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はじめに 

変化への反応性を高めて競争力を向上させたい組織は、多くの場合、アジャイルなアプロー

チに目を向けている。数多くの組織がチームレベルでのアジリティの成果を上げているが、

従来のマネジメント手法が真のビジネスアジリティ実現に向けた、より大きな変化を妨げて

いる。組織が求めるビジネスの結果を劇的に向上させるには、スクラムチームの枠を超えて

アジャイルの原則とプラクティスが広がっていく必要がある。 

より大きな成功への道を切り拓いていくには、組織がイノベーションに投資する方法を検討

し、成功を定量化することが求められる。提供するものについてよく考えずに、単に速く提

供すればよいと考えている組織は、アジリティの最大の恩恵を見逃している。アジリティの

最大の恩恵とは、アイデアを迅速に試し、機能しないものは捨てて、機能するものを強化し、

顧客、従業員、パートナー、ステークホルダーから新たなアイデアを引き出すことである。

新しい情報に基づいて投資戦略を迅速に変更できることが、優れたプロダクトで顧客を幸せ

にする企業と、業界史の一コマにすぎない企業の分かれ目となる。 

エビデンスベースドポートフォリオマネジメント（EBM-PM: Evidence-Based Portfolio 

Management）とは、リーンとアジャイルの原則を、最大限のビジネス成果を引き出すた

めの投資という課題に適応するアプローチである。EBM-PM では、小さな価値のインクリ

メントを迅速に提供することで実験を行い、収集した情報を市場からのエビデンスに基づい

た投資判断に適応させる。また、明確で意欲的なゴールを設定することで、一貫性と確約

（コミットメント）を促し、顧客に最も近い立場の人たちが、実際に計測可能な価値を生み

出す創造的なソリューションを開発できるようにする。 
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無駄が多い従来の投資方法 

従来のポートフォリオマネジメントは、組織が投資から得られる恩恵を向上させるどころか、

組織のリスクを増大させ、新たな事態が発生したときに組織がピボットする能力を損なわせ

る。  

• ソリューションがアウトカムと乖離している: 組織は、多くのものを開発している

が、それによって解決する問題や対処する機会を明確に理解していない。達成しよ

うとしているアウトカム（成果）について、漠然としたイメージだけで作業を行な

っている。 

• 見積もりが思い込みに基づいている: 漠然とした提案をもとにソリューションを提

供しなければならない場合、年間の予算編成プロセスにおいて、極端で作為的な時

間的重圧のもとで、最小限の情報でしかコストとスケジュールが精査されていない

状況で、予測をするように求められる。さまざまな注意事項があるにもかかわらず、

見積もりがポートフォリオマネジメントシステムに組み込まれ、交渉の余地のない

約束事となる。 

• 硬直化したソリューションと強引な見積もりに囚われている: 問題や機会を深く理

解したり、より的確なソリューションを検討したりする時間がとれず、時間的重圧

に追われ、悪循環に陥ってしまう。その結果、顧客にとって価値のないものを作る

ことに時間と労力を費やし、顧客が全く別のソリューションを必要としているエビ

デンスが見つかったとしても、軌道修正ができなくなってしまう。  

• 早期に確定することで、ソリューションが機能不全に陥る: 組織が変化のすべてを

否定的に捉えると、新しい情報から学ぶ能力が限定的になる。組織は、限定的なソ

リューションを早期にかつ頻繁に提供することにより、計画を固定でき、変更を管

理できるというバイアスを克服したときにのみ、学ぶことができる。 

• 長期的かつ網羅的で無理な計画づくりによって組織が機能不全に陥る: 機会は絶え

ず訪れるものである。（年次またはそれ以上の）比較的長期の予算編成プロセスに

よって多額の予算枠が確定されると、それ以降は新たに発生する機会が見送られる

ことが多くなる。その結果、組織は新しい機会に対応する柔軟性を欠くことになる。

新しくより良い機会が発生したとしても、変更管理のオーバーヘッドが非常に大き

いため、スポンサーが政策的に多額の資金を投入する意思がない限りは、新しい機

会への迅速な対応はできない1。 

• 遅延と否認によってリスクが増幅していく: 投資規模が大きくなりすぎると失敗し

たときのリスクに麻痺してしまい、常に「議論中」の予算のままとなる。すべての

ニーズを満たし、すべてのリスクに対処するような非常に正確な計画を組織に求め

ると、組織が投資を進める以前に機会が失われることになる。最善の解決策は、新

しい情報に対して継続的に適応させながら、より多くのことを学ぶための実験に投

資することだ。 

 

