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静岡大学情報学部では,プロジェクトマネジメントの授業が実施されている.当授業内の演習において作成される学生の

成果物や授業後に行われるアンケートを分析したところ,特にプロジェクト計画プロセスで問題を抱えている学生が多く

存在した.この結果から,本研究ではプロジェクト管理経験のない,または乏しい社会人や学生,あるいはプロジェクト管理

者を目指す学生を対象として,プロジェクト管理学習を支援するコンテンツをWeb教材として提供することを目的とする． 

本研究のWeb教材は3つのページから構成され,学習者の目的に合わせてプロジェクト管理学習を支援する.1つは,PMBOK

の基本概念を身近な例を用いやさしく解説した入門編である.1つは,情報システム開発を対象として,WBS(Work Breakdown 

Structure)分解やコスト見積もりを具体化したシステム開発入門編である.さらに,プロジェクト管理者を目指す学生のた

めのPMBOK解説編を作成した. 

当研究で構築したWeb教材の2つの入門編ページを、プロジェクト管理学習経験者と未経験者の学生に読んでもらい,当

Web教材の評価実験を行った.その結果,当教材を読む前に抱えていた問題が改善されたと答えた学生が半数以上存在した. 

 

Department of informatics in Shizuoka University has offered a class of project management for undergrad students. By analyzing 

evaluation sheets of the class and their project management plans, the author realized students had problems to understand especially 

project planning processes. Therefore, developing an e-learning web site for helping these people to study project management is a 

main purpose of the study. 

The contents on both “beginner of PMBOK” and “beginner of system development” pages have evaluated by collecting their 

evaluating sheets from students after they read them. One of them named “Beginner of PMBOK” has described basic concepts of 

PMBOK with using familiar examples. Moreover, “System Development” has described how to make WBS and estimate project costs 

based on them used by common system development. In addition, contents of “PMBOK” have aimed to help students, who have 

aimed to be project managers, to study project management. 

 In conclusion, more than half of the students who answered the evaluating sheet stated that these contents on the web site helped to 

solve their problems that they had before reading them. 
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1. はじめに 

 

情報学を専攻している学生やシステム開発に

従事している者にとって、プロジェクト管理学習

は重要度の高い科目であるが,プロジェクト経験

の乏しい者やない者にとって,それを学習するに

は困難が少なくない. 

静岡大学情報学部生向け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 Body of 

Knowledge)[1]をベースに,プロジェクト管理の概 
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念,プロセス,手法について講義と演習形式で教え

ている.その中でも特に,プロジェクト計画プロセ

スの理解において問題を抱えている学生が多いこ

とが明らかとなった. 

その理由には PMBOK が対象としているプロ

ジェクト管理は広いため, 業界によって概念,プ

ロセス,手法を修整する必要があり,PMBOK は各

業界,例えば情報システム開発のプロジェクトに

そのまま適用しにくいことが挙げられる. 

本研究では,プロジェクト管理学習を支援する

教育支援の Web 教材を構築することを目的とす

る. また,システム開発におけるプロジェクト計

画についての調査し,分析した結果を PMBOK の

概念やプロセスと対応付けを行うことを目的とす

る. 
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2. プロジェクト管理教育と PMBOK 適用の問題

点 

 

2.1 プロジェクト管理教育の課題 

静岡大学におけるプロジェクト管理の授業内で

作成される学生の成果物と全授業後に実施された

過去 3 年間のアンケートを調査したところ,学生

が特にプロジェクト計画書作成で苦労しているこ

とが判明した． 

その中でも特に,プロジェクト計画書作成に必

要なプロセスである WBS(Work Breakdown 

Structure)作成や,コストの見積もりについて理

解できないという意見が多く寄せられた.また,学

生の作成したWBSを分析すると,システム開発フ

ェーズの作業が充分に洗い出されていないこ

と,WBS における作業のレベルが曖昧であること,

またフェーズ毎の作業が大日程計画レベルにまで

落とされていないことが明らかになった. 

 

2.2 プロジェクト計画の重要性 

 PMBOK の 42 個のプロジェクト管理プロセス

のうち,21 個のプロセスがプロジェクト計画に位

置づけされている.また,米国 NASA の実施したプ

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調査した結果を, イノベ

ーション・マネージメント株式会社が図にまとめ

たものを紹介する(図 1)[2]. 

 
図 1 計画コストとコスト超過の相関関係 

 

図 1は,調査対象 29プロジェクトのうち,計画フ

ェーズに使用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.縦軸は,黒い棒グラフが

同グループに所属するプロジェクト全体費用から

見た時のプロジェクト計画にかけた費用の割合の

平均値である.グレーの棒グラフは,同グループ内

の予算超過額の割合の平均値を示したグラフであ

る.プロジェクト計画にかけた費用の割合が高い

ほど, 予算超過額の割合が低いことが読み取れる. 

