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PBL におけるコミュニケーションツールを用いた
非同期デイリースクラム実施の試み
伊藤 恵

日戸 直紘

立花 虎太郎

アジャイル開発手法の一つであるスクラムでは，毎日開発チームがデイリースクラムを実施することとしている．し
かし，週に 1,2 回授業時間が確保される形式の PBL(Project-Based Learning) では，参加学生が毎日顔を合わせ
てデイリースクラムを実施するのは困難である．対面で集まれる日には通常のデイリースクラムを，そうでない日に
は PBL で使用するコミュニケーションツールを用いて，非同期的にデイリースクラムを実施することを試みた．こ
の方式で，実際にどの程度デイリースクラムを実施できたのか，実践結果を報告する．

In the Scrum, one of agile development methots, the Daily Scrum is held every day by the development team.
However, in the weekly-class-style PBL(Project-Based Learning), it is diﬃcult to hold the face-to-face daily
scrum by students. We try to hold non-synchronous daily scrum using a communication tool in oﬀ-class
day while face-to-face daily scrum in class. This paper reports how non-shnchronous daily scrum is held in
this style

コマ × 週 2 回の授業) において，対面で行うデイリー

1 はじめに

スクラムと，コミュニケーションツールを用いた非同

アジャイル開発手法では，短期間に反復的に計画・

期デイリースクラムを併用しながら PBL を遂行した．

設計・実装・テストを繰り返すことで，価値あるソフ

その実施結果について，コミュニケーションツール

トウェアを継続的に提供することを目指しており，情

の記録と，受講生へのアンケート調査から分析し，報

報系大学で実施されるシステム開発 PBL においても，

告する．

受講学生のスキルアップや限られた授業期間でより良
いものを作るために，アジャイル開発手法の一つであ

2 デイリースクラム

るスクラムが採用されることが増えてきている． [1]

スクラムガイド [6] によると，デイリースクラムと

スクラム [6] [4] では，一か月以下の短いタイムボッ

は開発チームのための 15 分間のタイムボックスのイ

クスをスプリントと定め，スプリントプランニング，

ベントであり，スプリントでは毎日デイリースクラム

デイリースクラム，スプリントレビュー，スプリント

を開催することとしている．デイリースクラムにおい

レトロスペクティブなどのイベントを用意している．

て，開発チームは前回のデイリースクラム以降に行っ

このうち，デイリースクラムはスプリント期間中に毎

た作業の検査と次のデイリースクラムまでの計画を

日 15 分程度で行うミーティングであり，週 1,2 回集

行う．また，デイリースクラムは毎日同じ時間・同じ

まって行う授業形態の PBL では，導入が容易でない

場所で開催し，複雑にならないようにすることとされ

場合が多い．

ている．デイリースクラムの中をどう進めるかはチー

著者ら所属大学の学部 3 年通年必修 PBL 科目 (2

ムに任されているが，例として，昨日やったこと/今
日やること/気づいた問題点の 3 つの質問を行うなど
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がある．

