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本論文では，国際的に通用するプロジェクトマネージャの育成ためのPBL環境を提案する．産業技術大学院大学において

は，2009年度からベトナム国家大学と共同のPBLを実施している．活動を通して，海外とのシステム開発で必要なコンピテ

ンシーを習得する．また，海外との開発プロジェクトで課題となっている「言語問題」「コミュニケーション不安」「品

質管理」に関して，コミュニケーションツールの利用，ユースケース記述による的確な仕様の伝達，チケット駆動型によ

るリアルタイム性を重視した共同作業をPBLに適用することで解決した．  

 

In this paper, we proposed the PBL environment of training. We develop the skills necessary to internationally-accepted project 

managers. In an Advanced Institute of Industrial Technology, it was cooperative PBL of the Vietnam National University from the 

fiscal year 2009. We mastered competencies needing systems development with overseas companies through activity. And we took 

such an approach that solves problems encountered in offshore development projects, such as uneasiness in communication or quality 

control problems. The approach was “providing accurate specification” and “improving development efficiency by a ticket-driven 

method”. 
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1. はじめに 

 

近年，日本企業のグローバル化／オフショア開

発の増加に伴い，大学での PBL による IT 教育に

おいて，海外の大学と共同で実施するケースが増

えている．産業技術大学院大学（以下，AIIT : 

Advanced Institute of Industrial Technology）におい

ても2009年度からベトナム国家大学（以下，VNU : 

Vietnam National University）と共同の PBL を実施

している[1][2]． 

PBL とは，実社会で即戦力として活躍できる人

材を育成するために有効な教育手法とされている．   

明確な目標を掲げ，できるだけ実際の業務の内

容に近い 1 つのプロジェクトを完成させていくプ

ロセスの中で，実社会に役立つスキルやノウハウ

を習得する．AIIT の学生は，社会人学生が多く，

平日夜間もしくは土曜日に PBL が実施されてい

る[3]． 

グローバル化という視点で 2009 年度より，国際 

 

 

*電気通信大学 

 (The University of Electro-Communications)  

**産業技術大学院大学  

(AIIT: Advanced Institute of Industrial Technology) 

PBL 活動を開始した．国際 PBL では，グローバル

化に対応できる人材育成を目指している． 

 

2. 国際 PBL 実施の背景 

 

2.1 グローバル化への対応 

 東京都では，東京が目指す 21 世紀の都市戦略を

世界に示すため，「10 年後の東京」の中で，アジ

ア諸都市との連携・連帯を通じて発展を目指して

いる．また，その一環として，アジアの将来を担

う人材を戦略的に育成・支援している． 

こうした点を踏まえ，東京都の産業振興を「高

度職業人材の育成」という面から支援している

AIIT では，アジアを中心として留学生を受け入れ

ることや，海外大学との相互協定に基づき，PBL

の共同実施など教育研究活動の充実に努めている． 

 

2.2 国際 PBL の実施 

 2012 年現在，アジアを中心に国際競争が激化す

る中，国境を越えた実践的な人材が産業界から求

められている．AIIT では，2008 年度の実証実験[4]

をもとに，2009 年度にベトナム国家大学と連携協

定を締結し，2 国間でテレビ会議システムを用い

た国際 PBL を継続的に実施しており，その教育効

果を確認している． 



 

2009 年度からの国際 PBL のテーマは，以下の

通りである． 

・「ソフトウェア開発とマネジメント」（2009） 

・「グローバルなソフトウェア開発とマネジメン

ト：VNU との共同 PBL」（2010） 

・「尐人数・短納期開発プロジェクト向けマネジメ

ント手法」（2011） 

 

2.3 APEN 

 AIIT では，2011 年 6 月，アジアの有力大学であ

るベトナム国家大学（ベトナム），上海交通大学（中

国），浦項工科大学校（韓国）との連携協定を締結

し，グローバルに活躍する高度専門職人材の育成

を目的とするアジア高度専門職人材育成ネットワ

ーク「APEN（Asia Professional Education Network）」

[5]を立ち上げた． 

APEN は，PBL 型教育プログラムをアジア地域

へ拡大し，高度専門職人材を育成することを目的

としている． 

 

3. 業務遂行能力（コンピテンシー）の習得 

 

3.1 メタコンピテンシー 

AIIT の情報アーキテクチャ専攻では，IT 分野に

おける「情報アーキテクト」の育成を目標にして

いる．情報アーキテクトに必要なコンピテンシー

として，3 つのメタコンピテンシー「コミュニケ

ーション能力」「継続的学習と研究の能力」「チー

ム活動」を定めている． 

 

