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概要 

プロジェクトマネジメントの基本を、プロジェクトマネジメントの国際標準 ISO21500 及びディファクトスタンダードである PMI

（Project Management Institute)の「PMBOK ガイド@第 6 版」に基づいて学習する。学習にあたっては、PMBOK@ガイドで定義された
知識体系を基本に実施するが、実務につながるように演習を取り⼊れ、実質的なプロジェクト計画やマネジメントの⽅法を理解する。 

体系化されたカリキュラムでプロジェクトマネジメント知識を網羅し、上位の講座である｢システム開発プロジェクトマネジメン
ト論｣を学習するための基礎知識を得る。 

⽬的・狙い 

この授業は、学習者がプロジェクトマネジメントの体系的な知識を習得することを⽬的とする。 

具体的には、学習者はこの講義を通じて以下の知識や能⼒を習得できる。 

1）プロジェクトの⽴上げから終結までのプロセスを理解する。 

2）PMBOK@の 10 の知識エリアを理解する(統合マネジメント、ステークホルダーマネジメント、スコープマネジメント、スケジュ
ール・マネジメント、コスト・マネジメント、品質マネジメント、資源マネジメント、コミュニケーションマネジメント、リスクマ
ネジメント、調達マネジメント)。 

3）プロジェクト・マネジャーに必要なヒューマンスキル(コミュニケーション、リーダシップ、コーチング、メンタリング、ファシ
リテーション、交渉⼒、問題解決⼒ など)を理解する。
修得できる知識単位: 

(A3)K‐05‐14‐01:プロジェクトマネジメント(レベル 3) プロジェクト、プロジェクトの環境、プロジェクト・マネジャーの役割 

(A3)K‐05‐14‐02:プロジェクト統合マネジメント(レベル 3) プロジェクト憲章の作成、プロジェクト計画書の作成、プロジェクト作業
の指揮・マネジメント、統合変更管理 

(A3)K‐05‐14‐03:プロジェクトステークホルダマネジメント(レベル 3) ステークホルダーの特定、エンゲージメント 

(A3)K‐05‐14‐04:プロジェクトスコープマネジメント(レベル 3) スコープの定義、WBS の作成､スコープのコントロール 

(A3)K‐05‐14‐05:プロジェクト資源マネジメント(レベル 3) 資源マネジメントの計画、アクティビティ資源の⾒積もり、資源の獲得、
チームの育成・マネジメント、資源のコントロール 

(A3)K‐05‐14‐06:プロジェクトスケジュールマネジメント(レベル 3) スケジュール・マネジメント計画、アクティビティの定義・順序
付け、スケジュールの作成 

(A3)K‐05‐14‐07:プロジェクトコストマネジメント(レベル 3) コストの⾒積もり、予算の設定、コントロール 

(A3)K‐05‐14‐08:プロジェクトリスクマネジメント(レベル 3) リスクの特定、分析、対応策、監視 

(A3)K‐05‐14‐09:プロジェクト品質マネジメント(レベル 3) 品質計画、品質のマネジメント、品質のコントロール 

(A3)K‐05‐14‐10:プロジェクト調達マネジメント(レベル 3) 調達計画、調達実⾏・コントロール 

(A3)K‐05‐14‐11:プロジェクトコミュニケーションマネジメント(レベル 3) コミュニケーション計画、マネジメント、監視 

前提知識 

（履修条件） 

特にないが、プロジェクトの経験（社会⼈の⽅は実際に経験したプロジェクト、学⽣の⽅は学⽣時代のイベントなどで可）があると
理解しやすい。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

IT スキル標準レベル 4 

・⼩規模のプロジェクト（10 ⼈⽉程度）を PM として実⾏できるようになる。 

・⼤規模なプロジェクトの PM 補佐、あるいはサブプロジェクトのリーダができるようになる。 

・PMP(プロジェクトマネジメントプロフェッショナル）試験合格 

最低到達⽬標 

IT スキル標準レベル 3 

・プロジェクトにおいて PM 補佐、あるいはサブプロジェクトのリーダができるようになる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ―  録画による授業の補完は可能 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ○ 

プロジェクトマネジメントの知識に関しては、講義と講師の経験事例を通じて、
PMBOK@の知識エリアごとに⾏う。 

さらに講義レポートを通じて、意⾒/質問に各回の冒頭で、双⽅向の議論を⾏う。 

実習・演習（個⼈）  ○ 
⾃らの事例を講座で学んだ知識や⼿法に基づいて、まとめる課題により実施す
る。 

実習・演習（グループ）  ○  代表事例の深掘りと発表を通じて、相互の経験を交流する。 

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 

グループ検討は講義内の検討だけでなく、グループで提出する課題についてグループメンバーが集まって、授業外の活動において検
討し、まとめていくことが重要である。 このような活動は、プロジェクト活動そのものであり、講義で得た知識を実践の場で活⽤
する有効な場でもある。グループをチームとしてまとめ、結論をまとめていく活動は、プロジェクトマネジメントそのものを体感し、
実践に結び付けるためのポイントを学ぶ有効な場となる。 

