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Ⅰ 

要旨 
決められた期間内に独特の製品やサービスなどを生み出す活動であるプロジェクトが、

我々の日常生活やビジネスにおいて存在している。情報サービス業の多くの企業において、

ユーザから受注したシステム開発の仕事が、プロジェクトになる。 

プロジェクトは、限られた期間と資源(人・物・金)の中で活動を行う必要性があるため、

プロジェクト活動を通し、スケジュールとこれらの資源を管理する必要がある。この活動

をプロジェクト管理と呼んでいる。プロジェクト管理は、プロジェクトを指揮・管理する

プロジェクト・マネージャーやプロジェクト・リーダーの経験による勘(暗黙知)と、これら

暗黙知を標準化したもの(形式知)を使用して行われている。この標準化されたプロジェクト

管理の知識は PMBOK(Project Management Body Of Knowledge)として PMI(Project 

Management Institute)によって策定されている。 

静岡大学情報学部のプロジェクト・マネジメントの授業である、情報システムマネジメ

ントでは、まず PMBOK をベースにプロジェクト管理の講義を行い、その後でグループご

とにプロジェクト計画書作成を演習内で実施している。当授業終了後、学生に実施した演

習についてのアンケートや、演習での学生の成果物を調査したところ、多くの学生がプロ

ジェクト管理学習の特に、計画プロセス(プロジェクト管理作業)において、つまずく学生が

多く存在することが明らかになった。 

よって、当研究では、プロジェクト経験のない人、また実際に携わっている人に、プロ

ジェクト管理の知識を提供するプロジェクト・マネジメント教育支援サイトの構築を目的

とする。 

特に今回は計画プロセスを中心に調査した。その理由の一つに、PMBOK42 種のプロジェ

クト管理作業(プロセス)のうち、21 種類が計画のためのプロセスであることから、プロジェ

クト管理では計画を特に重要視していると考えたためである。 

また調査の結果、PMBOK は管理の立場からの視点のみ描かれていが、システム開発プロ

ジェクトには、様々な視点の作業(プロセス)が存在していることが明らかになった。よって、

現場経験のない学生に、プロジェクト管理を学習させるためには、同時に現場のプロセス

についての教育も行う必要があると考えた。 

当研究で作成したコンテンツは、プロジェクト管理の基礎を記載した「PMBOK 入門編」、

PMBOK42 種のプロセスを解説した「PMBOK 編」、当研究の調査で判明した、市捨て、鵜

開発プロジェクト管理についてまとめた「システム開発入門編」の 3 つから構成されてい

る。 

両入門編ページを静岡大学情報学部の学生に使用してもらい、アンケートを実施したと

ころ、両ページを読むことにより、プロジェクト管理学習の理解がより深まったという回

答が得られた。 
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第1章 序論 
 
1.1. 研究の背景 

プロジェクト経験が乏しいものにとって、プロジェクト管理を学習することは、容易

なことではない。しかし、システム開発の仕事の多くは、プロジェクトを発足させて行わ

れている。よって、情報学を専攻している学生とって、プロジェクト管理学習は重要度の

高い科目の１つであると言える。 
静岡大学情報学部の授業である情報システムマネジメントでは、プロジェクト管理のガ

イドラインである PMBOK(Project Management Body of Knowledge)[1]をベースに、プロ

ジェクト管理についての概念や手法を、プロジェクト経験のない学生を対象に講義と演習

形式で教えている。 
この授業の演習では、学生がグループごとにプロジェクトを企画し、それぞれのプロジ

ェクトのプロジェクト計画書を作成する。プロジェクトの題材は自由で、システム開発に

関するプロジェクトに着手するグループ、また、イベント企画・運営に関するプロジェク

トに着手するグループの 2 通りが主に存在する。 
システム開発を題材に演習を行っている過去 3年間(2009~2011年度)の学生のプロジ

ェクト計画書を見ると、開発の現実性という面で不十分なものが多く、プロジェクト計画

書作成に困難が多かったことがうかがえる。その理由として、プロジェクト管理の計画プ

ロセス(作業)が十分に理解されていないこともあるが、様々な作業を分析し、時間を見積も

ることが困難ではないかと考えられた。 
プロジェクト管理のガイドラインである PMBOK は、幅広い分野のプロジェクト管理を

対象としているため、そのまま全ての内容が適用できるという訳ではない。つまり、プロ

ジェクト管理を行う業界によって概念、管理プロセスや、手法などをその業界にあった方

法に修整(テーラリング)する必要がある。 
一方、実際のシステム開発において実施されているプロジェクト管理を調査すると、

PMBOK の基本概念、プロセスや手法は使用されているが、システム開発用に一部がテー

ラリングされている。使用される概念、プロセス、手法には、PMBOK では表記されてい

ない部分や必要のない部分が存在した。 
 
1.2. 研究の目的 
 本研究では、プロジェクト経験のない学生や、プロジェクト管理者になりたい学生のた

めに、特にプロジェクト管理に必要とされる知識を学習するための教育支援システムを構

築することを目的としている。 
まず、プロジェクト管理を初めて学習する学生向けに、プロジェクト計画書作成に必要
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な PMBOK の基礎概念・用語の学習を支援するためのコンテンツを作成する。 
次に、PMBOK に含まれる、42 種全てのプロジェクト管理作業(プロセス)をプロジェクト

管理の視点別(9 つの知識エリア ex. スコープ、タイム、コストなど)にわけ、解説している。各

プロセスのインプット、アウトプットや、そのアウトプットを生み出すためのツールと技法を解

説している。 

そして、企業においてシステム開発および開発管理の経験豊かな技術者の協力を得て、

実際のシステム開発において作成されているプロジェクト計画書の記載内容を調査・分析

し、PMBOK に対応付けながら解説する。 
これらのコンテンツを学生に提供し、システム開発のプロジェクト管理に関する理解度

や学習意欲向上への効果を分析する。 
 

1.3. 論文の構成 
本論文は全 6 章から構成される。 
第 1 章では、本論文の背景及び目的を示し、論文の構成について述べる。 
第 2 章では、静岡大学のプロジェクト管理についての授業である、“情報システム・マネ

ジメント”で発見した、プロジェクト管理教育の課題について述べる。また、プロジェク

ト管理のガイドラインである PMBOK の概要とプロジェクト計画書について論じる。 
第 3章では、システム開発における計画プロセスについて、調査・分析した結果をPMBOK

と対応付けて述べる。 
第 4 章では、情報システムマネジメントの講義により発見した課題を解消するため、研

究で構築したプロジェクト管理教育支援システムのコンテンツについて述べる。 
第 5 章では、開発したプロジェクト管理教育支援システムの評価について述べる。 
第 6 章では、結論と今後の課題を述べる。 
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第2章 プロジェクト管理教育と 

