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◉NTTデータ先端技術 平岡氏
NTTデータ先端技術の平岡でございます。
今日のパネルディスカッションのモデレーターを務めさせていただきます。よろしくお願いします。
このセッションは時間としては40分で、パネルディスカッションを行いたいと思います。

本日のテーマですが、『成熟し、安定した企業におけるSAFeを活用した変革の経験と共有』 を議題に話を進めます。
今日パネリストとして登壇頂いている方々は、現在、そして恐らくこれからもやられると思いますけれども、規模の大きな企業で変革の
推進された経験を持つ方です。今日は、SAFeの実装に関するテーマをご案内して頂こうと思っています。うまくいったこともあるでしょ
うし、難しかったこともあると思います。そのあたりを交えてパネリストの方々にお話をいただきたいと思っています。早速、それぞれ
ちょっと自己紹介をいただきたいと思います。

◉メットライフ生命 南嶋氏
皆さんこんばんは。メットライフ生命のIT部門に所属している、南嶋と申します。よろしくお願いします。今は日本のメットライフの中でアジャ
イルの推進や、アジャイルに関わることは何でも、そしてITの戦略とか、ITの従業員満足度の向上とか、そんなこともやったりしています。
前職も保険会社で、アジャイルトランスフォーメーションを経験しています。その時はSAFeではなかったのですが、組織とか、役割とか、オ
ペレーティングモデルを確立して、それが実現できるようにガイドラインや規定などを決めていくということを実施していました。

SAFe実践の背景、私達メットライフがなぜSAFeに対応しているかということにつきましては、あまりドラマティックな話ではなくて申し訳ない
のですが、私が入社したタイミングでは既にグローバルでの導入は進み、日本でもSAFe導入の方向でした。私はそれを素直に受け入れ
て、今に至っているという状況です。日本のメットライフとしては現在ARTローンチ前で、絶賛トレーニング中というステータスです。本日は
よろしくお願いします。

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
NTTデータの長田と申します。
部門は、先ほど古場さんの資料にもありましたが、CAFISという金融の決済のところを中心としたプロダクトを入社以来13～14年間担
当しております。アジャイルとかSAFeの開発はここ4年くらいやっております。SAFeを使ったきっかけとしては、当初少ない数のチームから始
めていきまして、徐々にチームが増えてきた時に、いろいろ困ったなという状況となりました。解決策を模索するために、ちょうどいろいろ方
法を探していく中で、ちょうど運良く、社内でSAFeをこれからやっていこうという動きがありましたので、それに乗っからせていただいて、SAFe
をやろうという形で、3年前くらいに始めたというのがSAFeとの出会いとなっております。
その後、私は主にプロダクトマネジメントとしてプロダクト開発を推進している立場で仕事をさせて頂いております。今日はよろしくお願いい
たします。

◉Scaled Agile 中谷
皆さんこんばんは。Scaled Agileの中谷と申します。私はSAFe実践の背景と言いますと、まずSAFeを作っている会社にいるから、実践
もへったくれもという感じになってしまうのですが。今日は、実践者という立ち位置でパネルディスカッションに参加させて頂きます。前職は米
国の製造業で、SPCとしてグローバルで推進するSAFeのトランスフォーメーションを実践しておりました。前職の製造業でSAFeを導入し
たきっかけは、まさにバーニングプラットフォームな状況の中、このままでは製品が出ないとの非常に強い危機感を経営層が持ったことでした。
「このままではいかん」、何を変えるか、いろいろと模索する中でSAFeに出会い、「これをやっていくぞ」と、最初から大規模に取り組みを始
めました。私はハードディスクの部門所属で、開発は、数100人と非常に大規模になります。ですので、最初から大規模な開発に導入す
る観点から、SAFeに対して白羽の矢が立ちました。そして、トップダウンで号令がかかり、SAFeを導入したのが、実践の背景です。

