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産業界は，情報系学生に対して主体的に活動できる能力を要求している．この要求に応えるために，我々は PBL

(Project-Based Learning) を発展させた OJL (On the Job Learning) 教育手法で，大学院生を対象に組込みシス
テム教育を実施している．この教育は，大学で学んだ組込みシステムに関する知識や技能を，社会で，実践的に活用
し行動できる人材の育成を目標とする．OJL は，仮想の技術課題ではなく，企業の持つ実際の開発テーマを題材に
して，ソフトウェア開発プロジェクトを体験学習させる．学生は，単に最終成果物を作るだけでなく，「開発計画の立
案から考え，開発要件の問題を明らかにし，解決方法である開発プロセスを自ら考案し，そして実行すること」を実
践し学ぶ．これにより，開発課題をどのように解決するかと言う，メタ開発力の獲得を目標とする．本稿では，OJL

による実践的組込みシステム教育の現状と課題について述べる．

1 はじめに

高齢化やエネルギー問題などの社会的課題に対し，

情報技術を高度に活用して解決することのできる人材

の育成が，国の喫緊な課題となっている [1]．これに対

し，2012年より大阪大学を中心に 15大学が連携して

「分野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワー

ク」，通称 enPiT(Education Network for Practical

Information Technologies)と呼ぶ文部科学省の事業

を開始した [2]．

名古屋大学では，組込みシステム分野を対象技術

として enPiT 事業に参画し，On the Job Learning

（以下，OJL）という手法で情報技術の実践力を持っ

た人材の育成に取り組んでいる．

本論文では，まず 2で Project Based Learning(以

下 PBL) を，より実践的な学びに発展させる試案と

その課題を示す．次に 3で，OJLにおける実施方法
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を説明する．4では，主に学生の感想をもとに現状の

