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15 アジャイル プロジェクトマネジメント実態調査報告
－コンテキストに応じた多様性のあるアプローチの提言－
成田 和弘※1
※1 PMI 日本支部 アジャイル研究会
概要：PMI 日本支部 アジャイル研究会の実施した 2020 年度のアジャイル プロジェクト マネジメント実態調査
[1]では、
「アジャイルソフトウェア開発宣言（以下アジャイルマニフェスト）」は着実に定着していたが、アジャ
イル経験者が「アジャイル」を友人や同僚に薦める可能性を問うネット・プロモーター・スコア（以下 NPS）は15 と過去 2 番目に低い値であった。これは、アジャイルマニフェストに多く人が共感したにもかかわらず、アジ
ャイルを推奨しなかったことを意味する。NPS に影響を与える要因を分析したところ、所属組織の主要なプロジェ
クトマネジメント・アプローチの違いが大きく影響し、特に「特定のアジャイル手法を前提とせず、自分の組織の
手法を開発している」グループの NPS が抜群に高いことが明らかになった。この実態調査および分析結果を報告
するとともに、組織におけるアジャイルの効果を引き出すためには、
「コンテキストに応じた多様性のあるアプロ
ーチ」が良い方法であることを提言する。
キーワード：アジャイル、アジャイルマニフェスト、ウォーターフォール、システムズ・エンジニアリング、ネ
ット・プロモーター・スコア（NPS）
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Agile Project Management Fact-Finding Survey Report
– Context-Sensitive Heterogeneous Approaches for Agility –
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Abstract: In the 2020 Agile project management fact-finding survey conducted by the PMI Japan Chapter Agile Study Group,
"Agile Manifest " was steadily taking root. However, the Net Promoter Score (NPS) which asked experienced Agile people
about the possibility of recommending "Agile" to their friends and colleagues, was -15, the second lowest in the past. The
reason for this result is that many who sympathized with the Agile Manifest did not recommend Agile. An analysis that included
the respondents' organizations' key project management approaches revealed that differences in the respondents' organizations'
key project management approaches had a significant impact on the NPS. In particular, the NPS of the group that "develops the
method of their own organization without assuming a specific agile method" is extremely high. Based on the results of this
analysis, we propose a " Context-sensitive heterogeneous approaches for agility ".
Keywords: Agile, Agile Manifest, Waterfall, Systems Engineering, Net Promoter Score (NPS)
が 5,000 人以上の企業に所属しており、1,000 人以上
の企業に所属する人が 57％と過半数を占める。所属企
業の業種は情報通信（IT）が 50％を占めるが、この比
率は過年度より徐々に低下してきている。所属部門は
情報システム部門が最も多いが 36％にとどまり、次い
で技術/研究部門 17％、製品開発 9％であった。
職種はプロジェクト・マネジャーが 33％（500 人以
上の規模 3 名、50 人以上の規模 25 名、10 人以上の規
模 32 名、10 人未満の規模 29 名の計 89 名）と最も多
く、次いで PMO18％（49 名）
、エンジニア 8％（アプリ
ケーション・エンジニア 15 名、インフラ・エンジニア
6 名、テスト・品質保証エンジニア 1 名）であった。ア
ジャイル経験年数は未経験が 143 名と 54％を占めたが、
これは過去 3 年で最も少ない比率である（図 1）。

1. はじめに
PMI 日本支部 アジャイル研究会では、2015 年から始
めた「アジャイルプロジェクトの実態」についてのア
ンケート調査を、2020 年も 3 月 2 日から 3 月 16 日の
間、PMI 日本支部会員、PMI 日本支部法人スポンサー、
PMI にご登録いただいている日本国内のプロジェクト
マネジメント関係者を主な対象として実施した。

2. 回答者の属性
回答者のうち PMI 会員の割合は、日本支部会員 65％、
PMI 本部のみの会員 8％の計 73％、このアンケートに
今回はじめて回答した人は 78％であった。また、男性
が 90%を占め、年齢は 20 代が 1％、30 代が 16％、40 代
が 37％、50 代 39％、60 代以上が 7％と若年層が少な
いのが特徴である。回答者の 66％が東京に勤務し、
33％
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表 1

