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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実施形態の 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 the agile development methods, the Daily Scrum meetings are held every day by the
development team. However, in the weekly-class-style project-based learning (PBL), it is diﬃcult to hold
face-to-face daily scrum by students. We try to hold asynchronous daily scrum meetings using a communication tool in oﬀ-class days while face-to-face daily scrum in class. This paper reports how asynchronous
daily scrum meetings are held in this style.

スプリント期間中に毎日 15 分程度で行うミーティン

1 はじめに

グであり，週 1, 2 回集まって行う授業形態の PBL で

アジャイル開発手法では，短期間に反復的に計画・

は，導入が容易でない場合が多い．

設計・実装・テストを繰り返すことで，価値あるソ

著者らの所属大学の学部 3 年通年必修 PBL 科目 (2

フトウェアを継続的に提供することを目指しており，

コマ × 週 2 回の授業) において，対面で行うデイリー

情報系大学で実施されるシステム開発 PBL において

スクラムと，コミュニケーションツールを用いた非

も，受講学生のスキルアップや限られた授業期間でよ

同期デイリースクラムを併用しながら PBL を遂行し

り良いものを作るために，アジャイル開発手法の一

た．その実施結果について，コミュニケーションツー

つであるスクラムが採用されることが増えてきている

ルの記録と，受講生へのアンケート調査から，どの程

[2].

度デイリースクラムを実施できたのか分析した．

スクラム [7] [5] では，一か月以下の短いタイムボッ
クスをスプリントと定め，スプリントプランニング，

2 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などのイベン

スクラムガイド [7] によると，デイリースクラムと

トを用意している．このうち，デイリースクラムは

は開発チームのための 15 分間のタイムボックスのイ
ベントであり，スプリントでは毎日デイリースクラム
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を行うこととしている．デイリースクラムにおいて，
開発チームは前回のデイリースクラム以降に行った作
業の検査と次のデイリースクラムまでの計画を行う．
また，デイリースクラムは毎日同じ時間・同じ場所で
開催し，複雑にならないようにすることとされてい
る．デイリースクラムの中をどう進めるかはチームに
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任されるが，例として，昨日やったこと／今日やるこ