中間結果を示し，5.で本稿をまとめる．

なお，本研究は実践的情報教育協働ネットワーク

enPiTの一環として実施した [3]．

2 PBLへの発展的試案

ソフトウェア教育で従来から行われていた PBLを

発展させ，社会での実践力を向上させるためには何が

必要か．例えば，IT人材白書 2011 [4]では，卒業後，

企業での実務に役立っている教育機関の実践的 IT教

育内容は，「システム開発手法や開発プロセスに関す

る知識経験」という回答が最も多かった．

この，開発プロセスの重要性については，PBLの

実践現場でも一定の認識が広がっていることが，他の

いくつかの報告からも読みとれる．

安永らは，PBL型の開発カリキュラムを進める中

で，「成果物を作成するため学習が成果物単位に留まっ

ており，成果物間の関連やソフトウェア開発の全工程

を把握することができていない．また，前提知識に含

まれていない成果物は作成されにくい」と述べ，ソフ

トウェア開発の全体像を可視化した学習環境という対

策を行っている [5]．また松澤らは，ソフトウェア開

発 PBLにおいて，ウォーターフォール型を基本とし



ながら，反復プロセスを導入する試みを実施してい

る [6]．学生の感想として，「設計，実装，テストの小

さな流れから体験できたのはよかった」と，個別技術

ではなく開発の進め方に関する学生のポジティブな

反応が紹介されている．沢田らも同様に，ソフトウェ

ア開発実習において開発プロセスを強く意識させる

カリキュラムを用いており，学生の成果発表などから

読みとれた結果として「ソフトウェア開発プロジェク

トで行うべき作業内容に対する理解が深まっているこ

とが分かる」と述べている [7]．

これら一部の例からも，単に個別の設計や製作技術

を訓練するだけでなく，学生にソフトウェアの開発プ

ロセスを体感，理解させ，成果物やリソースを強く意

識させることが重要であると考えられる．

一方で，あらかじめ予定調和的に設計した授業で

は，理想的な開発プロセスをトレースするだけになっ

てしまい，enPiT の目標とする社会における実践力

に結びつきにくいという問題があった．

3 OJLによる解決の試行

3. 1 OJLの教育目標

enPiTにおける教育目標は「情報技術の実践力」で

ある．名古屋大学は組込み分野の技術者育成を担当

する．育成すべきスキルについては，経済産業省の

組込みスキル標準 ETSS [8]を参考とした．ETSSは，

(1)技術要素，(2)開発技術，(3)管理技術，(4)パー

ソナルスキルに大別される．OJLでは，企業の課題

に沿った開発を行うことでテーマ固有の (1)技術要素

と，最適な (2)開発技術を学ぶ．また，管理者による

マネジメントを通じて，(3)管理技術について体感す

る．さらには教員だけでなく，企業管理者や企業担当

者とのレビューや，プロジェクトの管理者による日常

管理を通し，コミュニケーションなどの (4)パーソナ

ルスキルの向上も目指している．

前節で述べた開発プロセスは，「(2)開発技術」に関

し，本稿では主にこの内容について述べる．OJLで

は，企業の持つ実際の開発案件を学習課題とする．こ

れにより，予定調和なストーリーが存在せず，また現

実のQCDに則した作業を体験させることが可能とな

り，学生の開発プロセスに関するスキルと，その実践

図 1 enPit での OJL の概要

力の向上が期待できる．

開発プロセスに関するスキルの修得の確認につい

ては，学生自ら開発計画を立案し運用し，課題を完遂

することをもって行うこととした．

また，実社会での実践力については，主に卒業後の

追跡調査が必要となる．これについては，今回は試行

段階であるため，施策内容に対して学生らが意義を感

じ，前向きに取り組めたかを，短期的な計測指標とす

