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Abstract  We propose a “Software Process Improvement Using Mafia Offer" when we improve the software 

process by introduction methods. From the features of introduction method, we make the structure of the 

problem it can be resolved. Moreover, we express the problem structure by the form of "question." In order to 

overcome the sense of force, we get to think about the problem structure to the developers by the question, 

instead of analyzing their problems. In this paper, we applied this method to XDDP (eXtreme Derivative 

Development Process).  

 

1. はじめに 

ソフトウェアプロセス改善を行う場合，CMMI(Capability Maturity Model Integration)[1]などに代

表される「モデルベース型のプロセス改善」と SaPID(Systems analysis／Systems approach based 

Process Improvement methoD)[2]などに代表される「問題解決型のプロセス改善」がある．モデルベ

ース型プロセス改善は，実績のある効果的な手法が体系的にプロセスモデルとして纏まっている

が，開発現場などの当事者自身が問題の存在に合意できないと，モデル適合を目的化しがちなり，

「やらされ感」が出てしまうという課題がある[2]．また，問題解決型プロセス改善は，当事者自

身が問題分析を行うため「やらされ感」は出づらいが，適切な分析結果とそれによる十分な改善

効果を得るためには，問題分析のスキルや時間が必要となるという課題がある． 

本論文では，モデルベース型で発生しがちな「やらされ感」が出ないように，かつ問題解決型

のようにスキルや時間を必要としないアプローチとして「マフィアオファー型プロセス改善」を

提案する．本提案の基礎となる「マフィアオファー(URO(Un Refusable Offer: 断わることのできな

い魅力的な提案)とも呼ばれる)」とは，TOC (Theory of Constraints)における商品営業の方法[3]であ

り，導入したい商品・手法の特徴から，それが解決できる問題の構造を導き，「質問」という形に

する[4][5]．本論文では，この方法をプロセス改善のための手法導入提案に応用する．つまり，直

接，当事者の問題分析するのではなく，提案したい手法が解決可能な問題の存在を質問し，当事

者自身に問題構造について考えさせることで「やらされ感」を払拭する．問題構造を推進者側か

ら提示するため，当事者側には問題分析のスキルや多く時間を必要としない． 

本論文では，派生開発手法である XDDP (eXtreme Derivative Development Process)[6][7]によるプ

ロセス改善に対して，本手法を試行した．導入提案に対するアンケート結果，87%が「XDDP を

やってみたい」と回答を得た．また，XDDP マフィアオファーのワークショップを開催し，アン

ケートの結果，80%が「マフィアオファーが提案に効果的」と回答し，60%が「自身もマフィアオ

ファーで提案できそう」と回答した． 
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2. ソフトウェアプロセス改善 

2.1. ソフトウェアプロセス改善の利点と課題 

一般的に，ソフトウェア開発のプロセス改善を行う場合，以下の 2 つのパターンが考えられる． 

 CMMI[1]などに代表される「モデルベース型のプロセス改善」 

 SaPID[2]の問題構造図や TOC 思考プロセス[8][9][10]などに代表される「問題解決型のプロ

セス改善」 

これらは，それぞれ以下のような特徴がある． 

 モデルベース型プロセス改善 

 利点：多方面で実績のある効果的な手法が纏められており，プロセスモデルに基づき，

体系的に改善を進めることができる． 

 課題：モデル適合を目的化して形式的な対応をとりがちになる．また，客観性を重視

すると，開発現場などの当事者にとって「やらされ感」が出てしまう． 

 問題解決型プロセス改善 

 利点：当事者が自己の問題分析から入るため，「やらされ感」が出づらい． 

 課題：問題分析のスキルが必要であり，適切な分析ができないと改善効果が出ない可

能性がある．車輪の再発明の可能性もある．また，問題分析に時間がかかる． 

また，問題解決型とモデルベース型プロセス改善の両者の特徴を活かした手法として

SPINA3CH (Software Process Improvement with Navigation, Awareness, Analysis and Autonomy for 