それで今は、先ほど自己紹介で「Scaled Agileの中谷です」とお伝えしましたが、その後会社を移りまして、今はパートナーの企業の皆さ
んや、エンドユーザーの皆さんに対して、トレーニングの提供や、コンサルティングやコーチングをストラテジックアドバイザーという立場で提供
する役割を持っています。私はAPACのリージョンを担当するということになっておりまして、日本だけではなく、他のリージョンも含めて、サ
ポートをさせていただいております。本日は皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。

オープニング & 自己紹介
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◉NTTデータ先端技術 平岡氏
一通り、皆様に自己紹介頂きました。それでは、パネルディスカッションの本論に入りましょう。まずはお聞きしたいことがあ
ります。今日はART（Agile Release Train）の話をしたいのですが、ARTの価値や組織としての面白さなどをお聞
きしたいなと思います。SAFeを実践する中では一番面白いところかなぁと思いますので、それぞれの御意見をまずはお聞
かせください。ではメットライフ南嶋さん、よろしくお願いします。

◉メットライフ生命 南嶋氏
私は、ここまでアジャイルとか、SAFeについて人に関わる部分を担当してきておりますので、その視点から少しお話させて
頂きます。ARTというのは、この前のセッションでもお話があったように、バリューストリームを中心に考えられています。その
ため、自分が所属するARTの位置付けが、メンバーにとってすごく分かりやすくなると思います。分かりやすいというのは、
例えば自分たちがやっていることと、組織の中のバリューストリームや、お客様や組織にもたらす価値というものを結び付け
て理解し易いということです。あと、ここはここはもしかしたら、ARTというよりはプロダクトのアプローチなのかもしれなのです
が、ARTとしてビジョンやロードマップがあるので、それに向かって一緒に働くことで、結果、例えばIT部門のメンバーであれ
ば、自分達がサポートしているバリューストリームに関わるビジネスについての理解を深めることができます。ビジネス部門か
らは、ITシステムとしてのプロダクトであれば、ITの部分はIT部門にに任せればいいやと思いがちです。しかしビジネス部
門もシステム全体を考慮していく必要があるため、IT部門と共に多くのARTのメンバーが同じ方向を向いて活動でき、
結果的にお互いの結びつきが強くなったり、スキルが上がったりします。また、その結果ビジネスに貢献できていることを認
識でき、メンバーの満足度も上がるというような方向に向かっていくのではないかと思っています。

◉NTTデータ 長田氏
先ほどの質問とちょっと重複する部分もあるかと思いますが、先ほどあったように、同じ目標とか、同じ技術で開発していっ
て、一体感を持ってARTを推進していくというところが醍醐味かなと思っております。よくある、開発と営業みたいな、対立
関係が結構生まれがちだと思いますが、、そこの環境を崩して、（全体で計画を行う）PIプランニングから、みんな一緒
に集まって計画をして開発をして振り返りをしてデモとかをしながら、そこで直接的フィードバックをもらったりしながらやって
いくというところが一番面白いところかなと思っております。

◉Scaled Agile 中谷
もちろん、南嶋さんとか長田さんが言われたことに同意です。私の方からは少し違う観点からの意見として、皆さんが当
事者意識を持って仕事をやっていくところが非常に大きいと思うことをお伝えします。別にこれはSAFeに限った話でもなく、
アジャイルでもセルフオーガナイズ、セルフマネジメントしていく中で、上から言われてやるのではなく、自分たちで考えて、そ
して責任を持ってやっていくことが重要となります。アジャイルリリーストレインというのは複数のアジャイルチームから構成さ
れる大規模なチーム、仮想組織を意味しています。これまで製品開発と言うと、マネージャーとかもしくはマーケティングと
かそういうところから要求が下りてきて、チームリードと言われる人たちがそれぞれの組織にいらっしゃるかと思うんですが、そ
ういう人たちが計画立てて来て、「いついつまでにこれ出すから」、これまでにやるようにやっていってというような感じの指示
を出して、現場のメンバーはその指示を受けて仕事をやっていくパターンが圧倒的に多かったわけです。前職なんかもまさ
にその通りだったわけです。なので、あまり現場に。。こう言うと前職の話ですし、ちょっと怒られちゃうかもしれないですけど、
何かあんまり現場が当事者意識を持っている感じがしないわけです。マネジメント層では「当事者意識を持って。何か言
われたことだけやればいいんじゃないんだ」、というふうに思ってたりするところはあるわけです。ところが、SAFeのリーンアジャ
イルのトランスフォーメーションで、自分たちでPIプランニングイベントなどで、予定を立てて、それでやっていくことに関して、
抵抗感のある人は一定数いるわけです。一方で、言われたことだけやっていることに面白みを感じない人も当然いるので
す。若手の人なんかはもちろんそうなんですけれど、今度は「自分で計画立てられるんだ」とモチベーションが上がりました。
もちろんそれには責任は伴いますが、当事者意識がまず本人たちに芽生えて、そして自分で考えてやっていこうという風
に、やっと独り立ちしてきたか、という感じで少しずつ意識が変わっていくのを見るのは非常に嬉しいなと思いました。また、
「ゆでガエル」みたいに、何か言われたことだけやって、いざ目が死んじゃったみたいになるんじゃなくて、自ら動くところが面
白いところだと感じておりました。

