
2．効果 

• 始めることが出来たこと 
• 続けることが出来たこと 
• 企業側にとって 
• 大学教育の質保証 



本演習の教育目標 
20 

品質・納期・コストを意識した          

プロジェクト管理の実際を理解 

コミュニケーション・ドキュメンテーションの重要性の理解 

プレゼンテーション能力の向上 

デザイン（設計）能力の向上 

製品実装技術の理解・習得            

組込みソフトウェア・Webアプリケーション開発 



これまでの主な教育改善 
• 少人数のプロジェクト体制で、各人に役割を割当て 

• “振り返り”により、教育目標を周知・教育効果を浸透 

プロジェクト管

理の実際を理解 

• 各種会議や企業関係者の立会いの下で成果報告会を実施 

• 毎回の議事録、日報作成等のドキュメント作成 

コミュニケーション・ド

キュメンテーションの重

要性の理解／プレゼン

テーション能力の向上 

• 各種設計段階でのレビュー実施 

• 技術面での演習内容の高度化 

デザイン能力の 

向上 

• 複数の演習教材（組込み、Webアプリ）を用意 

• 複数回の技術教育を実施 

製品実装技術の 

理解・習得 

21 



今回の主な教育改善 
• 各人に役割を割当て交代の機会を設け、より多くの

役割 ・業務を担当 

• 複数回の“振り返り”を実施 

プロジェクト管理

の実際を理解 

• 顧客会議等への出席学生の増員（2名→3 名程度） 

• 成果報告会での発表時間を増加（10分→15分） 

コミュニケーション・ド

キュメンテーションの重要

性の理解／プレゼンテー

ション能力の向上 

• 設計段階でのバーチャル（書面）レビューの実施 
デザイン能力の 

向上 

• Webアプリ演習題材を複数用意（日報／経費管理） 

• 技術教育のオーダーメイド化 

製品実装技術の  

理解・習得 

22 



今回の指導体制の強化 
23 

• 7名 → 9名 

• 学部教員の半分程度が参加 
大学教員の増員 

• 2班に1名の割合で配置 

• 各班に“上司役”を配置済み 

“先輩役”スタッ

フ配置の効率化 

• 教員1名 

• 演習全体の取りまとめ役 

専任統括役の 

設置 



教育目標に対する効果検証（全般） 
24 

開発プロジェクト疑似体験はよかった？ 

産学連携の取り組みはよかった？ QCDを意識したプロジェクト管理の実際を 
理解できた？ 

演習のJABEE必修化はよかった？ 
（JABEE認定コース生のみ） 

（％） 
（％） 

（％） 
（％） 

とてもそう思う＋まあそう思う＝87% 

とてもそう思う＋まあそう思う＝98% 

とてもそう思う＋まあそう思う＝98% 

とてもそう思う＋まあそう思う＝87% 



教育目標に対する効果検証（個別） 
25 

プレゼンテーション力は向上した？ 

デザイン（設計）能力が向上した？ 

製品実装技術を理解・習得できた？ 

コミュニケーション・ドキュメンテーションの
重要性を理解できた？ 

（％） 
（％） 

（％） （％） 

とてもそう思う＋まあそう思う＝90% とてもそう思う＋まあそう思う＝61% 

とてもそう思う＋まあそう思う＝56% とてもそう思う＋まあそう思う＝61% 



FDプログラム 
九州産業大学 ㈱福岡CSK 

（学生向け）実践的演習 
「プロジェクトベース設計演習」 

（教員向け）当該年(2006)度テーマ 

「開発プロジェクト研修」 

インストラクタ（現役技術者） 

教員    

（現役技術者向け） 2年目(2005) 

「企業技術者セミナ」 
 教員 

逆インターンシップ3年目 

教員インターンシップ 

平成18(2006)年度 経済産業省 

 「産学協同実践的ＩＴ教育訓練基盤強化事業」に採択 
 

「プロジェクトベース設計演習」ＦＤプログラムの開発 



双方向型産学協同実践教育 
27 

大学 企業 

学生向け 2004年～  
実践的演習 
「プロジェクトベース 

設計演習」 

教員向け 2006年～ 

「開発プロジェクト研修」 
      教員 

現役技術者向け 2005～07年 

「企業技術者セミナ」 
（専門基礎教育） 

      教員 

“教員インターンシップ” 

インストラクタ（現役技術者） 

“逆インターンシップ” 