PMBOK の問題点 
 
2.1. プロジェクト管理教育の課題 
現在、情報サービス業の多くの企業において、新人や若手の社員を対象として、プログ

ラミングやシステム開発の技術者教育とともに、プロジェクト管理に関する教育が実施さ

れている。 
プロジェクト経験の乏しい者、あるいはない者にプロジェクト管理教育を実施する理由

の一つに、管理者と現場がプロジェクト管理に対する共通の認識を持ち、プロジェクトを

円滑に行えるようにすることが挙げられる。 
プロジェクト管理についての教育の現状を調査するため、まず静岡大学におけるプロジ

ェクト管理教育を分析することにした。 
静岡大学情報学部の講義である「情報システムマネジメント」は、情報システムを専攻

する学生を対象とし、プロジェクト管理学習を行っている。この授業の中で教員は、学生

にプロジェクト管理の知識体系である PMBOK の講義を行っている。そして学生はそれを

基に、プロジェクト立案時に作成される文書である“プロジェクト憲章”と、プロジェク

ト計画時に作成される文書である“プロジェクト計画書”を、演習として作成している。 
しかし、プロジェクト経験のない学生にとって、この計画プロセスで困難が多かったと

分析された。 
プロジェクト計画書作成のための計画プロセスが困難であったことを裏付けるもの

がある。講義終了後に学生に実施する本講義の過去 3 年間のアンケートを集計したところ、 
“コストの現実的な見積もりが分からなかった”という意見が複数見受けられた。 

また、過去 3 年間の学生の当講義の成果物である、システム開発を題材にしたプロジ

ェクト計画書を見ても、学生が計画プロセスで苦労していたことが裏付けられる。学生が

作成したプロジェクト計画書の内容を見ると、必要な作業を洗い出すための階層図である

WBS(Work Breakdown Structure)などが、現実のものとかけ離れていることに気が付いた。 
学生の成果物の一例として、WBS の例を示す(図 2-1)。 
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図 2-1 学生が演習で作成した WBS(Work Breakdown Structure)の例 

問題： 
マニュアル作成作業は 

システム開発の一部であるのにも 
関わらず、フェーズの直下に 

入っていない 

問題： 
一層目にサブ・システムもしくは、 

各プロジェクトの工程(フェーズ)が記載されていない。 
 

問題： 
ここの層で、学生はシステム開発のフェーズを表しているが、不十分である。 

一般的なシステム開発のフェーズは、これだけではない。 
例えば、要件定義、外部設計、内部設計、製造・単体テスト、 

総合・結合テスト、ユーザ検証、データ移行・本番から成り立つ。 
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2.2. PMBOK の概念について 
PMBOKでは、プロジェクト管理のための作業(プロセス)が全部で 42個記載されている。

各プロセスからは、文書、データ、情報などのインプットを基に、何かしらの文書や結果(ア
ウトプット)を生み出す。アウトプットを生み出すために、ツールと技法(様々な手法、情報、

手段)が用いられている。PMBOK のプロセスの一例を下記に示す(図 2-2)。 
 

 
図 2-2 PMBOK プロセス例 

WBS 作成プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットの図 
  
図 2-3 は、プロジェクトの作業を全て洗い出すために作られる階層図である WBS の作

成のプロセスである。 
また PMBOK の 42 種類のプロセスは、それぞれ 2 種類のグループに所属している。1

つ目のグループは、プロセスを時系列的に分けた 5 つのプロセス群である(図 2-3)。 
 

 

図 2-3 5 つのプロセス群の流れ (当コンテンツ PMBOK 入門編より) 

例えば WBS 作成プロセスは、５つのプロセス群のうち、計画プロセス群と呼ばれるグ

ループに所属する。つまり WBS は、計画時に作成されるということである。 
また一方、プロセスはプロジェクト管理の視点から分けた 9 つの知識エリアと呼ばれる
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グループに分けることができる。9 つの知識エリアを表 2-1 に示す。 
 

表 2-1 9 つの知識エリア(当コンテンツ PMBOK 入門編 より) 

 
 
 例えば、WBS 作成プロセスは、スコープ・マネジメント・エリアに所属することにな

る。 
つまり WBS 作成プロセスは、スコープ設定、つまりプロジェクトでやるべき作業や、

必要な成果物を特定するために作成されるということである。 
この PMBOK の概念(5 つのプロセス群や 9 つの知識エリア)は、システム開発プロジェ

クトでも適用されている。 
また、例に挙げた WBS は、システム開発プロジェクトの作業を洗い出し、見積もりや

進捗管理をするために使用されている。詳細については、第 3 章で述べる。 
 
2.3. PMBOK におけるプロジェクト憲章とプロジェクト・マネジメント計画書 
 PMBOK の９つの知識エリアの 1 つには、統合マネジメントと呼ばれるプロジェクト管

理の視点がある。各プロセス群の中には、様々な知識エリアに属する複数のプロセスが存

在している。そして、それらのプロセスから出た結果を、一つの結果としてまとめる作業

の集まりが統合マネジメントに属するプロセスである。次ページに、各プロセスと、５つ

のプロセス群・９つの知識エリアの対応表を示す(表 2-2)。 
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表 2-2 各プロセスと、5 つのプロセス群・9 つの知識エリア対応表[2] 

 

 
表 2-2 の内の赤い丸で囲った部分が、各プロセス群内の各知識エリアのプロセスの結果

をとりまとめた文書を作成するプロセスである。つまり、プロジェクト憲章とプロジェク

ト・マネジメント計画書は、自身の所属するプロセス群の全ての知識エリアを網羅し、記

載した文書である。 
 

 
図 2-4 知識エリアの相関図(PMBOK 編より) 

 
この 2 つの文書が必要な理由には、お互いの管理の視点(9 つの知識エリア)は互いに作用

しているからである(図 2-4)。 
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例えば、スコープの一部であるプロジェクトの作業や、プロジェクトで出来上がる最終

成果物を構成する要素成果物を増せば、一般にコストやプロジェクトにかかる時間、また、

プロジェクトの最終成果物の品質は上がる。しかし、スコープが増加することによってプ

ロジェクトにかかる時間が増加してしまうと、それに伴いコスト増加や、プロジェクト要

員を増やさなければならなくなる。 
つまり、お互いのバランスを常に考えながら、決められた資源内でプロジェクトを管理

しなければならない。お互いのバランスをとりながら管理していく視点として、統合マネ

ジメントエリアは存在する。よって、統合マネジメントエリアは、プロジェクト管理をす

る上で一段と重要な位置づけになると言える。 
再度、各プロセスと 5 つのプロセス群・9 つの知識エリアの対応表を確認してもらいたい

(表 2-2)。PMBOK 第 4 版では、42 種のプロジェクト管理の作業(プロセス)ののうちの 21
個のプロセス(表 2-2 内の青く囲まれた部分)が計画プロセス群に集中している。つまり、

PMBOK では、プロジェクト計画を非常に重視している傾向にある。 
プロジェクト計画の重要性を端的に表すものの 1 つとして、プロジェクト計画時に使用

したコストの割合とプロジェクト予算に対するプロジェクトコストの超過の割合に関して

事例を紹介する。 
 

 