プロジェクトの評価指標
評価項目

図1

回答者のアジャイル経験年数

3. 組織のプロジェクトへの取り組み
回答者の所属組織の主要なプロジェクトマネジメン
ト・アプローチについては、
「ウォーターフォール型で、
厳密なゲート管理を行っている（71 名）
」27%、
「ウォー
ターフォールに近いが、ある程度の手戻りを受け入れ
る余裕を見込んでいる（69 名）
」26%、
「ウォーターフォ
ールに近いが、状況に応じて柔軟に変更することを前
提にしている（71 名）」27%、
「スクラムなど、特定のア
ジャイル・アプローチを適用している（22 名）
」8%、
「特
定のアジャイル手法を前提とせず、自分の組織の手法
を開発している（15 名）
」6%、
「わからない（12 名）」
5%、
「その他 （6 名）
」2%という結果であった。
また、プロジェクトの評価指標については、表 1 の
項目を平均 4 項目組み合わせて使用していた。
組織のアジャイルの導入方針については、未導入
39％、導入済み 41％、撤退済み 1％、わからない 19％
という状況である。
アジャイル要員のおおよその比率については、0％が
(43 名)16％、～5％未満（96 名）36％、～20％未満（34
名）13％、～50％未満（14 名）5％、～80％未満（0 名）
0％、～100％（8 名）3％という状況で、導入済みの組
織でも殆どが一部にとどまっている状況がうかがわれ
る。また、アジャイル開発向けガイドの整備状況につ
いては、アジャイル開発がない（86 名）32%、ガイドは
必要としない（14 名）5%、ガイドは必要だが文書化さ
れていない（75 名）28%、ガイドは文書化されている
（47 名）18%、わからない（44 名）17%であった。
アジャイル適用への周囲の協力については、組織的
に推進しており、協力体制に問題はない（42 名）16%、
組織的な推進はしていないが、かなり協力を得られそ
う（32 名）12%、やや協力を得られそう（78 名）29%、
あまり協力を得られそうにない（67 名）25%、全く協力
を得られそうにない（6 名）2%、わからない（41 名）

回答数

比率

当初予算の遵守度

130

49%

当初スケジュールの遵守度

126

47%

顧客満足度（利用者アンケート等）
ビジネス目標の達成率（業務上の
KPI）
開発費

121

45%

100

38%

98

37%

リリース後の障害数

94

35%

リリース後の重大障害の数

75

28%

テストケースの実行数

60

23%

保守運用費（ランニングコスト等）

55

21%

テストケースのカバレージ

52

20%

ROI（投資利益率）

45

17%

稼働率

32

12%

保守性、拡張性

31

12%

使いやすさ

29

11%

利用者数・アクセス数

27

10%

評価をしていない

11

4%

MTBF（平均故障間隔）

8

3%

コンバージョンレートの改善率

7

3%

MTTR（平均修復時間）

6

2%

移植性

3

1%

その他 (具体的に)

12

5%

わからない

21

8%

n=

266

15%と、協力を得られそうとするものの合計が 57％を
占め、得られそうにないとする回答の合計の 27％を大
きく上回った。
アジャイルを適用しようとした場合の課題点につい
ては、特に問題はないとするものは（7 名）3%にとどま
り、人材、スキル（168 名）63%、社内の理解と協力（134
名）50%、お客様の理解と協力（126 名）47%、契約形態
（123 名）46%、品質の担保（104 名）39%、チームビル
ディング（94 名）35%、開発ツールやインフラ環境（89
名）33%、目標設定と人事評価（67 名）25%、基準・規
制等遵守、監査（33 名）12%、その他 （13 名）5%、わ
からない（18 名）7%という回答であった。

4. 回答者のアジャイルへの認識
アジャイルマニフェストの認知度については、
「よく
知っており、共感している（105 名）
」39%、
「よく知っ
ているが、共感できない（9 名）
」3%、
「名前だけは知っ
ている（76 名）」29%、
「知らない（76 名）」29%と、約
４割が「よく知っており、共感している」と回答した。
また、アンケート中にマニフェストの本文を引用し、
すべての回答者を対象にマニフェスト各項目について
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の考えを調査し、以下の結果となり、各項目とも７割
前後の比率で「共感」が得られた（表 2 から表 5）。

ジニアリングで取り扱われる際のウォーターフォール
の意味をよく知らない回答者が多いのではないかと推
察される。
アジャイル関連のプロセス、手法などについては、表
6 の通りの回答となった。

