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木古内観光の思い出が
リーフレットになるアプリ「キーコ紀行」
“Ki-ko Kiko” : An Application to Make a Leaflet from Memory of Kikonai Sightseeing

木古内町の背景
・2016年3月に北海道新幹線が開業し、アクセス性が向上
・観光客の増加が見込まれているため、観光産業に力を入れている

観光者の背景
・スマートフォンが普及、情報がどこでも入手可能に
・写真もスマートフォンで撮影するが、見返す機会は少ない

SNS

Web サイト

パンフレット リーフレットとして
手元に残せる

様々な団体が
活発に情報発信

情報の集約

情報の提供

写真を撮影

リーフレットデータを
無線送信

アプリユーザ

アプリ

AirPrint
対応プリンタ

製作背景
Background

キーコ紀行の概要
Overview of the “Ki-ko Kiko” 

計画管理の必要性
開発計画の管理を行っていなかったため、それを再確認をする機会が多かった

例　「今誰が何やってるの？」　「次はどの機能実装する？」
 「優先度高い機能はどれ？」　「この機能は実装するんだっけ？」

 ▶「何を作るか・優先度はどの順か・誰が何をするか」
 　これを継続的に管理・共有することの重要性を学んだ

情報共有の必要性
グループ間の情報や問題の共有が十分にできていなかった

例　レビューを行った際
 「その技術、こっちのグループで使ってるよ」
 「その提案素晴らしい！ 」 「ここは改善した方がよさそう」

 ▶もっとこまめにグループ間のレビューを行うべきだった

プロジェクトの学び
Learning

開発開始時に作ったものの、
1週間ほどしか使われなかったWBS

提案内容レビューの様子
(7 月 1日）

どこに行くかを
「できること」から選べる！

観光情報の提供
「できること」に着目した紹介

詳細情報の提供
観光スポットの情報をこの画面に集約

振り返りを支援
「撮った写真」と「場所の説明」のセット

印刷して振り返る
思い出を「リーフレット」という形で

マップと詳しい情報があるから
スムーズに観光できる！

撮った写真が
アルバムに！

友達に自慢
しちゃおうかな～？



第3サイクル

第2サイクル

10月

5月

キーコ紀行の製作プロセス
Process to Develop the “Ki-ko Kiko”

第1回木古内フィールドワーク 前期スケジュール
アプリ開発にあたって、木古内町の
問題点や可能性を探索した

・観光客の目線で木古内を散策
・交通手段を自転車、自動車、電車で分担

第2回木古内フィールドワーク
普通の観光情報にはないようなコンテンツを
自分たちで探索していった

・アプリのコンテンツ収集
・隠れた名所の発掘

第1サイクル
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木古内観光の思い出がリーフレットになるアプリ「キーコ紀行」
“Ki-ko Kiko” : An Application to Make a Leaflet from Memory of Kikonai Sightseeing

Do　実装項目 Check　評価 Act　改善へ向けた方針Plan　開発計画とコンセプト設計

Webサイト
パンフレット

SNS

分散している
情報の集約

・マップ機能
・ルート案内
・天気予報

マップ上の「ピン」を
タップで情報を表示

・カテゴリ別観光情報
　→「見る」「食べる」「買う」

・「フォトストーリー」
　→スライドショー的な機能で
　　友人と共有・おしゃべり

中間発表用ポスターレビューにて

場所だけ並べたって
「行きたい」とはならないよね？

場所よりも先に出すべきは
内容の話では？

Do Check ActPlan

Do Check ActPlan

伝わる！

魅力的！

こんな場所に
行って…

「思い出話による
  コミュニケーション」

中間発表会レビューにて

写真を撮るのが前提の機能なのに
モチベーションにつながらない

写真を撮るという行為に
ワクワクするような価値を！

第 1サイクル 第 2サイクル

中間発表 企業レビュー第 1回木古内
フィールドワーク

ポスター
レビュー

Git, Swift 勉強会

6月 7月

後期スケジュール
11月 12月

第 4サイクル

成果発表第 2回木古内
フィールドワーク

外部講師
リモートレビュー

第 3サイクル

第4サイクル
・評価とフィードバックを行う
・リリースへ向けた検討

DoPlan

外部講師リモートレビューにて

いくらなんでも
トランプ (54 枚) やカルタ (50枚) は
作るのが面倒すぎる

とことん手間のかからない
「印刷するだけ」の「何か」へ

「撮影した写真が
  オリジナルグッズに」

「撮影した写真で
  オリジナルリーフレットを」

・「できること」ベースの情報

・撮った写真で「モノ」を作れる機能
　→トランプ、カルタ、はがき、箱…
　※検討のみ

・アプリ内での写真振り返り機能

・撮った写真でリーフレットを作成
　→無線でプリンタへデータ送信し印刷まで

今後の展望

アプリのリリース・
長期運用

アプリの評価・
フィードバック

アプリの機能改善

道南いさりび鉄道の方から
レビュー・アドバイスを頂いた

開発の現場で活躍する現役の方に
遠隔でのレビューを頂いた



【2015年度 / プロジェクト学習成果発表会】観光系プロジェクト HakoEve 班

函館市近郊イベント検索サービス HakoEve の開発
メンバー M1 ○花田洋貴 齋藤尊 柴田健介　B3 新保遥平  川島奨大　B1 齊藤正宏　Code for Hakodate 杉本涼†

本プロジェクトの概要

iOS アプリの開発

スケジュール ソースコードの改善

インシデント対応

目的

†函館中部高校 1年生, Code for Hakodate代表

2013年度、公立はこだて未来大学にて函館市近郊で開催されるイベント情報を検索できる

HakoEve(ハコイブ)というWebサービスを開発した。

本プロジェクトは、このHakoEve をより良くするための、以下 2つの活動を行っている。

■HakoEveのiPhone対応
4割のアクセスが携帯端末からであるが、

HakoEveは携帯端末用に開発されていないた

め、表示が崩れるといった問題が発生して
いる。携帯端末への対応のため、iOSアプリ
の開発を行う。さらに、携帯端末という特徴
を活用した新たな機能、価値を提案する。