トピック① ARTの価値や組織としての面白さ

☑ お客様や自社組織に提供する価値への意識が高まる

☑ 自組織の位置付けと貢献内容が理解しやすくなる

☑ ビジネスへの理解が深まり、貢献が可視化される

☑ 一体感を持って推進していくことができる

☑ 当事者意識を持って仕事を進めることができる

☑ 自分達で計画し実行することへの責任と喜びを感じる

3/9



© Scaled Agile, Inc.

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ありがとうございます。何だかそれぞれ思いがあって面白いなと思います。とは言え、そんな順調にいかないのが、この世界
の常かなと思います。当然、苦労もあったと思うんですね。それを克服するための工夫もいろいろあったかなと思います。
組織の特性なんかも影響すると思います。その辺を含めて工夫とかフォローの大変さをお話し頂けますか。

◉メットライフ生命 南嶋氏
私の立場は、SAFeで言うところの、LACE（リーンアジャイルセンターオブエクセレンス）と呼ばれる、変革に向けての試
みに向けてのファシリテーションとかアプローチのサポートを行う役割です。まず本当にこれはアジャイルのあるあるだと思いま
すが、私の所属するIT部門で、ビジネスの状況とかの話をすると、絶対いろんなグローバルで同じような難しさが見えてき
ます。一応アジャイルプロジェクトもそれなりに動かしているので、さすがに拒絶されるというようなことはなく、個人的に「こう
いうことをやっていかないといけないんです」という話をすると、大体理解してもらえます。しかし、（話を聞いてくれた方
が）自部門にその話を持ち帰ると、そこで反発を受けるということが起きます。そこを乗り越えるためには、一生懸命、こ
んなメリットがあるとか、小さい成功を見せていくなどして、本当にいろいろ手を変え品を変えじゃないですけれども、様々
なことをやっていく必要があるという苦難に直面します。また、少し細かい話になりますが、ARTに対して、お金をアサインし
ていく、インベストしていくという（お金と投資対象という）関係性が、どうしてもイコールにならなくて、ARTの上にソリュー
ションのレベルでのインベストメントを行う仕組みがあっても、ARTレベルにお金を振り分ける時に、その中での優先順位
付けというのが、結構次のステップとしてむずかしいという点として残っていて、これについてはまだまだ解決できたという連
絡は受けていません。こんなところも考えていく必要があり、工夫というよりは、苦労という点での、協調の話になりましたが、
自社組織の特性という要因もそこには含まれています。そのうち、こういう解決策がありましたっていうところがお話しできる
ようになるといいなと思っています。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ありがとうございます。では、中谷さんの場合どうですか？同じような工夫とか進め方になりますか？組織特性で大きな違
いとか、メンバーの方で大きな違いがでてくるものなんでしょうか？