よって計画プロセスは,プロジェクト管理におい

て重要な位置づけにあるということが示されてい

る. 

 

2.3 PMBOK 適用の問題点 

PMBOK は,幅広いプロジェクト管理を対象と

して作られており,システム開発におけるプロジ

ェクト管理にもその概念が適用できる. 例えば,

システム開発におけるプロジェクト管理プロセス

を 5つのプロセス群や,9つの知識エリアの観点か

らほぼ位置づけられる.また,WBS 作成プロセス

やコスト見積もりプロセスにおける一部のツール

と技法などに関しては, PMBOK のプロセスやツ

ールと技法がシステム開発でも取り入れられてい

る. 

しかしそれらを使いこなすには,システム開発

の特性に合わせWBSを展開し,システム開発のフ

ェーズ(工程)によって見積もりのツールと技法を

使い分ける必要がある． 

まずWBSを展開するには,システム開発特有の

フェーズやフェーズ毎の成果物を理解する必要が

ある.そして,WBS の各レベルにはどのような単

位のワークを当てはめるべきか理解する必要があ

る. 

 また,システム開発のコスト見積もりの際に使

用されるツールと技法に関しては,PMBOK には

記載されていないシステム開発特有の技法も多数

存在する[4]. 

 

3.  システム開発計画についての調査・分析 

 

3.1 システム開発プロジェクトの視点 

PMBOK は管理者の視点で描かれたものであ

る.しかし,実際のプロジェクトでは,様々な視点が

存在することに気が付いた。 

プロジェクト管理を理解するために,まずシス

テム開発プロジェクトはどのような視点があるの

か調査した. 

著者のうちの 1 人は,30 年余り情報ベンダに在

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.またも

う 1 人の著者は,20 年余り情報ベンダに在籍し,ソ

フトウェアの計画・開発に関与してきた.そこで,

本研究ではそれらの経験を基に実践的な作業項目

を分析した. 

 

3.2 システム開発のプロジェクト計画書 

 

 システム開発では,どのような計画プロセスが

実在するかを特定するため,システム開発のプロ
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ジェクト計画書には,実際にどんな項目が含まれ

ているかを分析した. 

 実際のプロジェクト計画書の項目を確認する

と,PMBOK のプロセスには記載されていない項

目が存在することが明らかになった.よって,シス

テム開発のプロジェクト計画書は複数の知識体系

やガイドラインのプロセスをテーラリングして作

成されていると考えられた.例えば,共通フレーム

ワーク2007[3]のプロセスや ISO9001が導入され

ている(図 2 の右下部分参照). 

 

図 2 プロジェクト計画書の概要 

 

3.3 WBS について 

 実際の WBS では成果物とプロセス 2 つの観点

から作業が展開されている. 

 また,WBS はサブ・システム毎に分割して記述

し,サブ・システムごとにフェーズが展開され,各

フェーズからは,主要成果物が展開されている. 

 その主要成果物は,プロジェクトを通して,ユー

ザ側に納入物として収められていることが多い. 

 

3.4 コスト見積もりについて 

 

 
図 3 見積もり手法の概要 

 

システム開発現場で行われているコスト見積も

りの手法は,見積もった工数に企業で設定してい

る人月単価工数をかけ算出する方法が多くとられ

ている.工数は,システムの規模と作業(WBS)の両

面から見積もり,その妥当性を確認し,最終的な工

数を出す方法が使用されている.以上から図 3 の

ようにまとめた. 

 

4. 現状教育課題の解決策 

 

4.1 教育支援サイトの構造 

 当教材は PMBOK 入門編,システム開発入門

編,PMBOK 編の 3 つから構成される.3 つ合わせ

て,解説図数約 150 枚,ノートパソコンでの画面数

約 300 ページの Web コンテンツである

（http://gs10020-syuron.appspot.com/）. 

 PMBOK 入門編では,プロジェクト管理学習を

行ったことがない者のために,PMBOKの概念と9

つの知識エリアのうち特に,スコープ,コスト,タイ

ム,品質の 4 つに関して分かりやすく解説した. 

 またシステム開発入門編では,システム開発経

験のない者を対象に,システム開発におけるプロ

ジェクト管理について解説している.書店ネット

システムを題材に,ストーリー形式でプロジェク

ト計画までのプロセスや流れについて解説した. 

 更に PMBOK 編では,プロジェクト管理者を目

指す学生を対象とし,PMBOK に記載してある 42

個のプロセスのインプット,アウトプット,ツール

と技法を 9 つの知識エリアに分け,解説を行って

いる. 