図 2-5 米国 NASA における R&D プロジェクトの計画フェーズコストと 
プロジェクトコスト超過の相関関係[3] 

 
図 2-5 は、米国 NASA における R&D プロジェクトの計画フェーズコストとプロジェク

トコスト超過の相関関係を表した図である。横軸は、調査対象である全 29 プロジェクトの

うち、計画フェーズにおいて費やしたコストの割合を 5%単位でグループ分けしたものであ

る。例えば、0-5%とは、プロジェクト全体のコストのうち、0-5%を計画フェーズに費やし
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たグループである。 

縦軸は、赤の棒が全体コストのうち計画フェーズ時に使用したコストの割合におけるグ

ループ平均値、青い棒がプロジェクト予算に対する予算超過額の割合におけるグループ平

均値を表している。例えば、0-5%のグループを見ると、プロジェクト全体のコストのうち、

平均して 2.7%をプロジェクトフェーズで費やしている。しかし、グループで平均して、予

算に対して 76.5%の割合の予算超過額を出している。 
計画フェーズで費やしたコストの割合が上がる毎に、プロジェクトの予算超過額の割合

も減少することが図 2-5 から読み取ることが分かる。つまり、プロジェクト計画がとても

重要であることが分かる。 
また、計画プロセスを１つにまとめたプロジェクト計画書は、プロジェクト管理を行う

上で非常に重要な意味を持っている。 
プロジェクト管理者だけでなく、管理される者も当該のプロジェクトの管理について十

分に理解し、共に共通の認識を持ち、プロジェクト計画書に沿ってプロジェクトを遂行し

ていくことが、プロジェクトを成功に導く大きな要因の 1 つになることが言える。 
 

2.4. PMBOK ベースでのプロジェクト管理教育についての問題点 
PMBOK は、プロジェクト管理の視点のみ描かれた知識体系である。しかし実際のプロ

ジェクトは、現場のプロセスとそれを管理するプロセスが存在する。よって、プロジェク

ト経験のない者を教育するためには、現場のプロセスも同時に教育を行う必要がある。 
更に、システム開発のプロジェクト管理は PMBOK の考え方を取り入れているが、異な

る部分も存在する。 
よって、システム開発現場のプロセスとプロジェクト管理の実態を調査し、プロジェク

ト経験のない者でもプロジェクト管理が理解できるように、システム開発特有の部分と

PMBOK を対応付けて、教育を行う必要があると考えた。  
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第3章 ベンダー側システム開発 

計画についての調査・分析結果 
3.1. 調査分析の方法 
 今回のベンダー側システム開発の分析に当たっては、NEC ソフト株式会社の中村厚之氏

の協力を得た。 
 中村氏は、30 年余り情報ベンダーに在籍し,中～小規模の自治体システムを中心に 100 余

りのシステム開発管理に関与してきた。 
 手順としては、まず中村氏の経験に基づいて、システム開発の現場において一般に発生

する開発作業や管理の方法の実際について述べて頂けた。 
 それらの内容を報告者が中村氏の協力を得ながら、分析していった。 
 
3.2. システム開発プロジェクトにおける視点についての調査 

2.4 でも述べたとおり、PMBOK は管理者の視点で描かれたものである。 
これに対し、中村氏の経験に基づく調査とシステム開発プロセスの標準化の 1 つである

共通フレーム 2007[4]より、システム開発プロジェクトには、管理の視点、現場の視点、ユ

ーザの視点、ベンダーの協力会社の視点が存在することが明らかになった(図 3-1).  
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図 3-1 システム開発作業体系標準化の図[4] 

 
図 3-1 に示した共通フレームの全貌の中で、左側の赤く囲った部分は、ユーザ側とベン

ダー側の視点と判断したものである。共通フレーム 2007 によれば、企画プロセスは、ユー

ザ側の経営者が策定した経営戦略に沿った、システム化プロジェクトを発足する作業の集

まりになる[5]。同じく、要件定義プロセスは、ユーザ側がこれから実現する組織や業務、

またその業務に使用されるシステムの機能、動作、その他制約条件を具体的に明示する作

業の集まりとなる。 
また、図 3-1 中央部の青く囲った開発プロセスの部分は、システム開発から取り出され

るプロセスと見ることができる。開発プロセスとは、システム開発現場における作業の流

れを表したものである。 
更に図 3-1 下部の緑で囲った部分は、ベンダー側のプロジェクト管理の視点である。ま

た、ベンダー側のプロジェクト管理は、２重構造で行われていることが調査の結果明らか

となった。システム開発プロジェクト単体を管理する視点と、組織のプロジェクト全体を

管理する視点が存在する。共通フレーム 2007 によると、この単体のプロジェクト管理作業

に関しては PMBOK を参照にしていると言及している[6]。 
図 3-1 上部のオレンジで囲った部分もまた、ユーザとベンダー側が行う作業の集まりで

ある。例えば、ユーザ側はシステム開発をベンダー側に発注することになる。その時に行
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われる作業の集まりがこの部分になる。またベンダー側は、受注したシステム開発の一部

を別ベンダーに依頼(アウトソーシング)することがある。その時にこの作業を行う。 
また、図 3-1 左部の黄色で囲った部分は、ユーザ側からシステム開発を受注したベンダ

ー側が、またそのベンダー側からアウトソーシングの依頼を受けた第２次ベンダーが行う

作業の集まりになる。 
 
3.3. システム開発におけるプロジェクト計画書の位置づけ 
 まず明白にしたいのが、プロジェクト・マネジメント計画書と、プロジェクト計画書の

違いである。PMBOK では、プロジェクト計画時にプロジェクト・マネジメント計画書を

作成すると定義している。しかし、システム開発現場では一般的にプロジェクト計画書と

いうものがプロジェクト立ち上げ時(システム開発で言うところの計画時)にできる。 
 佐藤創は、システム開発現場のプロジェクト・マネジメント教科書という書籍の中で、

プロジェクト計画書とプロジェクト・マネジメント計画書の違いについて、次のように述

べている。“プロジェクト計画書とは、具体的な計画を載せているものを指す”と言及して

いる。更に、“プロジェクト・マネジメント計画書とは、スケジュール、人的資源、品質、

費用などの計画や変更の追跡をどのように管理・監視していくかを記載したものである”

と言及している[7]。 
 しかし、システム開発プロジェクトで作成されるプロジェクト計画書を実際に調査した

ところ、両方の内容を含んでいることが分かった。主に中規模の公共システムの開発を対

象として、実際にシステム開発で使用されたプロジェクト計画書の項目とその内約を図 3-2
にまとめた。 

 
図 3-2 システム開発計画書 項目一覧 

 
 システム開発プロジェクト計画書のオレンジで囲われた部分(図 3-2 左部)は、今後どのよ
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うに計画や変更の追跡をどのように追跡・管理していくかを取り決めた内容になっている。