現在のHakoEveのWebサイトは、一般的な

Webサイトで推奨されている規格を十分に

満たしておらず、表示や処理に問題が生じ

ている。また、今後HakoEveの引き継ぎを円

滑に行うために現在公開されているHakoEve

のWebサイトのソースコードの改善を行

う。

■Webサイトのソースコードの改善

■現状の成果 ■検討中の機能

イベント詳細画面 メニュー画面イベント一覧画面 ポスター検索画面

■工夫している点

開発管理面

・1つのツールで議事録、作業割り当て、ソースコードを管理する。

・同時に編集できないファイルを意識してタスクを調整する。

・活動内容、作業割り当てを計画的に実施することで、活動全体の

　効率を向上させている。

学習面

・HakoEve のWeb サイトのソースコードを修正する際に問題となっ 

   た部分を共有することでメンバー全員のソースコードの理解を深    

   めた。

・全員が実装に関われるよう作業を割り当てる。

公開されている HakoEve の Web サイトが古い環境で開発されたもの

であったため、表示や処理に時間がかかっていた。そこで、これらのソー

スコードを推奨されている記法で作りなおし、これらの規約を全体に

共有することでソースコードの理解が深まると考えた。また、この作

業を Code for Hakodate の杉本が主に行っている。

2015 年  12 月  18  日に、共同開発をしている函館市地域まちづくりセン

ターの担当者の方から、HakoEve班メンバーとのメール内容が誰にでも

閲覧可能な状態になっているとの連絡を受けた。そこで当該メール文

を削除し、同様の事態が起こらないよう予防策をメンバー間で話し合

い、まちづくりセンターへ顛末を報告した。

アクセス解析

活動内容策定

環境構築

設計

開発

テスト

5月 6月 7月 8月 9月 10 月 11 月 12 月 1月 2月 3月

インシデント対応

コードの改善

マイルストーン

夏季レビュー会 前期中間発表会 アカデミックリンク アプリリリース 最終成果発表会

HakoEve  Webサイト

予定 実績

マップ検索画面

・お気に入り機能
・プッシュ通知
・現在地周辺で行われるイベント
　 の検索



分野・地域を越えた実践的情報教育協働ネットワーク 

東京工業大学 

活板 : おすすめ推薦機能付き掲示板 
非公会チーム（相澤・二階堂・中野・上甲・平澤・森） 

PBL Summit 2016 

東工大PBLの特徴 ： 経験から学ぶ、プロセスから学ぶ 

実施方針：“学生の自主運営” 
     “知識・技術を統合 → 問題発見・設定 → 解決策を導く” 
 
超上流から行うアプリ開発： 
 与えられたWhatから、WhyとHowを自分たちで考える 
 顧客は誰か？解決すべき問は何か？調査から開発が始まる 
 
ポストモーテム（客観的評価）で学びを集大成： 
 システム開発の技術と、システムを使う人の視点（UX)の統合 
 “Built a thing right.” と “Built a right thing.” 

PBLを通しての成長 

技術力成長 
・gitによるバージョン管理によりチーム内での並列作業の円滑化 

・Redmineによるタスク管理とチケット駆動開発により必要なタスクや 

 他のメンバーの進捗状況を共有 

・Jenkinsによる継続的インテグレーション(CI)により面倒なサーバへの 

 デプロイさ上を自動化 

・AWS上にWebサービスとして実装し、その後Androidアプリ化 
 

人間力成長 
・一年間のチーム開発を経験して、他者との共同作業の大切さを学んだ 

・チーム内でのコミュニケーションを密にすることでメンバーの 

 作業状況を把握することでプロジェクトを円滑に進めることができた 

 

課題：「東工大のイメージアップに繋がるアプリ」  

開発の振り返り 

●要求分析フェーズでのポイント 
 ◎途中でみんなが使っている用語がバラバラなことに気づいたので、 
  「用語定義」をして認識がズレないように工夫 
 △インサイト分析で、最初に浮かんだアイデアに飛びついてしまった 
 
●仕様設計フェーズでのポイント 
 ◎リスク分析の結果、スケジュール管理がキーポイントだと分かったので、 
  ①作業優先順位 ②予定の共有と作業配分 の管理を徹底 
 ◎UIデザインを工夫し、デバイス依存しない設計を考案 
 
●実装フェーズでのポイント 
 ◎Redmineを導入しタスク管理しやすくした（チケット駆動開発） 
 ◎BitbucketとJenkinsを導入し、テスト・デプロイの負荷を大幅低減 
 △チケット駆動でのチケットの責任の所在が曖昧になってしまった 
 △統合テストレベルの品質担保は若干不安が残ったが時間切れ 

6月～ 9月～ 4月～ 

開発プロセス 

東工大生が打ち込めるもの、 
趣味の仲間を探すための 
掲示板形式SNSを開発！ 

東工大生は 
・やりたいことが見つからない 
・一人じゃ難しい、仲間が欲しい 
・シャイだけど仲間内では騒ぐ！ 

「東工大のイメージアップ」というテーマに対し、我々は「無為に過ごして

いる時間を変える」ことを目指しました。そのために東工大生の興味を広げ、

余暇をより活動的に過ごす手助けとなるアプリ「活板」を開発しました。 

 

「活板」の特徴 

・東工大生がより活発に活動する掲示板式SNS 

・利用履歴からユーザーの興味を解析 

・推薦機能によって自身も気づいていない興味を発見 

アプリ概要 

PC,アンドロイドをUIを 
シンプルなデザインに統一 

開発体制 

 
  
 
 
 
 
 
 

推薦アルゴリズム 

 現在閲覧しているグループを元に， 
  ・そのグループを見た他のユーザーがよく見るグループ 
  ・そのグループと続けて見られるグループ 
  ・書き込みの勢いが大きいグループ 

  から興味を持ちそうなグループを提案 

開発したアプリ「活板」 

設営に移動 



PBL を通じて成長した点
＊ チーム開発に関する知識・技術
＊ 顧客やメンバーとのコミュニケーションの取り方

システム構成・定量的評価

ユーザーテストの結果
（ポスターの数が 200 個規模の学会で比較した場合）

従来の手法 : 約 5 時間　　　PosTom利用 : 約 45分 !

開発体制

2
Weeks

アジャイル開発
プランニング
そのスプリント内
で実装するユー
ザーストーリーを
見積もる

レビュー
プロダクトをリ
リースし、顧客の
要望が実現されて
いるかどうか確認

機能横断チーム : 特に役割をさだめていない
メリット : 個人の作業遅延をチームでカバーできる !

