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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Tomoharu Nagasawa and Kiro Harada for creating this Japanese version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Japanese / 日本語 – スクラム用語集 

インクリメント: これまでに作ったインクリメントに追加したり変更したりした結果、リ
リース候補となっているプロダクト全体のこと。 

開発者: リリース可能なインクリメントをスプリント期間中または、遅くともスプリントの
終わりまでに進化的に開発作業を進める責任を負う人たちのこと。「開発チーム」と
も呼ばれる。 

開発標準: リリース可能なプロダクトのインクリメントを、スプリントの終わりまでに開発
するのに必要だと認識した標準とプラクティスのセットのこと。 

完成の定義: プロダクトインクリメントが使用可能かつリリース可能となるために、満たす
べき品質への期待値のセットのこと。プロダクトがユーザーにリリース可能なことを
意味する。 

経験主義: 観測された結果、経験と実験に基づいて判断を下すプロセス制御の型のこと。経
験主義は、定期的に検査と適応をするために透明性を必要とする。「経験的プロセス
制御」とも呼ばれる。 

自己管理: スクラムにおける自己組織化の最小限の現れであり、スプリント内でどのような
作業を行うかを決めるのはスクラムチームだけとすること。 

自己設計: スクラムチームだけが、チーム内に持ち合わせているスキルや必要なスキル、も
しくはチーム内に持ち合わせていないスキルや必要のないスキルを決定する自己組織
化の現れのこと。 

自己組織化: 外部からの作業計画や指示を与えられることなく、問題や課題のために組織化
されたグループを形成するプロセスのこと。 

障害物: 開発作業を遅くしたり止めたりする障害物や妨げになるもので、チームの自己組織
化では解決できないもののこと。遅くともデイリースクラムで共有されなければなら
ない。スクラムマスターが、障害物の除去についての説明責任を負う。 

スクラム［名詞］: （1）複雑なプロダクト開発のためシンプルなフレームワークのこと。
（2）複雑な課題に取り組むためのシンプルなフレームワークのこと。（3）複雑な課
題から価値を導き出すためのシンプルなフレームワークのこと。 

スクラムチーム: プロダクトオーナー、開発者（のチーム）、スクラムマスターを組み合わ
せた説明責任のこと。 

スクラムの価値基準: スクラムフレームワークの基礎となる5つの基本的な価値と品質のこ
と（確約、集中、公開、尊敬、勇気）。 
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スクラムマスター: スクラムの環境を整える責任を負う人のこと。スクラムの理解のもと、
スクラムを利用して、単一もしくは複数のスクラムチームと周りの環境をガイドし、
コーチし、教育し、ファシリテーションする。 

ステークホルダー: プロダクトに関わる利害やプロダクトの進化に必要な知識を持っている
スクラムチームの外側の人たちのこと。 

スプリント: ほかのスクラムイベントの入れ物となるイベントのこと。1ヶ月以内のタイム
ボックスである。十分な作業ができるだけの長さが必要であると同時に、プロダクト
と戦略レベルの検査、内省、適応を適時に行えるように短くなければならない。ほか
のスクラムイベントとは、スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレ
ビュー、スプリントレトロスペクティブのことである。 

スプリントゴール: そのスプリントの包括的な目的を簡潔に示すものである。 

スプリントの長さ: スプリントのタイムボックスのことで、1ヶ月以内である。 

スプリントバックログ: スプリントゴールの達成のために必要と考える作業をすべて含む計
画のこと。状況に応じて更新され続けるものである。 

スプリントプランニング: スプリントの最初のイベントのことで、8時間以内のタイムボック
スである。スクラムチームが、その時点でプロダクトバックログの中で一番価値があ
ると思われるものを検査し、そこで選択したものを、スプリントゴールを達成するた
めの初期スプリントバックログとして作り上げるためのイベントである。 

スプリントレトロスペクティブ: スプリントの最後のイベントのことで、3時間以内のタイム
ボックスである。スクラムチームが、終わりを迎えるスプリントを検査し、次のスプ
リントの作業のやり方を検討するためのイベントである。 

スプリントレビュー: スプリント中の開発作業の最後のイベントのことで、4時間以内のタイ
ムボックスである。スクラムチームとそのステークホルダーが、インクリメントや全
体の進捗、戦略の変更を検査し、プロダクトオーナーがプロダクトバックログを更新
して、現在の優先事項をよく反映できるようにするためのイベントである。 

創発: 予期せぬ事実や知識が存在したり、生まれたりするプロセスのこと。それまで知られ
ていなかった事実や事実に関する知識が予期せず明らかになること。 

タイムボックス: 最大の期間が定められた入れ物のことで、期間が固定される場合もある。
スクラムでは、すべてのイベントに最大の期間が定められている。スプリント自体は
例外で、期間は固定である。 

デイリースクラム: 15分以内のタイムボックスで毎日実施される。スプリント期間中の開発
作業を再計画するイベントのこと。実際の進捗状況に基づいて次の24時間の作業を計
画し、それに応じてスプリントバックログを更新する。 
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バーンアップチャート: （価値などの）パラメーターの上昇を時系列で表したグラフのこ
と。 

バーンダウンチャート: 残作業の減少を時系列で表したグラフのこと。 

プロダクト［名詞: （1）特定の顧客に直接価値を提供できるものやサービスのことで、有
形のものと無形のものがある。（2）特定の行動や定義済みのプロセスのアウトカム
のこと。プロダクトオーナーとプロダクトバックログ、インクリメントの範囲を定義
する。 

プロダクトオーナー: プロダクトが提供する価値を最適化する責任を負う人のこと。主にプ
ロダクトへの期待やアイデアをプロダクトバックログの形で提示し、プロダクトバッ
クログを管理する。 

プロダクトバックログ: プロダクトの開発、提供、保守、サポートに必要だとプロダクト
オーナーが考えた作業の順位づけられたリストのこと。 

プロダクトバックログリファインメント: 将来のプロダクトバックログの粒度を整えるため
に、スプリント中に繰り返し実施される活動のこと。 

ベロシティ: あるチーム（もしくはチームの編成）が単一のスプリントでプロダクトバック
ログをインクリメントに変換できる平均の量を示すのによく使われる指標のこと。 

予測: 過去の観測に基づいて、将来の傾向を予期すること。現在のスプリントで提供可能な
プロダクトバックログを予測したり、将来のスプリントで（将来のプロダクトバック
ログのために）提供可能なプロダクトバックログを予測したりする。
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