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概要 

情報システム構築におけるプロジェクト管理の進め⽅を、情報処理推進機構が発⾏している「⾼度情報化⼈材育
成標準カリキュラム プロジェクトマネージャ」を基準に学習する。授業では、体系化された情報システム構築プ
ロジェクトのカリキュラムでプロジェクト管理の知識を網羅的に整理しながら、実務事例の紹介を多く取り⼊れて
具体的なプロジェクト計画や管理の⽅法を指導する。また、演習などを通してプロジェクト管理の知識をどのよう
に実務に適⽤するか考えていくことで、知識と実践⼒の橋渡しを実現することを⽅針とする。

本講義は、1 週間の中で都合の良い時間に Web 動画や事前配布教材を使った個⼈のペースの学習を⾏い、⼟曜の
対⾯講義によってその学習内容を確認する「反転学習」コースである。事前学習が重要であることを⼗分に認識し
て講義に臨んで欲しい。 

⽬的・狙い 

本講義は、学習者が実際に活⽤できる IT 分野におけるプロジェクト管理技術を習得することを⽬的とする。実務の事例やプロジ
ェクトマネジメントのグローバル標準である PMBOK の知識体系との関係を体系的に整理し、理論を実践で適⽤できるようになるこ
とも狙い⽬の⼀つである。 

修得できる知識単位: 

(A4) K‐04‐13‐01 開発プロセス・⼿法(レベル４)   ソフトウェア開発モデル、アジャイル開発、SLCP  
(A3) K‐05‐14‐01 プロジェクトマネジメント(レベル４)  プロジェクト、プロジェクトマネジメント、プロジェクトライフサイクル 

(A3) K‐05‐14‐02 プロジェクト統合マネジメント(レベル４)   プロジェクト憲章の作成、プロジェクト計画の作成、プロジェクト作
業の指揮、プロジェクト作業のコントロール、変更のコントロール、プロジェクトフェーズ⼜はプロジェクトの終結 

(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４)   ステークホルダの特定、ステークホルダの管理 

(A3) K‐05‐14‐04 プロジェクトスコープマネジメント(レベル４)   スコープの定義、WBS の作成、アクティビティの定義 

(A3) K‐05‐14‐05 プロジェクト資源マネジメント(レベル４) プロジェクトチームの結成、資源の⾒積り 

(A3) K‐05‐14‐06 プロジェクトタイムマネジメント(レベル４)  アクティビティ順序付、期間の⾒積、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４) コストの⾒積り、予算の編成、コストのコントロール 

(A3) K‐05‐14‐08 プロジェクトリスクマネジメント(レベル４) リスクの特定、リスクの評価、リスクへの対応 

(A3) K‐05‐14‐09 プロジェクト品質マネジメント(レベル４) 品質の計画、品質保証、品質コントロールの実施 

(A3) K‐05‐14‐10 プロジェクト調達マネジメント(レベル４)   調達の計画、サプライヤの選定、調達の管理 

(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４)   コミュニケーションの計画、情報の配布 

(A4) K‐07‐18‐03 調達計画・実施（レベル 4） 

前提知識 

（履修条件） 
情報処理システムの開発の経験があり、またプロジェクト管理について⼗分な知識があること。 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

（ITSS レベル 4 相当） 

中規模のアプリケーション開発プロジェクト（100 ⼈⽉程度）を PM として実⾏できるようになる。 

情報処理技術者プロジェクトマネージャ試験に合格する。 

最低到達⽬標 

（ITSS レベル 3 相当） 

あまり問題や制約のない⼩規模のアプリケーション開発プロジェクト（10 ⼈⽉程度）を PM として実⾏できるよう
になる。 

⼤規模な IT 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ー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  ◎ 

偶数回の講義は録画講義を⾃分のペースで受講する、質問などは LMS

⼜は奇数回の対⾯講義で受け付ける。⼟曜⽇の対⾯講義は品川キャン
バスで⾃宅学習の復習と演習を中⼼に⾏う。 

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ―
実習・演習（個⼈）  ―
実習・演習（グループ）  ―

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 

本講義は、事前に LMS に UP した講義資料と録画講義で⾃分のペースで理解できるまで学習しておくこと。学習レ
ベルの確認のために講義受講後 LMS で理解度テストを受講する。また、次回の対⾯講義までに質問事項などを準備
して、対⾯講義で活⽤する。 

授業の内容 
本講義は、情報処理推進機構（IPA）が発⾏した PM カリキュラムにもとづいて作成した独⾃のレジュメで⾏う。毎
回講義の重要ポイントの理解度確認のための復習レポートを課す。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

