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概要：「日本においてアジャイルの普及を阻むものは何なのか？」この問いの答えを探求すべく、PMI 日本支部は
2018 年に明治大学との共同研究プロジェクトを立ち上げた。2019 年から 2020 年前半にかけて実施した先行研究
調査と探索的事例調査により、「日本でアジャイルを進める上での諸問題」の階層構造がより鮮明に見えるように
なってきた。本報告書では、我々が直面している障害が「どうなっているか」を、学術と実務の二つの視点で俯瞰
する。
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Abstract: What are the blockers of Agile expansion in Japan? PMI Japan chapter and Meiji university started study projects to
discover that answer from 2018. This report discovers hierarchical problems that hinder Agile adaptation in Japan, through a
systematic review for foreign previous researches and qualitative researches of domestic exploratory case studies from 2019
through first half of 2020.
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1. はじめに

2. RQ1：アーキテクチャー（表層・深層）の研究視
点は，本当に必要であるか？

本報告書は、明治大学とアジャイル研究会による共
同研究の経過報告である。アジャイル研究会で例年実
施している「アジャイル意識調査」が示すのは、アジ
ャイルが、日本の経営環境の中でなかなか普及しない
現実である。2019 年実施のワークショップでは、アジ
ャイル実務の現場における課題を整理し、普及を阻む
要因が「経営に近いところから発しているのではない
か」との予測が立てられた。そこで 2020 年では、課題
認識をより明確にするため、外堀を埋める調査を実施
した。
具体的には、学問的立場から、海外研究の俯瞰的な
レビューを実施するとともに、実務的立場からは、イ
ンタビュー調査を通じた外資日本法人および内資法人
の 事 例 研 究 を 実 施 し た 。 こ こ で の 問 い ― Research
Question (RQ) は、次の三つに集約される。
• RQ1：アーキテクチャー（表層・深層）の研究視点
は，本当に必要であるか？
• RQ2：アジャイル開発現場における表層・深層とは，
具体的には何か？
• RQ3：表層・深層の研究視点だけで十分であるか？
（新たな要素の探索）

RQ1への答えを探るために、Project Management（PM）
とInformation Systems（IS）の学術領域におけるアジ
ャイル開発に関する海外先行研究の俯瞰的レビューを
実施した。
論文の収集には、3つのステップを踏んだ。第1ステ
ップは、候補ジャーナルを洗い出すステップである。
洗い出しには、Scimago Journal Rank（SJR）を活用し
た。SJRとは、エルゼビア社が提供するScopusをデータ
ベースとした、英文ジャーナルの検索・ランク付けサ
イトである。SJRの検索欄にPMもしくはISを連想させる
単語を入力して検索した結果、171の候補ジャーナルが
洗い出された。第2ステップは、候補ジャーナルを選定
するステップである。171の候補ジャーナルのタイトル、
領域、内容等を全て確認し、PMもしくはIS領域との関
連性を確認するとともに、SJRのH-indexとランク付け
を参考としながら、質の低いジャーナルを除外した。
その結果、最終的な候補ジャーナルは、171から133に
絞られた。第3ステップは、候補ジャーナルから対象論
文を抽出するステップである。論文の抽出には、論文
検索サイトであるGoogle Scholarの条件付き検索機能
を活用し、133の候補ジャーナルの中から“agile”，
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No.
単語
1
agility
2
practice
3
process
4
team
5
organization
6
business
7 organizational
8
factor
9
capability
10
firm
11
level
12 requirement
13
such
14
knowledge
15
customer
16
different
17
SCRUM
18 environment
19
large
20
company

頻度
387
327
314
274
218
160
125
118
111
111
111
111
111
109
107
102
100
98
98
95

No.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

単語
change
performance
use
technology
value
quality
service
product
context
traditional
adoption
engineering
XP
decision
strategy
student
success
new
practitioner
time

頻度
92
91
88
87
86
84
84
83
81
79
78
78
77
75
75
75
75
74
73
73

No.
単語
頻度
41
industry
72
42
application
70
43 communication 70
44
role
70
45
effect
68
46
user
67
47
principle
66
48
manager
64
49
chain
63
50
supply
63
51
work
63
52
activity
62
53
benefit
61
54
design
61
55
resource
61
56
important
61
57 implementation 60
58
way
60
59
effort
58
60
relationship
58

No.
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

単語
empirical
developer
programming
other
enterprise
ability
scale
technique
more
risk
order
tool
many
effective
significant
concept
impact
market
need
plan