自身が自立的にプロジェクトを進めている．

3 先行事例
テレビ会議システム等を活用してデイリースクラ

5 スクラム実践の準備

ムを遠隔で行っている事例報告は Web 記事などに散

著者ら所属大学において，アジャイル開発やスク

見される [2] [5] [7]．これらは遠隔ではあるが，当然同

ラムについて学ぶ授業はないため，最初の導入とし

じ時間に同期的にデイリースクラムを実施している．

て外部講師を招いてアジャイルワークショップを実施

これらは厳密に対面というわけではないが，リアル

し，また，参考書籍 [4] をプロジェクト学生の 2 名に

タイムで対話しており，対面で行うデイリースクラム

1 冊程度貸し出した．さらにスクラムに精通した先輩

とほぼ同様の効果が得られていると考えられるほか，

学生によるアジャイル勉強会を実施した．

このようなスクラム実践に工夫している遠隔開発プ

その結果，プロジェクト中の A, B, C の 3 チーム

ロジェクトでは，非同期の情報共有ツールやコミュニ

すべてがスクラムを採用してプロジェクトを進めるこ

ケーションも併用していることが多い．これらのプロ

とを決定した．15 名中の 1 名が 3 チームに対するス

ジェクトでは，メンバが本業として開発に携わってい

クラムマスターとなり，各開発チームの人数ははそれ

る場合が多く，遠隔だったとしても毎日デイリースク

ぞれ 5 人,4 人,5 人となった．また，スプリント期間

ラムを実施することが現実的に可能である．

は 1 週間とした．

一方，大学等の高等教育機関において，多くの授業
の中の一つとして週 1, 2 回 × 半年 ∼ 一年間の PBL
を受講し，そこで開発プロジェクトに関わる学生に

6 コミュニケーションツールを用いた非同期
デイリースクラム

とっては，毎日デイリースクラムを実践することは困

対象とした 3 チームとも，授業のある水曜日と金

難である．このような授業形態の PBL において，受

曜日は，授業として直接対面で会えるため対面でのデ

講学生が自主的に毎日集まり対面のデイリースクラ

イリースクラムを実施し，それ以外の曜日はプロジェ

ムを実践した事例も報告されている [3] が，極めて稀
な例であり，チームメンバの高い意欲と合意が得られ

クト全体でコミュニケーションツールとして使用して
いる Slack†1 上の各チーム用のチャンネルで，オンラ

ない限り，このような授業形態でのデイリースクラム

インかつ非同期にデイリースクラムを実施することと

実践は困難である．

した．Slack では一般に，プロジェクトごとにワーク
スペースを作成し，その中に用途に応じてチャンネル

4 対象 PBL

を複数設置，チャンネルに対してメッセージを投稿す

著者ら所属大学の学部 3 年通年必修 PBL 科目「シ

る．メッセージに対して返信メッセージを投稿するこ

ステム情報科学実習」は，毎年度約 20 プロジェクト

とができ，これによってスレッドが構成される．対象

が実施され，学生の希望によりプロジェクト配属され

プロジェクトではチームごとのチャンネルを設置して

る．システム開発を行わないプロジェクトもあるが，

おり，Slack 上の非同期デイリースクラムはすべて各

本研究では，2019 年度の同科目のプロジェクトのう

チームのチャンネル内のメッセージにより実施した．

ち，アジャイル開発手法の一つであるスクラムを採用

Slack 上のデイリースクラムは，まずチームメンバ

して，システム開発を行う 1 つのプロジェクトを対

の一人がデイリースクラム用のスレッド開始メッセー

象とする．このプロジェクトには 15 名の学生が所属

ジを投稿し，そのスレッドに全員が最低 1 メッセージ

し，枠組みは共通であるが，5 人ずつ 3 つのチームに

ずつ投稿することで実施する (図 1)．スレッド内の会

分かれ，それぞれ異なるものを開発している．

話の流れによっては 2 メッセージ以上投稿するメンバ

システム情報科学実習では，毎週，水曜日と金曜日

もいる．また，チームによってはデイリースクラム用

にそれぞれ 1.5 時間 ×2 コマ，計 4 コマの授業時間が
あり，担当教員によるアドバイスを参考に，受講学生

†1 https://slack.com/

ムは授業日以外のすべての日に非同期デイリースク
ラムを実施しており，実施率 100%であった．B チー
ムは授業日以外にもチーム全員で集まった日があり，
その日は Slack 上のデイリースクラムは実施していな
いため，授業がなかった日数に対する実施率は 93.5%
であった．一方，C チームは授業日にも Slack 上のデ
イリースクラムを実施しており，この期間中の数日だ
け実施していなかった，期間中の全日数 44 日に対す
る実施率は 90.9%であった．
前期期末試験期間および夏休み期間の 7 月 27 日か
ら 9 月 24 日までは，授業もないことからどのチーム
も活動はあまり多くなく，A チームと C チームはデ
イリースクラムをほぼ休止していた．しかし，B チー
ムはこの期間も Slack 上でのデイリースクラムを継続
した．この期間の各チームの非同期デイリースクラム
実施日数は，A チームが 1 日，B チームが 58 日 (実
施率 96.7%)，C チームが 6 日であった．B チームが

Slack 上のデイリースクラムを実施しなかった 2 日間
は，学外でプロジェクトに関する発表会に出展してお
り，デイリースクラムを省略したか，現地で対面のデ
イリースクラムを実施していた可能性がある．
後期プロジェクト学習開始の 9 月 25 日から 11 月