3.2 国際 PBL で習得するコンピテンシー 

2008 年度に試験的に実施した PBL では，コミ

ュニケーション能力の他に，「業務遂行可能な英語

力」と「ネゴシエーション能力」が国際的な PBL

を実践する上で必要な能力とした． 

2010 年度に実施した国際 PBL では，グローバ

ルな人材に求められるコンピテンシーとして，よ

り詳細化し，次の 3 点を挙げた． 

すなわち「海外の ICT 人材と適切なコミュニケ

ーションを取り，業務を遂行するスキル」「グロー

バルスタンダードな ICT 技術を活用するスキル」

「プロジェクトマネジメント（品質マネジメント）」

である．海外の技術者とソフトウェア開発プロジ

ェクトを実践することでこれらのコンピテンシー

の習得を目指した． 

 

4. 国際 PBL における課題 

 

4.1 オフショア開発における一般的課題 

 企業間におけるオフショア開発では，一般的な

課題として，「言語問題」「コミュニケーション不

安」「品質不安，品質管理困難」がある[6]（図 1

参照）． 

 それぞれの課題を解決することが，国際 PBL を

成功に導くためのカギになると考える． 

 

図 1 オフショア開発の課題 

 

4.2 言語問題 

 国際 PBL を実施する上での不安要素は，日本語

能力を含む言語能力である．ベトナムでは，現在

育成が急がれているものの，日本語を話せる技術

者の数が不足している．そのため，日本向けの仕

事を請け負うベトナム企業ではコミュニケータと

呼ばれる日本語のプロフェッショナルがプロジェ

クト毎に配置され，設計資料の翻訳からテレビ会

議の通訳などまで行っている． 

 AIIT で実施しているプロジェクトでは，双方の

母国語が異なるため，英語を用いている．日本語

または，ベトナム語を選択するとブリッジ SE・通

訳が必要となってしまうからである． 

 

4.3 コミュニケーション不安 

 4.2 より共通言語として英語を利用するが，非ネ

イティブ同士であるため，伝達の不備が懸念され

る．そのため，「明確な表現，具体的事例を用いた

伝達」「コミュニケーション基盤の有効活用」「早

めの応答」を心がける必要がある． 

 

4.4 品質不安，品質管理困難 

 オフショア開発では，品質基準の明確化が重要

である．一定の品質を保つため，基準を明確に文

書化することが必要である． 

また，「何をもって完了したか」の基準を明確に

するため，テスト手法，検証結果も明確にする必

要がある．日本側が技術的に先導する立場である



 

場合，品質・技術指導およびアーキテクチャの検

討が必要になる． 

日本人同士でシステム開発を行っていると「こ

のくらいは当然やってくれるだろう」といった「当

たり前品質」が無意識のうちにある．しかし，海

外の技術者と作業を行う場合，このことは「当た

り前」ではなくなる． 

一定の品質を保つためにはこれらの当たり前な

基準についても文書化し合意を得ることが必要で

ある．これらについては，双方の合意のもとで決

定することが円滑に作業を進めるために重要とな

る． 

 

5. 国際 PBL の概要 

 

5.1 国際 PBL の開始 

 2008 年度は試験的に，約 2 週間の短期間で PBL

が実施された．それにより，英語能力がないとコ

ミュニケーションが円滑に進まないことがわかっ

た．この試みでは，国際 PBL を実施する上でのポ

イントとして次の 3 点であるとしている． 

(1) 業務遂行可能な英語力 

(2) コミュニケーション能力 

(3) ネゴシエーション能力 

 しかしながら，業務遂行可能な英語力はすぐに

身につけることは難しい．多くの場合は，ブリッ

ジ SE が相互に担当するが，本 PBL では，その役

割を果たす人材はいない 

試験的な実施により，会議が消化不良に終わっ

た部分が見受けられた．これは語学力以前の問題

であり，簡単な事前準備で防ぐことが可能であっ

た．そのため，会議やメールの英語の導入授業を

事前に取り入れた方が有意義な国際 PBL になる

と考えられた． 

 