CHallenge)[11]がある．SPINA3CH は，問題解決型の SaPID において，問題分析の結果とプロセス

モデルを繋ぐことで，車輪の再発明を防ぐ手法と考えられる．ただし，問題分析にスキルと時間

がかかる点については，問題解決型と同様の課題を内包している． 

 

2.2. 抵抗の 6 階層 

人がプロセス改善などの変化に抵抗するときの心理は，表 1 に示す 6 段階の階層構造になると

いわれている[9]． 

表 1 変化に対する「抵抗の 6階層」 

階層 抵抗の 6 階層 説明 

1 問題の存在を認めな

い 

「問題」の捉え方の違いに起因する抵抗．そもそも「問題」とは

思っていないものを他者から指摘されても素直に認めることは

できない．「問題ではない」という意識は強く根深い場合が多く，

抵抗の最初の階層として位置付けられる．関係者間で別々の問題

認識をしている場合，解決そのものも実行困難である． 

2 解決策の方向性に合

意しない 

問題の存在について合意を得た次に発生する抵抗は，解決の方向

についての意見の相違に起因するものである．特に，問題に対す

る解決策の方向性が複数存在する場合に発生することがある． 

3 解決策が問題を解決

できると思わない 

提案されている解決策が本当に問題を解決できるかという疑問

に起因する抵抗である． 

4 解決策を実行すると

副作用が生じる 

解決策の実行によって発生すると予想できる副作用も抵抗の大

きな理由となる．例えば，「実行すると効率が下ってしまう」「実

行すると工数が増えてしまう」といったものである． 

5 解決策の実行を妨げ

る障害がある 

副作用がないことがわかると，次に実行を阻害する障害の懸念が

発生する．「技術力がない」「社内ルールがあってできない」とい

ったものである． 

6 未知のことへの恐怖

感がある 

人が持つ本能的な「変化」への恐怖心に起因する抵抗である．例

えば，「実行すると何が起こるかわからないからやらない」とい

ったものである． 



前節のモデルベース型プロセス改善は，第１階層が合意されないまま第 3 階層の解決策が提示

されがちになるため，「やらされ感」が出てしまうと考えられる．一方，問題解決型プロセス改善

は，第１階層から順番に進んでいくことになるが，そのために問題分析のスキルと時間が必要と

なる．また，問題分析できたとしても適切な対策(第 2 階層，第 3 階層)が存在するとは限らない． 

 

3. マフィアオファー型プロセス改善 

3.1. マフィアオファーの概要 

既存手法などを導入してプロセス改善する場合，前章に示す抵抗を払拭し，合意を得なければ

ならない．つまり，6 階層全ての抵抗をなくすことができれば，提案を受け入れない理由がなく

なる，この 6 階層の順番に抵抗を解消していく提案方法に URO(Un Refusable Offer: 断わることの

できない魅力的な提案)がある[3]．この URO は別名・マフィアオファーといい，その手順を体系

的にまとめたツールが「マフィアオファーシート」である[4][5]．元々は新製品・新サービスの営

業において発生する抵抗の 6 階層に対して，合意形成プロセスの順番に合意していくための営業

戦略の話法を纏めた A3 一枚のシートである(図 1)．  

マフィアオファーシートの作成手順は大きく分けて，以下の 3 ステップになる． 

ステップ 1：価値提案作成 

抵抗の第 1 階層と第 3 階層，つまり，問題と解決手段(製品・技術)をつなげる価値提案を作成す

る．マフィアオファーでは，既に自分達が持っている製品・技術からそれが解決可能な問題の存

在を問う「質問」を作る．また，実際にテストマーケティングを行い，顧客にとって問題が存在

していることをこの段階で確認する． 

ステップ 2：競争戦略作成 

抵抗の第 2 階層の解決策の方向性に対応する．対抗品を用いて，提案手段(製品・技術)のポジシ

ョニングを明確にする．このポジショニングと価値提案の問題構造に基づいてターゲット顧客の

セグメンテーションをする． 

ステップ 3：懸念対策&営業プロセス作成 

価値提案，競争戦略が確定した後，ターゲット顧客における典型的な懸念事項の対応策(第 4 階

層)と，営業プロセス(第 5 階層)を作成する． 

 

