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産学協同実践教育「プロジェクトベース設計演習」の
継続実施における基盤強化の取り組み
稲永健太郎† 宮﨑明雄† 成凱† 下川俊彦† 朝廣雄一†
安部恵介† 澤田直† 安武芳紘† 古井陽之助†
九州産業大学情報科学部では，2004 年度以降現在まで継続して，地元 IT 企業と連携した「プロジェクトベース設計
演習」を実施している．本報告では，この演習の概要や，教育効果を高めるためのこれまでの各種取り組みや，JABEE
認定コースにおける必修化への対応等，今後の継続的実施についての諸課題およびその実施に向けての各種取り組み
について述べる．

The Infrastructure Enhancement for the Continuous Implementation
of A Practical Education “Project-Based Design Practice”
through Industry-University Cooperation
KENTARO INENAGA† AKIO MIYAZAKI† KAI CHENG†
TOSHIHIKO SHIMOKAWA† YUICHI ASAHIRO† KEISUKE ABE†
SUNAO SAWADA† YOSHIHIRO YASUTAKE† YOUNOSUKE FURUI†
The faculty of information science at Kyushu Sangyo University has been having a practical seminar through industry-university
cooperation, named "Project-Based Design Practice", to students conducted by engineers from ICT companies since 2004. This
paper describes the contents, our implementation of the seminar to provide more effective learning, and issues and our solutions
for the continuous implementation of the seminar for the future.

1. プロジェクトベース設計演習
1.1

演習の特徴と実施経緯

を受講した効果として期待している．
九州産業大学情報科学部は，二大教育目標として「情報
科学・情報技術の基礎を確実に身につけ，高い倫理観を持

九州産業大学情報科学部では，地元 IT 企業と連携し，現

った職業人として社会に貢献する人材の育成」
「社会の仕組

役技術者をインストラクタに迎え，産学協同実践教育「プ

みや人間の特質を知って情報技術を適切に適用できる能力

ロジェクトベース設計演習」（以下，単に演習）を 2004 年

を持った人材の育成」を掲げ，2002 年に開設された．

度から毎年度実施している．この演習は，現実の組込みシ

学部教育を展開する中，2004 年 3 月に開催された情報処

ステムや Web アプリケーションの開発を体験できる，学生

理学会第 66 回全国大会における情報技術者の継続教育に

にとって貴重な機会であり，大きな教育効果を上げている．

関するパネル討論「生涯教育と資格」で，牛島和夫学部長

この演習は，地場 IT 企業 2 社の，株式会社福岡 CSK（以

（当時）と株式会社福岡 CSK 有賀貞一社長（当時兼任）と

下，単に福岡 CSK）および株式会社テクノ・カルチャー・

の間で基礎の重視についての意見の一致を見，学部教育と

システム（2005 年以降参加）から現役の情報技術者をイン

同社の社員研修との接続方法がないかその可能性について

ストラクタに迎え，少人数での開発プロジェクトの運営の

両者間での協議が進められた．これが，九州産業大学情報

実際を受講生に体験させるという点に特徴がある．この実

科学部の産学連携実践教育の発端となっている．

践的演習において，技術面よりも大学独自では実現しにく

この協議の結果，大学で不足する実践的知識を企業から

い現実のプロジェクト制によるソフトウェア開発作業を体

の支援で，合わせて産業界で不足する体系的な基礎知識を

験させることが重要であると考える．受講生は，早期に実

大学教員が技術セミナの形式で，育成する技術者像を共有

社会における業務の知識が得られ，就職後の業務がどのよ

しながら双方の不足を互いに補完し合うという，双方向型

うな内容であるかが理解できる．また，受講生が，今後の

の産学連携実践教育の仕組みが構築された．

授業において，どうしてこの勉強をしているのか，就職し

「プロジェクトベース設計演習」は，2004 年度に経済

てどんなことにつながっていくのか，どんなことを学ぶ必

産業省の「産学協同実践的 IT 教育訓練支援事業」[1] の支

要があるのか等の授業へのモチベーションの向上や，組込

援を受けて産学協同で設計・開発された．当初，組込みソ

みシステム・Web アプリケーション開発技術者の志望増加

フトウェア技術者の育成を主たる目的とし，品質・納期・
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コストを意識したプロジェクト管理・運営能力の修得及び
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みソフトウェア開発の製品設計技術の理解・修得（実装・