 

4.2 プロジェクト管理の必要性の解説 

 まず PMBOK 入門編にて,プロジェクト管理の

必要性について解説した. 

 プロジェクト管理の必要性をPMBOKの9つの

知識から特にプロジェクトの成否に直接関わるス

コープ,コスト,タイム,品質の4つの観点について,

注文住宅を例に解説した(図 4). 

 

 
図 4 スコープの解説(PMBOK 入門編より) 

 

4.3 プロジェクト計画書と PMBOK の対応付け 

3.2 で明らかにした,システム開発プロジェクト

の計画書項目と,PMBOK のプロジェクトマネジ
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メント計画書項目[5]の対応付けを行い, プロジェ

クト計画書の丸で囲った項目以外のプロセスやツ

ールと技法について,計画プロセスとしてコンテ

ンツで解説した(図 5). 

 

図 5 PMBOK とシステム開発計画書の対応図 

(システム開発入門編より) 

 

4.4 管理者と管理される側の位置づけ 

 3.1 で明らかにした,システム開発プロジェクト

で存在するベンダ側の視点に基づく管理のための

活動や文書についてコンテンツでまとめた(図 6). 

 

 
図 6 システム開発プロジェクトの視点と作業 

(システム開発入門編より) 

 

システム開発プロジェクトにおける WBS は,

フェーズと成果物に展開していることから,WBS

作成のためには,管理される側のプロセスを理解

する必要である.よって,管理者と開発現場の視点

から見たシステム開発プロジェクトの流れと,そ

れらが作成する成果物をまとめて記載した. 

 

4.5 計画プロセスの解説 

プロジェクト計画書の主要部分について,初学

者にも理解しやすいよう,書店ネットシステム構

築を例に取り上げて解説した. 

4.5.1 納入物と役割分担 

 納入物と役割分担については,PMBOK におけ

る WBS 作成プロセス[6]と著者らの経験を基に、

独自のテンプレートを作成し,解説した(図 7).  

 

 

図 7 役割分担(WBS)  

(システム開発入門編より) 

 

テンプレートのWBSの粒度は,大日程計画まで

とした.システムが複数から構成される場合 ,サ

ブ・システム毎に WBS を作成してもらうことに

した.各サブ・システムの 1 層目には,システム開

発のフェーズを展開させ,2層目にフェーズ毎の成

果物作成のための作業を展開した. 

 また,システム開発プロジェクトの WBS は,成

果物観点(成果物スコープ)と作業観点(作業スコー

プ ) の 2 つから展開する必要がある . そこ

で,PMBOK 入門編でこの 2 つの必要性や違いに

ついて注文住宅を例に解説した(図 4). 

 

4.5.2 コスト見積もり 

 コスト見積もりについては,係数見積もり[7]を

参考にした .あらかじめ学生に類推見積もりで

WBS の最下層ごとに工数(人月)を見積もらせ

(PMBOK のアクティビティ所要期間見積もりプ

ロセス参考) [8],それに人月単価をかけたものを

算出する方法を解説した. 

学生は,外部設計書の一部である ER 図作成や, プ

ログラムを作成した経験はあるので,何人で取組

み,作成までにどのくらいの期間がかかったのか

という経験を基に,工数を見積もらせる.そして, 

作業ごとにどのランクのどんな職種を入れるのか
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を見積もらせ,当コンテンツで記載した人月単価

の指標を基に,コスト見積もりの解説を行った. 

当コンテンツに記載した人月単価の指標(図 8)

は,IT pro 掲載記事のデータ[9]を基に作成したも

のである. 

 

 
図 8 職種別人月単価(中小企業と大企業平均) 

(システム開発入門編より) 

 

5. 教育支援サイトの評価 

 

PMBOK 入門編とシステム開発入門編を学生に

読んでもらい,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Web教材を使用してプロ

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 

 PMBOK 入門編を読む前に,学生が抱えていた

問題を以下に示す(表 1).  

  

表 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% 
 

 

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. 

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%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%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%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. 

 

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 2). 

 

表 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% 
 

 

 表 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. 

 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 2の”システム開発の流れ”に属する問題が,当

Web 教材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.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. 

一方,表 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
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ては,”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.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”と回答し

た学生が 29％であった. 

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 9). 

 

 

図 9 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%). 

 

6. おわりに 

 

 プロジェクトマネジメントの初学者を対象に,

特にシステム開発への適用を中心に解説した

Web コンテンツを開発した.少数の学生ではある

か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. 

 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,例えばイベント企画・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,著者らと同じ研究室の学生が開発したモ

デリング教育システム[10]や学習目標設定システ

ム[11]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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