役割

顧客
学会主催者

サポート
株式会社 APCommunications

＊ より簡単にポスター配置
がおこなえる機能の実装
　　  GUI による直感的操作
＊ CSV ファイルによる一括
登録機能の実装
＊ CI 環境の構築 - 品質向上

技術面
いかにメンバー全員が
　同じイメージを共有し
開発を進めるか

＊ コミュニケーションにお
けるキーワードの統一
＊ メンバー全員が場所で開
発をすすめる
　　　疑問はその時に解決
＊ 話し手は聞き手の表情・
反応から本当に理解できて
いるのかを察する

非技術面
工夫・努力・挑戦

＊ GitHub による PullRequest ベースの開発
＊ タスク管理は Redmine
＊ PHP( CakePHP ), JavaScript, HTML5( Canvas ), CSS3

利用技術

予実

ガントチャート・バーンダウンチャートによる進捗管理

実施内容

背景
「PosMApp」展示会向けWebアプリ
DEIM2015 などの学会で実際に利用
＊ スマートフォン向け
＊ ポスターの場所・詳細の閲覧

＊ 他の学会・イベントで利用したい
＊ 労力・時間を削減したい

＊ データの作成
＊ プログラムの修正

 簡単に PosMApp を生成・運用できる
          Web アプリケーションの開発

要望

解決策

現状

課題

PBL Summit 2016
展示会向けWebアプリ作成支援ツール「PosTom」

筑波大学大学院 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 高度 IT コース
小串 光和　小幡 潤　小寺 暁久　杜 天行

ポ ス タ ム

PBL Summit 2016 の
PosMApp は
こちらからアクセス!



 

 

 

本プロジェクトでは、横浜市西区の問題点を解決するた

めに、アイデアソンを 2回行い、そこで決定したアイデア

をもとにアプリの開発に着手した。更に、同区の魅力をス

ポットに足を運び、私たちのアイデアが有効であるか確認

し、その後、モックおよび PR 動画を作成した。その動画を

同区の職員に見てもらい、投票結果によって高評価を得た

ためプロジェクトを本格稼働することになった。なお、作

成したアプリは同区協力のもと、一般参加者によるアプリ

体験会などを開催し、頂いたフィードバックを反映し繰り

返し改善を行っている。アプリ完成後、同区からリリース

予定である。 

 

情報科学専門学校 

情報処理科      1年 角田 健 

情報処理科      1年 加藤 巧巳 

情報セキュリティ学科 1年 北條 光輝 

 

 

［プロジェクト名］ 
たまには歩こう 西区の粋なまち歩き 

［期間］  
H27年 6月～H28年 3月現在継続中 

［背景］ 
H27 年 6 月に横浜市西区役所から、同区に訪れる多

くの観光客がみなとみらい地区のみに集中してしま

っている、という課題があった。この問題を解決する

ために、みなとみらい地区のみを歩く“王道な”まち

歩きではなく、「既成市街地や横浜駅の“粋な”エリア

に足を運びたくなる」アプリ作成を依頼された。そこ

で、私たちは同区の問題点を解決する案を出し合い、

同じ志を持ったメンバーで西区の問題点を解決する

回遊アプリを作成することに至った。 

 

 

 

 

 

 

 

①情報収集、プログラミングの能力の上昇 

メンバー全員がプログラミング未体験だったためハン

ズオンの参加、開発環境に関する書籍を購入する等技術力

の強化を行った。 

②問題への対応力、柔軟性の向上 

少人数であるため、一人当たりの作業が多かった。その

問題を解決するために、役割の分担を複数回変更すること

で、お互いの作業をチーム内でカバーした。その結果、主

体性や柔軟性の大切さを知ることができた。 

③経験から生まれる自分への自信 

制作の先にいる利用者を見据え開発を行い、体験会を開

催するなどして、”PDCA”サイクルを回す経験ができた。 

 たまには歩こう 
 

～ 横 浜 市 西 区 の 粋 な ま ち 歩 き ～ 

作業工程 

アドバイス 

参考資料 

アドバイザー 

田邊先生、佐藤先生、

武藤先生 

横浜市西区役所 

区政促進課 

プロジェクト

メンバー 

 
角田 健 

加藤 巧巳 

北條 光輝 

 

成果物 

  

 

目的地に向かって方向と距離の

みのヒントを基に歩き回る、宝探し

のようなゲーム感覚で楽しめるの

が特徴。目的地までの経路をスマホ

任せにするのではなく、ユーザ自ら

進みたい道を選び、自由なルートで

実際に街並みを眺めながら歩いて

新たな発見や出会いにもつながる。

それにより、西区内にある店舗を知

ってもらう機会を創出することが

できる。また、リアル宝探し等イベ

ントにも利用ができると考える。 

 

 



障害者支援を目的とした買い物シミュレーション

岩崎学園情報科学専門学校先端ＩＴシステム科2年 入江大樹 ・ 東和樹

①商品を選んでカートへ ②レジへ進んでお会計

③ ICダグのついたコインをスキャン ④おつりを計算して買い物完了！

プロジェクトの背景と目的

神奈川県立養護学校より
「独力で買い物を行う」こと
を目的としたツールの開発
依頼を受け、買い物シミュ
レーションを作成しました。
特別支援学級で実際に使
用しています。

PBLを通じて成長できた点

養護学校は様々な障害を
持った方がいるので、その
方々に使っていただくため
に健常者としての目線だけ
ではなく、本当の意味で相
手の目線に立って開発する
ことができました。

使用した技術、工夫点

必要な金額を財布から取り
出す訓練のため、3Dプリン
ターで小銭を作成しました。
これにNFCタグを張り付け、
カードリーダで読み取ること
で、精算します。生徒の興
味を引くよう、画像・音声は
カスタマイズ可能にしました。

◆フェーズ毎の主な作業工程

～3Dプリンターで作成したコインと読み取り機～

NFCタグリーダが
入ってます

コイン投入口

NFCタグのシールを
貼ったコイン



		

