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はじめに

この本では、主人公：“ボク”こと「シンコ」を中心としたプ
ロジェクトのストーリーを追いながら、シンコが初めて経験する
システム開発プロジェクトで起きる大小の課題やトラブルとその
解決するために活用するプロジェクトマネジメント管理手法、シ
ステム開発手法、ツール＆テクニック、および、マインドセット
のそれぞれの知識がプロジェクトを遂行する上でどのように作用
するか、なぜ欠かすことができないか、どんな風に関連していく
かを学びます。

本書は、以下にあげる読者を想定して書かれています。

 ・開発経験の少ないシステムエンジニア
 ・初めてプロジェクトマネージャを担う方、経験が少なく知識を
得たいプロジェクトマネージャもしくはシステムエンジニア
 ・経験は十分持っているが経験ベースの知識を棚卸ししたいプロ
ジェクトマネージャやシステムエンジニア
 ・複数のプロジェクトの責任を負うことになった新任のマネー
ジャ

もちろん、経験を豊富に持っているけれどプロジェクトマネジ
メントを俯瞰的に学びたい、チーム開発をより良く運営したい、
プロジェクトマネージャやシステムエンジニアの方が経験してき
たことを知識として整理し直すために読まれることも歓迎します。
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プロローグ

ボクにとって、あの６ヶ月の経験は忘れられないくらい大切な
思い出になると思う。ボクが初めてシステム開発のプロジェクト
にアサイン（任命）されたプロジェクト。
学校を卒業して、運よく企業の情報システムを開発するシステ

ムインテグレータから「就活を終了にしませんか」って半ば諦め
ていた会社からの連絡だったから嬉しくてうれしくて、「ありが
とうございます」と即答してしまったんだ。

就活から戦線離脱することを友達にメッセしたら「システムエ
ンジニアの会社ってブラックなんでしょう」って言われて、少し
だけ「これでよかったのかな」と迷ってしまったけど。
でも、就活終了のお知らせの連絡を受けたとき、即答した理由

は就活の面接でアテンドしてくれた会社の先輩の人がとても気さ
くで、優しくて、この人となら「一緒に仕事をしてみたい」と思
うような笑顔で微笑んでくれたから。

ボクは世の中の面倒なことをコンピュータで便利にしたい。
コンピュータはハードウェアとソフトウェアで成り立っている

んだけれど、ソフトウェアを作るリーダ、プロジェクトマネージ
ャになって１つでも便利を実現してみたい、そんなことを高校生
１年の冬の頃から考えていたんだ。なにがきっかけでコンピュー
タやプロジェクトマネージャに興味を持ったのかははっきりしな
いけど、多分、パパがプロジェクトマネージャの仕事をしていた
からっていうのも原因の１つに違いない。

パパは、家では仕事の話をほとんどしないんだ。小学校のとき
の仕事体験のときに「パパのやっている仕事はなに」と聞いたこ
とがあったと思う。普段のパパはケーブルテレビでミステリード
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ラマを観ていたり、時々アニメを観ていたり、パソコンの前を占
領してネット三昧しているようで仕事の「し」の字もない。

でも、本棚には「プロジェクトマネジメント…」とか「アジャ
イル…」とか、それこそ山のように並んでいるのがまるで乗り換
え駅にある大きな本屋さんみたいで。ただ１つ、パパの仕事がコ
ンピュータのシステムを作るっていうことだけは知っている。

コンピュータのシステムは一人では作れない。厳密に言えば、
アプリを個人で作る環境が手軽に手に入る時代だから小さなソフ
トウェアなら作れるだろうけど、企業で使うシステムやインター
ネットのショッピングモールのようなシステムはとても無理。と
いうより、絶対無理。一人で少しずつ作っている間に技術革新に
追い抜かれちゃう。それに技術の範囲はとても広くて深いから、
それをソフトウェアとして動くように要素技術を自分一人でカバ
ーするのも現実的じゃない。

だから、プロジェクトマネージャと開発チームでソフトウェア
を作るんだ。
就活のときの先輩の人はこう話していたんだ。「システムを作
ることはとても大変だけど、ひとりじゃないからね。チームで開
発するからしんどいときもあるけれど、チームで難関を乗り越え
たとき『頑張ってよかった』って思うよ。システムをリリースし
た後の打ち上げで飲む日本酒も格別だしね」

そのときに飲むお酒は一体どんな味がするんだろう。気づいた
らボクに支給された名刺にはボクの名前とシステムエンジニアと
刷り込まれていた。
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ボクと読者の課題

ボクは集合研修で初めてシステム開発の基礎を教えてもらった。
だから、プログラムを書くことも、プロジェクトをマネージする
ことだってよくわかっていないことばかりだ。だから、数えきれ
ないほど、毎日たくさんの疑問がボクの頭を横切っていく。