表 2【プロセスやツールよりも個人と対話により価値をおく】
選択肢

回答数

比率

非常にそう思う

94

35%

そう思う

114

43%

表 6 アジャイル関連のプロセス、手法などについて、

どちらでもない

35

13%

知っているもの（複数選択）

あまりそう思わない

11

4%

選択肢

回答数

全くそうは思わない

1

0%

スクラム（SCRUM）

222

83%

わからない

11

4%

ウォーターフォール

207

78%

リーン（Lean）

173

65%

カンバン（Kanban）

168

63%

XP

110

41%

ハイブリッド
SLCP (ソフトウェア・ライフサイク
ル・プロセス)
システムズ・エンジニアリング

88

33%

63

24%

57

21%

スクラム・オブ・スクラム
ディシプリンド・アジャイル
（DAD）
SAFe®

43

16%

42

16%

39

15%

表 3【包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアにより価値をおく】
選択肢

回答数

比率

非常にそう思う

80

30%

そう思う

94

35%

どちらでもない

55

21%

あまりそう思わない

22

8%

全くそうは思わない

5

2%

わからない

10

4%

表 4【契約交渉よりも顧客との協調により価値をおく】

比率

LeSS

24

9%

スクラムバン

21

8%

選択肢

回答数

比率

FDD

21

8%

非常にそう思う

88

33%

5%

110

41%

どちらでもない

42

16%

12

5%

あまりそう思わない

12

5%

全くそうは思わない

4

2%

クリスタル
SDEM（Standard Process for
System Planning, Development,
and Operation and Maintenance）
アジャイル UP （AUP）

14

そう思う

10

4%

わからない

10

4%

FLEX アプローチ

6

2%

その他 (具体的に)

4

2%

表 5【計画に従うことよりも変化への対応により価値をおく】
選択肢

回答数

比率

非常にそう思う

91

34%

そう思う

114

43%

どちらでもない

37

14%

あまりそう思わない

10

4%

全くそうは思わない

5

2%

わからない

9

3%

5. 回答者の経験したアジャイル
アジャイル適用業務の経験がある回答者の 41％
（110
名）を対象に、当該適用業務のうち、最も最近経験し
たものを対象に、その内容について回答を得た。当該
適用業務の内訳は、基幹業務アプリケーション（24 名）
22%、クラウドサービス（23 名）21%、自社用サービス
やツール（18 名）16%、スマートデバイス向けアプリ
（10 名）9%、外販用パッケージソフト（9 名）8%、組
み込みソフト（7 名）6%、IoT ソリューション関連（4
名）4%、ロボット関連（3 名）3%、その他（12 名）11%
である。
回答者の当該適用業務における役割は、スポンサー
（顧客）(1 名）1%、プロダクト・オーナー（5 名）5%、
プロダクト・マネジャー（3 名）3%、プロジェクト・マ
ネジャー（24 名）22%、チームメンバー（11 名）10%、

アジャイル手法の認知度は、スクラム（222 名）83％
が高く、次いでリーン（173 名）65％、カンバン（188
名）63％、XP（110 名）41％となった（表 6）
。
ウォーターフォールについて（207 名）78％が知って
いると回答する一方で、
これに関連する SLCP が
（63 名）
24％、システムズ・エンジニアリングが（57 名）21％
しか知らないとの回答であり、本来システムズ・エン
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スクラムマスター（17 名）15%、PMO（12 名）11%、ア
ーキテクト（3 名）3%、ビジネス・アナリスト（7 名）
6%、ディレクター（2 名）2%、コーディネーター（4 名）
4%、QA（品質保証・品質管理）
（5 名）5%、アジャイル
コーチ（5 名）5%、部門責任者、ライン管理職（6 名）
5%、その他（5 名）5%、経験は、はじめて（61 名）55%、
2 度目（15 名）14%、3 度目（12 名）11%、4 度目（3
名）3%、5 度目 以上（19 名）17%である。半数以上が
「はじめてのアジャイル」で、
「はじめて」の「プロジ
ェクト・マネジャー」が 13 名、
「スクラムマスター」
が７名であった。
当該業務でアジャイルを導入した一番のきっかけは、
チームが自主的に判断し導入（36 名）33%、スポンサー
や発注先からの指示（18 名）16%、経営層や上司からの
トップダウンでの指示（17 名）15%、自分がアジャイル
を推進する立場で周囲を説得した（10 名）9%、組織と
して適用することが規定されている（9 名）8%、競合他
社との兼ね合い（他社との差別化）
（2 名）2%、セミナ
ーなどで興味をもったから（1 名）1%、その他（17 名）
15%である。
導入された、プロセス・手法では、スクラムが 74 名
と最も多く、次いでカンバン 25 名、ハイブリッド 23
名、ウォーターフォール 22 名、リーン 21 名と続いた
が、エンタープライズ向け手法は、スクラム・オブ・ス
クラム 5 名、SAFe3 名、ディシプリンド・アジャイル 1
名と少数である。
当該業務の成果達成度については、
「コスト」と「ス
ケジュール」について成果を下回るとするものが若干
多い傾向が見られる（図 2）。

