマートフォンアプリケーションの開発
は、個人単独でない限り、複数メンバーで開発することが
一般的です。昨今ではチーム開発用の各種サービスやツー
ルが充実しており、それに伴いチーム開発の手法も数多く
発表されています。本章ではチーム開発手法の概略と、
開発手法を利用する上で何が重要であるかを解説します。

1-1	 開発手法



　個人開発など単独でアプリケーションを開
発する場合は、企画から開発、リリースにい
たるまですべてを１人が担当するため、さま
ざまな事柄に対して責任を負うのは開発者だ
けです。単独で動くため小回りが効くメリット
はありますが、１人の開発者がカバーできる
範囲はどうしても限られてしまうため、大規
模なアプリケーションの開発は困難になるデ
メリットがあります。
　一方、複数のメンバーでチームを組織して
開発するチーム開発では、単独では困難な大
規模なアプリケーションの開発も可能になり
ます。その一方で、チーム内でのルールを作
成しなければならなかったり、メンバー間の
コミュニケーションなど、個人開発では問題
とならなかった課題も発生します。

　チーム開発手法は、その名の通りチームで
開発を行うための手法です。適切な手法を採
択することで、バグの少ない安定したアプリ
ケーションを作成し、継続して改善を続けて
いくことが可能な環境やチームを形成するこ
とができます。

　開発手法を採択することは、チーム開発に
おいて多くのメリットがありますが、デメリッ
トも存在します。個々の開発手法のすべてが
プロジェクトやチームに必ず当てはまるわけ
ではないため、マニュアル通りに進めるわけ
にはいきません。ある程度のカスタマイズは
どうしても発生してしまいます。
　また、開発手法を導入する際に、チームに
開発手法を熟知しているメンバーがいないと、

　本書で取り扱うチーム開発における手法に
は、大きく分類すると２種類があります。
　１つは勘定系システムなどでよく利用され
る「ウォーターフォール型開発手法」で、も
う１つは、Webアプリケーションやスマート
フォンアプリケーションの開発で使われる、
「アジャイルソフトウェア開発手法」です。最

近は勘定系システムの開発現場でもアジャイ
ルソフトウェア手法を採用する話もよく耳に
します。
　本章では、各開発手法の紹介とツールの取
り入れ、既存の開発手法を使うための準備を
解説します。

開発手法

1-1

開発手法の必要性
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見よう見まねで実践することになり、開発手
法の運用が正しいのか判断できず、メンバー
間の軋轢も発生し、無駄なコストが掛かるこ
とで肝心の開発が遅延してしまうことにもな
りかねません。しかし、開発手法を一切使わ
ないケースを想定すると、チームメンバー間
に混乱が生まれ、おそらくプロジェクトはうま

く動かないことでしょう。
　チーム開発手法は、チームの成熟度や開発
手法の練度が要求され、すべてを受け入れる
には高いコストが必要になります。しかし、理
念に裏付けされた開発手法の導入は、チーム
で開発する上で必要不可欠であることは間違
いありません。

　開発手法では、ウォーターフォール型開発
手法と、アジャイルソフトウェア開発手法が
有名です。
　本項で紹介する、ウォーターフォール型開
発手法は、非常に古くから存在する開発手法
で、勘定系のシステムなど大規模なプロジェ

クトで用いられることが多い手法です。
　時系列で、要件定義→基本設計→詳細設計
→製造→テスト→リリース→運用と、１つ１つ
の工程を完了させてから流れるように開発が
進められることから、その名が付けられてい
ます。

ウォーターフォール型開発手法

図1-1　ウォーターフォールの一連の流れ

　ウォーターフォール型開発は、要件定義で
要件を取りこぼしていたり、要件自体が変わっ
てしまったことが実装時点で分かったとき、
後戻りすることが困難であることが欠点です。
　また、要件定義から運用までが１つの流れ
になっているため、細かい機能を細かくリリー
スするモデルには向かない手法ともいえます。

