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スクラムとは、反復とインクリメンタルの手法を用
いて、複雑なプロジェクトを管理するためのア
ジャイルフレームワークのひとつです。

「スクラム」は、ラグビーのプレイで用いられるスクラムが語源です。



スクラム (SCRUM)
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スクラム (Scrum) は、最も一般的なアジャイルフレームワークで

す。適応性が高く、反復を用い、高速で、柔軟性があり、重要な

価値を迅速にプロジェクトの至るところで提供するのに効果的な

手法です。

スクラムはコミュニケーションの透明性を確保し、集団的説明責任と継続

的に進歩する環境を作り出します。 スクラムフレームワークは、SBOK™

ガイドで定義されているように、その複雑さに関係なく、あらゆるタイプの

業界およびあらゆるタイプのプロジェクトにおいて、製品およびサービス

の開発をサポートするように構成されています。

スクラムプロジェクトには、プロジェクトビジョンステートメントで定義されている

新しい製品、サービス、またはその他の成果を作成するための共同作業が含

まれます。 プロジェクトは、時間、コスト、スコープ、品質、リソース、組織能力、

およびその他の制約の影響を受けます。ですから、その計画や、実行、管理、

そして最終的には、その成功が困難となるな場合もあります。ただし、完成し

たプロジェクトの成果がうまく適用されると、組織にビジネス上の大きなメリット

がもたらされます。したがって、組織にとっては、適切なプロジェクトマネジメン

ト手法を選択し、それを実践することが重要となります。

スクラムの主な強みは、クロスファンクションで、自己組織化され、権限を与え

られたチームにあります。スクラムチームは、スプリントと呼ばれる短い作業

サイクルに分割し、そこでの仕事に集中します。そして、バリュー主導型のデ

リバリーに焦点を当てます。ですから、スクラムチームは、プロジェクトのでき

るだけ早い段階で結果を出すことができるのです。



02

プロジェクトで、スクラムを使用する主なメリットとしては、

適応性 (Adaptability)

経験的プロセス制御と反復デリバリーに

より、プロジェクトは高い適応性を保ちな

がら、変化を取り入れることができます。

透明性 (Transparency)

スクラムボードやスプリントバーンダウン

チャートなどのすべての情報ラジエーターが

共有され、オープンな作業環境につながり

ます。

継続的なフィードバック
(Continuous Feedback)

継続的なフィードバックは、デイリースタンド

アップの実施や、スプリントのデモと検証プ

ロセスを通じて提供されます。

継続的改善 (Continuous Improvement)

成果物は、プロダクトバックログのグルーミ

ングプロセスを通じて、スプリントごとに段

階的に改善されます。

迅速な問題解決
(Faster Problem Resolution)

クロスファンクションチームのコラボレー

ションによるものです。

効率的な開発プロセス (Efficient

Development Process)

タイムボックスや不要な業務の削

減によるものです。

持続可能なペース (Sustainable Pace)

スクラムプロセスは、関係者が理論的に

は無期限に継続できる持続可能なペー

スで作業できるように設計されています。

高い価値を早期にデリバリー
(Early Delivery of High Value)

プロダクトバックログの作成プロセスによっ

て、顧客にとって最高の価値要件が、最初

に満足されるようにします。

モチベーション (Motivation)

デイリースタンドアップやレトロスペクト

スプリントプロセスで、従業員のモチ

ベーションを向上させます。

効果的な成果物
(Effective Deliverables)

プロダクトバックログの作成プロセスや、成

果物作成後の定期的なレビューにより、顧

客にとって効果的な成果物となります。

顧客中心 (Customer Centric)

プロダクトバックログの作成プロセスや、成

果物作成後の定期的なレビューにより、顧

客にとって効果的な成果物となります。

信頼性の高い環境
(High Trust Environment)

デイリースタンドアップの実施やレトロスペ

クトスプリントプロセスによって、透明性と

コラボレーションを促進し、従業員間の摩

擦を減らします。

共同オーナーシップ
(Collective Ownership)

ユーザーストーリーの作成、見積、および

コミットのプロセスにより、チームメンバー

は、プロジェクトとその作業のオーナーシッ

プを引き受け、品質を向上させることがで

きます。

価値の継続的デリバリー
(Continuous Delivery of Value)

反復プロセスや、成果物の出荷プロセスを

通じて、顧客が必要とする頻度で、価値を

継続的に提供することができます。

高いベロシティ (High Velocity)

コラボレーションのフレームワークにより、

高度なスキルを備えたクロスファンクション

チームが、潜在能力とベロシティを最大限

に発揮することができます。

革新的な環境 (Innovative Environment)

