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用語集：デザイン思考、アジャイル、リーン、スクラム、スプリント

▪ デザイン思考、アジャイル、リーンはそれぞれ独自の起源を持ちますが、いずれも仮説、実験、検証、繰り返し

を経て不確定要素の高い難儀難題を解決していく開発・生産性プロセス、フレームワークですので、すべて一緒

くたに考えて大丈夫です。

▪ リーンはさらに、トヨタに代表されるリーン生産方式・品質管理(1950年代前後発祥)と近代のリーンスタート

アップ (2000年代前後発祥)に分かれますが、いずれも仮説、検証、実験、繰り返しのプロセスですので、こちら

も大まかに同義と考えてください。

▪ アジャイルも2000年代前後のスタートアップカルチャー顕在化に合わせて発祥した開発アプローチで、スクラム

はその中でも最も良く使われている実践フレームワークです。スクラムでは開発周期が超短期(典型的には二週

間)で固定されており、その周期をスプリントと呼びます。

▪ まとめ：デザイン思考 ≈ リーン ≈ アジャイル ⊇ スクラム ∋ スプリント

▪ その他にデザインスプリントやユーザーストーリーマッピング(USM)等様々な亜流、派生フレームワークがあります。それぞれに用途があり私(吉田
コーチ)も使い分けて併用しています。

▪ スクラム以外のアジャイル開発手法としては、XP (エキストリームプログラミング)や Kanban (トヨタ生産方式のカンバンとはまた別)等が挙げられます。

▪ 大規模、あるいは拡張型スクラムにおいては、LeSS, SAFe, Nexus, Prince2等様々なフレームワークが乱立しており、大企業向けサービスとして群雄割拠
状態です。



デザイン思考は「試行錯誤」の最新系

• イノベーションに試行錯誤は不可欠ですが、試行錯誤そのものは有史以来存在しているものであり、デ

ザイン思考やアジャイルが発明したものでは当然ありません。

• 孔子(紀元前5世紀前後)、ソクラテス(紀元前4世紀前後)等の教えから、比較的近代ではPDCAサイクル(デ

ミング、1950年)、OODAサイクル(ボイド、1976年)まで、古今東西「学び」の教えの根底には必ず試行

錯誤の思考があります。

• 試行錯誤は実は生物学的には私達人間の本能に反する行動です。他の生き物同様、サバイバル本能のお

かげで人間はリスクを避ける基本的性質を持ち、そしてリスク無しには試行錯誤はありえないためです。

人間は変化を嫌うようにそもそもできているのです。

• 一方で試行錯誤無しには進歩も進化もないので、古今よりこの本能に反する行動を説く教えが何千年も

連綿と続いているわけです。人類史は突き詰めればのこの試行錯誤と変化への抵抗の歴史です。

• デザイン思考やアジャイルは、簡単に言えば、最新の「試行錯誤の試行錯誤」です。志は変わりません。



デザイン思考は仮説検証型ソリューション開発手法の代表的な選択肢です
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なぜデザイン思考？



ウォーターフォール型開発

ステージゲート型リニア開発プロセス

ウォーターフォールでは製品、事業が完成するまで
「売れるかどうか」テストできないので、失敗が高くつく

vs

仮説検証プロセスの繰り返し

プロトタイプ、MVP(実用最小限製品)
は失敗が安くつき、学習頻度が高い

アジャイル、デザイン思考、リーン

ウォーターフォール型開発はイノベーション事業等の開発には適しません。不確実性要素の

多い事業機会にはアジャイル、デザイン思考等の仮説検証型開発手法が適します。



従来型組織構造 有機的組織構造vs

• 垂直、統合型指令系統

• 戦略的判断はトップリーダーの責任

• 戦術的判断、実践指示は中間リー
ダーの責任

• 戦術実践、成果回収は一般社員、
チームの責任

• 機能別チーム構成

従来型組織ではイノベーション事業等の開発には構造的限界があります。イノベーションチーム

には仮説検証型開発手法に適した組織構造を組み入れられる柔軟性を提供することを推奨します。

• 円形、分散型指令系統

• 他のチームとネットワークで繋が
れた自律型組織

• 戦略、戦術、実践判断、実行はす
べてチームの権限

• リーダー、マネージャーはファシ
リテーター、コーチ役

• クロスファンクショナル(機能横断的)
チーム構成



仮説検証型開発の経済合理性

Investment
Probability of 

Success
Return of Success

Weighted 

Average ROI

Investment in

1 go
$100 20% x20 $200

5回に分けて投資

各回 +20% の改善
がみられることを
仮定

200万円 20% x20 800万円

200万円 40% x20 1,600万円

200万円 60% x20 2,400万円

200万円 80% x20 3,200万円

200万円 100% x20 4,000万円

成果 (仮定) 1,000万円 12,000万円
プロダクト
マーケット
フィット達成
(仮定)

