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本論文では，はじめに2010年度の慶應義塾大学の大学学部生を対象とした産学協同プロジェクト「コラボレイティブ・
マネジメント型情報教育」で筆者（木崎）が参加したプロジェクトについて述べる．このプロジェクトでは，タスク管理
やチーム内のコミュニケーションに問題があった．その経験を踏まえ，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に適用することによりこれらの問題の解決を図る．
In this thesis, we speak about a project that was the university-industry collaboration project "Collaborative Management
Laboratory", intended for undergraduate students of the Keio University in fiscal year 2010. This project had problems of the task
management and communications within team was a problem in this project. We proposed to focus on the real-time attribute of
collaborative work under the ticket-driven development.
KeyWords&Phrases：アジャイル開発，チケット駆動開発，PBL，タスク管理
Agile software development, Ticket driven development, PBL, Task management

1.

はじめに

本論文では，2010 年 10 月～2011 年 2 月までの
約 4 カ月間で実施された慶應義塾大学 SFC の PBL
（Project-Based Learning/Problem-Based Learning）
型教育の講義科目「協創型ソフトウェア開発」[1]
でのアジャイル開発を採用したプロジェクトにつ
いて述べる．2010 年度で起きた問題の改善を提案
する．
この講義は，2005 年度秋学期に開講され，2010
年度で 5 回目である．毎年，複数の開発チームが
結成され，プロジェクトのメンバは 3～5 名（学部
1～4 年生）で構成される．また，プロジェクトマ
ネージャ（以下，PM）は若手の企業人や情報系を
専攻する大学院生が担当する．
プロジェクトには，
実際にシステムを必要とする企業や個人の顧客が
設定され，ユーザに利用されるソフトウェアの開
発を目標としている．また，教育面では PBL 実施
により，情報システム技術者の育成を目的として
いる[2][3]．
プロジェクトの進行は PM に一任される．プロ
ジェクトが成功すれば，どのような開発手法を選
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択してもよい．しかし，開発期間が短期間（約 4
カ月間）であるため，効率的に成果を出すことが
求められる．開発手法の選択肢として，迅速かつ
適応的にソフトウェア開発を行うアジャイル開発
は有効的に考えられた．アジャイル開発手法はエ
クストリーム・プログラミング（以下，XP: Extreme
Programming）[4]やスクラム（Scrum）[5]など数多
く考案されている．
日本国内のアジャイル開発では，アジャイル開
発手法全体を適用するよりは，個別事情に応じて
手法を形成するプラクティスを選択的に活用して
いる事例が多く見られる[6]．本プロジェクトにお
いても使いやすいプラクティスを採用して実践し
た．しかし，PM による進捗管理やタスク管理，
チーム内でのコミュニケーションなどに問題があ
った．そして，顧客の評価を得られなかったこと
や，チームの目標達成とならなかったことから，
プロジェクトは失敗した．
これらの問題を解決するためにアジャイル開発
との親和性が高いチケット駆動開発（TiDD:Ticket
Driven Development）[7]を適用とコミュニケーシ
ョンツールをしたリアルタイム性重視の共同作業
を提案する．
本論文の構成は以下の通りである．まず，第 2
章でプロジェクトの概要を説明する．次に，3 章
でプロジェクトの成果について，4 章でプロジェ

クトの問題点について，5 章で共同作業の改善提
案について述べる．
2.

本プロジェクトの概要

本章では，2010 年度のプロジェクトの概要につ
いて述べる．チームの結成は，2010 年 10 月に行
われ，筆者（木崎）はプロジェクトの PM となっ
た．参加したメンバは 3 年生の学生 A．2 年生の
学生 B．1 年生の学生 C である．3 名ともプログ
ラミング経験があり，Java 文法やオブジェクト指
向を理解しているなどのスキルがある．
本プロジェクトでは，現状のシステムの改修を
することにより，既存のユーザ数を延ばすことを
目的とする．
カタぞう[8]は，プリクラに似たカメラアプリで
ある．例えば，京都にいかずとも，京都のカタを
使って写真を撮るなどが可能であり，そのカタは
ユーザ投稿型である．
この現状のシステムを分析し，問題点の抽出を
行ってから，追加機能の実装をすることで改修す
る．また，開発対象は Android 端末，Web サイト
（Ruby on Rails）とした．
顧客とのミーティングは PM だけが行い，PM
が学生に作業を指示することによりメンバは開発
に集中できる環境を整えた．
本システムの目標はユーザ数を増やすことにあ
り，Android Market[9]やアンドロナビ[10]での公開
を目指した．
開発プロセスは XP を基本として，ユースケー
ス駆動開発と組み合わせ，各プラクティスを採用
した．開発ツールは Eclipse を使用し，Subversion
によるバージョン管理を行った．
プロジェクト管理ツールは Excel を使用し，
WBS（Work Breakdown Structure）と EVM（Earned
Value Management）による進捗管理を行った．
3.