つまり、プロジェクト・マネジメント計画書の部分である。 
例えば、進捗管理には、計画で立てたスケジュールをやむを得ず変更する場合の対応策

や、管理方法(進捗管理のツールや帳票)などが記載されている。 
 また、仕様変更管理については要件定義後に仕様変更がやむを得ず発生する場合の手続

きが記載されている。 
 一方、赤色の下線についての項目は、PMBOK の計画プロセスとして記載されていなか

ったものである。よってこれらのプロセスは、他の知識体系やガイドラインを参考に行わ

れているプロセスだと考え、システム開発で使用されているその他の知識体系やガイドラ

インについて調査した。 
 例えば、構成管理や課題管理は、共通フレーム 2007[4]の構成管理プロセスや課題管理プ

ロセスから来ていると考えた。 
またそれらプロセスは、ISO9001[8]の品質を高める仕組み(品質マネジメント)の考え方か

らできたものであると考えた。 
 
3.4. システム開発計画プロセスの範囲 
計画プロセスの範囲を特定するために、システム開発におけるプロジェクト計画書項目

と、PMBOK のプロジェクト・マネジメント計画書項目[9]を対の応付けを行い図 3-3 にま

とめた。 

 
図 3-3 システム開発におけるプロジェクト計画書項目一覧と 

PMBOK のプロジェクト・マネジメント計画書項目対応図 
 
 プロジェクト・マネジメント計画書(図 3-3 右部)のオレンジで囲まれた項目は、システム
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開発のプロジェクト計画書に記載されていないと判断したものである。 
また、システム開発のプロジェクト計画書(図 3-3 左部)の赤く囲った項目は、別のガイド

ラインからのプロセスであると判断したものになる。例えば、課題管理や文書管理などは

共通フレーム 2007 の中のプロセスであり、セキュリティ管理に関しては、

ISO/IEC17799[10]で定められている。 
なお、ピンク色で囲った項目については、システム開発を以外のプロセスと判断したも

のである。 
また、黄緑で囲った部分についての詳細は次項の 3.5 で述べる。 
その他の部分を計画プロセスの主要部と定義し、調査することにした。 

 
3.5. 基本方針についての調査 
システム開発におけるプロジェクト計画書の基本方針は、PMBOK のどのプロセスに対

応するかを調査した。その結果、PMBOK の立ち上げプロセスの 1 つである、プロジェク

ト憲章の基本項目[11]と類似していることが明らかとなった。 
そこで、この両者がどれだけ類似しているのかを示すため、PMBOK が言及しているプ

ロジェクト憲章の基本項目と、システム開発におけるプロジェクト計画書の項目を対応付

けすることにした。対応付けを行い図 3-4 にまとめた。 
 

 

図 3-4 システム開発におけるプロジェクト計画書の項目と 
PMBOK におけるプロジェクト憲章項目の対応図 

 プロジェクト憲章の項目であるプロジェクトの目的や、プロジェクト要約マイルストー

ン(稼働予定日)などは、システム開発プロジェクトにおけるプロジェクト計画書の基本方針

に記載されている。 
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 その他のプロジェクト憲章基本項目は、システム開発におけるプロジェクト計画書の基

本方針以外の一部となっている。 
 よって、プロジェクト計画書の内容の一部としてプロジェクト憲章の内容が記載されて

いることが考えられる。 
 
3.6. 非機能要件と品質計画についての調査 
 非機能要件とは、機能要件以外の要件を指す。それには、システム/ソフトウェア製品の

品質も含まれる。そこでシステム/ソフトウェア製品の品質を実現するために、ベンダーは

どのようなメトリクスを使用しているのかを調査した。 
 三菱総合研究所などは、9 種類のシステム/ソフトウェア製品に対して、どの品質特性を

重視しているか 5 つを回答してもらい、調査した[12]。その調査結果の一部をもとに、作成

した図を紹介する(図 3-5)。 
 

 

図 3-5 使用されているプロダクト品質メトリクスの例 (EC サイト) 
 

3.7. 納入物、役割分担、開発計画、コスト管理計画、要員管理についての調査 
 納入物、役割分担、開発計画、コスト管理計画、要員管理は、開発作業を特定するため

に作成される WBS と密接に関わるので本節で全て解説することにした。それぞれについて

の調査を次の項より解説していく。 
 
3.7.1. 納入物についての調査 
 システム開発プロジェクトではどのような成果物が出来上がるのかを、開発現場で実際
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に使用されている計画書を調査した結果を、図 3-6 にまとめた。またその中でも、プロジ

ェクト計画書のユーザ側への納入物にはどのようなものがあるのかを調査をした。 
 

 

図 3-6 システム開発プロジェクトでのベンダー側の成果物 
 
 図 3-6 の開発プロセス成果物とは、システム開発現場で出来上がる成果物を表している。

また、管理プロセスとは、プロジェクト管理の成果物である。 
 赤い枠線で囲った部分は、計画を立てる前段階の成果物のため、納入物には含まれない。 
 また青い枠線内の成果物においては、ベンダー側のみで使用している成果物のため、納

入物に含まれないということが判明した。 
 
3.7.2. 役割分担 
 実際のプロジェクト計画書には、役割分担については基本的に、納入物に対する作業を

ユーザ側、ベンダー側がどう関わっていくかを記述してあった。例えば、主担当として作

業(◎)、確認して作業(☆)、支援作業(○)、作業なし(×)の 4 つに分けていた。実際に調査し

たプロジェクト計画書を基に自分で再整理した役割分担の例を示す(表 3-1)。 
 
表 3-1 役割分担の例 

作業工程 作業名 役割分担 
ユーザ 

(システム部門) 

ユーザ 

(業務部門) 

ベンダー

側 

立ち上げ プロジェクト計画書 ☆ ○ ◎ 
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3.7.3. 開発計画 
またシステム開発における開発計画(開発スケジュール)には、大日程計画書、中日程計画

書、小日程計画書の 3 種類が存在する。フェーズが進むにつれ、詳細作業が見えてくるた

め、開発計画も詳細になっていく。つまりフェーズが進むにつれて、WBS の粒度も詳細化

してくる。(ローリング・ウェーブ計画法) 
初田賢治と神子秀雄によると、大日程計画はプロジェクト全体のスケジュールと作業を

表し、見積もり時、または計画時に作成されると言及している[13]。また、開発スケジュー

ルはこの時点で作成された WBS の最下層ごとに組まれていることが判明した。実際の大日

程計画書を基に作成される開発スケジュールのイメージを、作成した図 3-7 を示す。 
 

 