頻度
58
57
56
56
55
53
53
53
53
52
51
51
51
50
50
49
49
49
46
45

No.
単語
81
critical
82
experience
83
dynamic
84
action
85 collaboration
86
goal
87
cost
88
small
89
control
90 improvement
91
year
92
number
93
phase
94
complex
95
key
96
various
97 manufacturing
98
set
99
planning
100
response

頻度
45
44
44
43
43
43
42
42
41
41
41
39
39
39
39
39
38
38
37
37

表 1：論文アブストラクトの単語頻度分析

“agility”，“adaptive and iterative”，“scrum”，
“extreme programming”，“XP”のいずれかの単語が
論題に含まれる論文を年代不問で検索した。検索の結
果、59のジャーナルにおいて352本の論文が抽出された。
分析方法には、テキストマイニングを採用した。テ
キストマイニングとは、「文章中にどのような内容が
記述されており、その内容が文章データ全体として多
いか少ないか、増えているか減っているか、他の内容
と関連が強いか弱いか」[15]を明らかにする分析手法
である。分析データには、352本の論文に記載されたア
ブストラクトを用いた。分析ソフトには、KH Coder
(3.Beta.01c) を使用し分析項目は、単語頻度分析およ
び共起ネットワーク分析とした。分析に際しては、対
象単語から論文用語（paperなど）とPM・IS領域を表す
単語（projectなど）を除外した。これらの単語は、収
集したテキストデータの性質上、出現頻度が必然的に
高くなると予想されるためである。KH coderにて除外
処理を行った結果、分析に用いた総単語数は59,629語、
異なり語数は4,503語、文章数2,512、出現回数の平均
8.04、出現回数の標準偏差37.10となった。加えて、対
象品詞を名詞・固有名詞・形容詞に限定した。名詞と
固有名詞については、文章の記述内容を想起しやすい
単語が多く、形容詞については、修飾語として名詞と
ともに名詞句を形成するため、三つの品質に限定した。
単語頻度分析の結果は、表 1の通りである。表では、
単語の出現頻度上位100位をまとめている。まず、
“agility”の出現頻度が最も高かったことから、狙い
としたアジャイル開発の論文を収集できていることが
確認できた。次に、
“practice”，
“process”，
“principle”，
“technique”，“tool”など、技法を連想させる単語
が多くみられた。この結果により、多くの論文が、ア
ジャイル開発を支援する技法の開発や有効性の検証な
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どをテーマとしていると推察された。さらに、
“team”，
“communication”，“collaboration”などの単語は、
開発チームにおけるメンバー間の情報共有や協働に着
目した研究、“customer”，“user”，“requirement”
などの単語は、顧客との調整に焦点を当てた研究、
“student”，“practitioner”，“experience”など
の単語は、メンバーの教育や経験をテーマとした研究
を示唆しているものと思われる。加えて、“large”，
“small”，“manufacturing”などの単語が散見されて
いることから、アジャイル開発の適用領域（規模や業
種など）に関する議論がなされていると予想された。

図 9：論文アブストラクトの共起ネットワーク分析

共起ネットワーク分析の結果は、図 1の通りである。
共起ネットワーク分析とは、同じタイミングで使用さ
れる単語同士のつながり（共起単語）を把握するため
の分析である。分析の結果、図の点線内に示した単語
群につながりがみられた。具体的には、プロジェクト
規模、チームコミュニケーション、技法、組織・技術変
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革、アジリティ、パフォーマンスを連想させる単語同
士につながりがみられた。また、円の濃淡は中心性の
高低を意味しており、中心性が高い単語ほど、文脈を
捉えるにあたり重要な単語して位置づけられる。特に
中心性が高い単語として、“practice”，“team”，
“organization”，“business”，“technology”，
“agility”などがあげられた。さらに、追加分析とし
て、“team”および“communication”の共起単語を探
索した結果、
“context”，
“culture”，
“philosophy”，
“trust”，“freedom”，“empowerment”などの単語
が把握された。これらの単語は、経営学領域で議論さ
れることの多い組織文化（理念）、信頼、自由（権限移
譲）などの概念を示唆しているものと思われる。
以上の分析結果を踏まえ、RQ1について検討する。ま
ず、海外先行研究では、技法に関する研究が多数蓄積
されており、この結果は表層の視点の重要性を示唆し
ているといえるだろう。単語の出現頻度が高く、中心
性も高いことから、技法の研究は単独で議論されるだ
けでなく、チームコミュニケーション等の他テーマと
結びつけて議論されているものと思われる。次に、海
外先行研究では、深層の視点に関する研究として、組
織文化や信頼等に着目した研究も進められていると考
えられる。ただし、これらの研究は、単語の出現頻度
の低さを鑑みると、数が少ないと推察されるため、今
後の更なる研究が待たれる。
なお、本章ならびに続く第 3 章の詳細は、国際戦略
経営研究学会 2020 年度年次大会にて発表を行った。