生自身が自立的にプロジェクトを進めている．

と／気づいた問題点の 3 つの質問を行うなどがある．

5 スクラム実践の準備
3 先行事例

著者らの所属大学において，アジャイル開発やスク

テレビ会議システム等を活用してデイリースクラム

ラムについて詳しく学ぶ授業はないため，最初に外部

を遠隔で行っている事例は報告されている [1] [6]．こ

講師によるアジャイルワークショップを実施し，ま

れらは遠隔ではあるが，当然同じ時間に同期的にデイ

た参考書籍 [5] を学生に貸し出した．さらにスクラム

リースクラムを実施している．Berczuk の報告 [1] で

に精通した先輩学生によるアジャイル勉強会を実施

はチーム間で大きく時差のある分散開発でデイリー

した．

スクラムの時間を合わせるための苦労について述べ

その結果，プロジェクト中の A, B, C 3 チームすべ

ている．これらの報告は対面ではないが，リアルタイ

てがスクラムを採用することを決定した．15 名中の

ムで対話しており，対面で行うデイリースクラムと

1 名が 3 チームに対するスクラムマスターとなり，各

ほぼ同様の効果が得られていると考えられる．また，

開発チームの人数はそれぞれ 5 人, 4 人, 5 人となっ

これらのプロジェクトでは，メンバが本業として開発

た．また，スプリント期間は一週間とした．

に携わっている場合が多く，遠隔であっても毎日デイ
リースクラムを実施することが現実的に可能である．
一方，大学等の高等教育機関において，多くの授

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

業の中の一つとして週 1, 2 回 × 半年から一年の期間

対象とした 3 チームとも，授業のある水曜日と金

PBL を受講し，そこで開発プロジェクトに関わる学

曜日は，授業時に直接会えるため対面でのデイリース

生にとっては，毎日デイリースクラムを実践するこ

クラムを実施し，それ以外の曜日はプロジェクト全

とは困難である．このような授業形態の PBL におい
て，受講学生が自主的に毎日集まり対面のデイリース

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 上で，オンラインかつ非同期にデイリースク

クラムを実践した事例も報告されている [4] が，極め

ラムを実施することとした．Slack では一般に，プロ

て稀な例であり，チームメンバの高い意欲と合意が得

ジェクトごとにワークスペースを作成し，その中に用

られない限り，このような実践は困難である．

途に応じてチャンネルを複数設置，チャンネルに対し
てメッセージを投稿する．メッセージに対して返信

4 対象 PBL

メッセージを投稿することができ，これによってス

著者らの所属大学の学部 3 年通年必修 PBL 科目シ

レッドが構成される．対象プロジェクトではチーム

ステム情報科学実習 [3] は，毎年度約 20 プロジェクト

ごとのチャンネルを設置しており，Slack 上の非同期

が実施され，学生の希望によりプロジェクト配属され

デイリースクラムはすべて各チームのチャンネル内

る．システム開発を行わないプロジェクトもあるが，

のメッセージスレッドにより実施した．

本研究では，2019 年度の同科目のプロジェクトのう

Slack 上のデイリースクラムは，まずチームメンバ

ち，アジャイル開発手法の一つであるスクラムを採用

の一人がデイリースクラム用のスレッド開始メッセー

してシステム開発を行う，一つのプロジェクトを実践

ジを投稿し，そのスレッドに全員が最低 1 メッセージ

対象とした．このプロジェクトには 15 名の学生が所

ずつ投稿することで実施する (図 1)．また，チームに

属し，枠組みは共通であるが，5 人ずつ 3 つのチーム

よってはデイリースクラム用スレッド開始メッセー

に分かれ，それぞれ異なるものを開発していた．

ジを Slack のリマインダ機能で毎日決まった時間に自

システム情報科学実習では，毎週，水曜日と金曜日

動投稿するよう設定した．

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

†1 https://slack.com/
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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 B チームの非同期デイリースクラ
ム実施日数は 58 日 (実施率 96.7%) であった．
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
曜日は計 20 日であり，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
チームが 45 日，C チームが 63 日であった．

6. 2 参加人数
6 節冒頭で述べた通り，Slack 上の各チームのチャ
ンネルにデイリースクラム用のスレッド開始メッセー
図1

Slack 上のデイリースクラムスレッド

ジを投稿し，そのスレッドにコメントする形で各メン
バがデイリースクラムの報告を行う．各チームメン

各チームがデイリースクラムを開始した 6 月中旬
から，成果発表会の開催前の 11 月末までの Slack の

バ全員が参加していれば，そのスレッドにメッセージ
投稿したユーザ数は 4, 5 名になるはずである．

各チームのチャンネルデータをエクスポートし，その

各チームの Slack 上のデイリースクラムの参加人数

うち，スレッドの先頭メッセージからデイリースクラ

の分布を調べたところ，図 2 の通りであった．A チー

ム用のスレッドであると推定されたものを抽出した．

ムは全 70 日分のデイリースクラムのうち，参加人数

1 名の日は 0 日，2 名の日は 2 日，3 名の日は 6 日，
6. 1 非同期デイリースクラムの実施日数

4 名の日は 22 日，5 名の日は 40 日であった．同様に

Slack によるデイリースクラムを開始した 2019 年

B チームは全 133 日分の人数ごとの分布，C チーム

6 月 13 日から前期期末試験が始まる前の 7 月 26 日

は全 111 日分の人数ごとの分布である．

までの前期中 44 日間のうち，授業のあった水曜日・

どのチームも，Slack 上のデイリースクラムへの参

金曜日は計 13 日であり，Slack 上で行われた非同期

加人数がチームのメンバ数を下回っている日が何日

デイリースクラムは A チームが 31 日分，B チームが

かあり，日によっては参加していないメンバがいるこ

29 日分，C チームは 40 日分であった (表 1)．A チー

とが分かる．また，参加人数がチームのメンバ数を上

ムは授業日以外のすべての日に非同期デイリースクラ

回っている日も一部あるが，これはデイリースクラム

ムを実施しており，実施率 100%であった．B チーム

の報告内容に関連して，他チームのメンバや教員が同

は授業日以外にもチーム全員で集まった日があり，そ

じスレッド内にコメントしたことによるものである．
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表1

期間

授業外日数

前期

31

夏休み

60

後期

47

Slack 上の非同期デイリースクラム実施日数

A チーム
31

B チーム

(100.0%)

29

(93.5%)

1

(1.7%)

58

38

(80.9%)

45

C チーム

全日数

40

(90.9%)

44

(96.7%)

6

(10.0%)

60

(95.7%)

62

(92.5%)