レトロスペクトスプリントやレトロスペクトプ

ロジェクトプロセスは、内省と学習の環境

を作り出し、イノベーションと創造性につ

なげます。

スクラムを用いる理由
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Google Adwordsチームは、スクラムを用いて、革新的な機能を素

早く開発しています。

スクラムは80年代半ばに開発されて以来、長い道のりを歩んできました。

現在、スクラムは世界で最も広く適用されているプロジェクトマネジメントの

フレームワークの1つです。 また、認定されたスクラムマスターとやスクラム

エキスパートの需要が増大しています。それは、スクラムが今後数年間で

そのドメインを拡大することを予見しています。

スクラムはソフトウェアおよび製品のアプリケーションやサービスを開発するた

めの情報技術分野に適しており、そこだけで使用されていると、よく誤解され

ています。 過去10年間に行われた調査により、ソフトウェア開発プロジェクト

の管理にスクラムが最も適用されていることは間違いありません。しかしなが

ら、金融や、ヘルスケア、自動車、建設などの分野にも同様に適しており、そ

こでも成功を収めています。

• Google Adwordsチームは、スクラムを用いて、革新的な機能を素

早く開発しています。

• GEは、プログラムの支出の内、60％をアジャイルプロジェクト
に割り当てています。

• Apple製品は画期的なものですが、それは、プロジェクトチームが

スクラムを使用した結果、生まれたものなのです。

• Salesforce.comはスクラムを使用して、その運命を劇的に変えま

した。

スクラムのユーザー
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このように、スクラムは、従業員の数や、それが置かれている地域または国、およびプロジェクトの性質に関係なく、業界全体のプロジェクトマネジメント

として使用されています。 アジャイルアプローチであるスクラムは、あらゆるプロジェクトに合わせてカスタマイズできます。
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スクラムを使用している企業の

業種別の分布

スクラムのユーザー

下の図は、スクラムがIT産業以外にも様々な分野で適用されていることを示し

ています。テクノロジーは常に進化し、社会経済的条件は常に変化するため、

プロジェクトマネジメントとしては、スクラムのように適応性が高く、変更にフレ

ンドリーなフレームワークが必要です。

スクラムが広く普及したもう1つの理由は、プロジェクトマネジメントにスクラ

ムフレームワークを採用する上で、会社の規模には関係ないことです。 下

の図は、企業の従業員数別の分布を示しています。
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Demand for Scrum - SCRUMstudy Survey - 2013
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A Guide to the Scrum Body of Knowledge (SBOK™ Guide) スクラム・ボディ・オブ・ナレッジガイド（SBOK™ガイド）は、スクラムを実装したい組織やプロ

ジェクトマネジメントの実践者、さらにはプロセスを改善したい人のために必要なガイドとして開発されました。 これは、さまざまな組織や業界にわたる何千も

のプロジェクトから得られた経験に基づいています。 多くのスクラム専門家とプロジェクトマネジメントの実務家が、その開発に貢献しています。

また、SBOK™ガイド 第3版では、日本語訳の提供を開始しております。

SBOK™ガイドは特に以下の方々のために、その価値を提供します。

1. スクラムコアチームメンバーのために。

• プロダクトオーナー： スクラムフレームワーク、特に、スクラムプロジェクトにおけるビジネス

の正当性や、品質、変更、そしてリスクといったアスペクトに関する顧客/ステークホルダー

の懸念を完全に理解することができます

• スクラムマスター： スクラムフレームワークをスクラムプロジェクトへの適用にあたって、それ

を監督する役割を学ぶことができます

• スクラムチームメンバー： スクラムプロセスと、プロジェクトの製品またはサービスを作成する

ために使用する関連ツールを、よりよく理解することができます

2. あらゆる組織や業界でスクラムプロジェクトに取り組んでいる、すべてのスクラム実践者のための

包括的なガイドとして。

3. スクラムコアチームと対話するすべての人のための参照ソースとして。ポートフォリオプロダクト

オーナー、ポートフォリオスクラムマスター、プログラムプロダクトオーナー、プログラムスクラムマ

スター、スクラムガイダンスボディ、およびステークホルダー （スポンサー、顧客、ユーザーなど）

を含みますが、これらに限定されません。

4. スクラムフレームワークの経験や知識はないが、このトピックスについて詳しく知りたい人のための

知識源として。

SCRUM BODY OF KNOWLEDGE (SBOK™ GUIDE)
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スクラム・ボディー・オブ・ナレッジガイド 

(SBOK™ ガイド) 

第 3 版 日本語訳 

大規模プロジェクトと企業向けのスクラムのスケーリングに関する２つの章を含む 

スクラムを用いたプロジェクトを提供するための包括的ガイド 