総括から構成されている．

テスト等）を図った．

(1) 講義
開発演習にあたり，プロジェクトとはどのようなものか，
組込みシステム開発および Web アプリケーション開発と
はどのようなことかを講義する．特に，実業務では品質・
納期・コストが重要であること，およびコミュニケーショ
ンの重要性を意識付ける内容となっている．
(2) 開発演習
実施体制として，図 2 に示すように，企業インストラク
タが“顧客”役および“技術サポート”役として全体のチ
ームの指導に当たり， 班毎には“上司”役に教員および企
業インストラクタ，
“先輩”役として学生サポータが専任し
て指導に当たるものとしている．受講生は各班に分かれ，

図 1 双方向型産学連携実践教育

それぞれの班において PL（プロジェクトリーダー）をはじ

Figure 1 Practical Education through Industry-University

め，進捗管理・経費管理・開発リーダー等の各種役割が受

Cooperation.

講生にそれぞれ割り当てられる．
また，基本的に 2 つの班が共同して 1 つの開発プロジェ

以後，実施結果を踏まえ毎年改良を加えながら継続実施

クトに当たり，毎回の演習時には，班毎の進捗ミーティン

している．この間，福岡 CSK とは双方向型の産学連携実践

グによる状況フォローアップ，議事録作成，終了時には日

教育[2] を実施してきた．この教育は，図 1 に示すように，

報を提出する．

福岡 CSK からインストラクタを大学に迎えて学生を指導
する“逆インターンシップ”とも言うべき「プロジェクト
ベース設計演習」，教員が企業に出向き現役技術者へ情報科
学の専門教育を行う「企業技術者セミナ」，さらに 2006 年
度には経済産業省の「産学協同実践的 IT 教育訓練基盤強
化 事 業 」 [ 3 ] の 支 援 を 受 け 実 施 し た 大 学 教 員 向 け FD
（Faculty Development：大学教員の教育能力開発）プログ
ラム「開発プロジェクト研修」[4]の，計 3 件の取組みから
構成される．
この産学連携教育は，2006 年度の「経済産業省産学協
同実践的 IT 教育レポート」[5]および 2011 年度の IPA（独
立行政法人情報処理推進機構）主催の産学連携 IT 人材育成
図 2

シンポジウムにおける調査結果報告「先導的な産学連携 IT
教育に関する国内外の実態」[6] において注目すべき事例

Figure 2

演習実施体制

Implementation Structure.

に取り上げられたり，
（社）情報処理学会主催の情報システ
ム教育コンテスト ISECON（Information Systems Education

演習題材は 2 種類用意されている．1 つは，組込みシス

Contest）2008[7] において“産学協同実践賞”，ISECON

テムとして，LEGO 社 Mind Storms RCX を使用した自動車

2009[8] において“サステナブル（継続実施）賞”，そして

おもちゃの開発，もう 1 つは，Web アプリケーションとし

ISECON 2011[9] において“審査委員特別賞”を受賞したり

て，開発プロジェクト用日報管理および経費管理システム

する等，外部から一定の評価を得ている．

である．演習内容は年々高度化されている．

なお，直近年度（2011 年度）以降，この演習は，JABEE

(3) 成果発表会

（日本技術者認定機構）による認定プログラムである学部

開発演習終了後，班毎にその成果を発表する．なお，本

内コース（情報科学総合コース）の必修科目となっている．

発表会は地域の企業に呼びかけた，情報科学部産学懇談会
の見学も兼ね，質疑にはこの参加者も加わって行われる．

1.2 演習内容

産学懇談会とは，今回の連携企業を含めた IT 企業に参加を

この演習は，学部 3 年次後学期の正規授業（プレ卒業研

求め，学部の授業等につき産業側の意見・評価を教員とと

究の位置付け）として実施され，主に（１）講義，
（２）開

もに意見交換し学部授業の改善に役立てる目的で年 2 回定

発演習，およびまとめとしての（３）成果発表会と（４）

期的に開催している取組みである．
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技術面での演習内容の高度化