67

イリースクラムを開始していたことが分かる．なお，
デイリースクラムは朝会などと称されることもある
が，スクラムガイド [7] では朝行うなどの時間帯の指
定はなく，毎日同じ時間に実施することだけが述べら
れている．C チームの学生らがそれぞれの受講する
他の授業やアルバイトの時間を踏まえ，毎日全員がほ
ぼ同期してデイリースクラムやその後の開発活動が
図2

Slack 上のデイリースクラムへの参加人数分布

可能となる時間を選択した結果と言える．
また，デイリースクラムは 15 分間のタイムボック

6. 3 開始時刻と所要時間

ス内で行うこととされていることから，Slack 上の非

2 節で述べた通り，デイリースクラムでは毎日決

同期デイリースクラムがそれぞれの実質開始時間か

まった時間に行うことになっているが，Slack 上の非

ら，そのスレッドの最後のメッセージ投稿までどの程

同期デイリースクラムの開始時間の分布を調べたと

度時間が掛かったかを調べた (図 5)．15 分以内で終

ころ，前期は図 3，後期は図 4 の通りであった．いず

わっているものは，A チームと B チームはそれぞれ

れも横軸が 1 時間区切りの時間帯で，縦軸がその時

2 日，C チームは 6 日しかなく，非同期であることか

間帯に Slack 上のデイリースクラムが開始された日数

ら大目に見て 1 時間以内に終わった日数を数えても，

である．図 3 から C チームは前期のほとんどの日に

A チームは 6 日，B チームは 2 日，C チームは 31 日

16 時台に非同期デイリースクラムを開始しているよ

であった．また 15 分からほど遠い 6 時間以上掛かっ

うに見えるが，これは Slack のリマインダ機能により

た日数が，A チームで 29 日，B チームで 61 日，C

毎日 16:30 にデイリースクラム用のスレッド開始メッ

チームで 32 日とかなり多いことも分かる．

セージを自動送信していたからである．スレッド開

実際には，デイリースクラムの報告に対して他メン

始メッセージを除外し，C チームの実際のデイリース

バから質問が出るなど，デイリースクラム本来の範

クラム用メッセージの初回投稿時間を集計したもの

囲を超えたメッセージやり取りが発生した日もあり，

′

が，同グラフの C であり，これを見るとスレッドは

実質的な所要時間はもっと短かった可能性もあるが，

16 時台に開始されているにもかかわらず，実質的な

それを踏まえても本来デイリースクラムで使うべき

デイリースクラム開始は 22 時台や 23 時台に多いこ

タイムボックスを大きく超過していたと考えられる．

とが分かる．

C チームは後期には Slack のリマインダ機能によ
るスレッド開始を 23 時に設定しており，それが図 4

7 アンケート調査
12 月上旬に行われたプロジェクトの成果発表会以

のグラフにも表れている．ただし，前期とは異なり，

降に，対面で行うデイリースクラムと Slack で行う非

リマインダ機能によるスレッド開始メッセージを除

同期デイリースクラムについて，3 チームの学生 15

′

外した初回投稿時間 (同グラフの C ) も 23 時台に集

名を対象にアンケート調査を行った．得られた 14 件

中しており，後期にはスレッド開始後すぐに実際のデ

の回答結果について述べる．
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図3

Slack 上のデイリースクラム開始時間 (前期)

図4

Slack 上のデイリースクラム開始時間 (後期)

しっかりできていた

〜

図5

〜

〜

〜

〜

少しはできていた

〜

その他／不明

図6
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まあまあできていた

ほとんどできていない

対面と Slack でしっかりデイリースクラムできたか

Slack 上のデイリースクラムの所要時間

期デイリースクラムのそれぞれで「自分自身の状況
対面のデイリースクラムと Slack 上の非同期デイ

確認」「他メンバの状況確認」「自分自身の計画確認」

リースクラムがしっかりできたと感じたかどうかを

「他メンバの計画確認」「問題点把握」「計画や進め方

聞いた結果を図 6 に示す．対面のデイリースクラム

の改善」がどれくらいできたかを「よくできた」「ま

は「しっかりできていた」と「まあまあできていた」

あまあできた」「少しはできた」「ほとんどできてな

を合わせて 8 割弱の学生ができたと感じているが，

い」
「その他／不明」の 5 択で回答してもらった．
「よ

Slack のデイリースクラムでも同様の回答が 6 割程

くできた」を 3 点，「まあまあできた」を 2 点，「少

度，「少しはできていた」も含めると 8 割を超えてお

しはできた」を 1 点とし，対面と Slack それぞれの平

り，Slack 上の非同期デイリースクラムでもそれなり

均点と，対面の平均に対する Slack の平均の比率 (%)