30 日までの 67 日間のうち，授業のあった水曜日・金
図1

Slack 上のデイリースクラムスレッド

曜日は 20 日間であり，この期間の各チームの非同期
デイリースクラム実施日数は，A チームが 38 日，B

スレッド開始メッセージを Slack のリマインダ機能で

チームが 45 日，C チームが 63 日であった．

毎日決まった時間に自動投稿するよう設定した．
各チームがデイリースクラムを開始した 6 月中旬

6. 2 非同期デイリースクラムの参加人数

から，成果発表会の開催前の 11 月末までの Slack の

6 章冒頭で述べた通り，Slack 上の各チームのチャ

各チームのチャンネルデータをエクスポートし，その

ンネルにデイリースクラム用のスレッド開始メッセー

うち，スレッドの先頭メッセージからデイリースクラ

ジを投稿し，そのスレッドにコメントする形で各メン

ム用のスレッドであると推定されたものを抽出した．

バがデイリースクラムの報告を行う．各チームメンバ
全員が参加していれば，そのスレッドにメッセージ投

6. 1 非同期デイリースクラムの実施日数

稿したユーザ数は 4∼5 名になるはずである．

Slack によるデイリースクラムを開始した 2019 年

各チームの Slack 上のデイリースクラムの参加人数

6 月 13 日から前期期末試験が始まる前の同年 7 月 26

の分布を調べたところ，図 2 の通りであった．A チー

日までの前期中 44 日間のうち，授業のあった水曜日・

ムは全 70 日分のデイリースクラムのうち，参加人数

金曜日は 13 日間であり，Slack 上で行われた非同期

1 名の日は 0 日，2 名の日は 2 日，3 名の日は 6 日，

デイリースクラムは A チームが 31 日分，B チームが

4 名の日は 22 日，5 名の日は 40 日であった．同様に

29 日分，C チームは 40 日分であった (表 1)．A チー

B チームは全 133 日分の人数ごとの分布，C チーム

表1



Slack 上の非同期デイリースクラム実施日数

期間

授業外日数

前期

31

31

(100.0%)

29

(93.5%)

40

(90.9%)

44

夏休み

60

1

(1.7%)

58

(96.7%)

6

(10.0%)

60

後期

47

38

(80.9%)

45

(95.7%)

62

(92.5%)

67











A チーム

B チーム

C チーム

全日数

ものが，同グラフの C’ であり，これを見るとスレッ
ドは 16 時台に開始されているにも関わらず，実質的
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なデイリースクラム開始は 22 時台や 23 時台に多い
ことがわかる．







C チームは後期には Slack のリマインダ機能によ
&

 






図2















Slack 上のデイリースクラムへの参加人数分布

は全 111 日分の人数ごとの分布である．
どのチームも，Slack 上のデイリースクラムへの参

るスレッド開始を 23 時に設定しており，それが図 4
のグラフにも表れている．ただし，前期とは異なり，
リマインダ機能によるスレッド開始メッセージを除外
した初回投稿時間 (同グラフの C’) も 23 時台に集中
しており，後期にはスレッド開始後すぐに実際のデイ
リースクラムを開始していたことが分かる．