なお，第 6 階層はマフィアオファーでは対象外としており，カウンセリング，ファシリーテー

ション，交渉術などを駆使して，その他，変化に対する恐怖心を克服する． 

 

  

図 1 マフィアオファーシート外観 

3.2. マフィアオファーを用いたプロセス改善 

前節に示すとおり，マフィアオファーの価値提案のステップでは，提案したいモノ(製品・技術)

の特徴から，それらが解決できる問題構造を導き，その問題構造を「質問」という形にする．つ

まり，開発現場などの当事者の問題を直接分析するのではなく，提案したい手法が解決できる問

題の存在を質問し，当事者自身に問題構造について考えさせることで，抵抗の第 1 階層「問題の

存在を認めない」を解消，「やらされ感」を払拭する．本当に問題が存在するかの検証は必要にな
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るが，既にソリューションが存在している状況では，問題分析から入るよりも時間がかからない．

また，提案者側が前もって問題分析している状態にあるため，当事者側には問題分析のスキルを

要求としない． 

本論文では，このマフィアオファーを用いて，SEPG (Software Engineering Process Group)などの

改善の推進者が開発現場に対してソリューションを導入する「マフィアオファー型プロセス改善」

と呼び，提案する．次節にマフィアオファー型プロセス改善での重要となる価値提案の作成手順

を示す． 

 

3.3. 価値提案作成手順 

マフィアオファーにおける価値提案の具体的な手順を以下に示す(図 2)． 

① ターゲット顧客を仮定する(確認質問) 

② 自社製品(提案したい技術・手法)の特徴的な機能を 3 つ抽出し，キーワードで書く． 

③ 特徴的な機能が直接実現できる顧客の良い状態を「○○という状態になると良いですか?」

といった形式で書き出す(良い状態)． 

④ 顧客の良い状態を反転した問題状態を聞く質問形式で出す(問題質問)．また，問題質問のキ

ーワードを書く． 

⑤ 問題質問から生じるさらに大きな問題を因果関係で分析する(図 3: 図中の四角は事象を表

わし，矢印は因果関係を表わす．つまり，矢印元の事象が原因を，矢印先の事象が結果を

表わす)．この時，ターゲット顧客の株主，従業員，市場の不満足に通じる問題を取り出す

とよい．分析結果から，3 つ程度重大質問を書き出す．また，重大質問についてもキーワ

ードを書く． 

⑥ 重大質問を裏返して，そのメリットが実現できるか確認し，キーワードを書く． 

⑦ 以下を参考にコンセプト文を作成する． 

「【問題質問(A)(B)(C)のキーワード】という問題に対して，我々の解決策である【特徴的機能

(a)(b)(c)】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【重大質問のキーワード

(X)(Y)(Z)】という重大な問題を解決することができます．それにより[○○]が実現できるのです．」 

⑧ この時点で，仮定しているターゲットに適合する顧客にテストマーケティングを行う．テ

ストマーケティングには，作成した価値提案の内容を用いる(図 4)．結果，問題が存在しな

い場合や問題と解決策が合致していない場合，①〜⑦を再度検討する． 

 

 

図 2 価値提案作成の全体像 

⑤顧客の
困り事から
生じるより
大きな問
題を書き
出す

⑥重大質問を裏返してそのメ
リットが実現できるか確認する

②自社製品の特徴
的機能を３つ選ぶ

①ターゲット顧
客を仮定する ③特徴的機能が直接実現でき

る顧客の良い状態を書き出す
④顧客の良い状態を裏返して
顧客の困りごとを書き出す



 