◉Scaled Agile 中谷
私としては、組織特性というよりもむしろ、「知らない」ところが、みんな多分困るところだと思っています。アジャイルに関し
てもそうですし、別にアジャイルじゃなくても何か新しい取り組みをしようとする時って、一番最初はみんな知らないと思うん
です。新しいことをやる時に最初から知っている人は誰もいません。私がARTを立ち上げる時も一番最初は、まず知らな
いので、これは勉強が大変そう、というところから始まりました。仕事に関して、会社に入って新しい仕事をやり始める時に
は、製品のことを知らなければ、まず一番最初に、それが何なのかを勉強するところから始まりますよね。そこは全部同じ
だと思っています。先ほどの自己紹介の話で触れましたが、私のキャリアのスタートは日立の研究所、中央研究所で、半
導体の研究者としてスタートしていて、新しいことにはすごく興味のある方でして、前職では、なかなかプロダクトが出せな
い危機感を持っている時に、SAFeという新しいものに出会いました。しかし、何も分からないので、まず勉強するぞ、と、
一番最初の苦労は、まず自分が「知らない」ことの克服でした。「知らない」とできないので、SAFeのBig Pictureを見て、
一番最初、どうやらアジャイルでスクラムっていうものをプラクティスとして用意しているらしいと。それで、ちょっとスクラムの勉
強をしようと思って本を買って、ジェフ・サザーランド氏の日本語の銀色の本を1～2日ぐらいで読んだところ、これはすぐや
るべきだと思いました。そしてSAFeの勉強も必死にやってみて、立ち上げていったところが、非常に苦労したところでした。
知らない人たちばかりですから、そういう人たちにいかに知ってもらうかも、非常に苦労するポイントでした。そして、そこはト
レーニングで何度も同じコーチングをしていくことを避けて通ることはできないので、そういうところにどう説明をしたら良いか
は工夫をしました。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
「知らない」状態から、「知っている」状態に持っていくのが、まず最初のヤマだったということですね。長田さんのところはどう
だったのでしょうか？多分、最初「は知らない」状態だったんですよね？

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
はい、そうですね。スクラムは何とか皆できるようになってきたという状態だったんですが、SAFeには正直十分な知見が無
いところから始まりました。SPCというロールの人が資格を取って、翌週からPIプランニングを実施するという形でスタートを
切りました。SAFeは資料が整っている部分が多いので、そういう既存のアセットを見よう見まねで、「せいの！」で始めたと
いうのが一回目にトライアル的に始めたことでした。そこから3ケ月やっていくと、皆さん勉強しながら、「こういうこともあるの
か」という気づきも得ることができました。そして3ケ月のPIが終わった段階で、もう一度ARTを考え直して、バリュースト
リームとか価値とか、プロダクトのところに合わせて、ARTを整えてやり始めたあとは、「あぁなるほどこうやって回すとうまくいく
んだ」という気付きを得ながら進めていったことが、我々の一番苦労したところかと思います。

トピック② 変革推進の苦労や工夫

考え得る限りのことを
実施して理解を得る

経験とフィードバック
からの学びを活用

知らないことを
学ぶことから始める
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トピック③ SAFe導入時の反発やチャレンジ

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
皆さん、「知ること」についての苦労があったというところですね。では次の質問です。オージス総研の山内さんが先ほど、
SAFeはパッケージみたいなものだとおっしゃっていました。これはSAFeではいろんなことがちゃんと定義されているのでその
通りやるのが王道という話だと思いますが、私がSAFe勉強しだした時には、「その通りやって本当にうまくいくのか？」、と
いうことが頭に浮かびました。SAFeに記述されている通りやっていこうとする場合の反発とか、そこへの皆さんのチャレンジ
など、知らない人が多い中でSAFeに記述されていることが本当に正しいのかという不安等、その辺りはいかがでしたか？

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
もちろん不安はあったんですけれども、先ほどバーニングプラットフォームという言葉がありましたが、チームが増えてきていて、
何かやらないといけないという、そこの危機感だけはみんな同じようなものに持っていっていました。変化を強いられるという
よりは、何かを変えないといけないという自らの気づきがあったので、割とそこに行くモチベーションは高かったんじゃないかな
と思っています。一回目はちょっとうまくいかないところもあったんですけど、学ぶ文化とか、そういったところがスクラムの経験
の中で醸成されてきていました。反省を次に生かしてやっていく、KEPTをうまく回していくという文化が根付いていたので、
それもあって組織的に回せるようになっていたのではないかと思っております。

