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概要 

プロジェクト管理の基本は、実⾏可能な計画を⽴てること、及びその計画に基づいてプロジェクトを実施するこ
とである。この講義では、受講者はチームでリアルタイムプロジェクトシミュレータを体験することで、プロジェ
クトで発⽣する様々なプロジェクトマネジメントの要素を体験する。プロジェクトはオンライン形式で実施される
が、プロジェクト管理の基本となる様々な管理指標の使⽤⽅法やプロジェクト実施中の試練が組み込まれており、
実プロジェクトさながらの臨場感でプロジェクトの実施を体験できる。シミュレータを通して学んだ要素を、本学
の PBL 活動のプロジェクト計画を作成することで、さらに⾃分のものとして理解を深めることができる。 

⽬的・狙い 

本講義は IT プロジェクトの計画を⽴て、リアルタイムのプロジェクトシミュレータを使って実践を⾏うことで、
プロジェクト実⾏においてどのようなことが起こるか理解することを第 1 の⽬標とする。さらにチームで話し合い
ながら⽬標をもってプロジェクトを進めるので、チーム活動に必要なコミュニケーション⼒や判断⼒も養うことを
狙いとする。   

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、プロジェクトマネジメント、プロジェクトの環
境 
(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 
(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３)  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３)  プロジェクトチームの結成、プロジェクトチームの管理 
(A3) K-05-14-06:プロジェクトタイムマネジメント（レベル３)  スケジュールの作成、スケジュールのコントロール 
(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３)  リスクの特定・評価・対応、リスクのコントロール 
(A3) K-05-14-09:プロジェクト品質マネジメント（レベル３)  品質の計画、品質保証の実施、品質コントロール 
(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３)  コミュニケーションの計画、情報の配布 

前提知識 

（履修条件） 

特に条件は無い 

プロジェクト管理について興味を持って⾃ら実践しようという意欲があること 

到達⽬標 

上位到達⽬標 

プロジェクトには、予定通りには進まない様々な制約やリスクが潜んでおり、それらの対応⽅法には正解は無く、
プロジェクトごとにあるいは実⾏中の状況や場⾯によって異なるものであるということを理解する。そして状況に
応じた適切な判断を⾃ら⾏う事が出来るようになる。 

最低到達⽬標 

リアルタイム型の擬似プロジェクトを実践し、状況判断、問題分析、タイムリーな解決策の策定などプロジェクト
マネジメント能⼒が重要なことを理解できる。

授業の形態 

形態  実施  特徴・留意点 

録画・対⾯混合授業  ―

対
⾯
授
業

講義（双⽅向）  ―
実習・演習（個⼈）  ―

実習・演習（グループ）  ◎ 

⼟曜の２コマ連続の講義でチームでの演習を中⼼に⾏う。プロジェク
トマネジメントに必要な⾏動をチームで話し合いながら活動すること
でプロジェクトマネジメント能⼒を⾼める。

サテライト開講授業 ―
その他  ―

授業外の学習 

講義の前には事前に配布する授業のレジュメを読んでくること。 

講義後は毎回配布する復習レポートに、授業のまとめ・意⾒を書いて提出すること。 

シミュレータの実施練習を指⽰された⽅法で各⾃⾏ってくること。

授業の内容 

講義は、STS 社のオンラインシミュレータの実施を中⼼に⾏う。4 ⼈で 1 チームになり、10 名×10 週間程度のシステム開発プロジ
ェクトを 3 時間程度に圧縮して実施する。プロジェクト実施中に、スケジュールの作成、要員のアサイン、コスト管理、課題対応、
リスク対応など様々なプロジェクトマネジメントの体験をすることができる。
演習の結果得られた PM のコンピテンシーをチームでまとめ発表するとともに、さらにその体験を活かして 2 年次に⾏う PBL のプ
ロジェクト計画を作成する。シミュレータで得たプロジェクトマネジメントのノウハウを実際の⾝近なプロジェクトで実践すること
で、プロジェクトマネジメントとしての理解や実践⼒を⾼める。
シミュレータで得たコンピテンシーと PBL のプロジェクト計画書はチームで発表するとともに、最終的には個⼈でレポートして完
成し提出する。この２つの個⼈レポートと最後に⾏う理解度テストで成績を評価する。 