ベンチャー体験⼯房6：
      ソフトウェア開発プロセスを学ぶ

n  顧客の要望：⾏き先表⽰システム
•  会社内で個⼈の⾏き先を書き込むホワイトボードと伝

⾔メモを電⼦化するWebアプリケーション。

n ⼀般的な⼯程とスケジュール

■概要
Ø 研究・開発活動の初学者に対して、判り易いテーマを取り上げ、研究・開発プロセスを体験し、

理解してもらうことを⽬的とする学⽣主導の授業です。
Ø 受講者でチームとなり、ソフトウェア開発プロジェクトの計画⽴案から開発までの作業を体験し

ます。その体験を通して、確実にソフトウェアを創り上げるためのプロセスとその管理について
学びます。第⼀線で活躍する企業講師による実践的な指導もあります。

① ■到達⽬標
①   開発プロセスを理解し簡単なテーマについての計画を⽴案できるようになる。
②   プロジェクト計画に従い開発活動を⾏うことができるようになる。
③ 	状況に応じて、プロジェクト計画の変更等の対応をできるようになる。	

n 授業の進め⽅
Ø  企業講師が顧客となり、RFPをもとに注⽂する。
Ø  学⽣チームはそのRFPをもとに、チームで考えた
 スケジュールに従い開発を⾏う。
Ø  授業は週に1コマ(90分)×15回→進捗確認会議に当てる。
  ⇒作業は授業時間外に⾏われる。
Ø 最優先事項：納期

■ チーム分け   全員の性格診断を⾏い、⽋点を補いあえるようにチームを結成

n  指導     ⽇本ユニシス（株）企業講師 1名、教員 1名 TA 1名

会津⼤学 活性知識⼯学講座 -The University of Aizu, Active Knowledge Engineering Laboratory(AKEL)-

授業

開発

顧客
(企業講師)	 チーム

注⽂

開発・納品

10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 作成した主な成果物
計画⽴案 WBS、マスタースケジュールなど

要件定義 ユースケース図、ユースケース記述

分析 分析クラス図、分析シーケンス図、画⾯定義図

詳細設計 設計クラス図、設計シーケンス図など

製造 ソースコード

試験 結合テストケース、統合テスト結果報告書

：計画したスケジュール ：企業講師によるレビュー ：納品

n チームの違い
•  ３チームとも同じRFP(提案依頼書)に基

づいて開発を⾏ったが、各チームで違い
がみられた。

rus	

HI	
YDK	

大澤、星	

槇口、矢部、吉田	

平澤、石井	

Aチーム	

Bチーム	

Cチーム	



ベンチャー体験工房６
ＨＩチーム

プロジェクト
メンバー

学部３年 石井 竜也

学部３年 平澤 昌幸
指導者

会津大学 先生

日本ユニシス㈱ 社員

会津大学

開発

授業を通して学んだこと

 完成したＷｅｂアプリケーション

 使用ツール

IntelliJ IDEA, WildFly, MySQL

 言語

Java, HTML5

 作業時間

授業：週１回９０分×１５回 (ミーティング)

＋時間外活動：通算約６０時間

機能数：６

画面数：２

 HIチームは…

意思疎通ができなかった。

→同じ大学なのに住んでるところも遠く、

登校する日もあまり被っていませんでした。

結果

・分担して作成した資料の整合性がない
（シーケンス図、クラス定義書など）

・環境設定に時間が掛かり、遅延した
・製造もほぼ一人でやってる状態

......など

 より良いサービスを開発するには

→顧客の存在を意識する

→将来の展望を関係者と共有する

→ソフトウェア工学に従って開発

HIチームが一番
学べたもの

一つの目標に向かって

私たちは…

この授業を通して、

プロジェクトマネジメント
の重要性を学ぶことができた。

原
因

チームとして団結すること

責任感・積極性の欠如

→あいまいな進捗管理

→授業だから…という甘い考え
→形だけのＰＭ決め

率先して動き、マネジメント
する・されることがとても重要

製造途中で大幅な仕様の簡略化をし、最終
的には機能要求を満たすシステムを急ピッ
チで開発でき、納期に間に合わせられた。

何故、最初からこれができなかったのか？

それでも



チーム開発におけるメンバーの理解

感覚でプロジェクトを管理しない

 今後の目標
 メンバーを理解し合い、目標意識や価値観を

共有することを大切にするチームを作りたい

 プロジェクト管理についての知識を深める

ベンチャー体験工房6： チームrus

 プロジェクトを終えて

 開発したwebアプリケーション

行き先表示システム
使用した技術：JSF,JBoss,MySQL
画面数：７画面

行き先閲覧画面 伝言閲覧画面

会津大学 活性知識工学講座 -The University of Aizu, Active Knowledge Engineering Laboratory(AKEL)-

私たちはこの授業を通して、ソフトウェア開発の一連の流れやチーム開発での作業の仕方、プロジェクト

管理の仕方などを学習しました。その中で達成できたことやできなかったことを振り返ってみて、自分の
意見の伝え方、プロジェクト管理の重要性を学びました。

設計に関して意見が対立
• 相手が納得していない

⇒自分の意見がきちんと伝わっていない

先生からのアドバイスをもとに伝え方を模索
• 「相手に合った説明方法でなければ伝わらない」
• ハーマンモデルを用いて相手を分析
• 相手の特性を理解することで説明の仕方がわかる

それ以降の会議
• 相手を意識した説明方法で自分の意見を伝えられるようになった
• チームで価値観を共有することができた

不十分なプロジェクト管理によって発生した問題
• 製造工程の遅延
• 完成品の妥協 など

先の見えていない作業
• がむしゃらに作業すれば間に合うだろうという意識
• 作業進捗をつけずに作業

⇒ 後になって遅れていることに気付いた

きちんと進捗を管理していたチーム
• 早い段階で作業の遅延に気付ける
• スケジュールの組みなおしなど早めに対応できる

意識の改善
• 頑張れば作業が遅れないという意識をなくす
• 根拠の無い見積もりはしない

感覚でスケジューリングしてしまった

開発メンバー
• 学部3年 星優里奈
• 学部2年 大澤響

 開発を経験して得た学び

ハーマンモデル

rusのガントチャート

きちんと管理していたチームのガントチャート



ベンチャー体験工房６　YDKチーム	
〜YDKの挑戦〜	   会津大学	

Y	D	Kは実際
なにが	

できたの….?	

やればできる子	

なぜYDKなの？	

YDKの特徴	

YDKだからこそ
できたこと	

YDKだからこそ
学べたこと	

RFPは完全じゃない	

お客様の立場に立つとは!?	