◉メットライフ生命 南嶋氏
こういう話をすると、皆「やらなきゃいけないのは、頭ではわかっている」のですが、例えば私は社内でトレーニングとかやって
るんですけど、「こういう場合はできないですよね？」、チャレンジされることも多いんですね、結構。
でもそこに対して、「こういう風に考えるとどうですか？」と寄り添うような会話をしていくと、「そうですね、じゃあこうやってい
きましょうか」、という風に皆不安な中で、自分の仕事がどうなっちゃうんだろうということもある中でも、これ以上悪くなるこ
とはないなと思い直して、「一緒に考えましょう」という会話ができます。また、「このフレームワークをそのまま入れるとうまく
いきますよ」というやり方じゃないアプローチでやっていくことで、少しずつその辺を「みんなで考えよう」という感じでもっていけ
るのかなと感じております。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ありがとうございます。中谷さん、いかがですか？ARTの中で、何が一番効果があるものだと思っておられますか？

◉Scaled Agile 中谷
ARTには開発の人たちだけがいるのではありません。ビジネスの人たちも含めて、もちろん（エグゼクティブを含め）全員
がアジャイルチームに属しているのでは無いのですが、PIプランニングイベントでは経営層、会社によってはCEOや社長に
あたる人達まで出て来て、徹底的にディスカッションをしてプランニングしていきます。これまでだと、開発のメンバーが例え
ば、CEOと会う機会がそんなにあるかといったら、多分会社に入って辞めるまで一回もCEOに会わずに辞めるという人が
多分大企業であれば大半だと思うんですよね。別にCEOに限った話じゃなく、現場のメンバーがマーケティングの人たちと
話す機会などもそう無いのではないかと思うんですよね。幸いにも、私は前職でアーキテクトの立場でやっていたので、マー
ケティングとかセールスとかサポートとかPMO、いろいろなところの人たちとしょっちゅう話していたのですが、実際開発をして
いるエンジニアの人にそういう機会があるかというと、そうそう機会は無いのが実状です。

ところが、PIプランニングイベントに行くと、そういう人たちも一緒になって、次の四半期でどんなものを出していくのかをみん
なで徹底的に話して、そこで合意していきます。やはり一体感、先程の話の中にも出てきましたが、組織、会社としての
一体感は出てきます。ビジネスサイドがあぁだ、開発サイドがあぁだ、とかっていう対立関係などがある場合、喧嘩するなら
すれば良いのです、ディスカッションなので。でも、あいつ嫌い、こいつ嫌いとか、そういうディスカッションはダメなんですけれど
も、もちろん。そういうところは非常にみんなにとっていい機会になっています。それで、みんなで一丸となって、お客さんに
対してバリューを出していくところが一番重要なのです。ポリティカルなことですとか、いろいろあったりするわけですが、そうい
うことを意識せずに純粋にソリューションとかプロダクトを出していくところで、一体感が醸成されて、そして当事者意識も出
てくるところは非常によかったと思います。

何かやらなければならなかったので導入へのモチベーションは高かった
が、不安も多かった。学ぶ文化と、反省を次に生かす文化の醸成が、
組織的なチャレンジ成功の要因となった（NTTデータ 長田氏）

やらなきゃいけない事は頭ではわかっているが、不安が先行する中、
「フレームワークをそのまま入れましょう」とは言わず、一緒に問題を解
決する姿勢で一歩ずつ進めていった（メットライフ生命 南嶋氏）

PIプランニングイベントは、普段常に顔を合わせて活動できない人達
が共に計画し、対立しがちなビジネス部門と開発部門も一緒に計画
を実行していける機会を生み出してくれた（Scaled Agile 中谷）
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トピック④ ART導入時のテクニカルな難しさは存在するか？