図 3

業務の成果達成度

チームの人材育成については、特にしていない（43
名）39%が最も多く、OJT を実施している（40 名）36%、
研修を実施している（28 名）25%、指導者を招いている
（15 名）14%、独自に学習をしている（40 名）36%、そ
の他 （7 名）6%であった。
当該業務のうち 82％がソフトウェア開発に関するも
ので、そのソフトウェア開発契約の形態および期間の
組み合わせは、表 7 の通りである。最も多いのは四半
期毎の準委任契約であった。
表 7 開発契約の形態および期間の組み合わせ
その
他・
わか
らな
い

労働
者派
遣契
約

請負
契約

準委
任契
約

4

3

7

1

16

20

2

2

7

一年毎

1

1

2

プロジェクト
開始から終了
まで

13

13

26

9

3

2

14
14

月毎
四半期毎

1

1

半年毎

1

2

外部との契約
は発生しない
図 2

業務の成果に対するアジャイルの貢献

業務の成果に対するアジャイルの貢献としては、
「満
足度」、
「品質」が比較的高く評価された（図 3）
。
チームの評価については、十分に自己組織化されてい
た（16 名）15%、自己組織化されていた（44 名）40%と
過半が「自己組織化されていた」と評価する一方で、
自己組織化されていたとは言えない（45 名）41%との評
価も少なくない。

外部
への
発注
は行
って
いな
い

1

その他 ・わか
らない

4

1

2

2

5

計

6

4

12

26

42

計

6. ネット・プロモーター・スコア
ネット・プロモーター・スコア（NPS）とは、フレッ
ド・ライクヘルドが提唱した、顧客ロイヤルティ等を
知るための指標であり、
「○○を友人や同僚に薦める可
能性はどれぐらいでしょう、0～10 点で表してくださ
い」という質問をし、10 - 9 点を推奨者(Promoter)、
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8 - 7 点を中立者(Passive)、 6 - 0 点を批判者
(Detractor)として、推奨者の比率(%)から、批判者の
比率（％）を減じて求める。 [2]
回答者の「アジャイルを友人や同僚に薦める可能性」
についての NPS は、アジャイル経験者において-15（全
体で-40）であった。この数値は過去 5 年のこのアンケ
ートにおいて 2 番目に低い結果となっている（図 4）。

図 4

「状況に応じて柔軟に変更する」グループの NPS が-32
と最も低く、最もアジャイルから遠いと思われた「厳
密なゲート管理を行っている」の NPS が 3 と最も高い
値となった。この差は、主に推奨者の数によるもので、
「厳密なゲート管理を行っている」グループの推奨者
は、
「変化に対応できる開発手法が必須となっている。」
等の変化への対応を期待して推奨していた。既に柔軟
な開発を実現している「ある程度の手戻りを受け入れ
る余裕を見込んでいる」、「状況に応じて柔軟に変更す
ることを前提にしている」グループでは、相対的にア
ジャイルを推奨するインセンティブが低かったものと
推定される。
また、このグループは 30～40％が批判者であるが、
そのコメントを分析したところ、特にアジャイルマニ
フェストの価値観を否定するものはなく、
「アジャイル
の適用が適しているかは、ケース・バイ・ケース」、
「そ
の PJ の特性による」、
「薦めるには幾つかのクリアすべ
き条件がある」という実践的な観点からのコメントが
共通して多く、アジャイルを標榜しただけで物事がう
まくいくわけではなく、ケース・バイ・ケースで考え
るべきであって、軽々に人に薦める様な性格のもので
はないとの考えが見て取れる。
最も高い NPS を示したのは、
「特定のアジャイル手法
を前提とせず、自分の組織の手法を開発している」グ
ループで、NPS は 58 と母集団が 7 名と少ないものの、
「スクラムなど、特定のアジャイル・アプローチを適
用している」グループの 25 を大きく凌駕した。このグ
ループの推奨者は、
「アジャイルマニフェストの価値観
に完全に反する人に出会ったことがない」、「いいチー
ムで、いいサービス・プロダクトを作るための一番の
近道」等、マニフェストの価値観を直接自分の組織の
手法の改善に生かしていることが見て取れる。自分の
組織に合わせてケース・バイ・ケースで対応すること
になるので、他のグループに見られる「条件付き」と
する批判コメントもなかった。