産学協同実践的ＩＴ教育訓練基盤強化事業 
 

 「プロジェクトベース設計演習」 
   ＦＤプログラムの開発 

九州産業大学 情報科学部 
連携機関 

  (株)福岡CSK 
  (財)九州システム情報技術研究所 

平成19(2007)年3月12日 



FDとは？ 

• 大学教員の教育能力の向上 
• 授業内容・方法を改善、向上のための
組織的な取り組み 

• 大学改革の実施における重要な要素 
 
 

（ﾌｧｶﾙﾃｨ ﾃﾞｨﾍﾞﾛｯﾌﾟﾒﾝﾄ） 



FDプログラムの目的 

• 教育効果が非常に大きい実践的演習「プロジェ
クトベース設計演習」を定着、継続するため 

• FDプログラムにより大学教員自身も実践的演
習のインストラクタを主体的に実施可能に 
企業側のインストラクタ派遣の負担を軽減 



ＦＤプログラムの内容 
ＦＤプログラム(1) 
「プロジェクトベース設計演習」実
施研修 

ＦＤプログラム(2) 
開発プロジェクト研修 

内容と 
  目的 

「プロジェクトベース設計演習」の
インストラクタとして企業技術者と
ともに教員が参加し、 
実践的演習の教授方法のスキル 

を修得 

IT企業の開発プロジェクトに参加し、 
プロジェクト管理・運営のノウハウ 

を修得 

 グループ1：ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ会議 

 グループ2：第三者レビュー注) 

対象者 大学専任教員５名 
グループ1：大学専任教員２名 

グループ2：大学専任教員１名 

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀ 連携企業の現役技術者(１６名) 連携企業のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞｸﾗｽ（２名) 

時間 １４回(計４２時間) １０回(計３０時間)×２ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

実施環境 九州産業大学情報科学部の教室内 福岡ＣＳＫ内 

注）第三者レビューとは、㈱福岡CSKの社内制度であり、対象プロジェクトに参加していな
い社員が、プロジェクトを第三者の立場から評価するもの。 



開発開始局面 

受注局面 

開発局面 要件定義 

基本設計 

詳細設計 

実装 

納品･検収 

保守運用 

レビュー 

移行 

システムテスト 

見積り提案レビュー 

計画レビュー 

要件定義レビュー 
基本設計レビュー 

詳細設計レビュー 

移行計画レビュー 
テスト計画レビュー 

出荷レビュー 

終了レビュー 

進捗会議 

１回／週 

第三者レビュ
ワーとプロジェ
クトリーダによ

る 

プロジェクトリーダ
会議またプロジェ
クトリーダとプロ
ジェクトメンバーに

よる 

出席対象会議 

FDプログラム(2)開発プロジェクト研修 
• 実際の開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄのﾚﾋﾞｭｰにｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰとして参加し、 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理・運営のﾉｳﾊｳを修得 



FDプログラム(2)開発プロジェクト研修 
• 機密保持契約締結 
• ２グループに分かれて実施 

11/7   機密保持契約説明 
     第3者レビュアー制度について 

11/8   計画レビュー、終了レビュー 
     出荷レビュー 

11/15  プロジェクト管理について 
       

進捗会議（週次） 第三者ﾚﾋﾞｭｰ（随時） 

11/17  見積もりレビュー 
      終了レビュー 

11/21  見積もりレビュー 
      社内教育制度について 

12/1   見積もりレビュー 
       

12/6   ソフトウェア製品品質管理 
      赤字プロジェクトケーススタディ 

12/12  計画レビュー 
      リスク管理について 

12/15  見積もりレビュー 
       
12/19  見積もりレビュー 
       

10/16 PL会議、機密保持契約説明 
     第3者レビュアー制度について 

10/30 PL会議 
     プロジェクト管理について 

11/6  PL会議 
     教育制度について 

11/13 PL会議 
     ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ（産が求める人材像） 

11/20  PL会議 
      赤字プロジェクトケーススタディ 

11/27  PL会議 
      見積もりレビュー 

12/4   PL会議 
      小規模ｼｽﾃﾑﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

12/11  PL会議 
      リスク管理について 

12/18  PL会議 
     産から学への要望（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）  
12/25  PL会議 
     産から学への要望（ﾃﾞｨｽｶｼｮﾝ）  

グループ1 受講２名 グループ2 受講１名 



FDプログラムの成果 
• FDプログラム(1)「ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾍﾞｰｽ設計演習」実施研修 

