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情報化社会における情報システムの影響度が増大
高度な情報技術(IT)を企業経営への有効活用する

企業の観点から情報システム開発
構築サイクルを実践的に学び，
情報システムの演習基礎的な手法を修得
将来，社会で高度な情報処理技術者を目指す

情報システムの上流工程の教育の背景
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経営情報システム

企業モデル

1. PCネットショップ販売を演習用企業モデルとした．

2. パソコン，周辺機器，情報機器，ソフトやサプライ品販売システム

3. 現在は店頭販売，法人顧客は電話・FAXで受注

4. 販売計画，仕入・受注・発送・収支報告業務など

5. 図2のような受注，パーツのアセンブル，出荷の流れのBTO販売
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情報システム開発のプロセスの演習方法

1. 仮想プロジェクトの開発プロセスの疑似体験

2. 受注業務の改善(ネット販売)
3. 業務システム分析の体験

4. UML (Unified Modeling Language)の活用

5. グループ討議による協調学習方式の採用

6. 課題ファイル⇒学内サーバー⇒学生PCへダウンロード

7. 学生PC⇒学内サーバーへレポートファイル提出

課題出題と提出のしくみ

学内サーバー
課題出題用
フォルダ

レポート提出用
フォルダ

実施期間

1. 期間:
2009年度～2010年度の前期，後期各15回授業を3サイクル実施

1. 選択科目

 情報システム詳論(前期・後期) 3,4年生

 情報システム論(後期) 2年生

3. 受講者数

 1期:情報システム詳論15名，情報システム論88名
 2期:情報システム詳論41名，情報システム論88名
 3期:情報システム詳論36名，情報システム論64名
4. 講義形式

 座学,演習,レポート,グループディスカッション,発表

 仮想企業(ネットショップ)向けシステム構築演習

要件 計画 設計
製造
(実装) 運用試験

上流工程 下流工程

開発工程と上流工程

上流工程で要求分析の演習

※ 要求分析と要件定義+システム改善の演習

要求定義の前提条件

下記条件でモデリングを演習

 ネットで商品情報を検索可

 ネットで注文可

 在庫情報で即時に在庫の有無をチェック

 商品・在庫・注文情報のデータベース管理

ユーザ要求

情報システム効率化ある範囲の仕事や業務
求められる機能

シ
ス
テ
ム
要
件



狙い
1. 情報システム開発のライフサイクルプロセスの全体を具体的なシステムの開発体験

2. 対象業務システムの分析，要求分析，システム設計，プログラム開発の一連のプロセス

3. 分析やモデル化技法を用いて擬似的体験，システム構築の基本修得

4. システムライフサイクルはシステムの構想からプログラム開発，生産，運用，保守，処分までの一連の
プロセスの時間的推移

5. PS(Pc-Shop) 社という仮想的な企業におけるWeb 技術を用いた販売管理システム(パソコン製
品の通信販売サイト)の構築

6. 経営分析として多様なWeb サイト(インターネットピングサイト等)の研究

7. ユーザ視点とシステムエンジニア視点の両側面から情報システムとしての要件定義，ユーザビリティ，
アクセシビリティを整理

8. 業務分析や要求分析に関しては，対象となる業務を分析し設計するプロセスをさまざまな手法を用い
て行うことをソフトシステム方法論におけるUML 等を用いて解説する．

9. オブジェクト指向技術によるモデル化を支援する手法としてUML の代表的なダイアグラム

10. システム設計・開発では，UML のフローダイヤグラムを活用し，リレーショナルデータベースの活用，
ユーザインタフェースの設計

11. システム開発全体のプロジェクトマネジメント演習

分 析 ツール 特 徴

機能モデル
ユースケース図,DFD(データフ
ローダイヤグラム) 機能把握

動的論理モデル
アクティビテイ図,ステートマシン図,
シーケンス図,コミュニケーション図,
タイミング図

オブジェクト指向

静的論理モデル
クラス図,オブジェクト図,パッケージ
図,コンポジットストラクチャ図,コン
ポーネント図

データ構造
コンポーネント構造

実装モデル システム実装構成図 モジュール構成

UML(Unified Modeling Language)