本プロジェクトの成果

本章では，
プロジェクトの成果について述べる．
「カタぞう」の Android アプリと Web サイトに関
して改修を行った．
3.1 ソフトウェアの規模
本プロジェクトにおけるソフトウェアの改修規
模を表 1 に示す．改修範囲は Android アプリとカ
タぞうの Web サイトである．
Android アプリの追加機能は，Twitter 投稿機能
である．アプリケーションの撮影画面には「Twitter
でつぶやく」
ボタンが追加されている．
本機能は，

学生 B が担当した．
次に，Web ページの改修である．本改修では，
トップページのレイアウト変更と画像検索機能の
追加，Facebook 連携機能の追加を行った．なお，
レイアウト変更と画像検索機能は学生 C が担当し，
Facebook 連携は学生 A が担当した．
表 1 ソフトウェアの改修規模
カテゴリ 言語 行数 ※（）は改修前
Android
Java
7570（6902）
Web
PHP
206202（206044）
追加機能
内容
Twitter 連携
カタぞうの Android アプリか
ら Twitter 投稿を可能にする
レイアウト変更
Web サイトに表示する画像を
増やす
画像検索
キーワードを入力して画像の
検索を行う
Facebook 連携
Web サイトと Facebook を連携
さ せ て ， Web サ イ ト か ら
Facebook への投稿を可能にす
る
3.2 活動時間
本プロジェクトにおける活動時間を表 2 に示す．
PM の実働時間が 148 時間と大幅に大きくなって
おり，学生 A が比較的時間をかけているが学生 B
と学生 C は，本講義にかける時間が尐ない．
本講義は，全部で 4 チーム実施されていたがメ
ンバが途中で離脱してしまったプロジェクトも存
在する．その理由は，次章で述べる．
表 2 マネジメントデータ（単位：時間）
PV
AC
EV
対象
PM
127.0
148.0
120.5
127.5
123.5
99.0
学生 A
74.5
40.0
34.5
学生 B
72.5
55.5
57.0
学生 C
3.3 アジャイルプロセスの適用
本プロジェクトでは，アジャイルプロセスの一
種である XP を適用した．XP では 12～14 個のプ
ラクティスを提唱している．
XP のプラクティスの内，適用可能であったプ
ラクティスと適用することが困難であったプラク
ティスがある．以下は適用可能であった．
・小さなリリース
・コードの共同所有
・計画ゲーム
・シンプルな設計

・メタファ
開発期間の 4 カ月の内，本プロジェクトは反復
計画を立て機能毎の 2 回のイテレーションによる
リリースを行った．
また，Subversion によるソースコードのバージ
ョン管理を行いチーム内で共有した．
顧客とは，週 1 回の対面ミーティングを PM が
行い要件定義において改修提案内容のストーリー
を作成し，顧客に優先順位を付けていただいた．
これは XP の計画ゲームにあたる．
XP では最低限のシンプルな設計をプラクティ
スとするが，基本設計書，画面設計書のみ仕様書
として作成した．
本プロジェクトではユースケース駆動開発を採
用したため，基本設計書の内容はシナリオ及びユ
ースケース記述，ユースケース図である．また，
画面のイメージを顧客と共有するために画面設計
書を作成した．詳細レベルの設計は行わずに実装
者の判断に任せた．
また，場所，時間，人的な制約により適用する
のが難しいと判断するプラクティスは次のように
なる．
・オンサイト顧客
・ペアプログラミング
・オープンワークスペース
・最適なペース
・リファクタリング
・テスティング
・コーディング規約
・継続的インテグレーション
・日ごとのスキーマ移行
適用することが難しいプラクティスについて主
要なものにつて，以下に理由を述べる．
(1) 場所による制約
2 人でレビューしながらコーディング作業を行
うペアプログラミングは，空いている時間帯はそ
れぞれ異なる．そのため，共同作業することが困
難であると考える．
次に，オープンワークスペースは設計に関する
ディスカッションがすぐに行える場所を必要とす
る．作業場所はメンバ宅，または，メンバが所属
する研究室であるため適用することが難しかった．
(2) 時間による制約
フルタイムで労働する社会人ではなく，他の講
義，研究会，サークルなどがあり，学生が本プロ
ジェクトに割く時間は週平均 5～10 時間である．
(3) 人的な制約
プロジェクトに参加したメンバは，開発で用い
られていた言語（Java, Ruby）に関して経験が乏し
かった．そのような状態でリファクタリングやテ