1 善意の変更管理が組織を蝕むかの概要については「The Curse of the Change Control Mechanism」を参照のこと 

https://www.infoq.com/articles/the-curse-of-the-change-control-mechanism/  

https://www.infoq.com/articles/the-curse-of-the-change-control-mechanism/
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EBM-PM の原則 

EBM-PM は、ビジネス上の価値を殆どあるいは全く付加しない作業に対する無駄と過剰な

投資を削減することで、ビジネスの結果を向上させることを狙っている。EBM-PM では、

小さな単位で投資を行い、その結果を頻繁に監視することでリスクを軽減する。この取り組

みの指針となる基本原則は、簡単に理解することができる。 

1. 実験は包括的な計画に勝る: ビジネス上のインパクトを増大させるには、顧客がよ

り良いアウトカムを達成できるようなプロダクトやサービスを、絶好の機会で、適

正な価格かつ妥当なコストで提供する必要がある。不確実な状況下では、「顧客が

何を必要としているか」、「顧客が何に対して支払いたいと思うか」を事前に計画

することができない。また、「顧客が何を必要としているか」を予測することがで

きないため、「それにどれくらいのコストがかかるのか」を予測することもできな

い。そのため、卓越したビジネス結果を得るためには、反復的かつ経験的に取り組

む必要がある。不確実な状況下で前進する唯一の方法は、焦点を絞った実験を行う

ことだ。 

2. 小さく投資することで回避すべき損失を減らす: 一連の実験によってプロダクトや

サービスの開発に投資することで、組織は新しいアイデアを迅速にテストし、うま

くいかないアイデアを迅速に特定することができる。これにより、より良い結果が

得られるアイデアに集中することができる。小さく投資することで、アイデアが実

行不可能であることが判明したときに間違った方向に進んでしまう「無駄な」労力

を最小限に抑えることができる。  

3. 一度に作業するものが少ないほど作業を速く終わらせられる: 一般的に、組織は推

進するためのキャパシティ以上に多くのアイデアを抱えている。組織がキャパシテ

ィ以上のアイデアに取り組もうとすると、チームにマルチタスクを強いることにな

る。チームは、集中力を失い、効果性が低下する。 

o 異なる取り組みとの間でコンテキストを切り替えると、チームの効果性が失わ

れるため、それぞれの取り組みの実現までに時間がかかることになる 

o 価値の実現や、実現した価値へのフィードバックが遅延することによって、組

織が軌道修正の判断を行うために必要な情報が奪われてしまう 

o フィードバックが遅延すると、価値がないことがフィードバック後に判明した

ものに対して、組織は時間とコストを浪費したことになる2 

より多くの作業を行おうとした場合よりも、一度に作業するものを減らしマルチタスクを取

り除くことで、組織は集中して速くすべての作業を終わらせることができる。  

 

2 意思決定の遅延の影響についてのより深い議論のためには「the Standish Group’s Chaos Report for 2018」を参照のこと: 

https://books.google.com/books?id=WV1QDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.com/books?id=WV1QDwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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EBM-PM を適用してビジネスアウトカムを向上させる方法 

EBM-PM は、Scrum.org のエビデンスベースドマネジメント（EBM: Evidence-Based 

Management）3という、経験に基づく継続的改善のアプローチをベースにしている。

EBM-PM は、組織がより効果的にゴールを実現するために、継続的なフィードバックルー

プを用いている（図 1）。それぞれの活動は以下のようになる。 

図 1. ビジネスアジリティを実現するフィードバック:「イノベーション投資サイクル」 

 

予算編成と戦略投資を切り離すべき理由 

多くの組織では、予算編成と投資判断が結びついている。それゆえ、まずどれだけのアイデ

アがあるか、それらアイデアに対してどれだけのコストがかかるのかをみて、それらのアイ

デアにどれだけ予算をかけるべきかを判断する。このアプローチの最大の問題点は、予算の

決定が必要な時点では「アイデア」についてのコストと利益のほとんどが推測であるため、

計画の労力を増やしても見積もりの質は上がらないということだ。組織が多くの時間と労力

を費やしても、たいした利益を生み出さないのだ。 

組織がプロダクト開発やプロジェクト作業に費やす予算は、収益性、ビジネスゴール、適切

なスキルを持つ人材の確保など、他のビジネス上の懸案事項によって大きな制約を受ける。

予算を組むときは、「収益目標を達成するために使うことができる最大限の費用はいくらな

のか」と自問し、それに基づいて予算を立てることがより良い出発点となる。これは、その

予算を必ず使うということではなく、その予算を使うことができるということだ4。 

 