私たちの仲でも伝わらないことがある	

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	RFPに書いてあることだけでは理解できないことがある！私たちは	

　　　　　　　　　　　　　　　　　それに気づき、メールですぐさま問い合わせました。するとわからない	

　　　　　　　　　　　　　　ことはすぐ問い合わせる姿勢はいいと褒められました。私たちの理解力が	

　　　　　　　　　　低いだけだったかもしれませんが、RFPでわからないことがあればす 					

ぐお客様と相談するといいことがわかりました。	

　私たちは初め、「RFPの要求を満たせばよいという視点」で考えていました。画面定義をしたときに、実際に「お客

様の視点」で見てみると使いづらいことに気づいた。そこでどうやったら使いやすくなるのかを考え、改善しま

した。お客様の立場に立ちその人にあったものを作ることが大切だと学びました。	

　私たちは初め、いろいろな案を出し合って、いいね！いいね！の連発でした。しかし、画面定義書をみんなで見せ

合ったとき、私たちは一斉に声をあげました。みんな想像していたものが違ったのです。しかし、画面定義

書でみんなの目標としていたシステムの見た目が共通のものになりました。シーケンス図やクラス図も、抽象的で少

しわかりにくいですが、システムの動きやデータの流れが書いてあるので、それを見れば共通の思想を保てるという

ことがわかりました。成果物は一種のコミュニケーションツールでもあることがわかりました。	

仲良しチーム	

３人のチーム	

	吉岡教授が決めたチームだけど、たまたま

仲良し３人グループになりました。いつも一

緒に行動しているくらい仲が良く、これ以上

ないチームになったと思います。	

	今回のプロジェクトの中では、唯一の３人のチー

ムでした。他のチームは２人だけど、僕らは一人

多いのだ！数の利ってやつさ！	

欠点を補い合う	 臨機応変に対応	他の班は二人なのになぜぼくらの班は三人
なんだ？	

個人の能力が低いからとか？	

こうなったらすごいものを作って先生達を
びっくりさせてやる！	

「ぼくたちはやればできる子なんだぞ！」って
ところを見せてやろうぜ！	

じゃあYDKだね！	

こうして僕たちのチームネームはYDKになりまし
た。（Noパクリ）	

良かった点	 悪かった点	

完成されたチームワーク	 初対面の人と協力して開発する
ことを体験できなかった。	

良かった点	 悪かった点	

一人一人の負担が減ることに
よって、考える時間が多い。	

一人一人の担当する機能が
減ってしまい、経験が少なくなっ
た。	

伝言メニュー	

完成したシステム	
　画面数７枚	

入学当初からの友達だったため、お
互いの長所・短所知り尽くしてた。	

メンバ	 長所	 短所	

槇口	 やる気は人一倍！	
人に頼りがち。	
	

矢部	
プログラミング経験
豊富！	

疲れやすく、飽きや
すい。	

吉田	
リーダー体質で責
任感が強い。	

プログラミング苦手。	

役割分担した。	

矢部	 吉田、槇口	

言語の勉強	 環境設定	

あとで教えあった。	

お互いの欠点を補い合い、作業
を効率よく進めることができた。	

<問題点>	

<その結果>	
一人一人の負担を減らすことが出来た。	

製造工程で遅れがでてしまった。	

メンバ	 機能	 作業
時間	

進捗
（％）	

完成までの見
積もり（時間）	

槇口	 ユーザー認
証	

５	 ８０	 １	

吉田	 行き先関連	 ５	 ２０	 ２０	

矢部	 伝言関連	 ５	 ３０	 １１	

完成までの作業時間の見積もりをした。	

完成までの作業時間の偏りを見つけた。	

だから	

その結果	

<解決策>	

問題点	

みんなの負担を均等にするために槇
口が吉田の機能の一部を手伝った。	

だから	



ソフトウェアスタジオ Bチーム
会津大学 活性知識工学講座

ソフトウェアスタジオとは何か？
ソフトウェアスタジオとは、３年次にソフトウェア工学トラックの授業で学んだ知
識を活用し、実際に外部のお客様を招き開発プロジェクトを進めていく、会津大学
４年次の授業です。
監督として大学教員やコーチの企業講師がプロジェクトに参加していますが、開発
チームはあくまで学生のみで構成され、学生が直接顧客と成果物のやりとりを行い
開発を主導します。
実際のソフトウェア開発を体験し、その中で様々な課題に直面することでソフト
ウェア工学の必要性を知ることが目的です。

チーム運用 成果物
・Bチームの概要

チームメンバー：７名
プロジェクトマネージャー：工程ごとに１名（計３名）

アロマトリートメント管理システム
アロマトリートメントの施術履歴を患者ごとに管理できるシステム

アロマトリートメントの業務とユーザーに合わせた画面デザインを目
指しました。

苦労したこと・工夫したこと

プロジェクトの前半は各メンバーのプロジェクト活動に対する意識が低く、連絡や作業の遅れが生じてしまった。
⇒ミーティングの日取りを決めたり、欠席するときの連絡ルールなどを定めることで、自分たちのプロジェクト

である意識を持つようにした。

顧客からヒアリングした内容をそのまま受け取り、（根幹の要求、要求の現状からの）本当の要求を分析・理解す
ることに時間がかかってしまった。
⇒顧客側の要求の背景や業務内容を想像して、本当に必要な要求を分析・理解し、提案するようにした。

メンバー内の進捗確認不足、メンバーの技術的な知識不足（開発環境、プログラミング等）から、時間を予想以上
に費やしてしまった。
⇒作業量に応じてミーティングの回数を増やして、進捗確認を行う頻度を調整した。

成果物

指導

依頼・要望

教員
学生

顧客

2015年度 Bチームの事例
顧客：会津医療センター緩和ケア科 様

注文内容：患者に対して行っているアロマトリートメントという施術の過去の履歴を記録閲覧することで、施術
の質を向上したい。また、施術履歴は研究にも役立てたい。

：予定 ：実際・作業管理

活動期間：
4/13～7/27
（15週、105日）

ミーティングを週２回行い、各メンバーの進捗を確認しました。
成果物はRedmineにてメンバー内で共有しました。

学習したこと

プロジェクト活動は各メンバーのモチベーションの差が顕著に出やすく、全員が同じ意識で団結することが難し
かったです。そのために、メンバー一人一人の強みを生かせる環境、誰かに任せきりではなく、お互いをサポート
し合うことのできる環境が大切であると知りました。
また、要求の背景や内容を見極めてより良いプロジェクト開発を行えるように、知識や経験、視野を広げていくこ
とも重要であると感じました。
これらの努力を通じて最後に成果物を納品したときは、通常の授業では得られない達成感を感じました。