　工程できっちりと決めて行くため、進捗管
理が容易である利点がありますが、実際の開
発現場では、一度も変更が発生することなく
進むことは稀であるため、要件定義から実装
までを変更のたびに繰り返す、変則的な運用
になるケースがほとんどです。
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　ウォーターフォール型開発手法では、大規
模なシステムで採択されることが多いため、
要件定義と設計を担当する会社と、実装を担
当する会社が異なるケースもあります。前提
に各工程において仕様が確定していることが
あるため、別組織であってもプロジェクトを

推進できることがメリットの1つです。
　さまざまな開発手法は、ウォーターフォー
ル型開発の各工程を細分化したり、流れを変
えたりしているものが大半です。このことから
ウォーターフォール型開発は開発手法の基礎
といえます。

　アジャイル（agile）は、「素早い」「回転が速
い」「活発な」を意味しており、ウォーターフォー
ル型開発と違い、要求の変更は発生するもの
と定義して、２週間程度の短い期間で、要件
定義→設計→実装←→テスト→リリースの反
復（イテレーション）作業をおこなう開発手法
です。
　アジャイルソフトウェア開発は概念的な意
味合いもあり、アジャイルに沿った形で「ス
クラム」（Scrum）や「XP」（Extreme	Progra	

mming）など、さまざまな開発手法が発表さ
れています。
　下図は、アジャイルの一連の流れを簡易的
に表しています（図1-2）。一見するとイテレー
ション内で実施することが多く感じられます
が、１つのイテレーションの機能を小さくする
ことで負荷を減らすことができます。細かい
機能を実装するごとにリリースするので、ユー
ザーの反応をすぐに受け取れ、次回のリリー
スに反映できるのが最大の特徴です。

図1-2　アジャイルの一連の流れ

アジャイルソフトウェア開発手法
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　ウォーターフォール型からアジャイルに切
り替えて進めることは非常に難しい上に、う
まくいかない場合がほとんどです。
　ウォーターフォール型は大規模な開発が多
いため、各工程で受け持つ会社やチームが個
別に存在するケースが大半です。短期間で工
程を繰り返すアジャイルに移行するには、影
響するプレイヤーの多さから統括することが
不可能に等しいといえます。
　アジャイルの特徴を生かすには少人数の

チームでまとめる必要があり、チームメンバー
が多いと意思疎通の問題が発生するため、高
速に反復させるには限界があります。
　また、短期間で反復してリリースするには
テストも重要です。ウォーターフォールでは
製造の最後に結合テストを実施しますが、ア
ジャイルでは次のイテレーションでの機能追
加やリファクタリングの際に、既存コードの機
能をチェックするユニットテストを用意するこ
とで、デグレードを防ぐことが一般的です。

各種ツールの活用で無駄なコストを削減

　新たに開発手法だけを導入しても、すべて
の工程を人力で取り回すのであれば、無駄な
コストが発生します。
　特にアジャイルソフトウェア開発の場合は、
短期間でリリースまでの工程を繰り返すため、
手動でユニットテストを実行するのでは、いく
ら時間が合っても足りません。また、ウォー
ターフォール型開発では、工程管理が容易で
ある利点と共に、ガントチャートなどでのスケ
ジュールの可視化が一般的ですが、通常は何
かしらのツールを使用します。

　ツールを活用する代表的な対象として、ソー
スコードがあげられます。現代では、ソース
コードのバージョン管理システムを利用せず

にチームで開発することは、デグレードやコー
ドそのもののロストなど、さまざまなリスクを
考慮すると非現実的です。
　また、チームで開発するためにメンバー間
の連絡にはチャットサービスを活用すること
も一般的になりつつあります。もちろん、直
接口頭でやり取りする場合もありますが、口
頭での伝達が作業への割り込みとなることか
ら、無駄なコストともなり得ます。