ROI 3x

ここからは作れ
ば売れる状況

仮説検証型開発はリスクを低減し、投資
収益性を向上させる堅実な開発手法です。

仮説 投資 成功率 成功時リターン
加重平均投資
リターン

一回で全投資 1,000万円 20% x20 4,000万円

ハイリスク、
ハイリターン的
性格のプロジェ
クトを想定



デザイン思考の基礎



デザイン思考プロセス

Design Thinking, Tom Kelly et al.
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デザイン思考は、プロセスの力を使って、私た
ち誰しもが持つ想像力、創造力を引き出します。



ステップ１：共感

Design Thinking, Tom Kelly et al.
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ステップ１：共感

話していること 考えていること

行動に表れ
ていること

感じていること

共感マップ

観察 推測

Concept from 
https://dschool.stanford.edu/resources/d
esign-thinking-bootleg
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なぜならば・面白いことに・実は



ステップ２：問題定義

Design Thinking, Tom Kelly et al.
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どうすれば…できるか？

では、こうすれば…？

ステップ２：問題定義
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どうすればメモ



Design Thinking, Tom Kelly et al.
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ステップ３：創造



Jake Knapp, Sprint, 2016

ステップ３：創造

どうすれば…できるか？

では、こうすれば…？

こうすればメモ

絵コンテ



Design Thinking, Tom Kelly et al.
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ステップ４：試作



Jake Knapp, Sprint, 2016

サービスモデルのプロトタイプ

ステップ４：試作



店舗コンセプト
のプロトタイプ

ステップ４：試作



アプリのプロトタイプ

Lo-fi

Mid-fi

Hi-fi

ステップ４：試作



プロトタイプを工作

ステップ４：試作



プロトタイプは実験した後捨て
る性格のものですので、完成度
高い、見た目も美しいプロトタ
イプを作る必要はありません。

「動く骨格」で十分です。

ステップ４：試作
〇

×



Design Thinking, Tom Kelly et al.
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ステップ５：検証



Diagram by Brinker, Scott, Hacking Marketing: Agile Practices to Make 
Marketing Smarter, Faster, and More Innovative, Wiley, 2016. 

ステップ５：検証



デザイン思考の意義



デザイン思考のキモ: 「感知→行動」から「感知→考える→行動」へ

Marty Neumeier, https://www.liquidagency.com/brand-exchange/rule-12-design-quickly-decide-slowly



感じる

考える

想像する創ってみる

試す

デザイン思考

共感

問題定義

創造試作

検証

デザイン思考は、プロセスの力
を使って、私たち誰しもが持つ
想像力、創造力を引き出します。

プロセスですので規律はありま
すが、固定化されたリニアなプ
ロセスである必要はありません。



デザイン思考はイノベーション開発において「リニア思考の呪縛」から私達を開放して

くれます。

time

outcome

first step

second step

thereafter

time

output

ウォーターフォール型開発 アジャイル、デザイン思考、リーン



予定表やリスト作り、リニア思考は私たちの日常です。

水平型思考

垂直型
思考

リニア思考

▪ 長所
▪ シンプル、理路整然、説明しやすい
▪ いつもやっていることだから深く考えず普通にできる
▪ 大抵のことはこれで済むし、結果も予測がついて安心

▪ 短所
▪ 工夫がない、気づきが少ない
▪ 近視眼的になりがち、木を見て森を見ず
▪ 日常にとらわれて、大事なことを見落としがち

リニア思考には図らずも機会損失が伴います。そもそも機会(オポチュニティ、
チャンス)を捉える以前に、機会があること自体を知らずに看過してしまうこ
とが、リニア思考の残念なところです。



並列思考 発散収束型思考 モザイク思考

ちょっとでも難しい問題をリニア思考で解決しようとしたら、すぐ詰まります。

デザイン思考で並列思考、発散収束型思考、モザイク思考を実践しましょう。



デザイン思考はアジャイルと親和性が非常に高いです

例：デザイン思考＋スクラム

英文記事：

デザイン思考の創造力、スクラムのMVP開発力を掛け合わせて、最強の組み合わせでソリューションを開発

https://agile-od.com/lean-agile/design-thinking-plus-scrum


吉田コーチ紹介



コーチ：吉田 雄

Takeshi Yoshida

Chief Coach and Founder,
Lifecycle Pte. Ltd. (シンガポール)

1994~2001: モルガン・スタンレー
2002~2004: バンクオブアメリカ
2004~2009: ドイツ銀行
2009~2011:  バークレイズ

2011~現在: Lifecycle Pte. Ltd.