5.2 2009 年度の PBL 活動 

2009 年度は AIIT 側が 5 名と VNU 側が 4 名の

計 9 名にてプロジェクトが実施された． 

プロジェクトでは，タスク管理ツール「JV 

Manager」[7]の開発を行った．開発プロセスは

Rational Unified Process（以下，RUP）が採用

され，実施期間中に 9 回の反復的な開発を行った． 

1 反復は 1 週間周期で，PDCA に基づく計画と

実行を行った． 

プロジェクト実施後に行ったアンケートの結果

より，役割が適切であったという回答や事前準備

ができたなど 2009 年度 PBL 活動は 2010 年度の

活動でも参考にする点が多かった．「プロジェクト

を円滑に進めるために何が重要だと思いますか？」

という質問事項では，会議の事前準備，語学力，

モチベーションの維持が重要視されているのが分

かった．その他，プレゼンテーションや異文化コ

ミュニケーションが重要であるという結果が出さ

れた． 

この結果を参考にコミュニケーションの取り方

やモチベーションを維持することに重点を置いた．

また，ベトナム訪問など信頼関係構築のために積

極的にコミュニケーションを取ることが重要であ

るとしていた．  

 

5.3 2010 年度の PBL 活動 

 2010 年度は AIIT 側が 3 名と VNU 側が 5 名の計

8 名にてプロジェクトが実施された． 

 プロジェクトでは，2009 年度と同様にタスク管

理ツールの開発[8]を行った．開発プロセスも 2009

年度とほぼ同等であった． 

 2009 年度の実績より，Google Group，Polycom，

Skype がプロジェクトに役立つと評価されていた

ため 2010 年度も活用した． 

 しかし，Polycom はインフラ状況から通信が途

切れてしまうなど問題が発生した．また，2009 年

度のアンケートで，映像に関する質問で相手の映

像の数は何台あったらよいかという設問があり，9

名中 7 名が 1 つで十分と回答した結果から，ミー

ティング時に映像が与える影響は，さほどないこ

とがわかっていた． 

 

5.4 2011 年度の PBL 活動 

2011 年度は試験的に複数のプロジェクトが実

施された．VNU とのチームは 3 チーム結成され，

それぞれのチームを AIIT の PM が担当した． 

 各 PM が既存の PMBOK やアジャイル開発手法

などの知見から，尐人数・短納期プロジェクトに

おいて利用できるエッセンスを抽出して，それぞ

れのプロジェクトに適用した． 

 コミュニケーションツールに Google Group や

Skype は利用したが，Polycom の利用なされなか

った．理由としては，2010 年度に経験したインフ

ラ状況の問題や，Skype によるチャットが可能で

あれば，意思伝達ができるという認識のためであ

った． 

 

6. 課題の解決 

 

6.1 コミュニケーションツールの活用 

 コミュニケーション不安の解決には，多様なコ

ミュニケーションツールを利用することが効果的

である．2009 年度と 2010 年度のプロジェクトで

は，ビデオ会議システムである Polycom と補助的

なツールとして Skype のチャット機能を利用した． 



 

 

表 1 コミュニケーションツールと効果 

ツール 目的 効果 

Google Group メーリングリスト（議事録，

アジェンダ，仕様の QA） 

情報の共有化 

Polycom テレビ会議 効果的な相互理解 

Skype チャットミーティング 情報伝達の補助，コミュニケーションの円滑化 

Redmine タスク管理，進捗管理 作業の見える化，成果物の見える化 

Subversion 構成管理 Redmine，Eclispe との連携により効率のよい管理 

Astah* UML モデリング 開発初期段階の仕様理解 

Eclipse 開発支援 コーディングの効率化 

TeamViewer リモート支援 リモート操作で開発をサポート 

 

また，Google Group をメーリングリストや，ミ

ーティング時のアジェンダと議事録，仕様につい

て VNU 側から質問に対する Q&A に利用した．利

用したツールについて表 1 にまとめる． 

 

6.2 キックオフミーティング 

 VNU でも日本語教育が行われているが，メンバ

ーには日本語が分かるコミュニケータ的な立場の

学生がいなかった．プロジェクトを実施する上で

人的要因は，プロジェクト成功の大きなカギとな

る．プロジェクト発足時には，メンバー全員のプ

ロフィールの交換を行い，どのようなメンバーな

のかを理解した． 

また，プロジェクト開始時に，日本側のメンバ

ーがベトナムを訪問しキックオフミーティングを

実施した．直接会ってコミュニケーションをとる

ことにより，プロジェクト成功への使命感の共有，

コミュニケーション円滑化などの効果を実感でき

た． 

 

6.3 遠隔拠点間のコミュニケーション 

 2009 年度，2010 年度の PBL 活動では，毎週木

曜日の夜間に VNU との定例ミーティングを開催

した．定期的な開催により，適度な緊張感を保つ

ことができプロジェクト進行にリズムをもたす効

果があった．ミーティング実施においては，合意

形成により決定を行うことを基本とした． 

 また，アジェンダ，説明資料，議事録，の各種

ドキュメントを作成することにより，正確な意思

伝達の確認，そして，目的・問題の共有化といっ

た効果があった． 

ミーティングはテレビ会議システムの Polycom

を利用した．このシステムを使うことにより効果

的な相互理解を得ることができた．言葉で伝えづ

らい表現などは Skype を使い情報伝達の補助に役

立てた． 

具体的なミーティングの流れについて説明する． 

 

