
C U S T O M E R  C A S E  S T U D Y

東日本旅客鉄道（JR 東日本）は、既存の鉄道や駅にとらわれない幅広いサービ
ス ─「Mobility as a Service（MaaS）」への取り組みに注力しています。その
入り口となる新しい情報サービスの開発に向けて、リーンXPの手法と文化を学
ぶべく、「VMware Pivotal Labs」を活用しました。2回にわたってエンゲージメン
トに参加し、プロダクトマネージャー、プロダクトデザイナー、エンジニアの各々
の立場で、技術から考え方まで幅広く修得。2019年 4月に新生『JR 東日本アプ
リ』をリリースし、スピーディーかつ継続的に改善していく体制を構築しています。

「ヒト」を起点とした新しい価値の創造へ
リーンXP における知見と手法を実践的に修得し
MaaS の実現を見据えた新生『JR 東日本アプリ』を開発

業界

TRANSPORTATION

カスタマープロフィール

1987年に日本国有鉄道から鉄道事業を引き
継ぎ、2019年 4月現在で 69線区、7,401.7キ
ロメートルを営業。JR東日本の名で親しまれる。
東北・関東・甲信越の各地域に鉄道路線を保
有するほか、小売・運送・旅行・飲食・広告など
幅広く事業を展開する。「究極の安全」を目指
す輸送サービスに加え、「ヒトの生活の豊かさ」
を起点とする生活サービスの拡充も目指す。

導入サービス

• VMware Pivotal Labs

VMware Pivotal Labsに参加し、プロダクトマネージャー、プロダクトデザイナー、エン
ジニアのすべての役割でリーンXPの手法を徹底的に修得。ベンダー依存度が高く非効
率的だった開発体制からの脱却を図り、内製化を推進。MaaSの実現を見据えて運行情
報アプリを大幅に刷新し、スピーディ−かつ継続的に改善していく体制を構築した。

「Pivotal Labsから、方法論や技術のみな
らず、リーンXPの根底にある考え方やチー
ムメンバーとのコミュニケーション方法ま
で幅広く学ぶことができ、チーム全体が大
きく成長できました。この手法は、今後の
製品開発の主流になっていくと思います。
特に無駄をなくす “リーン” の手法はさま
ざまな業務へと応用できるため、JR 東日
本全社にも 広めるべきと考えてます」

東日本旅客鉄道株式会社    
小野 由樹子 氏

導入前の課題

機能は充実したものの
使いにくさが出てしまった

運行情報アプリの改善

リーンXPの習得により
スピーディーかつ継続的な
アプリの改善体制を構築

MaaSの実現を見据えた
ユーザー視点の

サービスへの転換

ユーザーセントリックな
視点でのアプリ開発を

実現

アプリケーション開発の
内製化に必要な

人材・社内知見の不足

チーム全体のスキルと
モチベーションが向上
内製化に向けて前進

ソリューション

導入効果



「ヒト」を起点とした新しい価値の創造へ
リーンXP における知見と手法を実践的に修得し
MaaS の実現を見据えた新生『JR 東日本アプリ』を開発

【 課 題 】

新しい JR 東日本アプリに向けて 
開発体制の改革を目指す

東北・関東・甲信越にまたがる旅客・貨物鉄道を運営する東日本旅客

鉄道（JR 東日本）では、古くから “鉄道を起点としたサービスの提供”

を続けてきました。2018年には、さらなるサービス向上をめざす経

営ビジョン「変革2027」において、“ヒトを起点とした価値・サービス

の創造” への転換を発表しています。

「鉄道事業においても、2020年3月に開始された “新幹線 e チケット”