　昨今ではチーム開発のためのツール類が多
くリリースされています。チーム開発に限らず、
ツールを活用することで本来の作業に集中し、
結果的により良いプロダクトをリリースするこ
とを目指しましょう。

ウォーターフォールからアジャイルへの切り替えは困難
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　有名でよく使われる開発手法は限られます
が、それぞれ特徴があり、取捨選択には、プ
ロジェクトに適切であるか、導入で無駄なコ
ストが発生しないか、などを十分に考慮する
必要があります。また、チームメンバーの技
術レベルによっては、素晴らしい開発手法を
導入しても、学習コストが高すぎて、十分な
恩恵を受けることができず、最終的には収拾
できない事態に陥ることもあり得ます。

　何ごとにも基礎が存在します。まずはその
基礎部分を磨くことで、その先のさまざまな
応用を取り込むことが可能になります。チー
ム開発でも同様に、基礎部分すなわち地力を
養うことが最重要です。
　チームでの開発経験が浅い場合は、いきな
りさまざまな開発手法を導入するのではなく、
基礎となるベーシックな手法のみでプロジェ
クトを進行させて、チーム開発の経験を積む
ことを優先すべきです。基礎的な手法やチー
ム開発の流れを身に付けることで、自動化に
よるリリースなどが自然なものとなります。

　基礎力を養えば、それまで導入が困難だっ
た各種開発手法の概念やフローも、その延長
として理解でき、比較的スムーズに導入が可
能になります。その一方、開発手法をどんど
ん取り入れると、概念の理解や習熟などの初
期コストが掛かるため、一時的に開発スピー
ドは低下します。もどかしいですが、諦めず
に継続的に進めることが重要です。
　また、留意すべき点は、開発手法を十分に
理解していない上層部が、アジャイル開発手
法の導入で劇的に開発速度や品質が向上する
と勘違いして、現実と乖離した横やりが入る
可能性があることです。また、エンジニアに
対してチーム外から機能追加の依頼を許して
いた場合、それが禁止されることで、従来の
対応との違いから不満が上がり、従来通りの
対応を強く要望されるケースもあります。
　開発手法の導入時は、チームと密接に接触
する第三者にも、導入のメリット・デメリット、
そして継続の必要性を理解してもらい、長期
的なスパンで導入のメリットを考えてもらうこ
とが大切です。

基礎力を養うことで先に進む

　企業組織内では、「このツールは有料だから
無料のものを探してくれ」もしくは「有料だ
から導入できない」など、組織の予算を預か
る部署から指示された経験があるはずです。
　そんなときは、導入したいツールを活用す

ることで、節約できる作業量やコストをじっく
りと検討し、必要となるコストを割く価値があ
ると説明できる明確な数値や材料を用意し、
担当部署にきちんと説得して導入できるよう
に努力しましょう。
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Chapter 2
チームの役割

エンジニア単独での開発など、よほどのことがない限り、
複数メンバーでのチーム開発は当たり前におこなわれてい
ます。チーム開発でスムーズに実装が進まないケースに遭
遇したことがあるでしょう。きちんとしたチームを編成する
ことは、スムーズにリリースまでこぎ着け、その先にあるサー
ビス本来の目的へと進む強力なエンジンとなります。 本章
では、チームの人材や役割などを明確にし、チームの全
体像を描けるように解説します。

2-1 チームメンバーの役割
2-2 リリースまでの流れ
2-3 開発準備 
2-4 コミュニケーション
2-5 チャットの活用 
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　チームにはどのような役割を持ったメン
バーが必要でしょうか。プロデュースからマ
ネジメント、開発やデザインも、すべて担当
できるフルスタックなメンバーが複数いるの
でなければ、それぞれの役割を明確にして、
必要なメンバーを割り当てる必要があります。
　まず、プロジェクトに必要な役割を明確に
します。ゲームやツール系など、対象となる
ジャンルで必要となる役割や人材は少々異な
ります。例えば、スマートフォンアプリケーショ
ンの開発では、その開発規模にも依存します
が、下記の役割を果たす人物が必要です。