患者の施術履歴、症状、
パッチテスト情報から
オススメの精油を選定



ソフトウェアスタジオ Aチーム : H2Link プロジェクト

• どの作業にどれくらいの時間や手間がかかるか分からず、それにも
かかわらず分からないまま作業分担や計画を立ててしまい、
必要な作業に充分な人手や作業を割り振れなかった
⇒見積もりの方法を知らず、何とかなるだろうという認識の甘さ
から調べることすらしなかった

• 設計とプログラミングの連携がうまくとれておらず、それでも
とりあえず作ってみたが結局大きな変更が出てかなり効率が
悪かった
⇒全員のコーディング経験の浅さ故、設計がどう製造に活きて
くるのか具体的に思い描けず、うまくできなかった

• なかなかミーティングで全員が集まれないことがあっても、
特に対策もせずにいたせいで、全員が進捗を把握できていないという
事態になってしまっていた
⇒情報共有をしっかりと行わなかったため、「誰かがやってくれているだろう」
と、当事者意識を持つことができなかった
もっとメンバー全員をまきこむべきだった

• ソフトウェア開発を行う中で、ソフトウェア工学を実践的に学ぶ授業

• 授業時間：週２コマ(3時間)×14回
主に進捗報告、ミーティング ⇒ プロジェクト作業は授業時間外に行われる

• プロジェクト体制
• 開発チーム：

学生6～10人程度
• コーチ：

企業講師2人
• 監督：

教員2人
• 顧客：

外部のお客様

ソフトウェアスタジオとは

顧客

企業
講師

PM メンバー

教員監督

コーチ

開発
チーム

コンサルティング

成果物

意見、要望

2015年度 Aチーム

• クライアント：会津医療センター
• 要求：在宅療養中の患者と病院の医師がお互いの顔を見て会話できるビデオ通話アプリケーション
→現行のアプリでは使える端末が限られ、操作も難しい
様々なデバイスで利用するため、オープンな技術の使用（WebRTC）
画質や音質が良い
誤操作の心配が少なく、使いやすい

工程 4月 5月 6月 7月
計画立案

要求定義

基本設計

詳細設計

製造

試験

：予定 ：実際

スケジュール

苦労した点
学んだこと

• 知識を埋めることの必要性
分からないことは学術的に

調べたり、過去の経験や他のプロ
ジェクトを参考にして考える

分からないままやろうとすれば無
理が生じる

• 設計とプログラミングの連携の重要性

どこまでを設計すればうまくコー
ディングできるのか、それをしっか
りと考えてやるべき

設計にもプログラミングのそれなり
の知識が必要

製造段階での大幅な変更は効率
が悪い

• 個々人の意識のありよう

全員をまきこんで当事者意識を持
たせるべき
“誰かがやっている”のではない

作業時間（h）

メンバーA 83.9

メンバーB 151.7

メンバーC 41.5

メンバーD 65.25

メンバーE 34

メンバーF 12

各メンバーの総作業時間

会津大学学部4年 新井雅裕



路線情報入力(運行前)

プロジェクト

利用者画面 Android画面（運転手）

乗降者数入力(運行中)

システムの全体図

• 山間部など電波無送信エリアに対応
• 運行管理を完全電子化
• 全路線の緊急状態の視覚化

アイコンが変化

愛媛大学大学院

2015年10月以降 B-Map 宇和島市津島コミュニティバス運行状況確認サービス

ICTスペシャリスト育成コース

緊急発生
集計確認・送信(運行後)

バスの現在地

乗降者数
位置情報
緊急情報

運行状況確認

特長

管理者画面

入力情報送信後

路線変更・追加

運行記録

乗降者数

到着時刻

PBL Summit 2016

2015年4月～9月 西予ジオパーク観光案内アプリ

システム全体図

アプリ利用者画面 管理者画面

エリア一覧 ジオスポット
一覧

ジオスポット
詳細

• アプリ利用者は西予市観光アプリ内「エリア一
覧」からエリアをタップすることでそのエリア内の
ジオスポットの一覧を閲覧することができる。

• ジオスポット一覧のページでジオスポットをタップ
することで、タップしたジオスポットの詳細を閲覧
することができる。

エリアをタップ

ジオスポットをタップ

• 管理者側では、管理者ページにおいて、ジオス
ポットの編集（追加、削除など）を行うことができ
る。

ジオスポットの編集

ジオスポット
情報の閲覧

利用者

市役所職員 バス運転手

管理者

アプリ利用者

2012年度から愛媛県内の自治体の抱える地域課題の解決に取り組んでいます。
2015年度は宇和島市(人口約8万人)と西予市(人口約4万人)の持つ実課題に取り組みました。
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バーンダウンチャート

理想時間 実時間

アナログ
・⽤用語の意味分からない…
・共有スペースだから残せない…
既存サービス
・モバイル使⽤用が不便…
・アイデア整理の枠組みがない…

Brestickyなら…！！
・分からない⽤用語をすぐに検索出来る
・ホワイトボードの保存・復元・複製が出来る
・モバイルでも使いやすいUI
・豊富なアイデア分析⼿手法を簡単に試せる

ブレストに特化した⼩小規模向け付箋アプリ
九州⼤大学 チーム夏みかん

元⽥田彰拓 古賀祥造 ⼩小林⻯竜⼤大 上畑恭平 林冬 渡部誠俊

ユーザー

Bresticky

フロントエンド バックエンド
アジャイル開発

開発者

解決策

当システム開発の特⾊色
イテレーション終了時には動くものがほしい！

アジャイル開発を採⽤用！！

採⽤用したメリット
多数の要求を管理し、要求の変化に対応できた。
デモを通じてフィードバックを回せた。

開発 -‑PBL2-‑

進捗管理 -‑バーンダウンチャート-‑  

PM

ブレストを⽀支援する付箋アプリ

実装した機能
・付箋の作成・削除機能
・ホワイトボードの画像として保存機能
これから実装する機能
・ホワイトボードへの⼿手書きでの描画機能
・付箋の⾊色の変更機能
・タップ位置に付箋を作成する機能
・アイデア分析⼿手法 (kj法，マトリクス分析等)
・付箋に⼊入⼒力された単語の⾃自動検索機能