• スタートアップ起業家
• コーチ、トレーナー、ファシリテーター
• Agile Organization Development 主宰
• INSEAD エグゼクティブプログラム講師

1994年: 国際基督教大学
教養学部学士

2002年: 仏INSEAD 経営学修士
(フレッシュフィールド奨学生)

認定資格

International Association of Positive 
Psychology Coaches (IAPPC)

Certified Positive Psychology Coach (CPPC) Level 
II (Credential: https://agile-od.com/cppc)

International Coach Federation (ICF)

Associate Certified Coach (ACC)
(Credential: https://coachfederation.org)

Scrum.org

Professional Scrum Master II (PSM II)
Professional Scrum Product Owner (PSPO)
(Certifications: https://www.scrum.org/user/498256)

Association of Master Trainers in the LEGO® 
SERIOUS PLAY® Method

Certified LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator
(Certification: https://agile-od.com/lsp)

• 顧客プロジェクト例(現在):

• コンサルティング大手: Bain External Advisor
• 欧州グローバル食料品大手: Agile transformation advisor and agile coach for CIO/CTO board
• 欧州グローバル食料品大手: Agile Scrum coach for plant-based food innovation team
• 欧州コンサルティング準大手: Organization wide leadership development programme director
• シンガポール政府系機関: Service Design consultant and senior leadership team coach
• グローバル保険大手: Agile cultural transformation programme lead coach and trainer
• 顧問エグゼクティブコーチ: Global financial institutions, MNCs, GAFA

行動心理学コーチ プロセスコーチ

組織開発
コーチ

https://agile-od.com/cppc
https://apps.coachfederation.org/eweb/DynamicPage.aspx?webcode=ICFDirectory&firstname=Takeshi&lastname=Yoshida&sort=1
https://www.scrum.org/user/498256
https://agile-od.com/lsp


吉田コーチの英文記事

Knowing to Stop, a 

Confucius Teaching

Radical Candor, My Go To 

Feedback Routine

A Pretty Good Summary of Lean, 

Agile, Scrum

Lean, Lean Manufacturing, Lean 

Startup: Explained

Try Design Thinking + Scrum: A 

Powerful Hybrid Agile Approach

How to Get Scrum Right on First 

Attempt: Single Sprint Scrum Pilot

Strategy Session Facilitation with 

Design Thinking + Liberating Structures

Waterfall Agile: Addressing the Irony of 

Delivering Agile Transformation with 

Waterfall

Innovation Manager’s Toolkit Ambidextrous Organizations 

Explained

https://medium.com/@takeshi.yoshida/radical-candor-61c98768d1d1
https://www.linkedin.com/pulse/knowing-stop-confucius-teaching-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/knowing-stop-confucius-teaching-takeshi-yoshida/
https://medium.com/@takeshi.yoshida/radical-candor-61c98768d1d1
https://medium.com/@takeshi.yoshida/a-pretty-good-summary-of-lean-agile-scrum-168cf123748
https://www.linkedin.com/pulse/lean-manufacturing-startup-clarified-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/try-design-thinking-scrum-powerful-hybrid-agile-approach-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/try-design-thinking-scrum-powerful-hybrid-agile-approach-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/lean-manufacturing-startup-clarified-takeshi-yoshida/
https://medium.com/@takeshi.yoshida/a-pretty-good-summary-of-lean-agile-scrum-168cf123748
https://www.linkedin.com/pulse/how-get-scrum-right-one-go-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/how-get-scrum-right-one-go-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/addressing-irony-agile-transformation-delivered-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/how-use-design-thinking-liberating-structures-high-stakes-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/how-use-design-thinking-liberating-structures-high-stakes-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/addressing-irony-agile-transformation-delivered-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/innovation-managers-toolkit-takeshi-yoshida/
https://www.linkedin.com/pulse/innovation-managers-toolkit-takeshi-yoshida/
https://agile-od.com/mental-model-dojo/ambidextrous-organizations-explained
https://agile-od.com/mental-model-dojo/ambidextrous-organizations-explained