成果報告会の後，企業インストラクタによる各班の演習



成果発表会に向けたプレゼン練習の強化

結果の評価および班毎に受講学生各自の感想・意見を討議



演習題材数の増加

する場を設ける．この場は，受講生自身の最終的な“振り



従来からの組込みシステム開発に Web アプリケ

(4) 総括

返り”の場面となる貴重なものであり，ここでの意見は，

ーション開発を追加

次年度の本演習の改良に非常に有益である．



“振り返り”による教育効果の浸透



複数回の技術教育の実施

1.3 演習の改良とその効果
本演習では，2004 年度当初よりいわゆる PDCA サイクル

これらの改良の成果として，これまで演習実施後に受講

を回しながら実施体制および教育内容の改良を進めてきた．

生対象に行ったアンケート調査では，例年下記に示すよう

短期的には，毎回の授業終了後に，スタッフ側のメンバー

な教育効果が確認されている．

全員による終了ミーティングを実施し，当日の授業におけ



る演習の状況をスタッフ間で共有して次回以降の授業に生

うことにより，チームワークおよびコミュニケーショ

かしている．また，中長期的には，次年度の演習に向けて，
前年度の総括を行う等の取り組みを実施している．表 1 で

ンの重要性を認識できる


は，これら演習の改良に基づいた，組織的な実施体制の充

少人数のプロジェクトにより遂行状況全体を見通し
ながら演習ができるため，現実のプロジェクト運営を

実および演習規模の拡大の状況が示されている．

理解できる


表 1 実施実績

少人数かつそれぞれが役割を意識して開発演習を行

毎回の議事録，日報作成などを通じて，ドキュメンテ
ーションの重要性を理解できる

Table 1 Result Data.

2. 今後の演習継続実施に向けての基盤強化
2.1 直近年度の教育内容の改良
前述の改良とともに，直近年度（2011 年度）には，さら
なる教育内容についての改良を加えた上で演習を実施した．
具体的には、受講生各人に割り当てた役割について交代
の機会を与えた．これにより，個々人がより多くの役割・
業務を担当することとなり，また演習途中の“振り返り”
おいて受講生たち自身で気づいた点を自分たちの力で改善
できる余地を与え，その後取り組みへ一定の効果を与える
ものであった．
顧客とのミーティングに出席する学生数を増やし企業
具体的には，連携企業数が 2 社体制に（2011 年度は業務

技術者とのコミュニケーションの機会を増やしたり，成果

都合上，連携企業 1 社が一時的に不参加），授業時間が 8

報告会での発表時間を増やしたりする等，コミュニケーシ

回から 15 回（45 時間）に，受講学生数が 24 名から 53 名

ョンおよびプレゼンテーションの重要性を理解させるきっ

へと大幅に増加した．また，指導教員数も学部専任教員の

かけを，従来に比べ多く与えることができた．また，ドキ

ほぼ半数の 9 名が自主的に演習に参加している．

ュメントの重要性を理解させる点において，インターネッ

この他にも，以下のようなスタッフ側の体制強化および

ト上で提供されるファイル共有のためのクラウドサービス

演習内容の強化といった改良等を実施してきた．

を採用し，共有のメリットならびに共有しないことのデメ



リットを実感させる取り組みも行った．

スタッフの体制強化





企業側：講師・インストラクタ約 16 名（各回 5
～6 名程度）

を新たに実施し，レビューの機会をさらに増やしたり，受

大学側：FD プログラム研修を受けた専任教員 3

講生のさらなるスキルアップのために技術教育のオーダー

名を含め 6 名，学生サポータ 8 名程度

メイド化を進めたりして，設計および実装スキルの向上を

演習内容の強化[10]