- 企業のインストラクタとともに実践的演習で学生の指導に
あたる研修により、教授方法のノウハウ修得した。 

- 演習教材、指導マニュアル（演習指導・管理・評価）の移
管を受けた。 

 

• FDプログラム(2)開発プロジェクト研修 

- 企業での実務経験のない教員は新鮮なインパクトを受けた。 

- 産学の信頼関係に基づいた研修により、現実のプロジェク
ト管理・運営のノウハウを修得した。 
（業務フロー、ドキュメンテーション、 
   問題点対策のアプローチ方法etc.） 
    



FDプログラム問題点と対策 
• 機密保持 

- 企業の機密にも触れる現実の開発プロジェクトへの参加にあた

り、(株)福岡CSKと九州産業大学情報科学部、および(株)福岡
CSKとISITが機密保持契約を締結した。 

• 研修時間の調整 
- FDプログラム(2)では、受講教員3名共通の研修時間と、現実
の開発レビューの開催時間の調整ができない問題が生じた。こ

のため、当初計画とは異なり2つのグループに別れて研修を行
わざるを得なかった。結果として性格の異なる2つのレビューに
参加でき当初計画より幅広い経験が得られたが、(株)福岡
CSKの負担増となった。  



FDプログラム(1)教育訓練プログラム実施研修 

• 失敗を経験することが教育であるというスタンスの重要さ 
• 他者（チームメンバー、顧客等）とのコミュニケーションやス
ケジュール管理・コスト管理の重要さ 

• 現役の社会人が教育にあたることによる学生への強く良い
刺激を実感  

• （教員向け）開発プロジェクト研修を同時並行的に行うこと
の有意義さ 
 

• 適切なアドバイスの与え方の難しさ 
• 学生に対する顧客役の難しさ（対応の“慣れ”） 
• 強い忍耐力と大勢のスタッフによる協力の必要性を実感 
• プログラム実施責任者の実施ノウハウの受け継ぎの難しさ 

受講教員より 



FDプログラム(2)開発プロジェクト研修 

• 現実の業務から多くの新鮮な印象を受ける 
- 文書による進捗管理の徹底 
- 大きな損害を出さない仕組み（各段階での第三者レビューの実
施） 

- 途中の作業過程に焦点（大学の演習では最後の報告書を重視
する傾向に対し） 

• 人間関係、コミュニケーションの重要さ 
- 自分の考えを適切に相手に伝えるための表現力、および相手の
発言からその考えを確認する必要性 

- ユーザ関連（コミュニケーション、報告、承認）、品質確認、テスト
ケース数に修得・理解が不十分（企業における開発現場や顧客
とのミーティングの場を直接見学することができなかった） 

 
• （学生向け）教育訓練プログラム実施研修を同時並行的
に行うことの有意義さ 

• 企業経験のない／少ない教員に対する研修制度の継続
の必要性 

受講教員より 



研修後の学内展開 
• 次年度教育訓練プログラム実施研修の改善 

- 今回両研修の経験を活かした、より適切かつ積極
的な学生へのアドバイス 

- 研修参加教員から他教員へのFD知識の継承 
- 教育訓練プログラム実施ノウハウのさらなる吸収 

 

• 卒業研究をはじめとする他演習科目でのプロ
ジェクト管理・運営ノウハウの活用 

受講教員より 



教員の声 

現実の業務から多くの新鮮な印象を受ける 
文書による進捗管理の徹底 

大きな損害を出さない仕組み（各段階での第三者レ
ビューの実施） 
何をするにしてもコストから 

途中の作業過程に焦点（大学の演習では最後の報告書
を重視する傾向に対し） 

 

人間関係、コミュニケーションの重要さ 
自分の考えを適切に相手に伝えるための表現力、および
相手の発言からその考えを確認する必要性 



インストラクタの声 

企業ノウハウを大学へ 
当社で実際に行っているプロジェクト運営方法、人材育成方
法等について説明してきた。これは、企業側のニーズでもあり、
今後の大学でのカリキュラムにうまく反映されることを期待す
る。学生を育成している大学に、少しでも恩返しとなれば幸い
である。 

 

テクニカルスキルだけでなくヒューマンスキルも 
企業に就職後伸びる人材は、基礎技術を十分理解しており、
かつ、コミュニケーション能力などに代表されるヒューマンスキ
ルも持ち合わせている。プロジェクト運営でも重要な要素であ
り、両スキルの両立するカリキュラムも検討して頂きたい。 