に対し比較的厳格な対応が求められる業界を対象に、
②事業会社と IT 企業（SIer）双方から選定することに
した。①については、該当する業界におけるアジャイ
ル運用に際し、障がいとなりうる要素を前提に、課題
と解決のヒントが見つかれば、他業種にも展開可能な、
解決先が見つかると判断したからである。また②につ
いては、特に日本の場合、IT 案件が事業会社と SIer で
推進されるケースが多いと判断し、この 2 つを選定基
準とした。結果、大手金融業 A 社の IT 部門課長（実際
にスクラムマスターとして PJ に従事）、大手製薬業 B
社の IT 部門課長（PJ マネージャとして従事）、大手
SIer の子会社 C 社の SE 部門部長の計 3 名を選定し、
2019 年から 2020 年前半にかけて平均 2 時間のインタ
ビューを行った。収集したインタビューデータの分析
にあたっては、Strauss and Corbin の質的研究方法[8]
に則り、オープン・コーディングを行った上でパラダ
イム・モデルを用いたカテゴリー化を行い、テーマを
抽出することとした。
抽出したテーマを元に、アジャイル遂行における組
織としての課題を特定し、特定した課題について研究
を方向付ける為に、主に海外のアジャイル研究をリサ
ーチし、具体的にどのような課題設定をして研究がな
されているのかを明らかにし、研究課題を表層と深層
に分けて整理することとした。
インタビュー調査の結果、まず共通するテーマとし
て「社内体制」「アジャイル適用範囲」、その他に「組
織間関係」「経営理念・経営戦略」「業績評価」「新規
ビジネス開発」「アジャイル適用判断基準」「マインド
セット」「スコープ」「プロジェクト・マネージャ」
「ガバナンスとレビュープロセス」の計 11 テーマが抽
出された。これらはインタビューイー3 名分のインタ
ビュー結果をオープン・コーディング等で個別に整理
した後、統合して整理、抽象化した結果である。
続いて 11 テーマを元に、アジャイル遂行の上でどの
ような組織的な課題が想定されるかを分析、8 課題の
存在が示唆された。特に多くのテーマに関連するもの
として「組織としてアジャイルにより何を実現するの
かが未だ具体化されず」「アジャイル案件の為の実施
プロセスの未整備・手探りでのチャンレジ」「ユーザ
ー部門・IT 部門・SIer を含む実施体制がアジャイル前
提には未整備」の 3 つが特定された（図 2）。
組織としてアジャイルの為のマネジメントシステム
を具体化する為の検討の方向性を定める為に、8 つの
課題の克服に向けて「組織間関係を意識しながらの社
内体制整備の必要性」という結論を導いた。
その上で、海外アジャイル研究との接合を図ったが、
RQ1 の分析結果で、組織間関係の研究は萌芽状態にあ
ることが明らかになった為、経営学の先行研究との接

3. アジャイル開発現場における表層・深層とは、具
体的には何か？
RQ2 への解を求め、内資企業に所属する IT 関連業務
の従事者へインタビュー調査を行った。
まず事前調査として、PMI 日本支部アジャイル研究
会のメンバーと明治大学経営学部・鈴木研一研究室と
で、2019 年にワークショップを開催、アジャイル・プ
ロジェクト遂行にあたっての、組織や現場における課
題抽出を試みた。結果、「アジャイル」の意味するとこ
ろや意義が不明確、組織としてどう位置付けて環境を
整備するか、といった組織としての位置づけに係わる
点や、管理規定・技法・管理システムに係わる点、現場
メンバーの自律性・スキルの育成に係わる点等が課題
であることが明らかとなった。
事前調査を受け、組織における「アジャイルの位置
づけ（組織戦略との関連）」「現場でのマネジメント実
施体制」「環境変化の認識とアジャイル」という 3 項
目を設定し、3 名の IT 関連業務の従事者へのインタビ
ュー調査を行うこととした。インタビューイーの選定
に際しては、①コンプライアンスやレギュレーション
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図 10：アジャイルのテーマと遂行課題

