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概要 

本講義は、情報システム開発プロジェクトにおいて主要なツールである、ファンクションポイント、WBS とスケ
ジュール、アーンド・バリュー・マネジメント、品質管理に焦点を当て実務で活⽤できる実践的な能⼒を⾝に付け
る講義である。講義は学ぶツール別に⼤きく 4 つに分かれており、それぞれのツールごとに講義と演習を交互に⾏
いながら進める。 

具体的には、⾦曜⽇に 4 つのツールの知識や実践⽅法を講義形式で学習し知識のまとめを⾏い、⽔曜⽇に実際に
実践する演習を⾏う。したがって、⾦曜講義は品川キャンパス、ビデオ録画視聴のいずれの⽅法でも受講可能であ
るが、⽔曜講義は品川シーサイドのキャンパスで対⾯⽅式で⾏う。 

⽬的・狙い 

情報システム構築プロジェクトにおけるプロジェクト管理各局⾯で、次のような⼿法や⽅法論が具体的にどのよ
うに使われているか理解すると共に、⾃ら活⽤できるようになる。また、これらの技法を⽀援する市販ソフトウェ
アにどのようなものがあるか理解し、⾃分のプロジェクトに合ったツールが選択できるようになる。

１.ファンクションポイント法などの⾒積もり法
２.WBS・スケジュール作成ツールの作成⽅法・使⽤⽅法
３.アーンド・バリュー・マネジメントについての理解と活⽤⽅法
４.品質管理技法

修得できる知識単位: 

(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‐05‐14‐09 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 

前提知識 

（履修条件） 

プロジェクト管理特論 2 を履修しているか、相当のプロジェクトマネジメントに関するスキルを有すること。 

学習テーマである FP、WBS、スケジューリング技法、EVM、品質管理技法について基本的な知識を有すること。 

マイクロソフトオフィスの Excel（⼜は相当のソフトウェア）を使⽤できること。

到達⽬標 

上位到達⽬標 

（ITSS レベル 4 相当） 

プロジェクトマネジメントの最先端の技法（FP、WBS、スケジューリング、EVM、品質管理）について指導できるよ
うになる。 

PMP 試験、情報処理技術者プロジェクトマネージャ試験に合格できる。 

最低到達⽬標 

（ITSS レベル 3 相当） 

プロジェクトマネジメントの先端技術（FP、WBS、スケジューリング、EVM、品質管理）を実務に適⽤出来るように
なる。 

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ◎ 

⾦曜の講義は録画講義を⾃分のペースで受講することができる。質問
などは LMS ⼜は⽔曜の対⾯講義で受け付ける。⽔曜の対⾯講義は品川
シーサイドキャンパスで⾃宅学習の復習と演習での活⽤実践を中⼼に
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 

講義の数⽇前に講義資料を LMS に UP するので、事前にテキストに⽬を通し当⽇印刷して持参すること。講義終了
後は理解できたことを確認し、理解できないところがある場合は次の講義までに録画ビデオやテキストを確認して
おくこと。 

また、⾦曜の講義を録画視聴した場合、LMS 上の理解度テストで合格点を取った場合に出席とみなす。 

さらに、4 つのツールの学習の修了ごとに課題を課すので、講義内で終了出来ない部分について⾃宅で完成させ、決
められた期間内に提出すること。 

授業の内容 

本講義はプロジェクトマネジメントに必要な、ファンクションポイント、WBS とスケジュール作成、EVM、品質管
理についての講義及び演習から構成されている。それぞれのテーマについて講義、個⼈演習、グループ討議、個⼈
でのレポート提出というサイクルを繰り返しながら進める。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

講義解説とファンクションポイントの講義︓ 本講義の⽬的、学習内容、課題、評
価⽅法などの解説し、学⽣が講義選択の判断ができるようにする。また、⾒積もり
⽅法やファンクションポイント法の基本について、その考え⽅を解説し簡単な利⽤
ができるような演習を⾏う。 

―  対⾯ 

第 2 回 

ファンクションポイント法（IFPUG 法）の講義︓実際にファンクション数を数える
IFPUG 法について簡単な例を使⽤して解説する。また次回の演習について説明し実
践レベルで演習の準備を⾏う。