図 3 重大質問作成イメージ 
 

図 4 価値提案の順番 

 

4. XDDP に基づくプロセス改善への試行 

4.1. XDDP とは 

XDDP (eXtreme Derivative Development Process) とは，株式会社システムクリエイツ 清水吉男氏

が提案しているもので，派生開発に特化した開発アプローチである[6][7]． 

近年のソフトウェア開発では新規開発の機会はほとんどなく，多くは既存製品のソースコード

の変更，新機能だけを追加，他製品ソースコードを一部切り出しての移植・流用といった開発が

行われている．特に組込みソフト開発では，このような開発を「派生開発」と呼んでいる．製品

ライフサイクルの短期化といった背景があり，派生開発には，「短納期」という特徴がある．その

ため，ソフト全体や機能全体の動きを理解する時間がなく，一部の情報のみで開発しなければな

らない．このような状況にあると，小手先の改変が加えられることになり，ソースコードの劣化

が進むことになる．結果，後工程で多くの不具合や要求間違いが発覚し，納期遅延や市場トラブ

ルを発生させるという問題がある． 

このような派生開発の問題は，多くの現場で行われている開発プロセスが，派生開発の実情に

適していないことが要因となっている．XDDP は，できる限りコーディング工程を遅らせ，その

間に変更箇所の十分レビューを実施するという方法であり，それを実現するための変更用プロセ

スや変更用ドキュメント(変更 3 点セット)が用意されている．XDDP を用いると，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り，実際に不具合の大幅な減少や工数

を削減できることが報告されている[12]． 

この XDDP を中心とした派生開発における効果的な手法の開発と普及を目的に，派生開発推進

協議会(通称:AFFORDD)が 2010 年設立された[13]．このような団体が設立されるなど，XDDP は，

主に組込みソフト開発を中心として，知名度を高めてきている．一方で，一部には急速に普及し

ているものの，まだ大多数には抵抗が強く，受入れられていない状況である[14][15][16]． 

 

4.2. 従来法によるアプローチ 

前節に示すような XDDP を取り巻く状況の中，AFFORDD では派生開発の様々な問題を解決す

べく，XDDP に関する研究会を立ち上げている．その中の一つである AFFORDD 第 1 研究会では， 

XDDP の導入障壁の克服を研究テーマとしている，このテーマの背景としては，XDDP は効果的

であるものの，方法論が決ってしまっているために「やらされ感」も含めて開発現場への導入に

対して障壁が高いという問題がある．つまり，単純にモデルベース型のアプローチを取ると XDDP

は失敗してしまうことがある． 

そこで，第 1 研究会では，2011 年，XDDP 導入の問題解決型アプローチを検討した．XDDP が
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解決したい問題構造を明確にするため，XDDP の書籍[7]について，TOC 思考プロセスを用いた問

題構造分析を行なった．結果，問題構造を抽出することができたが，以下に示す工数を要した． 

 人員：6 名 (報告者含め) 

 期間：2 日間 (合宿にて実施) 

 備考：報告者は TOC 思考プロセスの専門資格(TOC-ICO 登録 Jonah)を有する 

こうして得られた問題構造については，分析を実際に行なった研究会のメンバーの満足度は高

かったが，問題構造そのものが複雑であるため，他者へ説明や提案が困難であった．また，TOC

思考プロセスの知識を持っている報告者がサポートしていたが，時間としては 2 日間という時間

を要した．このように問題解決型のアプローチで XDDP に基づくプロセス改善するには，スキル・

時間を要する上，問題分析の結果を共有しづらいと考えられる．  

 

 