図 3-7 開発スケジュールのイメージ 
 
 また、実際のシステム開発においては、作業ごとの必要期間見積もりの方法は、あらか

じめ工数と呼ばれる作業量を見積もり、プロジェクト全体の工数が算出されたら、それに

企業が設定した工期配分や工数配分をかけていくことが多い。工数見積もりの手法につい

ての詳細は、3.7.5 で述べる。 
例えば見積もった開発全体の工数が 200 人月で、要件定義フェーズの工数配分が 9.8％(図

図 3-8 参照)だとすると、要件定義フェーズは約 20 人月だと見積もられる。 
また、システム開発日から稼働予定日まで 10 か月の場合、システム要件定義フェーズに

対する工期配分が 17.8％だとしたら、約 1.8 か月が開発にかかる期間になる。この手法を

トップダウン見積もりと呼ぶ。 
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3.7.4. 要員見積もり 
また要員見積もりについては、各フェーズで見積もられた工数から、各フェーズで見積

もられた開発期間を割ることによってそのフェーズの必要要員の数を見積もることができ

り。213.7.3 で使用した例を挙げると、要件定義で見積もった 20 人月を 1.8 か月で割るこ

とによって、見積もることができる。よって、この要件定義フェーズで必要な要員は約 12
人だと見積もることができる。この方法もまた、トップダウン見積もりと呼ぶ。工数見積

もりの方法については次項の 3.7.5 で詳細に述べる。 
 
3.7.5. コスト管理計画 
 コストの見積もりの実践的な方法を調査したところ、工数と呼ばれる作業量をあらかじ

め見積もり、それに企業で設定している人月単価の指標をかけ、算出していることが明ら

かになった。(図 3-8) 

 
図 3-8 見積もり手法 

 
 工数を見積もる方法としては、規模見積もりと呼ばれる方法と、作業見積もりとよばれ

る２つの手法が存在する。 
 規模見積もりとは、開発するシステムの規模を見積もる手法である。規模見積もりには、

実践の場では、主に 2 種類の方法が存在することが、判明した。 
類推見積もりとは、これから開発するシステムプロジェクトに類似している過去のプロ

ジェクトを参考に規模(ファンクション)を見積もり、それに企業で設定した 1 ファンクショ

ンあたりの工数の値をかけ、プロジェクト全体の工数を算出する方法である。 
また FP 法[14]とは、これから開発するシステムの機能数と、難易度などの係数をかけ、

ファンクションを見積もる。そして、そのファンクションに企業で設定した 1 ファンクシ

ョンあたりの工数をかけ、開発全体の工数を見積もる方法である。 
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 また作業見積もりとは、WBS の作業ごとに見積もった期間と要員を割り、工数を算出す

る方法である。この方法をボトムアップ見積もりと呼ぶ。作業で見積もった工数は、フェ

ーズ毎に合計され、その結果がフェーズ全体の工数となる。また、フェーズ毎の工数を全

て合計すると、開発全体工数を算出することができる。 
 
3.8. プロジェクト体制についての調査 
 どのような体制で、ベンダー側のシステム開発プロジェクトは遂行されているのかを調

査したところ、多くのプロジェクトでは、図 3-9 のようなプロジェクト体制となっていた。 
 

 

図 3-9 システム開発 ベンダー側のプロジェクト体制 
 
管理チームとは、システム開発プロジェクトを管理する側の立場にいる人々である。プ

ロジェクト・マネージャー、プロジェクト・リーダー、品質管理者が存在する。 
プロジェクト・マネージャーの役割は、担当するシステム開発プロジェクトの全体の計

画を立てる。また計画後は、全体のリスク管理、進捗管理、要員管理、課題・品質管理を

実施し、全体の取りまとめ役となりプロジェクトを運営する。また、ユーザに対する総合

的な窓口になる。 
またプロジェクト・リーダーの役割は、プロジェクト・マネージャーの指揮下で開発側

のチームのとりまとめを行う。例えば、開発するシステムが複数のサブ・システムからな

る場合、そのサブ・システムごとにチームが存在する。それらグループの調節役がプロジ

ェクト・リーダーの役割になる。 
また、品質管理の役割は、各サブ・システムの品質状況をトレースし、プロジェクト・

マネージャーの品質管理を補佐することである。 
 

3.9. 進捗管理、仕様変更管理、コミュニケーション計画についての調査 
 進捗管理を行うスパンや方法などの実際について調査した。進捗管理のスパンは、ベン
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ダー内部と、ベンダーとユーザ間によって違う。例えば、ベンダーとユーザ間の進捗報告

は、1 か月ごとに定例会議を開き、その場で行う。 
 また仕様変更管理に関しては、仕様変更までの手続きを実際に使用されたシステム開発

におけるプロジェクト計画書を調査した結果、始めに仕様変更依頼書というものに変更要

求を依頼し、変更管理委員会で変更実施の可否を決定することが判明した。 
 またコミュニケーション計画については、会議や打ち合わせの名称と、その目的、開催

時期、参加対象者などが書かれていた。その中には、プロジェクトの進捗をユーザ側に報

告するための定例会議が記載されていた。定例会議でベンダー側は、進捗を報告しユーザ

側に決定事項の承認をもらう。また定例会議は毎月 1 回開催され、毎回ベンダー側が議事

録を作成することが判明した。 
 
3.10. リスク計画 
 リスク管理については、中村氏の経験を基に、主にどのようなリスクがシステム開発で

は起こり得るのかを調査した。例えば、ユーザ側との衝突が起こるのを防ぐために、会議

や打ち合わせで双方が確認したことを議事録としてまとめ、その都度ユーザ側に承認して

もらう。また進捗遅れを回避するために、個人ごとに進捗報告をさせていることが判明し

た。 
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第4章 プロジェクト管理教育支援 

コンテンツの開発 
 
4.1. システムの構成 
 本研究で作成したコンテンツは、Web 上でどこでも閲覧可能な教材となっている。全体

量としては、解説のために作成した図が約 100 枚、ノートパソコンの画面で 300 ページほ

どになっている。 
 また、当コンテンツの構成は、「PMBOK 入門編」、「PMBOK 編」、「システム開発入門編」

の 3 本構成になっている(図 4-1)。その中でも特に両入門編では、初学者に分かりやすく、

図や身近な例を用いて解説している。 
 

 

図 4-1 プロジェクト管理教育支援コンテンツ トップ画面 
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4.2. PMBOK 入門編について 
 PMBOK 入門編では、システム開発入門編や PMBOK 編を読むために必要な、基本的な

PMBOK の概念や計画プロセスを解説した。 
 PMBOK の概念では、9 つの視点から特に QCD(Quality, Cost, Delivery/Time)とスコー

プの 4 つを、身近な例である注文住宅を用いて解説した(図 4-2)。 
 

 

図 4-2 スコープの種類と品質の解説 (PMBOK 入門編より) 
 
 成果物スコープとプロジェクトスコープの概念は、WBS作成時に特に重要な概念である。

システム開発における WBS はこの両者が含まれる。3.7.1 の調査で判明した納入物は、成

果物スコープになり、3.7.2 で調査したシステム開発の作業は、プロジェクトスコープに含

まれる。成果物を特定し、その成果物を作成するのに必要な作業を特定していくのが WBS
の概念である。 
 また計画プロセスについては、イベント企画・運営を例に挙げ、当コンテンツ内におい