ることとした．

3. 2 OJLの教育フレームワーク

図 1 に，今回の enPiT における OJL の概要を示

す．大学からは教員と学生が参画し，企業側からは管

理者と開発担当者が参画する．教員は学術的立場から

学生を指導し，企業側は，実際のシステム開発課題を

提供するとともに，実践的な開発手法や管理手法の指

導を行うものである．

OJLでは，専任の PM（Project Manager）を導入

してプロジェクトのマネジメントをしている．これ

は，OJL以前に実施した「先導的 ITスペシャリスト

育成推進プログラム」 [9]において，プロジェクトの

管理を企業管理者に依頼したことにより，次の 2つの

課題が発生したためである．

課題 1 企業の管理者の負担が大きい

企業の管理者は，もともと自社業務で手一杯であ

り，教育への協力はオーバーワークとなった．

課題 2 プロジェクトごとに管理の質がばらつく



図 2 2013 年度スケジュール

管理手法や学生への関わり方は，企業の管理者へ

のヒト依存になってしまう．このため，プロジェ

クトごとに管理教育がばらついた．

専任の PMを置くことで課題 1に対応した．また，

PM同士がチームとして活動し，情報を共有しつつ，

一人の PMが複数のプロジェクトを担当することで，

課題 2への対応とした．

図 2に 2013年度のスケジュール（実施実績）を示

す．OJLは，基本コース（図 2上側）と発展コース

（図 2下側）で構成している．基本コースは，はじめ

て OJLに参加する学生向けであり，主に修士 1年生

を対象としている．一方発展コースは，基本コースを

終了した，主に修士 2年生の学生を対象としており，

基本コースで学んだことの定着を目的としている．

3. 3 OJLにおける具体的指導内容

OJLでは，開発内容の把握や，開発プロセスの設

計と運用を修得させるため，ツールを導入して教育を

行った．業務の把握については開発計画書を，設計に

ついてはプロセス・フロー図を，そしてスケジュール

運用はガントチャートを用いることとした．それぞれ

について以下に説明する．

3. 3. 1 開発内容の把握

次節で述べる「開発に必要なプロセスを考える」た

めには，開発案件の全体像をできるだけ詳細に把握す

ることが必要である．そこで，学生にはまず，開発計

画書を作成させることとした．

OJLでは，2013年 9月に 26名の参加学生を対象

に合宿形式で開発計画立案の指導を実施した．Pow-

erPointによるテンプレートを提供し，各項目につい

ての説明を 30分間実施し，疑問点に個別質疑で答え

るという方法で進めた．計画書作成演習は 10時間を

割り当て，未達分は宿題として OJLを推進する中で

継続することとした．

計画書作成は，単に帳票作成スキルが上がるだけで

なく，自ら計画を立てることで実開発を主体的に進め

る能力を向上させることも期待できる．

3. 3. 2 プロセス・フローの作成

分析を終えた課題を解決するためには，必要なプ

ロセスを考え，解決のための作戦を立案する必要が

ある．

産業界における開発組織では，多くにおいてCMMI

（能力成熟度モデル統合） [10]による組織の能力把握

を行っている．したがって，高度な IT人材の育成に

おいては，プロセスすなわち仕事の進め方という考

え方を教育することが重要であると考えられる．清

水は，組織のひとりひとりがプロセスを自在に設計

できるスキルは CMMIレベル 4～5の組織に不可欠

であると述べている [11] 業務を詳細なプロセスやタ

スクに細分化する方法は，WBS（Work Breakdown

Structure）など多くの方法が存在する．今回は，清水

が提唱している PFD（Process Flow Diagram） [11]