にできたと感じていることが分かる．

を表 2 に示す．対面の場合は，ほとんどの項目の平

デイリースクラムで行うことが，各メンバの状況と

均点が「まあまあできた」と「少しできた」の中間に

計画の報告であり，それによって得られる効果がチー

当たる 1.5 以上だったのに対し，Slack では 1.5 以上

ム内の問題点把握や，それに基づく改善であること

なのは「自分自身の状況確認」だけであった．また，

を踏まえ，対面のデイリースクラムと Slack 上の非同

「自分自身の状況確認」「自分自身の計画確認」「問題
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表2

対面と Slack のデイリースクラムで把握できたか

自分自身の

他メンバの

自分自身の

他メンバの

問題点

計画や進め方

状況確認

状況確認

計画確認

計画確認

把握

の改善

対面 (全体)

2.07

2.07

1.64

1.71

1.64

1.43

Slack(全体)

1.50

1.07

1.21

1.07

1.14

0.71

Slack ／対面

72.4%

51.7%

73.9%

62.5%

69.6%

50.0%

対面 (C)

1.75

1.75

1.00

1.00

1.75

1.25

Slack(C)

1.25

1.00

1.00

1.00

1.00

0.75

Slack ／対面

71.4%

57.1%

100.0%

100.0%

57.1%

60.0%

点把握」は対面に対し Slack でも 7 割程度はできて

やり取りがほとんど成り立たず，それぞれがただ一

いたが，「他メンバの状況確認」や「計画や進め方の

方的に進捗報告するだけになってしまったと考えら

改善」は 5 割程度しかできていなかったことになる．

れる．

また，6 節において参加人数，開始時間，所要時間な

スクラムガイドに記載のあるデイリースクラム実

どの点で他チームよりも良い結果が出ていた C チー

施条件のうち，開発チームのメンバが同じ場所で対面

ムについてのアンケート結果集計が，表 2 の下半分

で行うことを除外しただけでなく，実施方法を受講学

であるが，対面と Slack のどちらもほとんどの項目で

生自身にゆだねた結果，毎日同じ時間にやることや，

平均点が全体よりも低いことが分かる．対面のデイ

15 分程度のタイムボックスで行うこともほとんど守

リースクラムが十分に効果を発揮していない場合に

られない結果となった．先に述べた通り，C チーム

は，Slack のデイリースクラムの参加人数，開始時間，

は後期には開始時間や所要時間がかなり改善したが，

所要時間などが比較的守られていても，十分な効果が

実施内容についてはむしろ他の 2 チームよりも不十

得られないことが推測される．

分であったと推測される．
しかしながら，全体としては対面の場合より劣るも

8 考察

のの，一定の効果は得られていることから，デイリー

Slack から取得したデータから，C チームは他チー

スクラムの効果や狙いを十分に把握し，対面でやり方

ムに比べ，特に後期には開始時刻が比較的一定であ

を確立してから，毎日同じ時間に開始し，短い時間で

り，所要時間も他チームより短い傾向にあった．デ

終わらせることを徹底することで，毎日対面でできな

イリースクラムの実施条件を比較的満たしていたが，

い場合でも Slack 等による遠隔のデイリースクラムを

アンケート結果では全体的に他チームよりもむしろ

より効果的に実践できるのではないかと考える．

ちゃんとできていない傾向であった．C チームは前
期のうちから授業のある日も Slack のデイリースクラ

9 おわりに

ムをやっており，デイリースクラムの実施内容につい

アジャイル開発手法の一つであるスクラムにおい

て十分確立しないまま進行し，開始時刻や所要時間を

て，本来対面で毎日行うデイリースクラムは，週単位

守ることを意識する一方で，デイリースクラムの実施

の授業で実施される PBL で，受講学生が毎日実施す

目的についての意識が低かった可能性がある．

ることは困難であるが，これを授業のある日は対面

アンケート結果から，デイリースクラムによって本

で，授業のない日にはコミュニケーションツールを

来得られる効果のいくつかは，Slack を用いた非同期

用いて非同期的に実施することを試みた．その結果，

デイリースクラムでは対面の半分程度しか発揮されて

一定程度実施できていたことが分かったが，対面と比

いなかった．非同期 デイリースクラムの所要時間が

べると不十分な点もあった．今後，実施方法の改善

長くなり，対面ならばすぐできる他メンバとの質問の

などを通じて，毎日対面では集まれない PBL におい
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て，デイリースクラムを実施する方法が見いだせる可
能性があると考える．
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