―  録画 

第 3 回 

ファンクションポイント法の演習︓ 実務レベルのシステムの設計書をもとに、
IFPUG 法によるファンクションポイント計測と⼯数⾒積もりの演習を⾏う。与えら
れた課題を完成させ、1 週間以内にレポートとして提出すること。

―  対⾯ 

第 4 回 

WBS に関する基礎講義︓ WBS に関して基本的な知識を講義する。特に⽇本的な⽂
化と WBS の考え⽅などについての知識を深める。WBS やスケジュール作成課題のケ
ースについて説明するので次回までに理解してくること。 

―  録画 

第 5 回 

WBS 作成演習︓ 前回指⽰した課題の WBS の作成演習を⾏う。グループで WBS を
階層構造で作成し、その作成⽅法を学ぶ。最終的に講師より⽰された WBS を理解し、
スケジュール作成の準備を⾏う。

―  対⾯ 

第 6 回 

スケジュール作成ツールの学習︓ Excel や MS‐Project を使って WBS を作成すると
きのノウハウを解説する。このツールを使ってウッドデッキ構築プロジェクトのス
ケジュールを作成する準備を⾏う。

―  録画 

第 7 回 

スケジュール作成１︓ グループでウッドデッキ構築プロジェクトのスケジュール
作成演習を実施する。Excel や MS‐projrct で作成したスケジュールを、わかりやすい
スケジュールの説明資料に作り直し説明できるようにする。

―  対⾯ 

第 8 回 

スケジュールに関する基礎講義︓ スケジュールに関して、ガントチャートやネッ
トワークダイヤグラムの作成⽅法、クリティカルパスメソッド法、スケジュール短
縮技法などについて講義を⾏う。

―  録画 

第 9 回 

スケジュール作成演習２︓ グループ活動の続きを⾏い、Excel や MS‐projrct を使っ
たスケジュールを、わかりやすいスケジュールの説明資料に作り直しチーム別の発
表を⾏う。作成物は指⽰にしたがって個⼈⽤にまとめ、1 週間以内に提出する。

―  対⾯ 

第 10 回 

アーンド・バリュー・マネジメントの講義︓ プロジェクトの進捗状況を管理する
ための⼿法として、スコープ・スケジュール・コストをお互いの関連を考慮しなが
ら同時に管理できるアーンド・バリュー・マネジメント（EVM)の基本的な考え⽅に
ついて講義する。

―  録画 

第 11 回 
アーンド・バリュー・マネジメント演習１︓ 簡単な演習を⾏い PMP や情報処理技
術者試験レベルの基本的なアーンドバリュー計算ができることを⽬指す。

―  対⾯ 

第 12 回 
アーンド・バリュー・マネジメントの講義２︓ Excel で作成した WBS を利⽤して、
実務でアーンドバリューマネジメントを実施する⽅法について講義を⾏う。 ―  録画 

第 13 回 

アーンド・バリュー・マネジメント演習２︓ EVM と WBS を組み合わせた演習を⾏
い EVM の理解を深めるとともに、実務において WBS の作成と組み合わせた EVM を
使えるようになることを⽬指す。演習課題は、1 週間以内に完成し提出すること。

―  対⾯ 

第 14 回 

品質管理技法の講義︓ プロジェクト管理における品質管理の基本的な考え⽅を学
ぶ。あわせて、システムテストなどの障害管理についても学び、品質管理演習の基
礎知識を確認する。 

―  録画 

第 15 回 

品質管理技法の演習︓ システム開発における品質管理の代表例として、システム
テスト時の障害管理を取り上げ、管理⽅法や報告⽅法の例を講義するとともに、事
例に基づく品質分析と報告書作成の演習を⾏う。演習課題は個⼈で１週間以内に提
出すること。

―  対⾯ 

試験 
試験︓学んだ４つのツールやその活⽤に必要なプロジェクトマネジメントの基本的
なことについて、理解度と実践⼒を⾒る期末試験を⾏う。 

―  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            60 点  第 3 回、9 回、13 回、15 回の演習の提出課題をそれぞれ 15 点満点で採点する。 
期末試験    40 点        最終回に今回学んだ基本的な事項に関する試験を⾏う。 

教科書・教材 

教科書は特に指定しない。 

毎回の講義資料は講義時に配布する。ただし、LMS にも事前に UP するので各⾃ダウンロードして事前学習すること
も可能。 

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』 