　ここにあげる役割をすべて個別に分業でき
るのが理想ですが、開発チーム内に役割を担
うメンバーが見当たらなかったり、工数の関
係などで1人が複数を兼務するパターンが大
半だと考えられます。
　なお、スマートフォンアプリケーションでは
なく、Webアプリケーションの場合では、ス
マートフォン側のコード実装が、フロントエン
ドの実装になるなど、意味合いが変わるだけ
で、大きく違うところはありません。

　構成するチームメンバーにも役割があるよ
うに、チームそのものにも役割が存在します。
各チームメンバーの役割を明確にすることで、

それぞれの作業の分担も明確になります。本
節ではチームメンバーとチームの役割に関し
て解説します。

チームメンバーの役割

2-1

必要とされる役割

・ プロダクトをマネージメント
・ チームをまとめるリーダー
・ UX、UIのデザイン

・ スマートフォン側のコードを実装
・ サーバ側のコードを実装
・ 人力でのテスト
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 チームメンバーの役割

　デザイナーは、Webやスマートフォンアプ
リケーションでは、主にUI（User Interface）
におけるグラフィックデザインを担当します。
デザインはサービスの印象を決めてしまうた
め、重要な役割です。
　UIだけではなく、UX（User eXperience：
ユーザーエクスペリエンス）のデザインを行う
デザイナーも存在します。

　デザイナーはデザインにおける素材やモッ
クを作るだけではなく、HTMLやCSS、昨今
ではJavaScriptなどのコーディングを行う人
もいますが、チームの規模やメンバーの得意
分野などを考慮してどこまでの役割を担わせ
るかを考える必要があります。
　プロジェクトの初期段階でのモックを作成
したり、UXを考えたりといった部分で、サー
ビスの性格を決める大事な役割と言えます。

　チームリーダーはチームをまとめる役割を
担います。 開発チームが少人数で構成される
場合は、プロジェクトリーダーだけでチーム
を回しますが、例えば、エンジニアの人数が
多いケースでは、エンジニアチームにリーダー
を配置する場合もあります。

　リーダーは、チーム内をうまく潤滑させる
非常に重要な役割を担います。ごく少人数の
チームでは、リーダーを立てないケースもあ
りますが、少数といえどもプロジェクト全体
の現状を把握するためにも、兼業でも1人は
着任させるべきです。

プロジェクトマネージャー、プロデューサー

　細かい違いはありますが、プロジェクトマ
ネージャー、プロデューサーやディレクター
と呼ばれる職種では、プロダクトの方向性を
決め、ディレクションやマネージメントしたり、
文字通り内外をプロデュースします。
　明確な役割は曖昧にされることが多いので
すが、プロダクトを客観的に判断して、その

内容をメンバーに伝え、指示する立場にあり、
チーム内で重要な役割を持ちます。
　もっとも重要な役割は、プロジェクトの総
合的な責任を担い、予算やスケジュールなど
プロジェクト進行に必要となる、さまざまな
意思決定を担当するため、幅広い見識が必要
となります。

チームリーダー、プロジェクトリーダー

デザイナー
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オペレーター

　デザイナーが作成したデザイン画面に対し、
実装用の画像リソースやデザイン指示書の作
成を専門で行うメンバーがオペレーターです。
　小規模チームではデザイナーが兼任するた
め、オペレーターがいない場合もありますが、
大規模開発では、デザイナーがデザイン画面
やプロトタイプ作成などに集中するためには

必要不可欠といえる人員です。
　また、スマートフォンアプリケーションのリ
ソースやデザイン指示書作成など、画面密度
ごとにリソースを仕分けたり、必要に応じて
画像のストレッチ箇所を検討するなど、煩雑
な作業を求められる場合もあるため、専門知
識や経験が求められます。