て、解説した(図 4-3)。 
 

 
図 4-3 イベント企画・運営 計画プロセス(品質・WBS)の解説 (PMBOK 入門編より) 
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 PMBOK 入門編では、ご当地グルメ大会を開催するというストーリーを基に、計画プロ

セスを解説した。 
 この例題では、客寄せのためにお笑ライブを同時開催するストーリー設定し、芸人をゲ

ストとして呼ぶことにした。 
 では、どのような芸人をゲストとして呼ぶのかを品質と照らし合わせて解説している。 
 
4.3. PMBOK 編について 
 PMBOK に含まれる 42 種にのぼるプロセスを 9 つの視点に分けて、各プロセスのインプ

ット、アウトプット、ツールと技法の解説をしている。(図 4-4) 
 

 
図 4-4 トップ画像と品質管理プロセスにおけるツールと技法の解説 (PMBOK 編より) 

 
 図 4-4 の左図内部の左下の方に、コンテンツメニューがある。メニューは 9 つの知識エ

リアごとに分けられ、そこに含まれる各プロセスを解説している。 
 図 4-4 の右図は、品質マネジメントのメニュー下の品質計画と呼ばれるコンテンツの一

部である。品質計画プロセスのツールと技法の管理図を解説するために、図 4-4 の右図を

作成した。身近な例である個人の体重管理を例に挙げ、管理図についての解説を行った。 
 
4.4. システム開発入門編について 
 第 3章で調査した結果と、PMBOKを対応付けて作成したコンテンツについて紹介する。 
 
4.4.1. システム開発におけるベンダー側の視点 
 3.2 で行った調査の結果から、システム開発プロジェクトには、管理の視点、現場の視点、

ユーザの視点、ベンダーの協力会社の視点が存在することが明らかになった。 
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4.4.1.1. ベンダー側(管理と現場)の視点 

3.2 で判明したベンダー側の管理と現場の視点、3.7.1 で判明した納入物、3.8 で判明した

プロジェクト体制を図 4-5 にまとめたものをコンテンツにした。 
 

 

図 4-5 プロジェクト管理プロセスと開発プロセスの相関図 
 
 開発プロセスとは、システム開発現場の作業を表したものである。当コンテンツでは、

開発プロセスの範囲を提案からデータ移行・本番までとし、運用・保守は含まないものと

した。また開発プロセスは、SE やプログラマーが実施する作業になる。 
 また、プロジェクト管理プロセスとは、プロジェクト管理をする作業を表したものであ

る。主に、プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・リーダーが実施する作業になる。 
そして、それらをバックアップするために、組織として PMO(Project Management 

Office)や組織長が共にプロジェクト管理を行う。また組織は、各プロジェクトのデータを

保管し、組織の資産として蓄積する責任がある。また、プロジェクト管理標準や開発標準

を設定する。 
 
4.4.1.2. ユーザ側の視点 
 3.2 の調査の結果判明した、ユーザ側が実行するプロセスについて、システム開発入門編

のコンテンツにした(図 4-6)。 
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図 4-6 ユーザ視点のプロセス (システム開発入門編より) 
 
 ユーザは、自分たちの問題や課題を洗い出し、システム導入によりどのような目標があ

るのかなどを提案依頼書(RFP)に記載し、複数ベンダーに配布する(図 4-6 の左図)。 
 そしてユーザ側の提案依頼書を基に、各ベンダーは提案書、見積書、回答書を作成し、

ユーザ側に配布する。その後、各ベンダーの 3 つの書類を基に、ユーザ側が一番自分たち

に適したベンダーを選定し、システム開発を発注する(図 4-6 の右図)。 
 
4.4.1.3. 第 2 次ベンダーの視点 
 当コンテンツでは、主にユーザから受注を受けたベンダーの視点でコンテンツを作成し

たため、特に解説しなかった。しかし、受注を受けたベンダー側の計画プロセスの 1 つで

ある調達計画プロセスの中に、第 2 次ベンダーの存在を言及した。 
 
4.4.2. システム開発計画プロセスの解説 
 3.4 で範囲を定義した計画プロセスについて 3.5 から 3.10 で調査した結果と、PMBOK
の計画プロセスで対応付けたものをコンテンツに記載した。また各計画プロセスを学生に

理解してもらうため、ネット書店システムの構築を例に挙げ、それに基づいた計画をコン

テンツに記載した(図 4-7)。 
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図 4-7 計画プロセス 目次 (システム開発編より) 

 
4.4.3. 基本方針プロセス 
基本事項の内容は、プロジェクト憲章の内容である、プロジェクト目標とシステム開発

プロジェクトの終了日、導入するシステムの稼働予定日を記載する。 
学生に実際のシステム開発の予算や稼働予定日などを具体的なイメージをしてもらうた

め、過去にこの例題と類似したプロジェクトに携わったことのある中村氏の経験を基に、

予算や稼働予定日などを記載した。 
 
4.4.4. 品質定義プロセス 

PMBOK(Project Body of Knowledge)における品質計画プロセス [15] を参考に、コンテ

ンツのテンプレートを作成した。品質計画プロセスのアウトプットの 1 つである品質尺度

[16]をもとに、品質計画のテンプレートを作成した (図 4-8)。 
 

 
図 4-8 品質計画プロセス (システム開発編より) 
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また、品質尺度の品質分類と品質項目については、3.6 で調査した、プロダクト品質メト

リクス WG[12]を参考にしている。 
まず、図 4-5 の品質項目の一つである、時間効率性について説明していこうと思う。時

間効率性とは、業務効率を含む。 
例えば、ユーザの顧客がインターネットから本の注文をする。顧客の注文に応じ、それ

ぞれのシステムはお互いに情報をやりとりし、正確にその商品を顧客に届けるために、在

庫情報を参照し、たくさんある在庫の中からその商品を探し出し、商品を発送する。 
また、在庫に注文の商品がないと、システムが感知した場合は、自動的に業者から本を

取り寄せ、顧客の手元に確実に商品を発送する。 
注文から発送までの期間が長いと、顧客はこのシステムに不満を感じてしまう。顧客に

不満を感じさせないために、最低限の期間を設ける。例では、顧客から注文をウェブ上で

受け付けた時から発送までの期間を 1 週間とした。この 1 週間が、これから構築するシス

テムに対する時間効率性の品質目標の指数となる。 
 
4.4.5. WBS 作成プロセスとアクティビティ定義プロセス 
 PMBOK における WBS 作成プロセス[17]を参考に、WBS をこれからシステム開発のプ

ロジェクト管理を学習する初学者のために、テンプレート化した(図 4-9)。 
 

 
図 4-9 WBS (システム開発入門編より) 
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テンプレート化した WBS の 1 層目には、構築するシステムのサブ・システムを展開し、