図った．

複数班構成（1 チーム 2 班）の体制でのプロジェ
クト運営



実装技術の点では，書面での“バーチャルな”レビュー

各種工程でのレビュー実施

ⓒ2012 Information Processing Society of Japan

2.2 教育内容改良の効果検証
従来からのおよび直近の改良の効果を検証するため，直

3

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2012-IS-120 No.5
2012/6/4

近年度の演習終了直後の受講生に対してアンケート調査を

ュメンテーションの重要性の理解については，周知する機

実施した（N=45，回答率 84.9%．回答者数のうち JABEE

会も多く，実作業で受講生がそのことを実感した結果，比

認定コース学生は 25 名）．その具体的データを以下に示す．

較的高い数値が出ているものと推測される．

図 3 アンケート結果（産学連携の取り組み）

図 5 アンケート結果（プロジェクト管理）

Figure 3 Questionnaire Results (Industry-University

Figure 5 Questionnaire Results (Project Management).

Cooperation).

図 6 アンケート結果（コミュニケーション・ドキュメンテ
図 4 アンケート結果（開発プロジェクト体験）

ーション）

Figure 4 Questionnaire Results (Practical Experience).

Figure 6 Questionnaire Results (Communication and
Documentation).

図 3 および図 4 に示すように，ほぼ全員の受講生がこの
演習の趣旨および産学連携の意義を理解してくれていた．
JABEE 認定コースの必修科目となり，演習の規模が大きく
きめ細やかな教育指導が用意でなくなっているにも関わら
ず，例年と同様の傾向を示していたことは，演習を実施す
る立場として非常に勇気付けられる結果であった．
図 5 では，Q（Quality）C（Cost）D（Delivery）を意識
したプロジェクト管理についての理解が，おおむね受講生
に浸透していることを示している．ただ，図 4 の結果と合
わせてみた結果，単に開発プロジェクトの体験をしただけ
という理解レベルに留まっている受講生が一部存在してい
たことがうかがえ，今後の演習実施の課題の 1 つと言える．
図 6，図 7，図 8，および図 9 からは，受講生個々人の
各種スキルアップの成果を読み取ることができる．特に，

図 7 アンケート結果（プレゼンテーション力）
Figure 7 Questionnaire Results (Presentation Skill).

図 6 で示された演習内でコミュニケーションおよびドキ

ⓒ2012 Information Processing Society of Japan
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その一方で，図 7 のプレゼンテーション力，図 8 のデ
ザイン（設計）力，および図 9 の製品実装技術といった点
では，それぞれについて演習時間内に作業時間を十分に割
くことができず，その実感が相対的に薄かったものと推測
される．以前よりも一定の成果は出てきているものの，引
き続き今後のこの演習での重要課題ととらえている．

図 10 アンケート結果（JABEE 必修化）
Figure 10 Questionnaire Results (Required for JABEE Course).
2.3 産学協同に関する今後の課題と基盤強化
表 1 で示した通り，この演習は，直近年度（2011 年度）
以降 JABEE 認定コースの必修化に採用されたのに伴い，受
講者数が大幅に増加している（2011 年度は実績 53 名，2012
図 8 アンケート結果（デザイン能力）

年度は 70～80 名程度の予定）．そのため，安定的かつ継続

Figure 8 Questionnaire Results (Design Skill).

的な演習実施の体制を整備することが喫緊の課題である．
特に，連携企業の継続的協力と大学側の組織的な各種支援
体制の確立，の 2 点が不可欠と考える．
連携企業の継続的協力については，大学側による連携企
業への教育的貢献およびその他の面での貢献の充実がこれ
まで以上に必要になると考える[11]．この演習において，
企業側から演習に派遣されてきた企業インストラクタには，
多くの若手現役技術者が含まれている．特に，景気動向に
強く影響を受け新規採用を抑制する傾向がある中，若手現
役技術者の中には，実際の業務の現場で部下を持たないま
ま，経験年数を増やしているケースが決して珍しくない．
そのような彼らが“上司”役となり“部下”
（実際は“先輩”
役の学生サポータや受講生）に対する指導・教授方法の訓

図 9 アンケート結果（製品実装技術）

練をこの演習で実施することができ，企業側にとって高い

Figure 9 Questionnaire Results (Implementation Skill).