4⽉月上旬〜～4⽉月中旬
要求の洗練

4⽉月下旬〜～6⽉月下旬
スプリント毎に実装

7⽉月上旬〜～
発表会資料作成

今後のスケジュール

最終⽬目標

スプリント3スプリント2 スプリント4



お客様	

表情取得 

通知 
接客 

カメラ	

店員	

成林君は洋服を買いにショップに	  
行きましたが、やや不満のようです	

1	

3	 4	

5	 6	

2	

黄色はないかな？	

カメラが取得した情報をタブレットに	  
表示します	  

笑顔	

戸惑い	

店員が困っている成林君に向かい、	  
	  

何か困っていることは	  
ございませんか？	

めでたく成林君は欲しかった黄色を	  
買うことができました	  

POSITIVE:	
NEGATIVE:	

サーバー	

お客	

店員	

タブレット	

笑顔	

戸惑い	

通知	

取得データ	

可視化	

成林君	

システム構成	

他にも、過去のデータから個人・店舗の	  
笑顔獲得率を見ることができます	  

集まったビックデータを活用し、	  
さらなる集客力アップに貢献します	  

•  実際の環境に則したユースケースの構築	  
•  建設的なチーム開発	  
•  聴き手を納得させるプレゼン力	

成長	  
•  カメラガジェットの利用	  
•  マネタイズにおける収益の試算	  
•  表情等のビッグデータの利活用を予定	  
•  実店舗でのテスト導入を予定	  

工夫・挑戦	  

Grape	p 高比良真澄 (PM、Web関連担当) 
p 成林晃 (カメラ担当) 

p 是レイ (カメラ、タブレット担当) 
p 三浦圭裕  (自宅警備中) 

Member (M1 × 4人) 

従来の店員の接客改善手法(アンケート etc.)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  →アナログかつリアルタイム性に欠ける	
ICTを活用し，店員と客のコミュニケーションをサポート	  

背景	  
実問題に対するソリューション+マネタイズを	  
取り入れた事業創出型PBL	  

PBL方針	  

〜笑顔に着目した接客力向上プラットフォーム〜	SmartFace	

ビッグデータの活用	  
•  キャリブレーション	  
•  店舗の業績チェック	



甘木鉄道活性化プロジェクト
立花健太郎, 川尻渉太, 中村みなみ, 福田将之, 久留間嵩之

顧客： 福岡県企画・地域振興部交通政策課様

• 周辺に観光地が多く存在している
• 紙媒体で観光地を巡る観光ルートの提案を行っている
• 鉄道利用者は通勤客が多いがシーズンになると観光客も増える

打ち合わせを進め、調べてみると…

甘木鉄道を利用しながら観光を行う
観光支援システムの提案

甘木鉄道の利用客数が伸び悩んでおり、
ICTの力を使って利用者を増やしたい

甘木鉄道を中心とした観光支援システム

スマホアプリで WEBサイトで
現地での観光をサポート

• 観光ルートを表示
• 現在地周辺の観光地を検索
• 写真を他の人に紹介

観光の前後をサポート
• 観光ルートの作成と共有
• イベント情報の閲覧
• 観光した感想の閲覧・投稿

観光を最初から最後までサポート

システムの狙い

ガントチャート

プロジェクトのきっかけ

システム概要 プロジェクト

地域としての宣伝材料は多々存在している

プロジェクトを通じて

要件定義について

• 利用シーンを想定したサービスづくり
• 専門外の人との話し合いの難しさ
• 提案と検討のサイクル
• 必要な機能を選別すること

設計について

• 設計に対する認識の甘さによる失敗を体感
• システムの規模を見積もることが重要

製造について

• 進捗状況の見える化の重要性
-進捗管理の仕組みづくりが不十分

全体を通じて学んだこと

テストについて

• 様々な環境でテストの実施
- OS・ブラウザのバージョン・テスト環境・人

• テスト項目の洗い出しの遅れ

システムの今後の展望

• ユーザーの意見を反映させたシステム改修
• ユーザー同士の交流がより盛んになる仕組み作り
• 他の地域での展開

システムの目的 福岡市内の観光客をターゲットとした観光客誘致。

また観光客の来訪に伴う甘木鉄道の利用人数の増加

ステークホルダー ・顧客 ・甘木鉄道(株) ・鉄道周辺の住民
・観光客 ・甘木鉄道を育てる会

開発環境 Web：PlayFramework
スマホアプリ:Monaca

担当 Web(バックエンド2名、フロントエンド1名)
スマホアプリ2名

システムの規模 Webバック : 6.8kLOC Webフロント :  7kLOC
スマホアプリ : 6.5kLOC 計 : 約20kLOC

ミーティング 開催回数50回延約100時間

具体性のない漠然とした悩み

地元住人

①Find
WEBサイトで観光情報を閲覧

②Go
現地でスマホアプリを使って観光

③Post
観光の感想をシステムに投稿
or地元住人が穴場スポットを紹介

周辺地域が活性化され

甘木鉄道の活性化に繋がる

④Share
投稿された記事や新しい観光地
をユーザ同士で共有

Share

観光する

伝える

観光客
共有する

見つける

福岡大学大学院工学研究科

技術習得について

• 新しい技術への挑戦
-習得→評価→開発

• 技術不足の克服
-勉強会・コードレビュー

• 各自で積極性、主体性をもつこと
-やるべきことを探せる主体性
-積極的に意見を出す

• ミーティングを円滑に進める工夫
-話し合う議題を事前に決め、決まったことをまとめる
-正しく分かりやすく伝えるための工夫
-前回の議事録を見直してミーティング