アジャイル経験者の NPS の推移

7. アンケート結果の分析
今回のアンケートでは、アジャイルマニフェストへ
の共感比率が高いことが確認できた一方で、NPS は、増
えつつあるアジャイル経験者が必ずしもアジャイルを
推奨していないことを示した。
そこでまず、アジャイルマニフェストへの共感と NPS
についてクロス集計を行いその関連を確認した。その
結果「アジャイルマニフェストをよく知っており、共
感している」と回答した 105 名のうち 33 名が批判者
で、推奨者 31 名を上回っており、その NPS は-1 とな
った。
次に、「アジャイルマニフェストをよく知っており、
共感している」と回答した 105 名について、回答者の
組織の主要なプロジェクトマネジメント・アプローチ
毎に NPS を算出したところ、表 8 の通りとなった。
表 8「アジャイルマニフェストをよく知っており、共感して
いる」場合の主要なプロジェクトマネジメント・アプローチ
毎の NPS
主要なプロジェクトマネジメント・アプロー
チ
ウォーターフォール型で、厳密なゲート管理
を行っている（26 名）
ウォーターフォールに近いが、ある程度の手
戻りを受け入れる余裕を見込んでいる(24 名）
ウォーターフォールに近いが、状況に応じて
柔軟に変更することを前提にしている(25 名）
スクラムなど、特定のアジャイル・アプロー
チを適用している(16 名）
特定のアジャイル手法を前提とせず、自分の
組織の手法を開発している(7 名）

NPS

8. 考察と提言

3

今回のアンケートでは、
「アジャイルソフトウェア開
発宣言」を知らなかった回答者にも引用で示して実際
に読んでいただき、その結果、４つの価値観は、これ
をはじめて読む人にも広く共感を得られることが確認
できた。改めて言うまでもなく、
「アジャイル」とは特
定の手法やプラクティスを指すものではなく、この開
発宣言の考え方に基づいて、自らの開発手法の改善を
重ねていくことそのものである。その意味で「ウォー
ターフォール」を主な手法にしていても、
「アジャイル
ソフトウェア開発宣言」の価値観をもとに自分の組織
やプロジェクトの環境に合わせて改善を続けているよ

-12
-32
25
58

組織のアプローチを「ウォーターフォール」とした
人の中では、最も柔軟でアジャイルに近いと思われた
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る。ネクタイをしている者はいないが、確りとした QA
チームを作ってお客様のために品質を守り、ビジネス
を支えている。お金や人の愚痴ではなく、新しい創意
工夫の交換なので、和気あいあいとして、同席してい
るだけでとても楽しい気持ちになる。ソフトウェア開
発の多くの課題は、むしろ「アジャイル」という言葉
にこだわらなくなったときに解決できるのかもしれな
い。
「特定のアジャイル手法を前提とせず、自分の組織
の手法を開発している」アプローチを好事例として共
有し、後続をどんどん増やせると、私たちのプロジェ
クトの議論も、もっと楽しいものに変えていけるので
はないだろうか。
今回のアンケートでの「アジャイル」への批判は、
アジャイルプロセス・手法やプラクティスが必ずしも
効果的に導入できていない場合があることを示してい
る。この原因は今回のアンケートの中からは明確には
見いだせなかったが、次回のアンケートにおいては、
開発プロセスの改善という QA の観点で、掘り下げる手
段を考えてみたい。

うであれば、
「アジャイル開発」の定義に合致するもの
と言えるだろう。一方で、
「特定のアジャイル・アプロ
ーチ」に従っていても、4 つの価値観に基づかないもの
になってしまう可能性もある。
今回の結果から、それぞれの組織は「主要なプロジ
ェクトマネジメント・アプローチ」の種類にかかわら
ず、いろいろなプラクティスに取り組んでいた。NPS に
おける批判者のコメント「アジャイルプラクティスの
適用はケース・バイ・ケース」は、その実践を踏まえた
コメントであると考えられ、これが今回の NPS につな
がったものと考えられる。
今回のアンケートの結果は、ソフトウェア開発は、
そもそも難しく、そこには「銀の弾丸」はない、という
ことを再認識させるものであった。それぞれの開発プ
ロジェクトは、人も組織も対象とする領域も、既存の
システムや利用できる技術も、それぞれさまざまであ
る。だからこそ、
「特定のアジャイル手法を前提とせず、
自分の組織の手法を開発している」アプローチが組織
におけるアジャイルの効果を引き出し、当該グループ
の NPS が抜群に高い値を示したのだと思われる。
それぞれが自分の組織の「コンテキストに応じた多
様性のあるアプローチ」に取り組んでいくべきことを
今回の分析に基づく提言としたい。
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ある。彼らの開発手法の多くは我々から見ると明らか
にアジャイルであるが、彼らは殆どアジャイルという
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