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ありがとうございます。中谷さんにそのまま続きで質問なんですけど、ARTの中のテクニカルな難しさは存在しますか？
ARTを回していくときの困難さはテクニカルにはありますか？

◉Scaled Agile 中谷
ちゃんと勉強して理解すれば、所謂テクニカルな困難は無いと思っています。

一番難しい点は何かというと、自分たちの考えとか習慣を変えるというところです。個人個人ですね。それはこの開発の
現場だけとか、ビジネスの人だけというのではなくて全員です。例えば、夜型の生活をしている人が朝型に移行することを
例に挙げてみます。何か色々本を読むと、朝5時からこういうふうにやると良いとか、何かスティーブジョブスがこういう風に
したらどうのこうのとか、いろいろな本を読むと良い事が書いてあります。しかし、それはすごいなと思ってやろうと思っても、
いやあと5分みたいな感じで朝起きられなかったりして、なかなか生活習慣って変えられなかったりしますよね。

仕事のやり方自体を変えていくことになるので、まずは自分の考え方と習慣、振る舞い、そういうところを変えるのが一番
難しい。それが変われば、あとはこの通りで進めていきましょう、ここに書いてありますよね、となります。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
長田さんはいかがですか？中谷さんからはテクニカルな難しさというよりは、自分が変わることが大切というご意見を頂いて
いますが。

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
確かに、ARTとしての技術的な難しさはそんなにないのかなと思うんですけど、当社だとウォーターフォールでやっているチー
ムが多かったので、そこから自動化とか、そういうもどんどんやっていかなきゃいけないという、技術的な部分もあるとは思い
ます。ARTを運営する際の難しさは、ある程度プロセスも決まっているので、そんなに難しいとは感じていないです。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
南嶋さん、この辺りはどうですか？

◉メットライフ生命 南嶋氏
そうですね。考え方的には難しくないと思います。ただ、実際やる人の立場になると、私もよく言われるのが、長田さんも
おっしゃっていましたけれども、ウォーターフォールという大きな塊でやっているので、他のチームとケイデンスをとって一緒に
やっていくために、小さくするという、そこの小さくするためのいろんな切り方があるとか、その辺のところは難しい面があると思
います。実際やってみればすっと入ってくると思うんですけれども、ウォーターフォールをずっとやっていくと、全体をって考えて
いる人や、全体を考えるから後でやり直しが少なくなる、というようなマインドセットでやっていると、それはそれでメリットがと
思うのですが、一方で小さくするとか、2週間という短い期間で運営していくところなどは、難しいというか最初の一つのチャ
レンジではないかと思います。

ウォーターフォール開発チームとの

連携には様々チャレンジがあるが
融合していくことは可能

自動化等技術的なチャレンジはある
ART運営の技術面に特化した
難しさというよりは全体の課題

一番難しい点は、
各自が自分の考えや
習慣を変えること
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トピック⑤ SAFeに取り組む際に意識すること

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
それではここで視点を変えて、今後SAFeに取り組む方やARTの中に入られる方もいらっしゃるかと思います。どういうこと
を考えて、先ほど中谷さんは変わることだとおっしゃっていましたが、何を意識して関わっていけば良いと考えていらっしゃい
ますか？

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
ARTの体制図とかを見ると、誰をいれなきゃいけないとか、このプロセスはこうやっていかなければいけないとか、形が気に
なってしまうと思います。しかし、スクラムでもアジャイルでも「バリューは何だ」、というところが一番重要なところだと思います
ので、我々が提供しているサービスのバリューは何なのか、そのためにこのプロセスが必要なのか、ということに立ち返って、
プロセスや誰を入れるというところを考えて、型にはめすぎないというか、そういったところを意識してもらえれば、うまくいくの
では無いかと思います。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
さっき型にはめてすすめようとおっしゃっていたかと思いますが、違いますか？（笑）

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
全部初めからやろうとすると無理がでるという意味です。やってみた結果、これって結構重要だねと気づくことも多いので、
何でもかんでも最初からやろうとすると本当に準備だけで時間がかかってしまって始まらないということが、一番リスクかなと
思いますので。