教育効果が得られている．このことは，我々の連携事例に
限らず，同様の産学連携教育の実施を模索し連携企業を探

前述のとおり，直近年度（2011 年度）は，この演習が
JABEE 認定コースの必修科目となった初めての年度であ

す大学側として，人材育成・社内研修という点で絶好のセ
ールスポイントとなるものと考える．

った．そこで，必修科目として受講した情報科学総合コー

さらに，この演習に関しては，図 1 にある「企業技術者

スの学生に絞って，必修化の意義を問うた．その結果を図

セミナ」のように，従来実施していた大学教員による現役

10 に示す（N=25）．

技術者への情報科学専門教育のさらなる充実も必要と考え

今回受講した情報科学総合コースの学生ほとんどが，

る．また，連携企業に対する財政的なメリットを，仮に些

“情報科学・情報技術を基礎から総合的に学ぶ”というコ

細なものであるとしても，大学側が提供すべきであると考

ースの設置趣旨に対して，この演習が適切かつ必要な科目

える．連携企業はあくまでも“企業”であることを大学側

であるととらえていた．学部を挙げて組織的にこの演習を

は決して忘れてはならない．この財政面での対応について

実施・支援しているその成果が表れているものと考える．

は，我々の事例では，現在大学レベルでの支援を期間限定
で受けているものの，今後の継続的実施においては，安定
的な大学レベルから支援，あるいは外部からの公的支援を
検討している．いずれにせよ，産学連携の教育を実施する
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ことで，大学側にだけでなく，連携企業側にも何らかの（特
に教育面での）メリットを提供し，Win-Win の関係を構築
する必要があると考える．それらをもって，安定的かつ継
続的な連携協力が実現するものと考える．
加えて，CSR（企業の社会的責任）の観点から，情報技
術者教育に関する地元地域への社会貢献のために，この種
の演習を産学が連携して実施していることの意義を，大学
と連携企業が相互に確認し続けることも重要であると考え
る．この種の教育は，その教育に参加している大学および
企業だけにメリットを与えるものではなく，その地域しい
ては日本全体の IT 業界に中長期的な視点でメリットを提
供するものであるという信念を持ち続けながら，今後の演
習実施に当たりたい．
大学からの組織的な各種支援体制の一環として，従来過
去の本演習の受講経験者を大学側のスタッフ（学生サポー
タ）として配置する方針を採用している．学生サポータを
担う学生に対して，TA（Teaching Assistant）・SA（Student
Assistant）制度の導入による金銭的報酬だけでなく，演習
サポートによる指導・教授方法を体験・学習することを目
的とする科目を新設し，学生サポータとして演習に参加す
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ることによって単位を取得できるような機会を与えること
についても今後検討する必要があると考える．

3. 結論と今後の課題
九州産業大学情報科学部では，2004 年度以降現在まで継
続して，地元 IT 企業と連携した「プロジェクトベース設計
演習」を実施している．本報告では，この演習の概要や，
教 育 効 果 を 高 め る ため の これ ま で の 各 種 取 り 組み や ，
JABEE 認定コースにおける必修化への対応等，今後の継続
的実施についての諸課題およびその実施に向けての各種取
り組みについて報告した．
これまでの各種改善の取り組みにより，一定程度の教育
効果が得られていることを確認できた．一方で，既述した
課題以外にも残された課題は少なくない．受講生数の増加
に伴う，少ないスタッフ数でも演習が実施できる人的体制
のスリム化や，参加学生の演習への受講動機の程度差に起
因する教育効果の希薄化の改善，実施方法についての特定
企業への強い傾斜・依存からの脱却等の各種課題が挙げら
れる．今後も演習を継続実施しながらこれらの課題を解決
していきたい．
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