授業の計画 

回数  内容 
サテライト
開講 対⾯/録画 

第 1 回 

本講義のガイダンスと PM スキル診断︓本講義のガイダンス及びシミュレータの概
要をデモを交えて解説する。また、紺講義受講に当たってのプロジェクトに関する
スキル診断を⾏う。

―  対⾯ 

第 2 回 
プロジェクトの基礎知識︓この講義に必要な最低限のプロジェクトの基礎知識とス
ケジューリングプ、クリティカルパスなどに関する知識の講義を⾏う。

―  対⾯ 

第 3 回 

シミュレータの解説︓本講義で実施するプロジェクトシミュレータについてその⽬
的や制約などについて説明し、あわせてステークホルダーマネジメントやリスクマ
ネジメントの⽅法についても解説する。その後グループ分に分かれて、実際にシミ
ュレータを使ってその操作⽅法を理解する。

―  対⾯ 

第 4 回 
シミュレータプロジェクト計画作成︓各グループで、シミュレータの計画を完成さ
せる。 ―  対⾯ 

第 5 回 

シミュレータプロジェクト前半部分の実⾏︓最終的なシミュレータの設定を確認し、
シミュレータの前半部分を実施する。プロジェクト実施に必要になる PM としての
判断対応を実践する。

―  対⾯ 

第 6 回 

シミュレータ前半部分のまとめ︓グループでシミュレータの前半部分の結果のまと
めを⾏い、各種指標を解析する。その結果で、要員計画や、品質管理、要員とコミ
ュニケーションなどを⾒なおし、シミュレータ前半部分のまとめと後半戦略策定を
⾏う。

―  対⾯ 

第 7 回 

シミュレータプロジェクト後半の実⾏︓グループでシミュレータの前半部分の反省
に基づき、後半部分の計画の⾒直しや戦略の策定を⾏ったのち、後半部分を実施す
る。終了後、実⾏結果について分析のための資料を収集する。

―  対⾯ 

第 8 回 
プロジェクトの結果分析と発表準備１︓チームごとにシミュレータの結果や学んだ
プロジェクトマネジメントのポイントについてまとめ、発表の準備を⾏う。 

―  対⾯ 

第 9 回 
プロジェクトの結果分析と発表準備２︓チームごとにシミュレータの結果や学んだ
プロジェクトマネジメントのポイントについてまとめ、発表の準備を完成させる。 

―  対⾯ 

第 10 回 

シミュレータ結果学んだことの発表︓チームごとにシミュレータで学んだことを発
表する。各⾃⾃分のチームの内容を振り返るとともに他のチームの発表も参考に個
⼈のレポートとしてまとめる。

―  対⾯ 

第 11 回 
シミュレータ実施結果に対する講評︓教員より各チームのシミュレータ全体の実施
結果に対する講評を⾏い、反省すべき点や注意すべき点を説明する。

―  対⾯ 

第 12 回 

ファシリテーション型プロジェクトの説明︓PBL の実施に必要なファシリテーショ
ン型プロジェクトについて講義を⾏なう。その後チームになり模擬的な PBL の題材
について理解し計画作成の準備を⾏う。

―  対⾯ 

第 13 回 

ファシリテーション型プロジェクト計画の作成１︓各チームで、与えられた PBL テ
ーマを実施するプロジェクト計画書を作成する。シミュレータで学んだプロジェク
トマネジメントのポイントを計画書に反映する。

―  対⾯ 

第 14 回 

ファシリテーション型プロジェクト計画の作成２︓各チームで、与えられた PBL テ
ーマを実施するプロジェクト計画書を作成する。シミュレータで学んだプロジェク
トマネジメントのポイントを計画書に反映する。

―  対⾯ 

第 15 回 

プロジェクト計画書の発表︓チームごとに PBL 実施計画書の発表を⾏う。今回の講
義を通じで学んだプロジェクトマネジメントに必要な要素についても分かるように
発表する。 

―  対⾯ 

試験 
本講義で学んだプロジェクトの実践において重要な計画要素や、実施中の判断⼒を
問う問題を記述⽅式と択⼀⽅式で出題する。 

―  対⾯ 

成績評価 

次の項⽬の合計 100 点満点で評価する。 

1  シミュレータ結果のまとめ        30 点 （個⼈で作成し提出） 

2 ファシリテーション型プロジェクト計画書   30 点 （個⼈で作成し提出） 

3  期末試験                40 点  

教科書・教材 
教科書は特に指定しない。 

録画講義可能な講義回は資料を 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』 