◉メットライフ生命 南嶋氏
私はトレーニングでもいつも言ったりするんですけど、プリンシプル（原則）をちゃんと理解するというのが重要かなと思いま
す。さっきのバリューは何だっていうことに近いことかと思うんですけど、SAFeには10の原則があります。そして、その10の
原則だけ聞いて反対する人っていないと思うんですね。それらを聞くと、「そうだ、そうだ」、となると思うので、それがまず
ベースとなって、プラスさっきの知らない事を知りましょうということで、「ARTって何ですか？」とか、「RTEって何ですか？」と
いう一連の知識を持ったうえで、じゃぁどうしようという次の段階に進むことができると思います。別にこのままできるならもち
ろんこのままやればいいし、はめられないところは、「どうしまようというのを一緒に考えていきましょう」というスタンスをとると
話し合いになります。結果として押し付けられて、やれと言われたからというような、そういう理不尽なことも少し減っていく
のでは無いか思います。

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ここまでのお話を伺うと、原理原則を含めて深く知っていることが前提という感じがするのですが、そこまで深く知らないと
やってはいけないものですか？

◉メットライフ生命 南嶋氏
そこまで深いものでは無いと思いますけど（笑）。トレーニングで一通り、Leading SAFe等でしっかりプリンシプル（原
則）の話をしたりすると、そういうところから入って、実際に話し合い始めれば、自然と深くなっていくと思うんですよ。最初
から博士みたいにならなくても大丈夫で、まずは知って実践をしていきましょうという感じです。

◉Scaled Agile 中谷
前職の場合だと、バーニングプラットフォームだったんですね、それで生きるか死ぬかの危機感を持っていたので、トップがこ
れをやるぞと決めて一気にやる形で3～4ケ月でARTローンチをして、一番最初からガンってやりました。ですが数百人一
気にやったのかというとそんなことは無くて、プロダクト開発のある一部分に絞ってそこでまずARTを立ち上げて、そこで成
功させたらそれを展開する。なので、そこで成功しなかったら、「ほらうまくいかないじゃない」、と抵抗勢力が勢いづいてしま
います。これは、いろんな組織で、多分そんなことが起こっていると思います。組織としていろいろなことを良くしようと思って
トライするんだけれども、「あれはうまくいかなかった、じゃぁ次やろう」、「これもうまくいかなかった、次これをやろう」、と方針
が次々に変わると、現場の人達は疲弊します。「どうせ会社はこれやろうというけど、どうせうまくいかなくなって次いくんで
しょ、だったらやんなきゃいいんだよ、そんなの」、って。これ本当に現場から出てくる声なんですよ。なので、そこを確実に成
功させるというのは、先ほど平岡さんが完璧に原則をしらないと出来ないんですか？と言われましたが、理想はそうですが、
分からなかったとしても、SPCというSAFeプログラムコンサルタントという資格を持っている人達が、コーチングをしてARTが
うまく進んでいくことをサポートしてあげることが非常に重要になるんです。アジャイルのマニフェストや原則も、皆さん見れば
「そうだよね」と理解できます。しかしその辺りを現場の人達が理解していくためには、一回学んだだけでは、人間残念な
がら覚えられるわけではなく、私も一回学んだだけでは理解しきれず、何回も復習しないと忘れてしまいます。なので、
コーチングやサポートが必要で、長田さんとか南嶋さんのような方が、組織の中でサポートしていく中で、皆で一緒に成長
していく、継続的な学びというところが重要になります。この会も、エンタープライズアジャイル勉強会とミートアップという毎
月毎月勉強している人が一緒になってやっているわけです。やはり継続的な学びが重要だと思ってやっているわけなので、
実際のプロダクト開発のところでも、ことあるごとに同じことを言って理解を深めていくというところが重要になります。

生み出す
バリュー

原理原則
継続的な
学びと支援
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トピック⑥ SAFeに取り組む、ARTに取り組む時に、あぁ分
かったと思った瞬間に、どういうことを思ったか、感じたか