3 エビデンスベースドマネジメント: https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management  
4 組織が予算編成を投資決定から切り離すのに役立つ実践方法については、「Beyond Budgeting」で紹介されている: 

https://bbrt.org/   

https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management
https://bbrt.org/
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予算により、組織が資金を提供できるチーム数を決定することになる。現代の組織において、

チームは作業の原動力であり、組織が持つチーム数によって達成できる作業の量が決まって

くる。ここでいうチームとは、個々のチーム、チームのためのチーム、そして仮想のチーム

によるバリューストリームベースの組織を指す。チーム編成が物理的か仮想的かにかかわら

ず、チームは専門知識とキャパシティの両方を持っており、戦略的な計画づくりのプロセス

によって確立したゴールを達成する手段を具体化し、提供する。  

着目するのはイノベーション投資サイクルであり、予算を何に使うかはまた別の問題である。  

ゴールの定義と洗練 

EBM では、４つの計測指標の領域に焦点を当てている。 

• 現在の価値（CV: Current Value）: ステークホルダーが得る価値のことであり、プ

ロダクトやサービスを使用することで得られる顧客が体験する価値、組織のために

働く従業員が体験する価値、投資家が組織を支援することで得られる価値などが含

まれる。以下の３つの領域のすべてに対して価値を提供することで、持続的な価値

が生まれる。 

• 市場に出すまでの時間（T2M: Time-to-Market）: 現在の価値（CV）をいかに速く

改善できるか 

• イノベーションの能力（A2I: Ability to Innovate）: 現在の価値（CV）の改善に向

けていかに効果があるか 

• 未実現の価値（UV: Unrealized Value）: まだ開拓していない市場に残された機会

のことである。EBM-PM は、未実現の価値に代表される機会を有効活用する能力を

向上させることに焦点を当てている。 

 

ゴールは現在の価値と未実現の価値の間のギャップを埋めることを目指すべき: 組織的なゴ

ールは、通常は顧客が体験する価値に焦点を当てており、それは一般的に現在の価値と未実

現の価値の間の何らかのギャップを埋める観点で表現される。このギャップを埋めるには、

顧客が体験するアウトカムを改善する必要がある。 

ゴールは戦略的かつ計測可能であるべき: 「クラウドプラットフォームを一本化する」や

「運用費用を 30%削減する」など、達成すべき中間の目標はたくさんあるだろう。しかし、

それらは、「プロダクトのアフォーダンスを 30%改善することによって、より多くの顧客

を獲得する」といったより大きなゴールに向かう過程で達成したい目標である。顧客視点で

の目標を理解するのに苦労する場合は、「この戦術的な目標を達成したら、顧客にとって最

も価値があるものは何か」と問いかけてみる5。 

 

5 ゴールが達成可能かどうかは、実際にやってみないとわからないが、通常は SMART に基づきでゴール設定するとよいだろ

う。SMART なゴールの特徴については、「5 Elements of a SMART Business Goal」を参照のこと:  

https://www.thebalancesmb.com/elements-of-a-smart-business-goal-2951530  

https://www.thebalancesmb.com/elements-of-a-smart-business-goal-2951530
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ゴールは常に進化するもの: 競合の脅威や顧客機会に関する新しい情報を得られれば、組織