会議の前日までに AIIT 側でアジェンダを作成

し，Google Group に共有した．アジェンダはす

べてのチームメンバーが参照できるようになって

いるため会議の前に内容を把握することができた．  

AIIT 側のリーダーが会議を進行して，アジェン

ダの内容を合意形式で進めることで実施された．

アジェンダに記載されているそれぞれのトピック

に対して会議が進行され，質問がある場合はその

都度，対応して問題が残らないようにした． 

その場で，答えられない質問の場合は会議後に

AIIT メンバーでミーティングを行い回答はなる

べく早く返すように心掛けた． 

会議の内容は議事録として Google Group に共

有して議論した内容が漏れないようにした． 

 

6.4 プロジェクトの「見える化」 

 プロジェクト管理において，PM がトップダウ

ン的に作業指示を出して，進捗状況を開発者から

聞くというスタイルは，問題の報告が遅延や，遅

れているのに順調に進んでいるような報告がされ

てしまうため問題がある． 

そのため，進捗管理を「見える化」する必要が

ある．「見える化」をすることで，PM が問題を早

期に発見し，解決できるようにする効果がある

[9][10]． 

 2010 年度から，チケット駆動開発[11]を採用し

て，プロジェクト管理ツール「Redmine」を使っ

て進捗状況を可視化した．PBL 活動において，チ

ケット駆動開発が採用され，プロジェクトの可視

化に効果があった事例もある[12]． 

 

6.5 チケット駆動開発の適用 

チケット駆動開発（ TiDD ： Ticket Driven 

Development）とは，2007 年にまちゅ氏が，バグ

トラッキングシステム（以下，BTS：Bug Tracking 

System）のチケットを用いて開発プロセスを改善

したことに始まる．チケット駆動開発を採用する



 

ことで，関係者で情報を共有でき，担当者ごとの

集計も可能で，誰がどのような状況であるかが分

かり，作業負荷を平準化できる． 

チケット駆動開発を適用した目的は，個々のメ

ンバーのタスクを明確にし，リーダーがその進捗

度合いを測るための指標としたことと，個人に過

度な負荷がかかっていないか，期限を明確にする

ことで個人のセルフマネージメントを容易にする

ことが挙げられる． 

基本的には 1 日以上の工数が予想されるタスク

についてはすべてチケット化を行い，タスクの種

類によって各項目に分類した． 

2010 年度は，AIIT 側でユースケース記述を作

成し，ユースケース記述に関連付けされたチケッ

トを発行して VNU 側が実装を行った．また，AIIT

側の検証でバグが発見された場合などにチケット

を発行した． 

 

6.6 的確な仕様の伝達 

2009 年度と 2010 年度のプロジェクトでは，統

一モデリング言語（以下，UML : Unified Modeling 

Language）とユースケース記述を使用し，仕様の

伝達を行った．採用の理由としては，グローバル

スタンダードな手法であり，双方が理解している

からである．UML はオブジェクト指向のソフトウ

ェア開発におけるプログラム設計図の統一表記法

である． 

モデルの作成には，モデリングツールである

「astah* professional」を利用した．UML の種類は，

ユースケース図，アクティビティ図，ロバストネ

ス図，シーケンス図，ステートマシン図を作成し

た．UML 活用の結果，ドキュメントの読み方等に

関する質問事項はなく，迅速な仕様理解に効果が

あった． 

例えば，分析モデルと設計モデル間のギャップ

を埋める目的でロバストネス図を用いた．ロバス

トネス図を用いることにより仕様漏れが低減した．

そのため, 具体的な仕様はユースケース記述を見

れば把握できるようになっている． 

VNU 側は基本的にはユースケース記述に沿っ

てプログラム実装を行った．また，このユースケ

ース記述を満たすことが開発タスクの条件となっ

ていた．2010 年度のプロジェクトでは，Redmine

のチケットとユースケース記述を紐づけることで

作業を明確化した． 

次に補足ドキュメントについて述べる．画面レ

イアウトなど UML で伝えることが難しい箇所は

モックアップやレイアウト用の資料を作成した．

また，技術的に理解が必要な箇所は資料を日本側

で作成した． 

ユースケース記述とモデル図，補足ドキュメン

トを用いることで複雑な仕様を的確に伝えた． 

 