ストコードの作成を依頼すると時間的な制約によ
り厳しいと判断した．
(4) その他
既存システムの改修であったが，元の開発元に
コーディング規約が存在しなかった．既存のコー
ドと合わせる形でコーディングを行った．
また，顧客とのミーティングは，顧客の都合に
より，ミーティングを行えない週もあった．
4.

本プロジェクトにおける問題点

本章では，プロジェクトの問題点を PM とメン
バの評価から述べる．
4.1 PM の評価
PM の観点から，致命的であった品質とマネジ
メントに関して評価する．
(1) 品質に関する問題
本プロジェクトにおいて，Android アプリ・Web
サイト双方にソフトウェア品質に問題があり，リ
リース延期やリリースができない自体を招いた．
テスティングのケース不足とメンバの経験不足を
原因と考える．
(2) プロジェクトマネジメントに関する問題
顧客と打合せをして，計画を立ててもそれを実
施するメンバが作業をしなければ意味がない．本
プロジェクトでは，メンバの稼働状況の不足を
PM が補ってしまい PM に対して，二重に負荷が
掛る結果となった．
また，アジャイル開発において，Excel シート
による進捗管理の難しさがあった．アジャイル開
発の場合，要件の変更は常に発生する．また，経
験が浅い PM にとって，正確な見積りを出すこと
が難しく，WBS の書きかえとリスケジュールが
頻繁に生じた．
次に，
割り当てたメンバの進捗の遅れがあった．
学生は，本プロジェクトの他にも講義やサークル
活動などのタスクを有している．また，本プロジ
ェクトは企業での勤務のように拘束力がない．そ
のため，作業時間は学生のモチベーションが大き
く影響した．
さらに，情報共有に問題があった．毎日集まっ
て進捗状況の確認をすることが不可能だったため
コミュニケーションが取り難かった．オンライン
ミーティング（Skype）を行うことにしていたが，
全員が揃うことがほとんどなかった．
そのようなことから，意思伝達に遅れが生じて，
リリース直前での不具合の発見に対して，即座に
対応することができなかった．そのため，開発期
間のメンバの行動が見えなかった．作業の「見え

る化」は必須事項であると考える．

5.

4.2 メンバからの評価
このプロジェクトを実施するにあたり問題とな
ったことが何点かある．プロジェクトにおいて学
生 B が担当した機能についてリリースすることが
できなかった．
リリースできないということは，顧客も評価で
きずに失敗ということである．また，学生 C も，
本プロジェクトに割いた時間が短く，PM が期待
した結果を得ることができなかった．
学生 B・C 共にソフトウェア開発を行う上での
プログラミングの知識や経験を有していた．しか
し，十分な成果を出すことができなかった．その
理由について，学生 B 及び，学生 C は次のように
述べている．
学生 B は，第 1 の問題として，グループワーク
における人との連携が苦手であり，最大の原因は
PM とのコミュニケーションの齟齬や，報告・連
絡・相談の怠慢であったとしている．
第 2 の問題として，顧客と企業のサービスの完
成度の違いを把握しきれなかったことを上げてい
る．エラーチェックやテストが完璧でないために
企業が提供するソフトウェアとしての基準を満た
すことができなかった．
また，学生 C によるプロジェクトの評価は，プ
ロジェクトが失敗した問題点として興味深い．
プロジェクトを成功させるには，個人のモチベ
ーションが高くなければならない．
そのためには，
プロジェクトが面白いものである必要がある．内
容が面白いほどチームのモチベーションは上がり，
結果として良い方向に進んでいくと述べた．
そして，プロジェクトにおいて PM 主導でプロ
ジェクトを行なっていたが，口出しを出せる体制
にしてほしかったとしている．
以上のプロジェクト実施後の評価より，プロジ
ェクト内で，コミュニケーションを円滑に取るこ
とと，メンバのモチベーションを維持させること
がプロジェクト成功への鍵である．