としてのゴールも変化する。この新しい情報をもとにインサイトを強化することで、ゴール

を見直したくなるだろう。複数のゴールを並び替えたり、新しいゴールを追加したり、場合

によっては、追求する価値がなくなったゴールを取り除くこともあるだろう。 

ゴールには常に並び替えと再評価が必要: 新しい情報に基づいてゴールが進化するにつれ、

組織は相対的な重要性を再評価する必要がある。組織には、ゴールバックログ（Goal 

Backlog）を設けるべきだ。新しいゴールを設定したり、既存のゴールの相対的な重要性を

調整したり、関連しなくなったゴールを取り除いたりすることにより、ゴールバックログを

継続的に洗練する必要がある。  

過剰な WIP の精査と放棄 

自身のゴールと結びつかない作業はすべて削除する。ペットプロジェクトや思いついたアイ

デアは、雑草のように生えてくる。かつて価値があった作業も、時間の経過とともに行き場

を失い、関連性が薄れていくことがある。これらに取り組むことで、より重要なことから遠

ざかってしまう。また、ゴールは時間とともに変化するものであり、かつては重要だったゴ

ールが重要でなくなることもある。  

投資が現在のゴールに対して貢献していることを確実にするために、定期的にすべての作業

を見直しし、仕掛かり作業（WIP: work-in-progress）がゴール達成に寄与しているかどう

かを確認する。そうなっていない作業は速やかに止めて、ゴールに向かっている作業に集中

する。ゴールの達成以外に費やしていた人員や資源を活用し、より速くゴール達成に貢献で

きる場所を見つける。何にいくらを費やしたかは問題ではなく、重要なのは、その作業によ

って何を達成できるのか、そして達成すべきより重要なゴールがあるかどうかでしかない。 

実験の提案 

作業そのものに最も近いところにいるのはチームである。そのため、組織のゴール達成に向

けたアイデアを見つけ出すのはチームが最も適している。それゆえ、「ボトムアップ型のイ

ンテリジェンス」の活用と呼ばれることもある。このような期待される指標を用いた実験を

次の段階とすることで、実験の効果性に関するデータを収集し始めた際に、実験の成功を容

易に評価できる。 

実験の提案においては、いくつかの要素を提示する必要がある。 

• その実験が目指しているゴール 

• その実験の対象となる集団と、彼らにとっての改善につながる実験のアウトカム 

• その実験がもたらすもの（ある機能や、いくつかのプロセス改善など） 

• そのアウトカムの改善を示す指標や価値（判断基準を含む）6  

 

6 実験の表現例: https://assets.strategyzer.com/assets/resources/the-test-card.pdf  

https://assets.strategyzer.com/assets/resources/the-test-card.pdf
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チームは、キャパシティがあるときにだけ新しい作業を提案するようにする。これにより、

同時に複数の作業をすることがなくなり、集中力が高まり、タスク切り替えによる時間と労

力の損失を減らすことができる。  

重要なのは、チームは他者が決めた作業をプルするのではなく、作業を割り当てられるわけ

でもないことだ。組織のゴールを考慮し、そのゴール達成に自分たちが最も貢献できると感

じられる作業を提案する。  

アウトカムに基づくプロダクトリリースロードマップの活用 

定義済みのプロダクトに取り組む場合、組織は実験がどのような方向に進んでいるかを確認

し、特定の方向に進んだ場合に起こりうる影響を理解できるようにする。例えば、あるチー

ムが、アプリケーションの顧客体験を向上させるために、ユーザーインターフェイスを一連

の段階でデザインし直すことを提案し、その一つひとつを実験として結果指標とともに提示

する。どの段階でも、期待した結果が得られなかった場合、計画した一連の改善を断念する

ことになるかもしれない。  

これらの実験を、それぞれのリリースで計画した一連の機能として提示したとすると、実際

のゴールをみることは不可能でないにしても、難しくなってくる。そのため、アウトカムに

基づくプロダクトリリースロードマップが、提案する作業の意図をより有益に提示する手段

となる（図 2）。  

図 2. アウトカムに基づくリリースロードマップのテンプレートの例 

リリース ゴール 恩恵を受ける人 対象のアウトカム エビデンス目標 基準 

<リリース番号 

や名称> 

<ゴールバックログ 

に記載されている 

ゴールへの参照> 

<リリースの対象 

となる集団の一覧> 

<対象となる集団 

が望むアウトカム 

の説明の一覧> 

<何が計測できる

か、どのような価

値が対象のアウト

カムに到達してい

ることを示すか> 

<指標の基準、

（例: ±10%）> 

 