7. プロジェクトの評価 

 

7.1 定性的評価 

各年度のプロジェクト実施後に，AIIT と VNU

の双方でアンケートを実施した． 

2009 年度，2010 年度でベトナム人学生は，日本

人学生が書いたユースケース記述について分かり

易かったとアンケートで述べていて，的確な仕様

の伝達に効果があると評価できた． 

また，キックオフミーティングを行ったことや，

テレビ会議システムを利用して，週 1 回ミーティ

ングをすることで良い関係を保つことができたと

評価している． 

 

7.2 コンピテンシーの習得 

本プロジェクトを実施することにより，海外の

技術者とのコミュニケーションをとりながらソフ

トウェア開発を行う場合のスキルを身に付けるこ

とができた． 

また，様々なコミュニケーションツールを利用

することにより，使い方を理解し最新の ICT 技術

を活用することができるようになった． 

そして，的確な仕様を伝える手法を用いること

で品質を意識したプロジェクトマネジメントスキ

ルを習得した． 

 

8. 今後の課題 

 

8.1 リスク管理 

2010 年度の問題点として VNU 側の学生が 1 カ

月間抜けてしまったために起きた AIIT 側の工数

増加によるスケジュール変更が起こったことが挙

げられる．プロジェクト管理者に経験があり，代

替スケジュールを出すことができたが，管理者に

プロジェクトマネジメント経験が乏しいとプロジ

ェクトが失敗していたと想像できる．そのため，

日本でプロジェクトを行うよりもリスク対策を重

点的にする必要がある． 

同様の問題は，2011 年度のプロジェクトでも発

生しており，ベトナム人学生が当初に予定してい

た期間に作業ができなくなるケースがあった． 

 

8.2 品質基準（コーディング規約） 

2010 年度は，ソースコードについての問題があ

った．ソースコードに書かれるコメントがないた

め，可読性がよくなかった． 

また，マジックナンバーを使用していたためバ



 

グの原因究明に時間がかかってしまう事態が起こ

った．新しいソースコードをコミットしたときに，

既存のソースコードが上書きされてしまったトラ

ブルも発生したため，品質基準をもっと明確にす

べきであった． 

2011 年度でも，ソースコードに関して，ベトナ

ム語で書かれた注釈行が混入し，AIIT 側で文字化

けが発生したものと誤認する事態が起こった．そ

のため，プロジェクト初期の段階でコーディング

規約を策定し，ソースコードの統一化をする必要

がある． 

 

8.3 学生間のスキル差 

各年度を通して，プロジェクトメンバーの技術

力に偏りがあった．VNU 側がコーディングを行い，

AIIT 側が検証した．そして，AIIT 側の検証結果で

バグが多発していた学生がいた． 

チケット（タスク）を均等に割当てるだけでな

く，スキルレベルに合わせたタスクの割当てが必

要である． 

 

8.4 コミュニケーション基盤の整備 

Polycomを用いたテレビ会議については2009年

度のアンケート結果では，言語の問題による誤解

や，通信状態が悪かった場合は聞き取り辛いなど

問題があったが，2010 年度も同様の問題があった． 

2011 年度は通信状態やメンバーのスケジュー

ルの都合によりテレビ会議は開催されなかった．  

電子メールと Skype により指示を出したが，プ

ロジェクトの成果物に関する共通認識が取れてお

らず，AIIT 側が期待した成果物と異なるものがで

きるなど，プロジェクトの遅延を招いた． 

これにより，定期的な開催によって適度な緊張

感を保つことと，ミーティング実施において，合

意形成により決定して双方の共通認識を取ること

が重要であることがわかった． 

 

9. おわりに 

 

本論文では，2009 年度から実施している AIIT

と VNU の共同プロジェクトを通して，国際的に

活躍が期待できるプロジェクトマネージャの育成

環境を提案した． 

国際的な人材に必要なコンピテンシーを習得す

るためには，海外の開発プロジェクトで課題とな

っている「言語問題」「コミュニケーション不安」

「品質管理」の課題解決に取り組み，相手国と信

頼関係を築くことで得られる． 

2011 年度に PM を担当した 1 人は，メンバーの

バックグランドや，言語に関係なくプロジェクト

の開始前に目的や「ゴール」を共有しないと，作

業に余計な手間や，メンバー間の摩擦を招いてし

まう事を実感したと述べている． 

AIIT では，国際化という視点でグローバル人材

の育成に力を入れている．2012 年度も継続して，

国際 PBL を実施する． 
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