授業の内容 

授業計画の全体について 

講義は毎回配布するレジュメを使⽤して⾏う。レジュメは PMBOK@ガイド第 6 版（及び ISO21500）に基づいて作成したものである。
毎回授業の始めに重要ポイントと業務への活⽤、質問を記述する講義レポートを配布し、終了後回収する。この講義レポートは、講
師のコメントを加えて、次の回に受講者に返却し、主要な質問に関して、講義の最初に議論を⾏う。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

講義概要 
・講義の⽬的と全 15 回の学習内容を解説し、受講者の講義選択の判断材料とする。
・今後の授業の進め⽅に反映するために、受講者の PM 経験を確認する。
【演習】PM 経験

―  対⾯ 

第 2 回 

プロジェクトとは何か、プロジェクトマネジメント（PM）とは何かを学ぶ。 
・プロジェクトとは、PM とは何か ・PM の世界標準
【演習】ハーマンモデルによるチーム作り

―  対⾯ 

第 3 回 

PMBOK@の全体像と前提条件、ステークホルダーマネジメントを学ぶ。 
・プロジェクトマネジメントの歴史、PMBOK ガイドの知識体系(10 の知識エリア、5 つのプロセス)
・プロジェクトマネジメントの前提条件・ステークホルダーマネジメントとは
【演習】ステークホルダーを考える。

―  対⾯ 

第 4 回 

プロジェクトの事例を考える 【レポート提出】 
・プロジェクトのミッション、ビジョンとは ・経験したプロジェクトにおいて、成功と失敗を考える。 
【演習】プロジェクトの成功と失敗

―  対⾯ 

第 5 回 

スコープ･マネジメントとは何かを学ぶ。
・スコープとは何か(成果物と活動)、スコープ・マネジメント計画、定義、妥当性確認、コントロール
の⼿順を理解する。

―  対⾯ 

第 6 回 

スコープ･マネジメントの⼿法を学ぶ。
・WBS(ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー)の作成⽅法を理解する。
【演習】WBS

―  対⾯ 

第 7 回 

スケジュール・マネジメントとは何かを学ぶ。
・作業)を定義し、作業順序を設定する（PDM(プレシデンス・ダイヤグラム法)）。
・アクティビティの所要時間を⾒積もって、スケジュールを作成する。
【演習】PDM

―  対⾯ 

第 8 回 

コスト・マネジメントとは何かを学ぶ。
・コスト⾒積りと予算化、コストコントロールを理解する（EVT）。
【演習】EVT(アーンド・バリュー・テクニック)

―  対⾯ 

第 9 回 

品質マネジメントとは何かを学ぶ。 
・プロジェクトにおける品質マネジメントの考え⽅、⼿法を理解する。
【演習】なぜなぜ分析

―  対⾯ 

第 10 回 

資源マネジメント、コミュニケーション･マネジメントとは何かを学ぶ。 
・資源計画、どのようにチームを作り、育成するかを理解する。
・コミュニケーション計画やその実⾏を理解する。
【演習】要員管理

―  対⾯ 

第 11 回 

リスクマネジメントとは何かを学ぶ。
・リスクの考え⽅、リスク特定、リスク分析と対応策を理解する。
【演習】リスクを考える

―  対⾯ 

第 12 回 

プロジェクト・マネジャーに必要なヒューマンスキルとは何かを学ぶ。 
・リーダシップ、コーチング、メンタリング、ファシリテーションの基本を理解する。
【演習】項⽬ごとに実施

―  対⾯ 

第 13 回 

事例検討 
・⾃らのプロジェクト事例に基づいて、問題解決の⽅策を検討する。
【演習】事例検討

―  対⾯ 

第 14 回 

調達マネジメント、統合マネジメントとは何かを学ぶ。 
・調達マネジメントにおいて考慮すべきポイントを理解する。
・プロジェクトマネジメント計画の策定、実⾏と監視コントロール、統合変更管理の考え⽅を理解する。 

―  対⾯ 

第 15 回 
本講義のまとめと実際のプロジェクトマネジメント活⽤に向けた考え⽅を学ぶ。 
・発表 ・まとめ【レポート】

―  対⾯ 

試験  試験は実施しない。最終発表、講義レポート、第 4・15 回のレポートで評価する。 ―  対⾯ 

成績評価 

次の 3 つのポイントで評価する(合計 100 点満点)。 

1.講義レポート ・毎回提出する講義レポートの記述内容で評価する。︓20 点
2.課題（提出期限などのルール準拠度、提出点、内容） 

・第 4 回講義後 課題チーム、課題個⼈︓20 点満点 ・第 15 回講義後 レポート︓40 点満点
3.プレゼンテーション（発表内容）20 点満点 

教科書・教材  LMS で配布するので、各⾃講義前にダウンロードすること。 

参考図書 

PMI 著、『プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK ガイド）第 6 版』（PMI、2017 年） 

IPA、『情報処理技術者スキル標準プロジェクトマネージャ』http://www.jitec.jp/1_17skill/pdf20040329/FE0329.pdf 

IPA、『PM 育成ハンドブック』 http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/PM_com.html 

濱 久⼈ほか著、『プロジェクトを成功させる実践⼒が⾝につく本』、オーム社(2017 年 2 ⽉ 25 ⽇） 