イノベーション投資サイクルでは、プロダクトチームが実験の提案時にロードマップを変更

し、実験の結果に基づいてロードマップを適時調整する。 

提案の評価 

投資方針に責任を持つ経営陣と提案するチームが協力して取り組み、組織が「どこに賭ける

べきか」を評価する。通常、提案はチームが今後の 1〜4 週間で取り組む事柄を説明するだ

けである。議論では、チームが貢献したいゴール、ゴールに組織を近づけるために実施する

こと、実験が成功したか（あるいは失敗したか）どうかをどう周知するかなどに焦点を当て

ることになる。 

投資間隔が短ければ、これらの議論は長くかからない。また、チームが何を作るかの詳細に

は踏み込まず、提案する実験の理由と、ゴールへの進捗を示すために収集すべきいくつかの

エビデンスに集中することになる。  
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場合によっては、あるチームが組織にとって最も重要なゴールに効果的に貢献できていない

と感じることがある。そして、重要性の低いゴールに取り組むか、あるいは組織の最重要ゴ

ールに貢献する見込みがある何か別の実験を提案する必要があるかといった議論に移行する。  

実験の実施 

簡潔に言えば、実験の実施はスクラムだけで他には何も必要としない。スプリントの計画の

際に、チームは個々のプロダクトバックログアイテムの成功をどのように計測するかを考え

たいだろう。また、チームはプロダクト自体に指標の計測を組み込み、実験を証明するのに

必要な結果を収集する。 

多くの場合、アイデアの価値を計測するには、それを顧客の前に出すしかない。それゆえ、

どんなに知識があるステークホルダーであっても、顧客の代わりにはならない。その結果、

プロダクトリリースにフィードバックを収集する仕組みを組み込むことは、仮説を検証し、

将来の投資の方針を決める上で特に重要なツールとなる。 

ゴールに向けた進捗の評価 

投資―評価のサイクルにより、組織がゴールに向けた進捗を定期的に検査し、ロードマップ

とゴールの両方に適応させることができる。定期的な間隔の長さは、組織によって異なる。

効果的であるためには、少なくとも四半期ごとであるべきである。しかし、非常に不確実な

状況や市場の変化に直面している組織は、このサイクルを 1〜4 週間ごとに改善する方法を

模索すべきである。 

これらの検査は、ゴールに貢献するすべてのチームを巻き込み、達成すべき結果を検査し、

次の段階への計画を適応させる能力をもっている。ゴールに貢献するすべてのチームを巻き

込むことで、計画を立てる際に取り組むべきチームの横断的な依存関係を見つけ出すことが

できるようになる。  

実験の実施と顧客へのプロダクトインクリメントの提供によって得られた情報と新しいエビ

デンスに基づき、経営陣とチームは達成した結果を見て、プロダクトロードマップが示す方

向を進み続けるべきか、ロードマップを適応させるべきか、ゴールを適応させるべきかを総

合的に判断する。これらの適応を経て、投資サイクルが再び始まることになる。 

まとめ 

投資をゴールと関連付け、それらのゴールに対する進捗を計測し、フィードバックに基づい

てゴールと投資の両方を検査し、適応させることが、真のビジネスアジリティにとって重要

であり、多大な恩恵をもたらす。 

• ゴールに基づいて投資を導き、そのゴールに向けた実験を提案できるようにし、ゴ

ール達成を組織の唯一の焦点にすることで、ビジネス目標と整合性のある作業をよ

り効果的に行うことができる。 
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• 手に入る最良のエビデンスに基づき資金調達を頻繁に再評価することで、組織は相

反する要求のバランスを取り、より効果的にリスクを管理し、より良い機会を追及

するようにチームを方向転換させることができる。 

• チームが実験を提案し、それらの作業を利用可能なキャパシティに制限することで、

ボトムアップ型のインテリジェンスを活用し、コンテキストの切り替えやチームレ

ベルでのマルチタスクが減り、フローを改善することができる。 

 

複雑さと不確実性を伴うビジネスの中から、小さくても戦略的に重要な部分を選定し、上述

のイノベーション投資サイクルの考え方を適用するだけで、開始することができる。  

 

◈ ◈ ◈ 

翻訳 

本ドキュメントは、英語バージョンを日本語に翻訳したものである。日本語訳は、長沢 智

治が担当した。日本語訳のレビューは、以下の方々にお願いした: 

伊藤 いづみ、阿部 信介、船橋 篤史、古橋 明久、椎野 磨美、柳井 理紗子（順不同、敬称略） 

翻訳に関する連絡先: 長沢 智治（nagasawa@servantworks.co.jp） 
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