図 5 XDDPのマフィアオファーシート 

4.3. XDDP マフィアオファーシートの作成と試行 

前節に示すとおり，XDDP を導入するために問題分析から始めることは，スキルや時間を要す

る．そこで，AFFORDD 第 1 研究会では，XDDP の導入提案のツールとして「XDDP マフィアオ

ファーシート」を作成した(図 5)[17][18]． 

研究会のメンバーが各人の組織や勉強会にて，XDDP 導入提案を試行した．導入提案は，に示

す XDDP マフィアオファーシートに基づき，「問題質問」「重大質問」に回答してもらってから解

決策の方向性や XDDP が問題を解決するロジックを説明したり，懸念事項を挙げてもらってから

典型的な対応策を説明したりといった方法で行った．その際，提案対象者に対して，XDDP に関

する質問とどのステップまで合意できたかを確認できる質問で構成したアンケートを実施した．

提案対象者は開発者を中心に合計 23 名となった． 

アンケートの結果，「XDDP をやってみたいと思いますか？」の質問に対して，「非常にそう思

う」「そう思う」が 87%と高い確率で XDDP 導入の動機付けができている．また，その内，合意



形成プロセスにおいて合意できたステップの関係を図 6 に示す．図 6 より，多くの対象者はステ

ップ 5，つまり，マフィアオファーシートの全ステップで合意できており，その全員が「非常に

そう思う」「そう思う」と回答している．よって，マフィアオファーシートの全ステップで合意す

ることは，XDDP 導入の動機付けに対して，効果的であると考えられる． 

 

図 6 「XDDP をやってみたいと思いますか？」の回答と合意したステップの関係 

4.4. XDDP マフィアオファーのワークショップ 

AFFORDD 第１研究会では，第 5 回アフォード・フォーラム(2014/2/21)と派生開発カンファレン

ス 2014(2014/6/6)にて，本論文で示したマフィアオファーについてのワークショップを実施した．

アフォード・フォーラムでは，XDDP マフィアオファーシートから XDDP の提案のシミュレーシ

ョンを，派生開発カンファレンスでは，参加者自身が XDDP の価値提案を作成し，それに基づい

て XDDP を提案するシミュレーションを実施した．その際にアンケートを実施し，合計 15 名の

回答を得た．結果を図 7 に示す．アンケート内容は以下である． 

Q1：提案を受ける前より XDDP を導入してみたいと思いますか？ 

 (選択肢：非常にそう思う／そう思う／そう思わない／全くそう思わない) 

Q2：提案を受ける側として，どの提案方法が合意しやすいと思いますか？ 

 (選択肢：マフィアオファー／従来法／その他) 

Q3：提案をする側として，どの提案方法が合意を得やすいと思いますか？ 

 (選択肢：マフィアオファー／従来法／その他) 

Q4：ご自身の組織や他者にマフィアオファーできると思いますか？ 

 (選択肢：非常にそう思う／そう思う／そう思わない／全くそう思わない) 

アンケート結果より，80%が提案を受ける側，提案する側共にマフィアオファーが合意しやす

いと回答した．また，60%が自身でもマフィアオファーできると回答している．よって，マフィ

アオファーは合意を得やすく，かつ，提案しやすい方法であり，この方法を用いることで，プロ

セス改善の推進がやりやすくなるものと考えられる． 

 

図 7 XDDPマフィアオファーワークショップのアンケート結果 
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5. まとめ 

本論文では，モベルベース型プロセス改善と問題解決型プロセス改善の課題の解消方法として，

人の抵抗心理を克服する手法である「マフィアオファー」の応用を提案した．また，推進者が開

発現場などの当事者に既存のソリューションを提案することでプロセス改善を推進する場合にお

いて，マフィアオファーを用いたプロセス改善として，「マフィアオファー型プロセス改善」を提

案した．さらに，XDDP を提案するソリューションとし，マフィアオファーを用いることで，当

事者にスキルの必要とする問題分析をすることなく，問題構造とソリューションの関係性を明確

にし，ソリューションの動機付けを行うことができることを示した． 
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