全体プロセス

[現状分析]
1. 受注業務サブプロセス

2. 発送業務サブプロセス

3. PS社の現在の業務プロセスでユースケース図を作図する．

4. 作成するユースケース図（現状）

5. 演習①：現状のユースケース図を作図

6. 作成するユースケース図（改善後）

7. 全体プロセス：改善後

8. Web受注業務サブプロセス（各自のP社構想）

9. 改善後の発送業務サブプロセス

10. 演習②：改善状態をユースケース図で記述

11. PS社の業務の流れを改善した状況を表す業務プロセスでユースケース図を作図する

PS(Pc-Shop)社のシステム化の背景
＜現況＞

•PS社ではPCおよび関連機器の販売を行っている．

•商品は基本的に店頭のみで販売し，法人顧客には電話，ファックスでも注文を受け付けている．

＜課題＞

•PS社では，最近販路を多様化して初心者からヘビーユーザーまでの幅広い顧客層に

満足してもらえるようにして，売上をさらに向上させたい

1.PS社の新システムの基本定義

インターネットを利用したパソコン販売システムを構築する．

WEBパソコン販売システム

2.新システムの要件

パソコンを購入する顧客は、WEB上からパソコンの商品情報を取得する事ができる

顧客はWeb上からパソコンを選択して、パソコンの注文を行う

システムはパソコンの在庫情報を直ちに判断し，在庫があれば注文を受付け、顧客に通知を行う

パソコン商品情報、在庫情報、顧客からの注文情報は、データベースで管理する．



ユースケース

ユースケースは，新システムの要件から検討する．

 パソコン購入の顧客をアクターとして考える．

 ユースケース，アクターの名称は変更しても良い．

 イベントフローはパソコン購入の流れに沿って検討する．

① 新システムのユースケースを作成する．(図5)
② ユースケースから画面を考える．

③ パソコンを購入するまでのユースケース記述

(イベントフロー)を作成する．

④ イベントフローからアクティビティ図を作成する．

ユースケース図

演習③：PS社の新システムの要件定義

1. パソコンの注文を行うユーザ

2. パソコン販売システムの画面（WEB）
3. パソコン販売の画面、データを制御する

4. パソコン販売制御

5. パソコン情報、ユーザ情報等すべてのデータは、

6. データベースで管理する．

7. ① Webパソコン販売システムのオブジェクトを抽出する．

8. ② 今までの演習で作成したユースケース図、ユースケース記述（イベントフロー），アクティビティ
図を基にシーケンス図を作成する．

9. ③ 同様に，コミュニケーション図を作成する．

10. オブジェクト抽出

11. 演習④：Webパソコン販売のオブジェクト

12. Webパソコン販売システムのオブジェクトを明らかにし，それぞれの相互作用を明確にする．

アクティビティ図

図6 アクティビティ図(例1) 図7 アクティビティ図(例2)