本章では，プロジェクトにおける問題点である．
アジャイル開発を適用する上でのソフトウェア品
質の問題，プロジェクトマネジメントの問題，メ
ンバとのコミュニケーションやチームのモチベー
ションの問題を解決するために，チケット駆動開
発を適用した情報共有の方法について提案する．

4.3 問題点
4.1 と 4.2 の評価の結果，以下の項目に問題が
あることがわかった．
・ソフトウェア品質
・プロジェクトマネジメント
・コミュニケーション
・モチベーション
以上の問題を改善することで，プロジェクトを成
功に導くことができる．

共同作業の改善提案

5.1 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．
チケット駆動開発の先駆者である阪井誠氏は，
ソフトウェア開発は時間との闘いであり，ソフト
ウェアに対する多様な要望に答えるにはアジャイ
ル開発やチケット駆動開発といった，さまざまな
開発法が必要であると述べている[11]．
5.2 実務における導入事例
チケット駆動開発を実際に適用して開発を行っ
た事例は増えつつある[12][13]．チケット駆動開
発を実施しているプロジェクトのマネージャーで
ある筆者
（丸山）
のプロジェクトについて述べる．
このプロジェクトでは，障害管理に Trac[14]を
用いてウォーターフォール型の開発を行っていた
が，Redmine[15]を利用したチケット駆動開発に
切り替えた．次にチケット駆動開発を適用するこ
とにより得られた効果，改善された点の他，問題
点について述べる．プロジェクトの概要について
は，表 3 に示す．
表 3 プロジェクトの概要
プロジェクトの規模
要員
3～6 名
PM：1 名，PL：1 名，メンバ
期間
１プロジェクト半年前後
工数
20～50 人月程度
利用したツール
Redmine + Subversion + ReviewBoard
現在
過去
Trac + CVS + (コードレビューは
Trac のプラグインを使用)
・業務で役に立った（改善された）点
TiDD 導入前と比較して改善された点について

挙げる．まず，TiDD を導入することにより，タ
スクの「見える化」に効果があった．
「見える化」
とは，ソフトウェア開発プロジェクトの可視化に
より，情報共有化，コミュニケーション増加，モ
チベーション向上，進捗の可視化などに効果をも
たらすことを指す[16][17]．
このプロジェクトでは，進捗管理は Excel を使
用していたが，Redmine で一元管理することにし
た．プロジェクト管理ツールである Microsoft
Project や Excel であれば，各クライアントに対
し，ツールを導入しなければならなかった．しか
し，Redmine は Web ベースの為，各クライアン
トにツールをインストールするコストと時間を軽
減した．
また，各タスクの参照が容易であるため，プロ
ジェクト全体で使われやすくなった．先の作業ま
で把握できるのでプロジェクトのゴールが見えや
すくなり，ペースが掴みやすくなった．TiDD の
考え方では，すべての作業はチケットを発行する
ルールが前提であるため，担当者の勝手な判断に
よる作業が発生しにくくなった．
次に，バージョン管理ツールとの連携した．チ
ケットの無いタスクのコミットが削減できた．チ
ケットなしにコミットができないため，こっそり
バグを修正できなくなり，的確な管理をできるよ
うになった．
・問題点
チケット駆動開発を利用することにより，導入
時の負荷を問題としている．2 点あり，まず，リ
ーダーに掛るチケット管理の作業負荷である．次
に，ルール作りとチームへの定着化である．ただ
し，慣れればそれほどの負荷ではない．また，ツ
ールの使い勝手についてレビューツールとの連携
が良くない（Redmine, ReviewBoard）
．Redmine
のワークフローとは連携できず，チケットのレビ
ュー通知とレビューツールのレビューワークフロ
ーが二重管理となってしまう（チケット番号は連
携可能）
．ただし，ReviewBoard は使う価値はあ
る．その他，チケットの親子関係が綺麗に表示さ
れないなどの問題点がある．
・問題点への対応策
事前にメンバへ導入の意図を伝える．そのこと
により，改善に前向きなチームとなり定着するの
が早くなる．また，事前にチケットのワークフロ
ーなどの資料を用意する．このプロジェクト場合
は，wiki を活用している．そして，フルスペック
での導入を考えず，メンバに対し負荷がかかるの
で習熟度をみながら，必要の度合いが高いものを
導入した．