合を図り、組織間管理会計との接合の可能性を見出し
た。具体的には「企業レベルと現場レベルの双方に着
目する必要性」（関連先行研究として、Dekker[1];
Mahama[6]）、「コーディネーションとコーディネーシ
ョン 間の 相互 作 用」 （先 行研 究と して Dekker[2];
Håkansson and Lind[4]; 坂口[13]）、「組織間協働の
促進・協働志向の醸成」（先行研究として、Mahama[6];
坂口[14]）、「取引リスク・取引内容のマネジメント」
（先行研究として、Dekker, Sakaguchi and Kawai [3];
井上[10]）の 4 つの切り口に可能性があるとした。
最後に 4 つの切り口を踏まえ、RQ2「アジャイル開発
現場における表層・深層とは、具体的にどのようなも
のか？」に立ち戻り、表層にあたるものとして「組織
間・部門間での協働・コーディネーションの促進」「促
進に貢献する、技法・プロセス・体制の整備、契約内容
の整理」、深層にあたるものとして「促進要因（社会化
や信頼）やガバナンスの志向への着目」「経営理念・戦
略の具体化と現場への浸透」と結論付けた。

4. RQ3：表層・深層の研究視点だけで十分であるか？
（新たな要素の探索）
竹内と野中がスクラムの論文[9]で取り上げた企業
の中に、ホンダが含まれるように、元来、日本の自動
車開発はアジャイルの流れを汲む考え方で、開発を進
めてきた。近年では、機能の高度化とネットワーク化
の流れにあって、開発に占めるソフトウェアの割合が
増加し、また、その行数も増加の一途をたどっている。
自動車の不具合は、事故につながりかねないことから、
ソフトウェアの品質を、どのようにして担保するのか
が問われている。
カルフォルニア州にて 2018 年 3 月 23 日、テスラ・
モデル X の「自動運転」中に、死亡事故が発生した。
事故から 2 年が経とうとしていた 2020 年 2 月 25 日に、
米国国家運輸安全委員会（以下「委員会」）は、事故調
査結果および、これに基づく推奨を発表した[7]。そこ
では、「現時点では、米国の消費者が入手可能な、自ら
運転する車は存在しない」とし、したがって「不注意
運転の撲滅が、運輸安全のためには最も必要」と結論
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付けた。
一方、「委員会」による「9 つの推奨」のうち、「不
注意運転」につながる直接的な原因に触れたものは、
ただ 1 つで、「従業員に運転中の電子製品を操作させ
ないための内規の確認と更新」のみとなっている。残
る 8 つを占めたのは、技術の開発標準や評価制度、人
が不注意運転をせずに済むための環境づくりなど、間
接的な内容だったのである。なぜだろうか？
この理由を考えるにあたり、少し寄り道をしよう。
サイバー法で有名な米国の憲法学者であるレッシグに
よれば、「コード」という言葉には物理空間とサイバ
ー空間のそれぞれで、異なる意味があるという[5]。前
者は社会規範、後者はコンピューターのプログラムで
ある。前者の働きは、人の内面をしばる「規律訓練型」
であり、罰則や物理的実力行使の裏打ちによっている。
後者の働きは、人の振舞いを変える「環境管理型」で
あり、各システム・アーキテクチャー（コード）が人の
無意識に影響を及ぼす。
走行中の車内は典型的な私的空間であり、前者の意
味での「コード＝規範」の働きは限定的である。一方
で、車は今やインターネットにつながっており、後者
の意味での「コード＝システム・アーキテクチャー」
の支配下にある、と言っても良いかもしれない。だと
すると、
「委員会」の推奨が後者に寄っていることは、
レッシグが提示する考え方と整合する。
また、「委員会」が、指令ではなく、推奨を提示した
背景にも触れておこう。経済産業省が 7 月に最終化し
た報告書[11]でも、レッシグの考え方が基礎に据えら
れている。そこでは、「伝統的国家観」が、ホッブスの
リヴァイアサン（海中に住む巨大な怪物）になぞらえ
られる（図 3）。
一方、これからのソサイエティ 5.0 時代においては、
「国家が一律のルールを定めることの限界」を指摘し、
国境を超えたサイバー空間においては、国家も一つの
役者に過ぎない、との専門家の認識が示されている。
話を「委員会」の推奨に戻そう。「9 つの推奨」には、
大きな課題として、制度（基準）や標準の創設が示さ
れていたが、自動車業界は、どのような役回りを演じ
たのか？まもなく国連では、自動車のサイバー・セキ
ュリティーやソフト更新について国際法規が定まると
ころである。また、ここから参照される国際標準も
ISO/SAE 21434 や ISO/AWI 24089 として整備が進んで
いる。国土交通省の発表[12]にあるように、これら策
定には、日本からも開発の専門家の参画と貢献がある。
国際法規・標準の土台の上に、企業の事業領域とし
て、自動運転車の開発と運用が位置づけられる。しか
し、自動運転技術の開発に必要な巨額の投資を、一社
でまかなうことは到底不可能である。そこで、これを
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