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要旨
東京工業大学のPBL授業では、実際のソフトウェア開発に近い状況、「教える」ではなく学生の自ら学ぶ力を「引き出
す」状況、を作り出す授業に取り組んでいる。ソフトウェア開発の過程で生じる困難に対して、その問題の本質を見抜
き対処できる力を育てることが目的である。連続する2コマの演習授業で講義時間は約15%。本開発と並行して、講義
内容を補強するためのミニ演習を組み込んでいる。履修した約9割以上の学生から満足したとの評価を得ている。

自己紹介
ソニー（～2006）
‣ 情報デザイン
・HCD（人間中心設計）の社内導入
・コンテキストヘルプ考案、オンラインチュートリアル作成、GUIデザイン
・MDプレーヤー、DVD、BSデジタル放送等の基本操作仕様策定

‣ ソフトウェア開発プロセス改善
・主要事業部のソフトウェア開発プロセス改善支援、CMM正式リードアセッサー（CBA IPI LA）

独立コンサルティング（2006～）
‣ ㈲ケイプラス・ソリューションズ（ www.kplus-solutions.com ）
独自考案のプロセスモデリング手法（PRePモデル）による、開発プロセス／業務プロセスの見える化、プロセス改
善、システム要件開発のお手伝い

東京工業大学　先導的ITスペシャリスト育成推進プログラム参加（2006～）
演習授業の開発と講師

問題定義
学生に何を伝えるべきか
コンサルティングの仕事はいわゆる技術移管。顧客に何を伝えるかは難しい課題。技術は単なるHowではない。
一方で、顧客は答えやHowを求めがち。しかし、単にHowを伝えたのでは、真の問題を解決できない場合が多い。
さて、大学での授業の場合はどうか。授業を通して学生に何を伝えるべきか。

提供者志向にならないように
授業の主役は誰か。もちろん、「学生」（ですよね？）。しかし、ややもすると、提供者（つまり、先生）の視点にな
りがちでは？
「提供者志向」とは、提供するモノに受託者を合わせようとする考えかた（失敗に至るビジネスの多くが提供者志向で
あったとも言われています）。つまり、提供者志向に立つと、授業は、手法、技法、やりかたなどの提供者の”知ってい
る知識”のオンパレードになりがち（私も、はじめは提供者志向で授業構成を考えていた）。
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中国のことわざ
I hear, and I forget.（聞いたことは忘れる）
I see, and I remember.（見たことは思い出す）
I do, and I understand.（体験したことは身に付く）

PBLは、まさしく体験授業（北米では、幼稚園の段階からPBLの考えかたが広く取り入れられていると聞きました）。
では何を体験させたらよいのか。どのように体験させたらよいのか。そこから何を学んでもらうべきか。

ソフトウェア工学の特定の成果（技術）を伝える？
例えば、
・能力の高いチームの作りかた
・手戻りをしない開発方法
・ビジネスを成功に導く要件開発手法
といった技術はあるのでしょうか？
（そのようなものは無いと思います。結果論はあふれていますが... ）

応用的に、そして将来にわたっても使える（生き残っている）技術は、それほど多くはないと思われる。
演習授業で、特定の技術を（チュートリアル的に）教えることの意味がどれだけあるだろうか。

学生に身につけてほしい能力とは
学生に身につけてほしいものは、特定のノウハウや手法、技法などの「How」ではなく、
　「ソフトウェア開発の過程で生じる困難に対して、その問題の本質を見抜き対処できる力」
ではないかと考えた。
これこそ、演習（体験）という授業形態を通してこそ身につく学び、つまり、演習授業のテーマではないか。
（さらに、ソフトウェア工学という学問のありかたであるかもしれません）

仮説
ゴール：ソフトウェア開発の過程で生じる困難に対して、その問題の本質を見抜き対処できる力を育てる
そのための演習授業の基本方針として下記を定義した。

1）実際のソフトウェア開発に近い（ただし制御された）状況を作る
実際のソフトウェア開発に近い（教育的な学びの場としての）状況とは、（例えば、実際の開発の中に放り込むのでは
なく）ゴールにたどり着く間に、成功体験に加えて適度な失敗の体験と、そこからのリカバーを経験できる状況を作り
上げることであると考えた（回復不可能な失敗はしないように（できるだけ））。

2）「教える」ではなく、学生の”自ら学ぶ力”を「引き出す」
自ら学ぶ力を引き出す状況を作り上げるために、まず第一に、学生一人ひとりのモチベーションとチームフロー状態の
維持が重要であると考えた。
さらに、「モノを作る」という演習の手段が目的化しないように、カリキュラムに、授業目的を意識化するための内容
を盛り込んだ。
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授業の基本構成
授業構成
・1チーム：6名～8名　4チーム
・毎週水曜日の5～8時限（連続2コマ）