講義概要の説明と受講者のスキル診断︓ 

講義の⽬的と学習内容の解説し、学⽣が講義選択の判断ができるようにする。また、授業内容
に反映するために、受講者の PM スキルの確認アンケートを⾏う。 

―  対⾯ 

第 2 回 

プロジェクトの⽴上の講義︓（ビデオ講義 1、2） 

まず、プロジェクトの定義を確認し、その特徴やプロジェクトが⽣まれる環境について再確認
する。第 2 部は⽇本の「情報システム開発プロジェクト」の種類や成⽴過程を学習する。さら
に、プロジェクト開始時のステークホルダー分析の重要性について確認する。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 3 回 

プロジェクトの⽴上のまとめと演習︓ 

受講者の「プロジェクト」の経験や考えについて議論し、この講義で取り上げるシステム構築
プロジェクトについて理解のレベルを合わせる。さらに、⽇本のシステム開発プロジェクトの
特徴について議論する。 

―  対⾯ 

第 4 回 

スコープ定義とスケジュール作成の講義︓（ビデオ講義 3、4） 

システム開発プロジェクトの要件の整理しプロジェクトスコープの定義から WBS 作成、さらに
それをスケジュールに落とすまでの⼀連の仕事の進め⽅について学習する。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 5 回 

スコープ定義とスケジュール作成のまとめと演習︓ 

システム開発プロジェクトの WBS、さらにそれをスケジュールに落とす演習を⾏う。演習を通
じて実際のスケジュールチャート作成ができるようになることを⽬標とする。 

―  対⾯ 

第 6 回 

要員計画とコスト計画の講義︓（ビデオ講義 5、6） 

作業単位に必要な資源の⾒積りを⾏い、配置可能な要員の投⼊計画を作成する。もし要員が⼗
分でない場合は、スケジュールの⾒直しや外部への要因要求の⽅法を模索する。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 7 回 

要員計画とコスト計画のまとめと演習︓ 

確定したスケジュールに要員を割り当てながら再調整しコストを確定する⽅法について演習を
交えたまとめを⾏う。 

―  対⾯ 

第 8 回 

プロジェクト計画書完成に関する講義︓（ビデオ講義 7、8） 

プロジェクトスケジュールに、品質やリスクを加味して最終的なプロジェクト計画書としてま
とめるプロセスを学習する。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 9 回 

第９回 （対⾯講義）プロジェクト計画書完成に関するまとめと演習︓ 

これまでに作成したプロジェクトスケジュールにリスクを加味しながら最終的なプロジェクト
計画を完成する演習を⾏う。この演習の成果物を課題レポートとして提出する。 

―  対⾯ 

第 10 回 
プロジェクトの進捗管理の講義︓（ビデオ講義 9、10） 

プロジェクトの進捗情報を把握するための実績情報の収集⽅法や分析⽅法について学習する。 
― 

録画 

(対⾯無し)

第 11 回 

プロジェクトの進捗管理のまとめと演習︓ 

進捗管理のまとめと、実務で活⽤できる EVM 計算演習、ガントチャートやイナズマ線などの作
成演習を⾏う。 

―  対⾯ 

第 12 回 

プロジェクトの実⾏管理の講義︓（ビデオ講義 11、12） 

プロジェクトを予定通りに進めるための変更管理、問題管理、リスク管理などの必要性につい
て学ぶ。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 13 回 

プロジェクトの実⾏管理のまとめと演習︓ 

学習した変更管理やリスク管理の仕組みを、どのように「情報システム開発プロジェクトに適
応させるか、演習事例を通じて理解する。 

―  対⾯ 

第 14 回 

プロジェクトの終結・調達終結の講義︓（ビデオ講義 13、14） 

情報システムの移⾏計画や移⾏作業の管理、調達の終結やそのほかのプロジェクト終結作業に
ついて講義する。 

― 
録画 

(対⾯無し)

第 15 回 

プロジェクトの終結・調達終結のまとめと演習︓ 

プロジェクト終結時にアクティビティについて議論し、プロジェクト完了判定基準について演
習を⾏う。 

―  対⾯ 

試験 
情報システム開発プロジェクトのプロジェクトマネジメントに関する事例解析を⾏う問題に解
答する（今期は第 15 回⽬のまとめの講義なかで⾏うか、レポート試験とする。）。 

―  対⾯ 

成績評価 

次の 2 つのポイントで評価する(合計 100 点満点)。 

 課題        40 点 第 8 回の演習で作成したプロジェクト計画書の完成版を提出すること。 
期末試験    60 点 最終回に講義の内容を基にした試験を⾏う。 

教科書・教材 
教科書は特に指定しない。 

毎回の講義資料は LMS で配布するので、各⾃授業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』 