のように、IT・データ活用を中心とした変革を推進してきました。一

方で、鉄道や駅といった既存の事業・サービスにとらわれず、より幅

広い Mobility as a Service（MaaS）の視点でサービスを強化・拡充

していきたいと考えています。その一環として、2019年 4月に『JR 東

日本アプリ』を大幅リニューアルしました」と東日本旅客鉄道株式会

社 MaaS・Suica 推進本部 データマーケティング部門・MaaS 事業部

門 次長の小野由樹子氏は述べています。

2014年の登場当初、JR 東日本アプリは列車の遅延情報や駅情報な

どの表示が中心でした。その後、機能の充実を積極的に図ったものの、

その豊富な機能をユーザーが活かしきれていない状況でした。

新生した JR 東日本アプリは先進的な UI/UX で使いやすく、さまざま

なサービスやコンテンツを楽しめます。例えば経路検索では、全国の

鉄道・地下鉄のほか、徒歩やバスを含めた場所から場所へのルートを

探せます。運行状況や駅情報はより見やすく、駅の混雑状況なども

実験的に提供されています（2020年 4月現在）。各サービスとの連携

が強化され、ゲーム・電子書籍・ニュース・オンラインショップなどバ

ラエティに富んでいます。個人ユーザーだけではなく、JR 東日本の駅

員が乗客を案内するときにも活用されています。

「交流のあるドイツ鉄道が使いやすいアプリを開発しており、私たち

も参考にしたいと考えていました。デザインシンキングのコンサル

ティングファームIDEO Tokyo の協力を得てアプリの概要を固めるこ

とはできましたが、当時の開発体制では時間がかかり、柔軟さにも欠

けました。そこで、リーンXPを一から学ぶ必要があると考え、『Pivotal 

Labs』に注目しました」と、MaaS・Suica 推進本部 MaaS 事業部門 

MaaSサービス開発グループ 課長の伊藤健一氏は振り返ります。

Pivotal Labsでは、ソフトウェア開発のための実践的な手法をプロ

ダクトマネージャー/プロダクトデザイナー/エンジニアというすべて

の立場で学ぶことができます。参加者が実際にソフトウェアを開発

しながら学ぶことができ、ベンダーに委託していた作業の問題点が

わからないという課題を解決できます。参加者とPivotalスタッフは

常にペアで活動するため、Pivotalの手法を間近に学べるという点も

ポイントでした。変化に柔軟に対応できるプロダクトマネジメント手

法である「リーン・スタートアップ」、ヒトを中心とする「ユーザー中心

デザイン」、柔軟さと速度・品質を向上できる「エクストリーム・プロ

グラミング」について、25年の歴史を持つPivotalから直接学べるこ

とは、JR 東日本にとって大きな価値があると考えたのです。

【 ソリューション 】

方法論や技術だけではなく 
徹底的に“Pivotal文化”を体得

JR 東日本では、まず第1回として協力会社スタッフを含む数名が

Pivotal Labsに参加して基本的な手法を学び、新しいアプリを開発

しました。2019年に開催された第2回では、本格的な MaaS への取

り組み強化を前提として、MaaSサービス開発グループからプロダク

トマネージャー、プロダクトデザイナー、エンジニアの3名が新規に参

加しました。

プロダクトマネージャーとして参加したMaaSサービス開発グループ

の安倍孝典氏は、最初の1か月は Pivotalスタッフの手法を間近に体

験しながら学び、次の2か月は一緒に手を動かし、最後の2か月は自

分自身で実践しながら要所でアドバイスを得るというトレーニングを

受けました。
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データマーケティング部門・MaaS事業部門
次長
小野 由樹子 氏

東日本旅客鉄道株式会社 
MaaS・Suica推進本部
MaaS事業部門
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「チームのまとめ方、メンバーとのコミュニケーション方法、リーン・ス

タートアップを確立する手法など、幅広く学ぶことができました。そ

の場でフィードバックを受けて自身の弱点を把握できるのは、非常に

効果的だと感じます。Pivotal Labs のオフィスは非常に多様で、ダイ

バーシティについて学ぶことができたのも成果の1つです」（安倍氏）

プロダクトデザイナーと議論することも多かった安倍氏は、エンゲー

ジメントが進むにつれ、プロダクトデザイナーの視点がユーザー中心

に変化していったところが印象的だったと指摘しています。「ユーザー

“を” 学ぶだけでなく、ユーザー“から” 学ぶことが重要だと知りました」

と安倍氏は述べています。

MaaSサービス開発グループの菅原駿氏はエンジニアとして参加し、

Pivotalスタッフが持つ個々の技術や経験を幅広く学ぶことができた

と回想しています。エンジニアは10名ほどのチームで、毎日ペアを交

代しながらプロダクトを制作していきます。さまざまな組み合わせが

あるために、それぞれのスタッフが得意とするものを吸収できるのです。

「ペアで画面を共有しながら開発を行うため、細かな部分も相談しな

がら決められますし、結果としてレビューも最小限で済みます。ペア

を交代することで学習速度が上がり、チーム全体の底上げが可能で

あるとも感じました。開発技術はもちろん、頭のオンオフを切り替え

る息抜き手法にいたるまで、すばやく製品の質を高めていくさまざま

な方法を学べました。開発以外の業務も無駄がなくなり、迅速にこ

なせるようになっています」（菅原氏）

東日本旅客鉄道株式会社
MaaS・Suica推進本部
MaaS事業部門
MaaSサービス開発グループ
安倍 孝典 氏

▲ Pivotal Labs参加後、リーンXPの定着・社内伝播を図るためJR 東日本内
に設立したアプリ開発Lab。Pivotal Labsと同じ椅子・デスク・スティッキー
等を用意し、Pivotal LabsをJR東日本内に完全再現した。

▲ Pivotal Labs参加後にリリースしたJR東日本アプリのUI
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MaaS サービス開発グループ 課長の伊藤氏は、2回目のエンゲージ

メントに参加した3 名が「非常に成長した」と指摘します。3 名は

Pivotal Labsで学んだことを積極的に実践し、日本企業に不足して

いる新しい文化の醸成に努めています。この手法を知っているのと

知らないのとでは、先の10年が大きく変わるだろうと感じています」

（伊藤氏）

【 今後の展望 】

Pivotalの手法と文化を広めたい 
異業種連携の MaaSにも

JR 東日本アプリは、ユーザーの声を聞いてプロダクトへ反映する手

法が確立され、優れたユーザーエクスペリエンスを持つアプリへと進

化しました。安倍氏らはさらなる開発を続けて、個々のユーザーの課

題を解決できるサービスへと進化させていきたいとしています。

「Pivotalで学ぶ手法は、今後の製品開発の主流になっていくはずです。

特に無駄を無くす “リーン” の手法はさまざまな業務へと応用できる

ため、JR 東日本全社にも広めたいところです。また、多種多様な事業

者・自治体が参画するMaaSは、ともすれば事業者目線になりがちで

す。ユーザーセントリックの視点を持てるように、Pivotalで学んだこ

とを積極的に伝えられればと思っています」（小野氏）

JR 東日本へ伝わったPivotalの手法と文化は、MaaS の取り組みを経

て、さまざまな領域へと広く伝播していくことでしょう。JR 東日本と

Pivotalが織りなす “ヒトを中心としたサービス” によって、私たちの

生活もいっそう向上していくことが期待できます。

図：すべての役割でリーンXPを徹底的に修得できるVMware Pivotal Labs
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臨機応変に方向性を変えながら、
間違ったものを構築するリスクを
軽減。

ユーザー中心デザイン
ソフトウェアがユーザーにとって有
用で、本当の問題を解決すること
を保証。

エクストリーム・プログラミング
要件の変化に対応しながら一貫性
のある速度と品質で動くソフトウェ
アを構築。

製品

プロダクト
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