演習課題
・組み込みとサーバ側システム
・携帯型ゲーム機とサーバーを使った大学の授業支援システムの開発
・超上流である要件開発プロセスからの取り組み

前期・後期の授業構成
（前期）

導入（初日） チームごとの開発（10W） 中間発表会（前期最終日） 前期レポート提出

（後期）

チームごとの開発（6W） 成果物発表会（11月末） ポストモーテム（2w） 授業成果展覧会（2日間） 企業技術者交流会

個人テーマ発表会（2W）

‣ 導入（初日）
”前期・後期の授業を5分で体験するゲーム”を通して、演習のテーマを理解してもらう。ゲームはチームごとにジグソー
パズルを制作し、その投資対効果を競うもの。
ゲームの体験は、演習テーマの理解に効果的なようである（ゲームでの体験と照らし合わせた報告がある）。また、
チーム間の競争意識（モチベーションを高めるひとつの要素）が生まれる。

‣ 前期レポート
レポートのテーマ：「前期のチーム開発でうまく行ったところと改善点をあげ、その理由を考察せよ」
レポートはブログに投稿。学生同士がお互いのレポートを参照。同じチーム内のメンバでも、うまく行っているところ
と改善点に対する理解が異なることなどを発見。

‣ ポストモーテム
独自のプロセスモデル化手法（PRePモデル）を適用したポストモーテムを実施。短時間でレベルの高い（”人の評価”で
はなく、客観的な”プロセスの評価”ができている）ポストモーテムが実施されている（実際の企業内でも、正しくポス
トモーテムを行えているところは少ない）。

‣ 授業成果展覧会
ポストモーテム結果を中心に発表。２日間開催。一般公開。終了後の打ち上げは恒例に。
（予算があった年度は）産業デザイン振興会 デザインハブ（六本木ミッドタウン）をお借りして、（予算が無くなって
からは）東京工業大学の百年記念館を会場に...
授業もこの頃になると、展覧会実行チームが横串に作られ、展覧会の企画から準備まで、学生が自主的にどんどん進め
るようになる（講師としては、非常に楽）。展覧会会場の演出方法などを指導。

‣ 個人テーマ発表会
前期レポートを読み、各学生が開発プロセス上で改善点として着目している点を後期の個人テーマとして設定してあげ
る。本授業の総まとめとして、後期最後の２週を使って、一人30分の持ち時間で発表。 学生同士の質疑応答を行う。実
際のチーム開発での経験と実践をもとに発表してもらう。（個人テーマの例：「Validationプロセスの開発工程への組
み込みかた。演習での事例と考察」、「システムアーキテクチャと役割分担の関係についての考察」など）
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1日の基本的な授業構成
講義は全体の約15%。本開発と並行して、各授業ごとに講義内容に関連するミニ演習が入る。

内容内容 時間時間 割合

講義講義 約30分約30分 約15％

本開発本開発 約120分（ミニ演習時間・休憩含む）約120分（ミニ演習時間・休憩含む） 約65％

ミニ演習

＊本開発約120分の中
でミニ演習と休憩を
チームごとに適宜入れ
てもらう。

（約40分） （約20％）

ミニ演習結果チーム発表ミニ演習結果チーム発表 約40分約40分 約20％

180分（2コマ）+休憩10分＝190分180分（2コマ）+休憩10分＝190分 100%

１）講義（約30分）
・授業全体の平均的な進行に合ったテーマの講義
・基本コンテンツは決まっているものの、当該年度の進捗や問題意識などによって内容を調整
・学生がその時点で陥りやすい・陥っている問題や、次のステップとして考えなければならないことなど
2）講義内容に関連したミニ演習（約40分程度の量）
・本開発の時間の中でチームごとに実施
・ミニ演習が無い講義もある
3）ミニ演習結果のチーム発表（10分×4チーム）
・講師からの講評やコメントに加えて、学生同士の質疑応答を促す

　　講義内容とミニ演習の例：
　　説明：チームカラー（個性）の生まれかた
　　演習：ブレインドローイング（コミュニケーションが相互の模倣によることの体験）
　　ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
　　説明：スケジュールバッファが遅れを生む
　　演習：プロジェクトバッファスケジュール（立てたスケジュールが見積りのβ分布に従っていることの発見）

授業構成のポイント
モチベーションとチームフローの維持
・学生が興味のある題材を選択
・チーム間の競争意識を作り出す（初日のゲーム、中間発表まで秘密、展覧会の来場者による順位付け）
・早期段階で小さな成功（目に見えるモノ）を生み出すように誘導する（ライフサイクルの誘導、小さな成功体験）

学生の自ら学ぶ力を引き出す
・Howは教えない。Whatを与える（学生が体験しているコトの言語化、解説）
・発表を通じた経験の外在化（ミニ演習の発表、中間発表会、成果物発表会、授業成果展覧会）
・ソフトウェア開発の基本概念を与える（「ソフトウェア開発は学習のプロセスである」（私の解釈ですが... ））

学習テーマを常に意識させる（手段が目的化しないこと）
・これから体験することの全体イメージを与える（ジグソーパズルゲーム）
・プロセスを意識させる（開発プロセスのモデル化演習、ポストモーテム）
・前期レポート、後期個別テーマ（開発プロセス視点による考察）
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授業支援
Wikiと個人ブログによるサポート
‣ Wiki
毎年度、授業用にWikiを立ち上げている。講師から学生への連絡事項や学生間で共有する情報、演習での成果物などを
管理。毎年度新しいページを立ち上げ、学生は過去の授業の履歴や先輩達の成果を閲覧することができる。

