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１．はじめに
近年，大学や大学院の教育機関は IT 企業から
高度 ICT(Information and Communication
Technology)人材育成の期待を受け，実践力を養
う PBL(Project Based Learning)をカリキュラム
に取り入れる例が増えている[1][2]．
ソフトウェア開発を行う PBL では，作成すべ
き開発ドキュメント（要件定義書，外部設計書，
内部設計書，テスト仕様書等）が多様かつ大量
なため，これらのドキュメントを作成するのに
膨大な時間が必要である．また，一般的な PBL
のカリキュラムでは，学習の成果を報告するた
めに発表資料や報告書などのドキュメントを作
成することが多い．特に報告書作成の際に多大
な時間を要するという問題がある．
本論文では，ソフトウェア開発の PBL を対象
としたドキュメント作成の効率化を目的にプロ
ジェクト管理ツールを利用したドキュメントの
蓄積と活用方式を提案し，実験により有効性を
示す．
２．課題の解決方針
(１)解決方針１
PBL での開発ドキュメント作成は，参考となる
ドキュメントを調査・理解する学習段階と学習
段階で学習したドキュメントを実際に作成する
作成段階に分けられ，学習段階に多大な時間を
割いてしまう傾向がある．その原因の１つとし
て，参考になる開発ドキュメントの実例が少な
いことが挙げられる．つまり，実例を増やすこ
とで，フォーマットや書くべき内容，作成にか
かる期間を参考にすると，学習段階と初期作成
にかかる期間を削減することができる．
(２)解決方針２
学習の成果を報告するための報告書の目次を
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分析すると PDCA（Plan:計画，Do:実行，Check:
評価，Act:改善）の流れで構成されている（表
１）．報告書の目次にプロジェクトで作成する
ドキュメントを対応させる．P（計画）のドキュ
メントはシステム提案書等として作成されてい
るが，D（実行）と C（評価）のドキュメントが
曖昧であるために再利用性が低くなってしまい，
ドキュメントを作成し直すことになるため時間
を要してしまう．したがって，D（実行）と C
（評価）の段階で明確なドキュメントを残すこ
とにより再利用性の向上を図ることができる．
表１．PDCA による報告書の分析結果
目次
はじめに
到達目標
課題解決のプロセス
評価
今後の展望

ドキュメント
システム提案書
プロジェクト計画書
グループの作業
個人の作業
結果に対する評価
今後の改善点

PDCA
P(計画)
D(実行)
C(評価)
A(改善)

３．提案アプローチ
第２章の課題の解決方針に従って，ドキュメ
ントの蓄積と活用方式を提案する．
蓄積方式は，次のようなプロセスで開発ドキ
ュメントを蓄積する．まず，プロジェクトのス
ケジュールを立て，どういう工程で進めるかを
明確にし，各工程での P（計画）を立てる．各工
程 P（計画）に対して実施する作業を「タスク」
という単位に細分化し，D（実行）の結果を作業
終了毎に蓄積する．タスクは最終的に個人の作
業まで落とし，作成した開発ドキュメントがあ
れば共に蓄積する．そして，D（実行）後にその
タスクに対する C（評価）を蓄積する．以上の一
連の作業を繰り返し行い，ドキュメントを一元
管理できるシステムに蓄積していく．
図１は，蓄積したドキュメントを活用するイ
メージである．このサイクルにより，開発ドキ
ュメントを蓄積し，報告書を作成する際に利用
することで再利用性の向上を図る．
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を行っていないことがわかった．過去の PBL の
活動実績ではレビューの日程が組まれていた．
しかし，実験プロジェクトでは，ドキュメント
作成に重要なプロセスであることが伝わらなか
ったことが考えられる．以上より，初期作成期
間は短縮できたが，レビューを実施しなかった
ため，ドキュメントの品質が確保できなかった．
表２．テスト一回目の比較

図１．活用方式イメージ
４．実験
実験では，提案アプローチを実現するために
プロジェクト管理ツール「Trac」[3]を利用する．
Trac は，マイルストーンを設定し，マイルスト
ーンに各作業をチケットとして登録し，チケッ
トの状態（着手・未着手）を変更することでプ
ロジェクトの進捗を管理するツールである．
本実験では，Trac の「マイルストーン」に工
程や中間発表やデザインレビューなどのイベン
トを設定する．「チケット」は詳細タスクとし
て PDCA に分類し，さらにはそのタスクがグルー
プの作業か個人の作業かを明確にする．提案ア
プローチにより設定した課題が解決できたかを
検証するためにつぎの２つの実験を行う．
(１)実験１
調査段階とドキュメント初期作成期間が削減
されているかの検証を行なうため，試験工程を
対象とし，実験プロジェクトで過去プロジェク
トの開発ドキュメントと活動実績を参考にして
試験工程を実施し，作業日数を比較する．また，
1 回目と 2 回目のテスト結果からテストケース漏
れを比較し，品質が低下していないかを評価す
る．
(２)実験２
報告書作成の再利用率が向上するかを検証す
る．過去プロジェクトで作成された報告書と提
案アプローチにより，過去プロジェクトのドキ
ュメントを蓄積し直して作成したドキュメント
を比較する．その結果，D（実行）と C（評価）
のドキュメントをどのくらい再利用することが
できるかを評価する．

テストケース
障害数

過去 PBL

実験 PBL

18
13

36
33

表３．テスト二回目の比較
テストケース
テストケース漏れ

過去 PBL

実験 PBL

18
3

36
17

(２)実験２
報告書の課題解決プロセス（D:実行）と評価
（C:評価）の部分は約 80％再利用することがで
きた．再利用しきれなかった原因としては，報
告書にまとめた後に文章を推敲するため，変
更・追加があったからである．以上より，提案
アプローチの有効性を確認できた．
６．おわりに
本論文は，ドキュメント作成の効率化を目的
にドキュメント蓄積と活用方式の提案を行った．
その結果，ドキュメント作成の時間的な効率
化には有効であったが，試験工程でのドキュメ
ントの品質が確保には課題が残った．
今後は，ドキュメント作成の効率化とドキュ
メント品質の維持または向上を両立する方法を
考えていく．
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