を採用した．

図 3に，学生が書いた PFDの例を示す．四角い帳

票記号がドキュメント類を表し，丸い記号がプロセス

を表す．プロセスとプロセスは，必ずドキュメントで

接続するというルールになっている．これにより，単

にプロセスを設計し運用するだけでなく，中間成果物

としてのドキュメントを残すという教育効果も得ら

れる．

PFDにより，開発プロセス全体を俯瞰することが

可能となる．もし開発案件について，納期や支給物

などの条件に合致しないものがあれば，PFDを書い

た時点で発見し，対処することができる．今回 OJL

を受講した学生らによる 18 のプロジェクトのうち，

PFD で重大な問題を発見したプロジェクトが 4 件

あった．そのすべてで学生自らが PFDや開発計画書

をもとに，教員や企業の管理者に説明や交渉をして，

開発内容の変更などに関して合意を得るという行動



図 3 学生が書いた PFD の例

ができている．これは，一般企業における新人やジュ

ニアクラス（入社 3 年以下）の社員より上の水準の

スキルや考え方を修得できていると言える．

3. 3. 3 開発スケジュールの作成と運用

PFD は，業務に必要なプロセスの関係を表すだ

けであり，その順序やタイミングは定義しない．し

たがって，別途時間軸で表現する方法が必要である．

OJL では，ガントチャートを使うこととした．図 4

に，実際に学生が作成したガントチャートの例を示す．

ガントチャートを作成するにあたって，学生が最も

苦労する点は，自分自身の生産性が不明という点であ

る．実際，これは社会人の技術者でも難しい．重要な

ポイントは，工数の絶対値ではなく，それを算出した

根拠を説明させることにある．

図 4 ガントチャートの例

OJLでは，学生にプロジェクトの進捗について，週

報によって文章で報告をさせている．週報は，予定欄

と実績欄を設け，内容と工数，生産量をそれぞれ記述

するようになっている．予定と実績を比較して見るこ

とができるので，報告者（学生）自身が，その差分を

実感し，自身で予実管理をすることができる．

また，計画と実績の差異について分析させ，ガン

トチャートを修正させる．これをくり返すことによ

り，学生は自身の生産性を認識でき，同時にガント

チャート上の計画はより正確さを増していく．この活

動は，一種の PDCA(Plan Do Check Action)サイク

ルと言える．OJLは，通常はおよそ 5ヶ月程度の学習

期間を持つ．この期間内で，学生は最大で 20回程度

PDCAサイクルを回す体験をする．それに伴い，見

積もり精度は向上していき，着実にゴールに接近する

ことを実感するので，学生はこの活動を有意なものと

して体感し修得できる．

4 2013年度の実績

4. 1 実施した OJLプロジェクト

2013年度OJLにおいて，発展コースはまだ試行段

階のため，基本コースについてのみ実績を示す．

表 1は，2013年度に実施した基本コースにおける

OJLプロジェクトの一覧である．名大公募とあるの

は，名古屋大学でテーマを設定して参加学生を公募

したプロジェクトである．独自とあるのは，参加大

学が独自テーマで OJLに参加したプロジェクトであ

る．全 18プロジェクトを名古屋大学の PM4名が担

当した．

表 1 2013 年度 OJL 基本コース・プロジェクト一覧

基本コースの参加学生数は，B4が 3名，M1が 27



名，M2が 1名の，計 31名であった．また，参加大

学は 13大学，参加企業は 27社であった．

4. 2 アンケート結果と課題

基本コースの参加者 31名中 27名が，開発課題を

理解し，計画を立て，プロセス・フローを考え，スケ

ジュールに沿って実行することを継続的にできた．今

回の OJLに対し，学生らが意義を感じ前向きに取り

組めたかについて，アンケートを実施した．以下に基

本コース参加した学生へのアンケート結果を示す．図

5は，夏期合宿にて実施した「開発計画書と PFDの

作成演習」に関するアンケート結果の一部である．

• 対象者：enPiT-Embの夏季合宿受講学生

• 調査期間：2013年 9月 17日（火）‐ 9月 20日

（金）

• 調査方法：Web（HTTPSで保護）

• 回答項目：全 17項目から以下 2項目を提示

図 5 開発計画書と PFD の作成演習アンケート結果

夏季合宿参加者 26名中，19名からの回答を得た．

質問は「開発計画書作成は有意義だったか」，「意欲

的・積極的に取り組めたか」であり，回答はそれぞれ，

肯定，やや肯定，やや否定，否定の 4肢選択とした．

結果，どちらの質問においても，95%の学生が肯定も

しくは，やや肯定という回答であった．

図??は学生にとって OJL が有益であると感じら

れたかに関する質問群の結果である．2013年度基本

コースの参加学生 31名中，23名から回答を得た．

• 対象者：enPiT-Emb OJLの基本コース参加学生

• 調査期間：2013年 9月 17日（火）‐ 9月 20日

（金）

• 調査方法：Web（HTTPSで保護）

• 回答項目：全 11項目から以下 4項目を提示

図 6 2013 年度 OJL 受講生アンケート

「OJL内容が有益であったか」は 96%，「より深く

学びたいか」に関しては 87%の学生が肯定している．

一方で，満足度についての肯定意見は 78%であった．

やや否定意見の理由としては，以下の意見が見られた．

• 修士論文テーマと別テーマだったので負担が大
きかった

• （ある大学では）単位に直結しない扱いだった
「他の人にも薦めたいか」については，83%が肯定

意見ながら，その内 60%が「やや肯定」であった．こ

れについては，修士論文や就職活動など院生が多忙で

あることが，他人へ強く薦めにくい背景として意見が

見られた．

5 まとめと今後の課題

31 名中 27 名が OJL 基本コースを完遂し，アン

ケートから学生の満足度も高いことが読みとれるこ

とから，我々の活動は当初の課題に対してまったくの

間違いではなかったと推測できる．

一方で，次のような問題が顕在化した．

1. PMは単にスケジュール管理だけでなく，ドキュ

メントやプログラムなどの成果物指導も行う必要

がある．また，担当プロジェクトの専門技術への

対応にも一定の能力を持った人材が必要である．

OJLの発展的継続には，このような教員を育成

していく必要がある．

2. OJL受講学生の能力向上や，就職後の社会での

能力発揮状況を調査し評価するしくみが必要で

ある．



3. 修士論文のテーマと OJL のテーマが異なる場

合，学生への負担が大きい．

これらの問題について，１は FD(Faculty Develop-

ment) として，２は評価問題として，enPiT のワー

キング・グループなどで対策を検討中である．３につ

いては，次回 2014年度からテーマ設定時に学生の研

究室教員とも打ち合わせを行い，学生の負担を減らし

つつ教育の効果を高めるテーマ設定をめざすことに

している．
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