2 層目にはシステム開発プロジェクトにおける開発現場の作業工程(ライフサイクル)である、

フェーズを展開する。第 3 層目には、193.7.2 で調査した結果を基に、展開する。 
 例えば、例題の書店ネットシステムは、Web サイトを管理するためのシステムである、

サイト管理システムがサブ・システムとして存在する。そして、そのサブ・システムを構

築するために、調査の結果明らかになった９つのフェーズを展開する。そして、各フェー

ズからは、開発現場より様々な成果物が生成される。例えば、外部設計フェーズからは、

外部設計書、運用説明書と、結合テスト仕様書が作成される。図 4-6 で一番下の層に、そ

れら納入物を作成するための作業を展開した。これら作業をアィティビティと定義する。 
 
4.4.6. プロジェクト体制定義プロセス 
 人的資源計画書作成プロセスのツールと技法である、階層型の組織図[18]と、3.8 の調査

結果を参考に、システム開発プロジェクトにおける、ベンダー側の体制図をテンプレート

化した(図 4-10)。 
 

 
図 4-10 プロジェクト体制図(階層図) (システム開発編より) 

 
 図 4-10 の管理チームである、プロジェクト・マネージャー、プロジェクト・リーダーや、

品質管理担当が、プロジェクトを管理・指揮している。 
 その下の層には、これらに管理される側の立場だが、現場を管理するそれぞれのサブ・

システムの責任者であるグループ・リーダーと、運用担当責任者、基盤担当責任者を記載

した。 
また、PMBOK からの要員計画プロセスのツールと技法である、マトリックス型責任分

担チャート[19]と、3.8 の調査の結果判明した各担当者の役割についてテンプレート化した。

(図 4-11)。 
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図 4-11 プロジェクト体制図(担当者とその役割) (システム開発編より) 

 
4.4.7. アクティビティ資源見積りプロセスと工数見積もり 
 PMBOK のアクティビティ資源見積りプロセス[20]とアクティビティ所要期間見積もり

プロセス[21]を参考にした。 
4.5.3 で特定したアクティビティ毎に、資源(要員・機器・物資)や工数を見積もっていく

方法である。この方法は、3.7.5 で紹介した、見積もり手法の図 3-8 左下部にあたる、作業

見積もりに値する。 
3.7.3 で調査の結果作成した開発計画を基に期間を見積もり、コンテンツに記載した(図 

4-12)。 
 

 
図 4-12 アクティビティへの割り当て (システム開発編より) 

 
4.4.8. コミュニケーション管理プロセス 
 PMBOK から、コミュニケーション計画プロセスのアウトプットであるコミュニケーシ

ョン・マネジメント計画書の項目 [22]と、3.9 の調査の結果を基に、テンプレートを作成し、

コンテンツに記載した(図 4-13)。 
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図 4-13 コミュニケーション計画 (システム開発編より) 

 
 情報伝達ツールとは、情報を伝えるための手段(文書や方法)を示す。 
また、情報共有対象者とは、情報伝達ツールをベンダー側と共有する対象者を示す。例

えば、図 4-13 左上部のユーザ間との打ち合わせ議事録の方法は、ベンダーはユーザとの議

事録を打ち合わせ毎に必ず作成し、ユーザ側にその議事録を提出、そして確認印を押すな

ど、ことを取り決めている内容になっている。この内容は、3.9 の調査結果を基にした。 
また、図 4-13 左中央部の仕様変更については、3.9 の調査結果判明した、仕様変更管理

の手続き方法を基に、コミュニケーション方法に仕様変更依頼書と記述した。 
 
4.4.9. コスト見積もりプロセス 
 PMBOK のコスト見積もりプロセスの中のツールと技法である、係数見積もり、ボトム

アップ見積もり、予備設定分析[23]と、3.7.5 調査した結果を合わせて、当コンテンツで紹

介した(図 4-14)。 
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図 4-14 コスト見積もり (システム開発編より) 

 
まず、コンテンツで係数見積もりを解説した理由について述べる。3.7.5 の調査の結果、

各ベンダーではコスト見積もりのための人月単価(図 4-14 左図)と呼ばれる指標を持ってい

ることが判明した。 
人月単価とは、作業者 1 人が 1 か月働くと発生する、プロジェクトにかかるコストであ

る。この人月単価は、作業者の職種とレベルによって違う。またベンダーによっても単価

が違う。人月単価を設定するために考慮されているコストは、人件費(作業者の平均給与や

間接部門の給与)と、経費(開発環境などの減価償却費や家賃など)が含まれる。 
 この人月単価の指標は、ITPro で掲載されていたもの[24]を加工した。元のデータは、ア

イ・ティー・アールが 2004 年に大手、中小ベンダー28 社に調査し、大手ベンダー企業に

おける平均人月単価と中小ベンダー企業における平均人月単価を算出したものである。 
 
4.4.10. リスク定義と対応策プロセス 
 3.10 の調査の結果と、リスク特定プロセス、定性的リスク分析プロセス、定量的リスク

分析プロセスと、リスク対応計画プロセス[25]を参考に、リスク計画についてのテンプレー

トを作成し、コンテンツに記載した(図 4-15)。 
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図 4-15 リスク計画表 (システム開発編より) 

 
 リスク要因(図 4-15 左部)は、3.10 の調査で中村氏のご意見を伺いながら調査した結果を

洗い出し、リスク要因に記載した。またそれぞれの要因を管理しやすいように、9 つの知識

エリアに分類した。 
 対応戦略(図 4-15 中央右寄り部)は、リスク対応プロセスのツールと技法である、「マイナ

スのリスクもしくは脅威に対する戦略」[26]を使用する。このツールと技法は、特定したリ

スクを 4 種類の対応策の指標に分けるやり方である。 
「回避」とは、脅威を完全に取り除くために、計画を変更する方法である。また「転嫁」

とは、脅威を第三者に移転してしまうことである。更に「軽減」とは、受容可能な限界値

まで、リスクを何らかの方法で減少させることである。一方「受容」とは、脅威を取り除

くことは不可能であるものへの対応策である。「受容」には、リスクが発生した時にそれに

対する対応策を考えるか、あらかじめ計画時にコンティンジェンシー(予備)を設けておき、

なるべくリスクを発生しないようにさせる方法がある。 
 また対策(図 4-15 右部)については、3.9 の調査の結果判明した、進捗管理、コミュニケ

ーション管理など基に、記述した。 
  



 
37 

 

 
 

第5章 コンテンツ評価 
 PMBOK 入門編とシステム開発入門編を学生に読んでもらい、評価アンケートを実施し

た。アンケート調査では、学生が当教材を利用する前に抱えていた問題(複数選択可)と、当

コンテンツを使用してプロジェクト管理のどこを特に習得できたのか、またなぜ役に立っ

たのか(複数選択可)をアンケートで回答してもらった。PMBOK 入門編は 8 名にアンケート

を実施、システム開発入門編は 7 名に実施してもらった。 

システム開発入門編を読んでもらった学生には、PMBOK 入門編を先に読んでもらうこと

にした。 

 