• チームでの情報共有
-自発的に報告ができる環境づくり
-同じ場所で作業をすること

• 各工程内での細かいスケジューリング
-タスクを洗い出し、
最適な大きさに分割すること

• モチベーション管理

Find

Go

Post

概要



4. 概括

新宮発見隊の意義

• LODのコンセプトに基づいて地域資源をリンク化することで，
地域の魅力を引き出す手法を確立した．

• LOD作成の簡単化のため自然言語で記述された文章を
Tripleデータに変換する新しいS/T変換APIを実装した．

• 新しいマルチプルラベル伝搬アルゴリズムを提案・実装し，
LODのリンク性能向上に寄与する手法を確立した．

 今後の展望
来年度は地元企業とも協力し，大学・地域・企業連携で

プロジェクトを推進し，新宮町の情報発信ポータルサイトを
2016年夏に正式公開して観光業の振興に鋭意努力する．

髙橋和生†，槇 俊孝‡，橋本雅史† ，谷川 悠† ，佐藤夏姫†
†福岡工業大学情報工学部 ‡福岡工業大学大学院工学研究科

1. 新宮発見隊

 新宮発見隊とは
新宮町の地域課題解決を図る大学・地域連携プロジェクト．

 新宮町の特徴
福岡県糟屋郡新宮町は，3 万人規模の町．

• 住みやすい町 ：人口増加率が日本トップクラス．

• 自然豊かな町：国指定天然記念物を有する．

• 歴史ある町 ：国指定重要文化財を有する．

 新宮町の地域課題
潜在的な観光資源はあるが，あまり知られていない．

➡ 地域情報を包括的に管理し有効に情報発信したい．

 活動目的
地域社会を構成する施設や伝統，歴史をリンクし，普段

は気が付きにくい地域の特徴を発見して可視化する．

 活動方針
地域情報のLinked Open Data (LOD) を簡単に作成

できる自治体CMS（Contents Management System）を開発し，
新宮町の情報発信ポータルサイトを開設する．

3. 活動内容

 情報発信ポータルサイトを試作
Twitterを用いて記事投稿ができ，LODとして公開可能．

プロトタイプのインタフェース 新宮町LODの例

 SNS記事データのLOD化
構文を解析して主語，述語，目的語のTripleに分割．

Sentence/Triple変換API（S/T変換API）を実装．

（例文）新宮町の魅力は，相島積石塚群です！

主語➡新宮町，述語➡魅力，目的語➡相島積石塚群

現在のS/T変換APIは，44文型に対応している．

 LODのリンク性能向上
LODのリンク性能を向上させ，意味検索の実現を目指す．

新しいマルチプルラベル伝搬アルゴリズムを提案し実装した．

オリジナルデータ リンク性能を向上させたデータ
新宮町のLinked Dataを用いた例

文献検索システム I-ScoverのLinked Dataにも有効．

2. LODの概要

• オープンデータは，著作権や特許等の制約なしに機械
判読できる二次利用可能なデータのことである．

• LODは，RDF (Resource Description Framework）に則り，
物事をURIで表現しリンクしたTripleデータ (Linked Data)を
オープンデータとして公開したものである．

RDFの3要素（Triple）

新宮町のLinked Dataの例
各データ（ノード）の自動リンク化を実現 ➡ 意味推定

 セマンティック・ウェブの実現可能性
（例文）スターバックスコーヒーがある福岡県の公園は？

新宮町 沖田中央公園
施設

新宮都市
計画事業

事業 施設

森長俊
初代理事長

人生には三つの坂がある・・・．

名言史跡

島

魅力
魅力

相島

相島
積石塚群

主語 目的語
述語

select distinct ?label where {
?s
<http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> 

<http://ja.dbpedia.org/resource/福岡県>;
<http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> 

<http://ja.dbpedia.org/resource/スターバックスコーヒー>;
<http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> 

<http://ja.dbpedia.org/resource/公園>;
rdfs:label ?label.

}

"大濠公園"@ja
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LODは意味検索

を実現できる！

福岡市学生地域活動大賞 優秀賞を受賞．



A01 

１．動機と狙い  

動機 

・現在は避難訓練をやる時間が限られているため、避難訓練  

に参加できず、避難経路を把握していない人が多い。 

狙い 

・アプリという形のため自分のタイミングで避難訓練を行  

うことができる 

・このプロジェクトにより避難所など災害に対する防災知  

識を高める。 

  目的と背景 

目的 

・避難訓練をする際に避難経路や災害が想定される場所などの  

事前把握をする。 

・地域に対する防災対策の強化を図ることを目的とする。 

背景 

・日本では災害が多い。近年では、東日本大震災など、私たちは災害 

  に対する意識が低いと考えられるため改善すべき点がある。 

 ・避難訓練を行うことで災害に対する意識を高める。 

【プロジェクトメンバー】 

プロジェクトマネージャー 友野 秀平 

プロジェクトリーダー 金田 直樹 

データベース担当 石井 裕也 

プログラマー 清水 大賢 

プログラマー 塩森 あゆみ 

インターフェース・デザイナー 鈴木 玲奈 

 実施内容 

開発環境 

・Android studio 

開発言語 

・Java 

・PHP 

写真画像修正・加工 

・Illustrator 

・Photoshop 

 

対象とする顧客 

・地方自治体 

・行政機関  

開発期間 

・2015 年 4 月 15 日～2015 

    年 12 月 19 日 

成果物 

  ・Androidアプリケーション 

  ・PM書類 

  ・プレゼンテーション資料 

 

４．機能一覧 
る 

     マップ表示 →写真と吹き出しを表示 

   避難所検索 →オープンデータを基に検

索  する 

     避難訓練開始 →ストップウォッチを起動 

     ルート記録 →避難経路を記録する 

   記録したルート →記録した避難経路を表示

す  る 

EVM 

プロジェクトについて 

・工夫した点 

  高齢者でもアプリを使用できる様、難しい機能を取り入

れずインターフェースなどシンプルに作成した。 

 ・努力した点 

  茅ヶ崎市を中心に実際に避難所や施設などに足を運び

災害時に危険と想定される道や場所を調査したこと。 

 ・挑戦した点 

  ルート記録機能という新規性のある機能を取入れたこと。 

 

茅ヶ崎市避難訓練アプリ製作プロジェクト 

 

・大学内で作成したプロジェクトを学外を通じて 

発表することにより様々な社会問題や事例などを 

学生主体で情報共有できることで成長できたと感じた。 

 

・他大学による様々なディスカッションなどの意見交換を通
し、新たな価値や問題点など学ぶことが多く感じた。 

 

・グループでの共同作業の大切さを深く理解した。 

【プロジェクト体制】 

PBLを通じて成長した点 
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メンバー 
 
友野 1990000 
金田 1995000 
石井 1164000 
清水 1188000 
塩森 1164000 
鈴木 1182000 
 
 
完成総コスト 8689000 


