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NTT コムウェア

アジャイル手法による協創型イノベーション

アジャイル開発のための新たな拠点
「COMWARE TO SPACE」を開設！
2019 年下期にはアジャイル人材認定制度
「COMWARE TO AG ILE」の運用を開始。
2012 年までにアジャイル人材を
1,500 名規模に拡充して、
新たなビジネス価値の創出をサポート。

協創によるビジネス創出プロセスには
アジャイルアプローチが不可欠

●エンジニア間の「オープンコミュニティの力」にも
注目しながらビジネス価値の向上を目指します。
●アジャイルを推進する
3 つの “P（Process/People/Place）” に基づいた
取り組みを展開しています。

NTT コムウェア

アジャイル手法による協創型イノベーション

FAQ 検索とマニュアル検索を革新する
開発拠点の新たな設置とアジャイル人材
1,500 名に拡大
corevo? の技術を活用した新検索エンジンを搭載

B2B2X ビジネス拡大及び DX 化支援に向け
アジャイル開発体制を強化・拡充
NTTコムウェアは、パートナー企業とのB2B2X
促進と、お客さまのデジタルトランスフォーメ
ーションの実現に向け、アジャイル手法による
協創型イノベーションを将来的なビジネスの柱
として掲げています。その一環として、2019
年 6月に、アジャイル開発のための新たな拠点
「COMWARE TO SPACE（コムウェア・トゥー・
スペース）
」を開設しました。さらに2019 年下
期からは、
アジャイル人材認定制度「COMWARE
TO AGILE（コムウェア・トゥー・アジャイル）
」
の運用を開始して、2021 年までにアジャイル
人材を 1,500名規模に拡充し、お客さまの新た
なビジネス価値の創出をサポートします。

り返しながらシステム開発を進めていくアジャイル開発
のニーズが高まっています。
ビジネスインテグレータとして、お客さまと新たなビ
ジネス価値を「協創」している NTT コムウェアは、NTT
グループ全体のアセット（技術・サービス）やデータマ
ネジメント技術等を活用したアジャイル手法による協創
型イノベーションを新たなビジネスの柱としています。
具体的には、アジャイル開発をベースとした実証実験や
短期開発に加え、デザイン思考を活用してビジネス検討
フェーズからコーディング／デプロイまでをトータルで
支援する BizDevOps により、タイムリーに市場へサー
ビスを投入しています。そして、協創によるビジネス創
出プロセスにはアジャイルアプローチ（図 1 参照）が
不可欠であると考え、アジャイルを推進する 3 つの “P”
に基づいた取り組みを進めています。アジャイル推進の
鍵である 3 つの “P” は下記のとおりです。

協創によるビジネス創出プロセスには
アジャイルアプローチが不可欠

① Process：アジャイル開発の実践・習得、DevOps 基
盤の提供

デジタルトランスフォーメーションの実現に向け、ビ
ジネス拡大のための IT 活用が進む中、投資効率が高く、

② People：アジャイル開発人材の育成・強化
③ Place：アジャイル開発に最適な “場” づくり

よりスピーディに事業を展開していくことが、多くの企
業で求められています。このような状況に伴い、新規ビ
ジネスのリーンスタートアップを支え、柔軟に変更を繰
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NTT コムウェアは、アジャイルを推進す

構築

ビジネス創出プロセスとアジャイルアプローチ

る 3 つの “P” の People の取り組みとして、

ます。本認定制度は、アジャイル開発や
BizDevOps に関し、ビジネス・サービス
の企画からシステムデザイン、開発・運用
までを一気通貫で対応できる人材を強化・
拡大することを目的としたものです。さら
に、短いサイクルでビジネスの企画や開発
に対応できるよう、デザイン思考やアジャ
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アジャイル人材認定制度「COMWARE TO AGILE」

図 3 「スクラム」による利点の最大化

イル開発の要素を取り入れた研修を強化・新設します。

てきた複数拠点（Remote）や複数チーム（Scale）によ

特にトレーニー社員（入社 1~2 年目）については、必

るスクラムといった多様な開発実績に基づき、ロケー

須化するなど、早期に社員の育成を行い、社内外に認定

ションやスケールといったコミュニケーションやチーム

の見える化を図りながら、アジャイル人材を 2021 年に

ビルディングの課題を解決するための考慮や工夫などを

は 1,500 名体制に強化していきます（図 2 参照）。

随所に盛り込んでいます（図 4 参照）。
NTT コ ム ウ ェ ア は、 利 用 者 の 手 で「COMWARE TO

アジャイル開発拠点「COMWARE TO SPACE」の
運用を行い、さらなるビジネス価値の創出を目指す

SPACE」のアップデートを重ねながら各チームが成長し

さらに NTT コムウェアは、2019 年 6 月に、アジャイ

ニア間の「オープンコミュニティの力」にも注目しなが

ル開発のための新たな拠点「COMWARE TO SPACE」を

つつ、チームを超えた知識共有や課題解決など、エンジ
らビジネス価値の向上を目指していきます。

開設しました。これは、アジャイルを推進する 3 つの “P”
のうち、Place にあたる取り組みです。
「COMWARE TO SPACE」は、NTT コムウェアがアジャ
イル開発の手法の一つである「スクラム（Scrum）」に
よる利点を最大限に享受できる場として開設した開発拠
点であり、スクラムチームを構成するメンバーの役割や
行動に加え、心理面にも着目し、チームとして最大のパ
フォーマンスを発揮できる ”場” づくりに挑戦したもの
です
（図 3 参照）
。NTT コムウェアでは、これまでのアジャ
イル開発実績を通じて、成功の秘訣はチームビルディン
グやコミュニケーションであることを実感し、これまで
以上にそれらを活性化させる場とはどのようなものか、
実際にアジャイル開発に取り組んできたメンバー自らが
検討を重ねました。また、複数のスクラムチームが共存
することで、チーム間の垣根を越えてもたらされる知識
共有や課題解決など、オープンコミュニティの効果にも
期待して、それらの相乗効果の創出が促されるゾーニン
グ・レイアウトを追求しました。そして、これまで行っ

お問い合わせ先

NTT コムウェア株式会社

ビジネスコミュニケーション

2019 Vol.56 No.8

（スクラムチームの様子）

（コミュニティイベントの様子）

図 4 「COMWARE TO SPACE」
●「B2B2X」は、日本電信電話株式会社の登録商標です。
●記載されている会社名や製品名は、各社の商標または登録商標です。

URL：https://www.nttcom.co.jp
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