加人数がチームのメンバ数を下回っている日が何日

また，デイリースクラムは 15 分間のタイムボック

かあり，非同期の実施であるがゆえに参加していな

ス内で行うこととされていることから，Slack 上の非

い日/メンバがいることが分かる．また，参加人数が

同期デイリースクラムがそれぞれデイリースクラムの

チームのメンバ数を上回っている日も一部あるが，こ

実質開始時間から，そのスレッドの最後のメッセージ

れはデイリースクラムの報告内容に関連して，他チー

投稿までどの程度時間が掛ったかを調べた．その結果

ムのメンバや教員が同じスレッド内にコメントしたこ

が図 5 である．図中の凡例の 0:00 が 0 分以上 15 分

とによるものである．

未満，0:15 が 15 分以上 30 分未満，0:30 が 30 分以上

45 分未満などとなっている．15 分以内で終わってい
6. 3 非同期デイリースクラムの開始時刻と所要
時間

るものは，A チームと B チームはそれぞれ 2 日，C
チームは 6 日しかなく，非同期であることから大目に

2 章で述べた通り，デイリースクラムでは毎日決

見て 1 時間以内に終わった日数を数えても，A チー

まった時間に行うことになっているが，Slack 上の非

ムは 5 日，B チームは 2 日，C チームは 29 日という

同期デイリースクラムの開始時間の分布を調べたと

結果であった．また 15 分からほど遠い 6 時間以上掛

ころ，前期は図 3，後期は図 4 の通りであった．いず

かった日数が，A チームで 29 日，B チームで 61 日，

れも横軸が 1 時間区切りの時間帯で，縦軸がその時

C チームで 32 日とかなり多いことも分かる．

間帯に Slack 上のデイリースクラムが開始された日数

実際のデイリースクラム用のスレッド内のメッセー

である．図 3 から C チームは前期のほとんどの日に

ジを見ると，デイリースクラムの報告に対して他のメ

16 時台に非同期デイリースクラムを開始しているよ

ンバから質問が出るなどして，デイリースクラム本来

うに見えるが，これは Slack のリマインダ機能により

の範囲を超えたメッセージやり取りが発生しており，

毎日 16:30 にデイリースクラム用のスレッド開始メッ

実質的な所要時間はもっと短かった可能性はあるが，

セージを自動送信するように設定していたからであ

それを踏まえても本来デイリースクラムで使うべき

る．スレッド開始メッセージを除外した実際のデイ

タイムボックスを大きく超過していたと考えられる．

リースクラム用メッセージの初回投稿時間を集計した
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Slack 上のデイリースクラムへの開始時間 (前期)
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Slack 上のデイリースクラムへの開始時間 (後期)
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その他／不明



Slack 上のデイリースクラムの所要時間





図6

対面と Slack でしっかりデイリースクラムできたか

リースクラムがしっかり出来たと感じたかどうかを

7 アンケート調査

聞いた結果が図 6 である．対面のデイリースクラム

12 月上旬に行われたプロジェクトの成果発表会以

は「しっかり出来ていた」と「まあまあ出来ていた」

降に，対面で行うデイリースクラムと Slack で行う非

を合わせて 8 割弱の学生が出来たと感じているが，

同期デイリースクラムについて，3 チームの学生 15

Slack のデイリースクラムでも同様の回答が 6 割程

名を対象にアンケート調査を行った．本稿執筆時点で

度，
「少しは出来ていた」も含めると 8 割を超えてお

得られていた 14 件の回答結果について述べる．

り，Slack 上の非同期デイリースクラムでもそれなり

対面のデイリースクラムと Slack 上の非同期デイ

にできたと感じていることが分かる．

上の非同期デイリースクラムでは十分発揮されてい



ないと考えられる．





8 おわりに




アジャイル開発手法の一つであるスクラムにおい
て，本来対面で毎日行うデイリースクラムは，週 2 回
の授業により実施されている PBL で，受講学生が毎
ৌએ

図7
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対面と Slack のデイリースクラムで把握できたか

日実施することは困難であるが，これを授業のある日
は対面で，授業のない日にはコミュニケーションツー
ルを用いて非同期的に実施することを試みた．その結

デイリースクラムで行うことが，各メンバの状況と

果，実施自体について教員からの関与はなかったにも

計画の報告であり，それによって得られる効果がチー

関わらず，対象期間のほとんどの日にデイリースクラ

ム内の問題点把握や，それに基づく改善であること

ムが実施されていた．ただし，開始時刻がまちまちで

を踏まえ，対面のデイリースクラムと Slack 上の非同

あったり，所要時間がかなり長かったりしたほか，実

期デイリースクラムのそれぞれで「自分自身の状況

施して得られた効果も対面のものに比べると劣る結

確認」「他メンバの状況確認」「自分自身の計画確認」

果となった．しかし，実施方法の改善などを通じて，

「他メンバの計画確認」「問題点把握」「計画や進め方

毎日対面では集まれない PBL において，デイリース

の改善」がどれくらいできたかを「よくできた」「ま

クラムを実施する方法が見いだせる可能性があると

あまあできた」「少しはできた」「ほとんどできてな

考える．

い」「その他／不明」の 5 択で回答してもらった．
「よ
くできた」を 3 点，
「まあまあできた」を 2 点，
「少し
はできた」を 1 点とし，対面と Slack それぞれの平均
点を求めた結果を図 7 に示す．対面の場合は，
「自分
自身の状況確認」「他メンバの状況確認」の 2 項目は
平均 2.0 以上であり，また，
「計画や進め方の改善」以
外は平均 1.5 以上となっている．一方，Slack の方は
平均 1.5 に達しているのは「自分自身の状況確認」だ
けであり，それ以外は 1.5 未満，特に「計画や進め方
の改善」は 1.0 を下回った．ただし，
「計画や進め方の
改善」はデイリースクラムをやった結果として達成さ
れるものであり，アンケートの問い方としてデイリー
スクラム内でできたかどうかを問われたと判断して，
実際よりも低く回答した学生がいた可能性もある．
受講学生たちがデイリースクラムのつもりで実施
していたイベントは Slack 上の非同期のものも含め，
それなりに実施できていたようだが，デイリースク
ラムによって本来期待されている効果が，特に Slack
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