　エンジニアもしくはプログラマーと呼ばれ、
主にコーディングを行い処理を実装する役割
を担います。最終的なプロダクトにまとめて
いくのがエンジニアであるといえます。
　設計段階での仕様がぶれていたり、素材の
完成が遅れるなど、スケジュールのしわ寄せ
はすべてエンジニアに負担としてのしかかっ
てくる現状もあります。
　プロジェクトを成功に導く上で、エンジニ
アが占める割合が大きく、そのため常にエン
ジニア同士でメンバーの進捗状況を把握し、
サポートに回るなど柔軟な対応を行う必要が
あります。

　エンジニアは主に、フロントエンドとサー
バサイドで分かれます。フロントエンドは主
にサーバサイドのAPIとやり取りして、表示画
面に反映させます。
　スマートフォンアプリケーションでは、端末
側の実装を担当し、フロントエンド同様、サー
バサイドのAPIとやり取りします。サーバサイ
ドでは、APIなどのI/Oを作成したり、ビジネ
スロジックを実装します。
チーム規模やスキルが高いメンバーで構成さ
れる場合は、フロントエンドとサーバサイドを
分けず、すべてをタスクで分割し、オールマ
イティーに実装する場合もあります。

エンジニア（プログラマー）



試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。



「
開
発
技
法
」

2017

3.15

1 2
UE4におけるゲーム制作で
必須の知識と経験が身につく!

『Unreal Engine 4で極めるゲーム開発』は、Unreal 
Engine 4（UE4）の機能を単に紹介するだけでなく、一本
のサンプルゲーム開発に順序よく盛り付けていく構成にな
っており、機能の組み合わせ方や、実践的な使い方をラー
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ボーンデジタル
湊和久（著者）
592ページ
価格：4,860 円（PDF）

開発
ツール

推奨職種を併記。アーティストやレベルデザイナ
など専門ごとに読むべき章がわかる

副業? 独立? それとも?
ITエンジニアの人生設計の決定版!
組織を束ねるマネジャーになるか、現場のスペシャリストで
あり続けるか。自分の技術を活かして独立するか、副業を
考えるか……。意外に悩ましいITエンジニアの人生設計。
会社に依存しない、転職や独立も射程に入れた「マインド
セット」の持ち方から、お金、営業戦略、顧客対応術、ビ
ジネスモデルの構築といった「ビジネスロジック」まで。求
人情報ポータルサイト「@SOHO」の開発者が、自身の知
見と経験から得たノウハウを教えます。

ITエンジニアのための
「人生戦略」の教科書
技術を武器に、充実した人生を送るための
「ビジネス」と「マインドセット」

マイナビ出版
平城寿（著者）　256 ページ
価格：2,462 円（PDF・EPUB）
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読み物

ITエンジニアがどのように

人生を描き切り開いていけるか、

著者の実体験をもとに解説

トピックスごとにオンラインの
公式サイトで質問コーナーを
用意。疑問に答えてくれる

プログラムやスクリプトの

勉強をしたことがない人でも
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インフラエンジニアの
必須知識をていねいに解説

エミュレータ制作を通して
コンピュータの中身を理解
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プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る

開発系
読み物

Docker 実践ガイド
Docker が利用される環境や背景をはじめ、導入
前 のシステム 設 計、基 本 的な 利 用 方 法、
Dockerfile による自動化の手法、プロセッサ、ネッ
トワーク、ストレージなどの資源管理、管理・監
視ツールについて解説します。

インプレス
古賀政純（著者）

328 ページ　価格：3,240 円（PDF）

新米主任 ITIL使ってチーム改善します !
化粧品メーカーで主任に昇格した友原京子。異動
先は問題だらけのハチャメチャ部署だった…。『新
人ガール ITIL 使って業務プロセス改善します !』
の第 2 弾。英国生まれの IT 運用ノウハウ
「ITIL」をチーム改善に活かします。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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