‣ ブログ
演習の記録と講師とのコミュニケーション用に学生一人ひとりにブログを用意。毎週、覚え書きや感想、困っているこ
となどを自由に書き留めてもらう。学生一人ひとりの学習状況を把握し、ブログのコメント機能を利用して学生一人ひ
とりに対してアドバイス、質問への回答などを行う。
ブログの内容と更新頻度を、前期後期のレポートとともに成績の主要要素としている。

 

　　授業用WIKI 　学生個人ブログ
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学生個人ブログへリンク

‣ Wikiの内容
・連絡事項
・履修学生データ
・授業スライドや演習教材等のダウンロード
・共有ノウハウ（学生が自主的にページ作成）
・授業成果物管理
などなど



何がおこったか
・学習プロセス（開発方法、スキル判断、チームワークの取り方など）が開発プロセスに明示的に組み込まれた
・積極的で工夫に富んだコミュニケーションが行われた（授業外の定例会議、Skype、Google Apps. などの利用）
・チーム間の競争心が生まれた（競争心は、モチベーション維持に効果的であるようだった）
・レベルの高いポストモーテム結果（企業技術者との交流会で、社会人4、5年目のレベルだとの評価をいただいた）
・もの作りへの興味（授業終了後も一般公募のゲーム開発イベントなどに参加する学生、メーカー系への就職希望）
・闊達な授業雰囲気（初日は大人しかった教室の雰囲気が徐々に活発になり、成果展覧会でピークに）
・授業外のコミュニケーションが生まれた（授業を通じた交流の輪、「友達作りの授業」）
・「就職活動で役に立った！」との声（演習での実際の経験を述べると非常に受けが良いらしい）

アンケート結果

 

　授業満足度の年次推移（5ポイント評価での平均値） 　授業満足度評価結果（H18年度～H22年度合算）

将来展望
・社会人参加のオープンな授業（”教えるもの、教えられるもの”の枠組みを取り払った学び合いの場）
・（単年度ごとで終わらない）知見やノウハウのスパイラルアップな共有、公開の仕組みの実現
・”創造性”を重視した開発プロセスメソッドの組み込み
・技術者としてのアウトプットの社会的な影響の理解を学ぶことが出来る題材
（課題は予算... )
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データ
授業支援システム構成
・ノートパソコン（1台／1学生）
・携帯型ゲーム機（1台／1学生）
・携帯型ゲーム機開発環境（5台前後／1チーム）
・無線ルーター（1台／1チーム）
・授業支援システム用サーバ（アプリケーションとバックアップの2台構成）
・PukiWiki（各年度毎に新規ページを立ち上げ）
・tDiary（ブログ／1学生）
・学生管理、アクセス管理システム
・Subversion（1システム／1チーム）
・その他（Skype、Google Apps、メーリングリスト等は、学生、チームごとに適宜利用）

使用教材
・講義用スライド
・ミニ演習用教材
・ジグソーパズルゲームキット
・その他（ブレスト用模造紙、ポストイットなど）

授業カリキュラム
実際のカリキュラム（順序や内容）は、クラス全体の進捗や開発状況や問題意識に応じて適宜調整。
下記は、基本パターン。

‣ 前期カリキュラム
1. 良いプロジェクトって？
　　演習：通気の授業を5分で体験するゲーム
2. 計画は「決定」ではない、「書く」ものでもない
　　演習：最初の計画を立てる
3. 発散して収束する（要件開発プロセス）
　　演習：正しいブレスト
4. 要件は3つのAnd
　　演習：要件の品質を評価する
5. ソフトウェア開発は学習プロセス
　　演習：計画を見直す
6. 空気は伝わる。理解は伝わらない。
　　演習：コミュニケーション計画を立てよう
7. 何をマネージメントするのか
　　演習：チームののAs-isをモデル化してみよう
8. リスク管理のリスク
　　演習：言えないリスクを言ってみよう
9. 能力を上げるには
　　演習：自分を管理してみる
10. 進捗は振り返るな
　　演習：進捗を予測する
11. 構成管理はルール
　　演習：中間発表の準備
12. 中間発表
　　前期課題について
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‣ 後期カリキュラム
1. プロジェクトが失敗する本当の理由
　　演習：今どこマップ
2. 厳しい局面を乗り切る
　　演習：スケジュールバッファの計画方法
3. 進捗管理とリスク管理の魔法の言葉
4. 作っているものは正しいモノ？
　　演習：簡単で実践的なテストケースを書こう
5. リリース前にValidation
　　演習：ユーザ視線でシステムを評価しよう
6. プロジェクトの終わらせかた
7. 最終デモ（開発終了）
8. プロセスを振り返る
　　演習：ポストモーテム（As-isを描く）
9. To-beを考えよう
　　演習：ポストモーテム（To-beを考える）
10. 授業成果展覧会
11. 企業技術者との交流会
12-13. 個人テーマ発表会

以上
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