Webサイト評価項目の特徴整理
演習⑤：Webサイトのユーザビリティ研究

1. 一般に公開されているＷｅｂサイト(パソコン販売系)に関して，ユーザビリティを調査し，各サ
イトの特徴を整理して研究し，それぞれの項目に対して考察する．

2. サイト名，№，評価項目

3. 使用されている用語やアイコン，コマンドはユーザが容易に理解できるか．

4. ユーザが満足できて使うことが楽しくなるようになっているか．

5. 次のステップが示されているか．操作に対して、

6. 次の段階や処理を促す設定が為されているか．

7. 情報の有用性や量として適切か．表示されている

8. 情報量とその有用性のバランスが取れているか．

9. 情報入手等の目的達成が容易か．※最も迅速に目的とする情報に到達する事ができるか．

10. ヘルプ等を参照しなくてもすぐに使って簡単に学習できるか．

11. 的確な場所に各々の機能が設定されているか．

12. どのような機能があるのか、容易に理解出来るか．

データの正規化

1. データベース設計の演習ではデータベースの参考書から各々の種類と特長を
説明した上でデータベース正規化の演習を行った．

2. エンティティとそのデータ属性を識別する．

3. エンティティ間の不必要なデータの重複を排除 する．

4. エンティティ間のデータの関連性を識別し，データの整合性を保持

5. DBを構成するファイルの種類の決定とファイルに含めるデータの最適化



データの正規化

正規化の手順

非正規形

第1次正規形

第２次正規形

第３次正規形

1次正規化

2次正規化

3次正規化

・仕事に必要な情報

・繰り返し部分の分離

・完全従属と部分従属

・推移従属の分離

・エンティティの種類とエンティ
ティに含めるデータ

ディスカッションとプレゼンテーション方式
グループ構成とディスカッション進行方法

1. 5～6名のグループを構成して集まる．

2. 全メンバーで自己紹介する．(1人1分)
3. ディスカッションテーマの中から一つ選択する．

4. 議長と書記，発表者を一人ずつ選ぶ．

5. グループのメンバーは自己意見を事前にまとめておく．

6. グループ内で自由意見を交換する．

7. 全員、発言することとし，一度も発言しなかった人は発表者にすることもある．

8. グループ内の意見をレポートにまとめる．

9. ディスカッション終了時に先生へ提出する．

10. グループ代表者(複数可)が発表する．議長と書記が指名しても良い．

11. 発表時に先生が評価ポイントをつける．ディスカッションに欠席した人は発表者に指名

12. また，ディスカッション中の議事録シートを記入して提出

発表方法
グループディスカッションの評価ポイント

 グループの発表代表者が前に出る．

 グループ内でまとめた成果を発表する．

 聴講者からの質問を受ける．

 発表時間:5分 (PCとプロジェクタを使用)
 質疑応答時間:3分

グループディスカッションの評価ポイント

 どれだけ、活発に自己の意見を述べられるか．

 リーダシップ，皆の意見を取りまとめられるか．

 皆の意見とまとめをレポートにまとめられるか．

 グループの意見とまとめをうまく発表できるか．

 各人発表内容について質問や回答ができるか．

開催日時 グーループディスカッション 議事録シート

年 月 日（ ） テーマ:

: ～ :

司 会 発表者1

書 記 発表者2

出 席 者

議 事（発言者と内容）

課題名

発表者を1～2名選定

各グループの全出席者
名を記入、欠席者も記

入

リーダー(司
会)

書記1名

全員の発言内容と発言者を記
入

方 法
(1)UMLによる要件定義のレポート作成

①ユースケース図，②アクティビティ図，
③シーケンス図，④コミュニケーション図，他
(2)協調学習によるコミュニケーション能力開発
①6名で1グループを構成する．学生同士で意見交換し，要求定義をまとめる．
②レポート作成,ディスカッション,発表体験で理解力とプレゼンテーション能力を向上

評 価

学生のネットショップ販売モデルの業務把握，要件定義，発表および試験の評価フォ
ームを表2に示す．情報システム構築においてシステム要件定義についてグループデ
ィスカッション,レポート及び発表の演習実施後に学生の成績評価を行なったが，図10
に示す学生のプレゼンテーション能力が少し不足する．

演習成果 学習効果

事後アンケート調査
演習後，学生へアンケート調査した結果,学習効果を挙げる．各項目に演習で良く理解
できた=1,少し理解できた=2、ほとんど理解できなかった=3から1つを記入した．

 システム開発手順

 Web販売の業務プロセス

 ユースケース図

 アクティビティ図

 オブジェクト指向

 ユーザインタフェース

 コミュニケーション図

 UML全般

 シーケンス図



評価アイテム ※下記項目、計算式は表現を簡略化

①問題理解: 学生へのアンケート(半期2回)
②演習評価: レポート(半期6回)
③発表評価: グループデイスカッション+発表(半期2回)

④試験結果: 記述式問題(中間試験、期末試験)
⑤出席状況: 半期15回の出欠管理

総合成績評価値=②×0.2+③×0.2+④×0.5+⑤×0.1
※ウエイトは受講ガイダンスで学生へ周知

NO 学生番号 学生氏名 中間試験 期末試験 発表点 レポート点
総合
評価

1

2

3

4

5

6

7

記述式100
点満点で採点

記述式100
点満点で採点

PowerPoinの
発表内容を

A,B,C,Dランク
で採点

レポート内容を
A,B,C,Dランク

で採点

試験採点+発表点+
レポート点+出欠状況で
ウエイト付計算の総合点

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

問題理解 演習評価 発表評価 試験結果

悪い

普通

良い

演習効果

学習効果は以下の点を挙げる．

(1) 要件定義の模擬体験

(2) 要件定義の難しさの認識

(3) 業務改善検討の多様性

(4) 後工程への影響の理解

(5) 協調学習によるコミュニケーションの能力育成

(6) 発表体験によるプレゼンテーションの能力向上

今後の発展研究

インタラクテイブな教材を用いて、教員⇔学生間の
双方向講義&演習方式の実験

36

ご清聴、有難うございました。