5.1.  PMBOK 入門編評価 
 アンケートを実施した結果、PMBOK 入門編を読む前に、学生が以下の問題を抱えてい

たことが判明した(表 5-1)。  
 

表 5-1 当教材使用前の学生の抱えていた問題 
問題項目名 割合(%) 

管理者の位置づけ 63% 
プロジェクト管理の用語 63% 
管理の流れ 38% 
9 つの知識エリアの存在意義 38% 

 

 
そして、評価を依頼した学生の全てが PMBOK 入門編を使用した結果、抱えていた問題

を解決するのに役に立ったと回答した。 
 また、表 5-1 の学生が抱えていた問題を解決できた理由として、当コンテンツの特徴に

ついて、アンケートを実施した(図 5-1)。 
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図 5-1 PMBOK 入門編学習後の問題解決理由と 9 つの視点の問題解決理由 

 
これらの問題が PMBOK 入門編にて解決した理由としては、 「用語が分かりやすい言葉

で解説されていた」を問題の解決理由として選択した学生が全体の 63%(図 4-15 左図)存在

した。 「具体例を挙げ解説されていた」を選択した学生は、全体の 38%(図 4-15 左図)存
在した。また「図が節ごとに記載してあって理解しやすかった」と答えた回答者は全体の

25%(図 4-15 左図)存在した。 
さらに、 学習前の問題として「9 つの視点」を挙げた学生のうち、注文住宅の例で理解

することができたと答えた学生は 67%だった(図 4-15 右図)。 
 
5.2. システム開発入門編評価 
 システム開発入門編を読む前に学生が抱えていた問題は、以下の通りである(表 5-2)。 
 

表 5-2 当教材使用前の学生の抱えていた問題 
問題項目名 割合(%) 
システム開発の流れ 

システム開発全体の流れ 43% 
システム開発受注前の流れ 14% 
システム開発後の流れ 29% 
システム開発の用語 29% 

システム開発 管理の流れ 
プロジェクト管理の用語 14% 
システム開発プロジェクトの視点 71% 
各フェーズの成果物 43% 
9 つの知識エリアの存在意義 14% 

 

0% 20% 40% 60% 80%

図が節ごとに記載して

あったから 

用語の解説が分かりや

すい言葉だった 

具体例を挙げて解説し

てあったから 

PMBOK入門編 解決

理由 

割合(％) 

67% 

33% 

9つの視点の問

題解決理由  
注文住宅 その他 
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 表 5-2 の通り、システム開発プロジェクトには管理する視点、現場の視点などが存在す

るが、そのことに気付けていなかった学生が多く存在した。また、システム開発の計画プ

ロセスである WBS 展開のために必要な知識である、システム開発全体の流れや各フェーズ

の成果物を理解できていなかった学生も多く存在した。それとは逆に、プロジェクト管理

の用語や 9 つの知識エリアの存在意義について理解ができなかったという問題は、PMBOK
入門編を読んだことで減少している(表 5-2)。 
 評価を依頼した学生の全てが、システム開発入門編を使用した結果、抱えていた問題を

解決するのに役に立ったと回答した。 
表 5-2 の学生が抱えていた問題で、解決できたコンテンツの特徴についての回答を集計

し、図 5-2 にまとめた。 
 

  

図 5-2  PMBOK 入門編学習後の問題解決理由 
 
表 5-2 の「システム開発の流れ」についての問題が、当コンテンツで解決できた理由と

して、「ネット書店システムのストーリー形式で解説されていたから」と回答した学生は全

体の 71%にのぼった(図 5-2 左図)。そのほか、「図が節ごとに記載してあり、内容が理解し

やすかった」と答えた学生が 57%、「用語の解説が分かりやすい言葉で表現されていたから」

と回答した学生は 43%存在した(図 5-2 左図)。 
一方、表 5-2 の「システム開発プロジェクト管理」に属する問題が当 Web 教材で解決で

きた理由として、「図が節ごとに記載してあり、内容が理解しやすかった」と回答した学生

が全体の 71%にのぼった(図 5-2 右図)。その他、「用語が分かりやすい言葉で解説してあっ

たため」と答えた学生が全体の 57%であり、「ストーリー形式で説明してあったため」と回

0% 20% 40% 60% 80%

図が節ごとに記載
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用語の解説が分か
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答した学生が 29％であった(図 5-2 右図)。 
システム開発入門編を読んだ 7 人の学生のうち 5 人が、すでに静岡大学のプロジェクト

マネジメントの授業を受講していた。その 5 人のうち、計画プロセスで苦労していたと回

答した学生は 100%であった。 
そこで受講経験のある学生に、計画プロセスのどの部分が特に問題だったのかを回答し

てもらった(複数選択可)。受講経験のある学生が、問題があったと回答した計画プロセスの

内訳は以下の通りである(図 5-3)。 
 

 

図 5-3 計画プロセス:教材利用前の問題 
 
この 5 人のうち、PMBOK 入門編を読んでこの問題が解決できたと答えた学生はわずか 1

人だった(20%)。しかし、システム開発入門編を読むことにより、これらの問題が解決でき

たと 5 人全てが回答した(100%)。 
  

 コスト

見積もり 
67% 

 要員の設定 
16% 

 WBS作成 
17% 

計画プロセス： 利用前の問題 
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第6章 今後の展望と課題 
6.1. 結論 
 静岡大学情報学部の 2009 年度から 2011 年度実施されている情報システムマネジメント

において、学生の意見や成果物を集計したところ、特にシステム開発における計画プロセ

スに問題があることが明らかとなった。 
 そして、当研究ではこれを改善するためにプロジェクト管理の知識体系である PMBOK
の解説、システム開発におけるプロジェクト管理の実態を調査し、特に計画プロセスにお

いて、PMBOK と対応付けてまとめた Web コンテンツを開発した。 
少数の学生ではあるが使用してもらったところ、PMBOK やシステム開発の基本概念の

理解に関して学生に自信をつけさせる効果があったことが認められた。 
 
6.2. 今後の展望 
 2012 年の春に静岡大学において開講されるプロジェクトマネジメントの授業で学生に

当教材を演習内で実際に使用する予定である。この授業ではシステム開発以外の題材も取

り上げているので、今後は、イベント企画・運営なども当教材にて取り上げていきたいと

考える。 
 また、工数見積もりを学生がより理解できるように、静岡大学情報学部、または、情報

学研究科において外部設計を行っている授業や、内部設計を行っている授業で、学生が成

果物を作るのにどのくらいの期間と人数がかかったのか調査し、工数を見積もるときの参

考にできるよう、組織のデータとして貯めていきたいと考える。 
更に、著者と同研究室の学生が開発したモデリング教育システム[27]や、学習目標設定シ

ステム[28]とも連携をして、将来的にシステム開発教育支援システムを構築できることを期

待する。 
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