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
皆さん1分位で良いので、一言頂きたいと思います。自分がARTのこととか、SAFeのことを知らなかった時から、知っ
てこれを使おうと思った瞬間があったと思います。その時のことをちょっと思い返してもらって、その瞬間に皆さんが一体
何を感じたのか。多分その時にはスクラムの経験者ではあったんじゃないかなと想像します。中谷さんは同時かもしれ
ないんですけど、スクラムの経験者ではあったかと想像します。スクラムの経験者である皆様がSAFeに取り組む、
ARTに取り組む時に、「あぁ、分かった」と思った瞬間に、どういうことを感じたか、ということを思い返して、コメントを頂
けますか？長田さんからいきます。

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
一番印象的だったのは、PIプランニングでメンバーがPIオブジェクティブを宣言して、自信の表明というプロセスを踏ん
だときのことです。1回目は結構衝撃的で、何かこう、ARTでみんなでやっていくぞみたいな雰囲気が生まれたのが印
象的で今でも覚えています。

◉メットライフ生命 南嶋氏
これをやったら、このぐちゃぐちゃないろんなところを向いている組織がうまくまとまっていくんだなっていうところの宣言をし
たみたいな「体感」があったので、だからやりたいな、という風に思いました。

◉Scaled Agile 中谷
私の場合は、最初は当然自信なかったわけです。SAFeのことを知らないからっていう理由で。だけど経営層とかが決
めたのであれば、とことんこれを使いこなして成功させるようにすればいいんだと思って、知らない中でも、そういう風に
考えて始めました。発足から3～4カ月でARTのローンチは成功させましたが、結果が出るのはそこから。プランニング
で終わりじゃないので。そこから結果が出るまで、また数カ月たつわけですけど。でもそこは、最後の結果がでるまでは、
正直わからなかったです。
ですけど、吐きそうになりながら、やるぞ！と覚悟して進めました。経営層がせっかく決めたんだから、（彼らから）普
段はサポートもあまり受けられないといったら、ちょっと怒られるかもしれないですけど、「とことん使いこなすという風な形
でやればいいんだ」、と考えて、本当にやるだけやって結果が出た時には、「本当に良かった」と思いました。

PIプランニングの様子（物理開催イメージ）
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クロージング これから取り組む人へのアドバイス

◉NTTデータ先端技術 平岡氏
ありがとうございました。今日はとってもいいお話をたくさんお聞きでき
たかなと思います。成功や失敗も含めていろいろなお話を聞けて、
私自身も大変勉強になりました。ぜひ皆様にも、SAFeの世界に飛
び込んでいく際の参考にして頂ければなと思います。本当にありがと
うございました。これで本日のパネルディスカッションは終了とさせてい
ただきます。どうもありがとうございました。

最後に一言ずつ、登壇者からのメッセージ

◉メットライフ生命 南嶋氏
多分、どんな組織でもそんなにスムーズに「問題無くできま
した」ということは無いと思います。ただ、自分がこれがいい
と信じて、それが重要だと思って進めていくと、説得力が出
て来て、難しいことが出てきても、そのチャレンジを楽しめる
と思うので、信じてやってみてください。

◉NTTデータ CAFIS 長田氏
SAFeに限らず、新しいことやるとどうしても何かつまずきとか失敗と
かはあると思いますが、それを失敗と捉えるよりは、改善の機会と
捉えて、次につなげていくというところが一番重要だと思います。
どんどんチャレンジして、このアジャイルの世界を一緒に広げていけ
たらと思いますので、がんばってください。

◉Scaled Agile 中谷
今Scaled Agile, Inc.の社員という立場ですけれども、
SAFeが何でもかんでも解決する魔法の杖だというつもりは、
まず無いです。ただ、もしこれを使って企業変革をやっていきた
いと決断された場合は、まずはやはり自分たちの考え方とか習
慣を変えるところがスタートになってくると思います。これまでも
皆さん、そこで苦労されているところもあるかと思いますけれども、
一緒に日本を変えていけるように進めていけたらと思っています。
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