5.3 2011 年度でのプロジェクトへの適用案
5.2 の業務での活用事例を参考に，チケット駆
動開発を 2011 年度のプロジェクトに適用する．
Redmine をプロジェクト管理に利用する．メンバ
全員が使うため，チーム結成時に Redmine の使
い方をレクチャーする予定である．
プロジェクトでは，アジャイル開発の全てのプ
ラクティスを適用することが難しいことを 3.3 で
述べた．
2010 年度では，メンバの作業が見えていなく，
進捗状況を把握することが困難であった．そのた
め，TiDD を導入することでタスクの「見える化」
を図る．そして，ルールを徹底しすべての作業は
チケットにより管理する．
ペアプログラミングは，ソフトウェア品質を向
上させるためにアジャイル開発では必要であり，
ReviewBoard を用いることで補う．
また，経験や技術を必要とするリファクタリン
グやテスティングは PM または，開発経験者によ
るサポートが必要になる．そのため，PM が開発
を担当する場合を考え，マネジメントの負荷を軽
減することを次節にて述べる．
5.4 PM の負担軽減
本プロジェクトでは，PM に負荷がかかり作業
時 間 が 予 想よ り 増え てし ま っ た ．そ の 問題 を
Redmine の活用により軽減する．
Excel シートによる WBS での管理は変化が速
いアジャイル開発では向いていない．そのため，
Redmine のガントチャート機能により管理する．
また，進捗状況の可視化する目的で EVM を用
いていた（表 2 参照）が，進捗状況の把握が難し
かったため，PM に負担をかける原因になってい
た．
小川明彦氏，阪井誠氏の著書『Redmine による
タスクマネジメント実践技法』[18]によるとチケ
ット駆動開発では表 4 のように置き換えることが
できる．
表4
EVM
PV
AC
EV

EVM の置き換え
TiDD
測定日時点の全チケットの総予定工数
測定日時点の全チケットの総実績工数
測定日時点の終了チケットの総予定工数

Redmine を利用することで表 4 の値は，データ
ベースに格納されているため，今後のコストやス
ケジュールを簡単に計算できシュミレーションす
ることができる．2010 年度の活動では，PM たち
が進捗報告時に EVM で進捗状況を報告するため

に多くの時間（コスト）を割いていた．Redmine
を利用することにより，EVM 作成の手間を軽減
できると考える．

意を表します．

5.5 評価方法
本研究の評価方法であるが，2011 年度の慶應義
塾大学における産学連携プロジェクト「協創型ソ
フトウェア開発」において筆者（木崎）が PM と
なり，アジャイル開発型プロジェクトを行う．
そして，問題として挙げたソフトウェア品質，
プロジェクトマネジメント，コミュニケーション，
モチベーションが改善されたか評価する．
具体的な評価方法であるが，この講義では，ソ
フトウェア開発プロジェクトの進捗やコストを計
測する手法として用いられる EVM を使用する．
EVM のデータは 2010 年度と比較する．それに
より，学生たちのプロジェクトに対するモチベー
ションを定量的に判断する．
また，プロジェクトマネジメントに割いた時間
を 2010 年度と比較し，チケット駆動開発による
プロジェクト管理がマネジメントの負荷（時間）
を減らすか評価する．
ソフトウェア品質については，納品できる品質
であることを評価基準する．厳密なメトリクス測
定は検討中である．
講義の最後に，PM とのコミュニケーションの
齟齬やメンバ間でのコミュニケーションに問題が
なかったかアンケートにより評価する．
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6.

おわりに

本論文では，ソフトウェア開発 PBL において，
経験の尐ない PM と学生をサポートするマネジメ
ント手法にチケット駆動開発を採用して，2010 年
度に実施したプロジェクトで発生した問題（ソフ
トウェア品質，プロジェクトマネジメント，コミ
ュニケーション，モチベーション）を改善させる
ことを計画した．
アジャイル開発を PBL にそのまま適用するこ
とは難しい． Redmine を用いたチケット駆動開発
は，分散環境のような対面で作業できない環境に
おいても，アジャイル開発を成功させるための手
助けになると考える．
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