先輩たちだって新しいロールに就いたり、新しいシステム開発
手法のプロジェクトにアサイン（任命）されたら、ボクと同じよ
うにたくさんの課題を抱えているんだろうと思うんだけれど本当
のところはどうなんだろう。この本を手に取ってくれた先輩の読
者も同じような課題を持っているのだろうか。

 ・プロジェクトを進めるとき、何を、いつ、どのような順番で始
めていけば良いのかわからない
 ・プロジェクトマネジメント、システム開発手法、ツール＆テク
ニックを断片的に学習しているので関係性を整理したい
 ・開発チームメンバが受け身でプロジェクトマネージャからの一
方的な指示になってしまって困っている
 ・複数のプロジェクトのプログラムマネジメントする際に的を射
るようにプロジェクトの要を押さえたい

日々、ボクの目の前に課題と疑問が発生しては、ちょっとずつ
片付けたり、解消したりの繰り返し。ちょっとずつだけど今はそ
れがボクの精一杯。読者の先輩のようにはいかないけれど、ボク
もボクなりの課題を持って頑張っていく。

0.1
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プロジェクト・ 
ブリーフィングセッション

先週末に新人研修が終わって、今日から配属先の部署のあるオ
フィスに出社だ。オフィスは研修センターより近いし、ターミナ
ル駅のそばにあるので大分通勤が楽になるのが少しうれしい。姿
見で服装をチェック、よし！
そう、今日から本当の意味でお客さまの仕事をするシステムエ

ンジニアなんだ。開発チームに入って、プロジェクトで仕事をす
るんだ。がんばらないと。

研修の最終日に教えてもらったのは、配属される部署の名前と
おもな仕事、オフィスの場所、そして、出社したときに尋ねる先
輩の名前だけ。あと、Webシステムの開発を担当している部署
らしくて、インターネットショッピングサイトの開発や企業向け
のWebサービスを作っているとかいないとか。最近は、スマー
トフォンアプリも作っているんだって。しかし、あの ECサイト
がボクの会社で作っていたなんて驚き。そろそろ時間だ、新しい
定期をバックに入れて出発しよう。

0.2
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0.2　プロジェクト・ブリーフィングセッション

主人公のボクは、入社後に他の新入社員と一緒に新人研修を受
け、無事、研修の卒業試験のプレゼンテーションで講師の先生に
基本的な技術スキルを有していることを認められ、Webシステ
ムの開発部に配属されたんだ。

ボクが初めてシステム開発プロジェクトにアサインされた開発
チームのメンバを紹介します。

あ、先生は開発チームの正式なメンバじゃないよ。ボクがアサ
インされたプロジェクトのメンターという相談相手なんだって。
メンターには良き指導者、優れた助言者という意味があるようだ
から、開発チームの相談相手ってことかな？
 （参考 『スーパー大辞林』 編者 村松明）
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開発チーム

シンコ（新人）

新人システムエンジニア
新人研修では、Web開発とスマートフォンアプリの
疑似開発プロジェクトの課題を何とか卒業。
新人研修で疑似デスマを経験したのは社内で有名。

レダさん（プロジェクトマネージャ）

プロジェクトのリーダ
これから始めるスマートフォンアプリプロジェクトの
プロジェクトマネージャ。Webサイト開発プロジェ
クト step1ではサブリーダを担当。

アキさん（アーキテクト）

技術リーダ
Web開発での経験を中心に最近はスマートフォンア
プリに技術領域を広げているシステムエンジニア。ア
ーキテクトを志向。

先生（新人研修の講師・このプロジェクトのメンター）

新人研修の講師
新人研修ではプロジェクトマネジメントとファシリテ
ーションの講座を担当。
講師歴は長く卒業生からのオフラインでの相談が日々
舞い込む。
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0.2　プロジェクト・ブリーフィングセッション

キャラクターラフ案



1
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ボクのオフィス

結局、研修に行っていたときと同じ時間に駅に向かったのでタ
ーミナル駅には少し早めについてしまったけど、このままオフィ
スに直行しても大丈夫。人事の人が IDカードも登録済みって言
っていたから問題ないわけだしね。
オフィスまで 10分ちょっとくらい。ここから高層階用のエレ
ベータで一気に。しかし、ドキドキするんだ。先輩を尋ねればい
いのだけれど、早めに着いたからまだいないかも…。さてなんて
挨拶しようかな…やっぱり元気よく挨拶した方が好印象だよね。

(ピッピー、カチャ )

 「 おはようござ…キャッ」
 「 あら、ごめんなさいね。ちょっと急いでいたから。あら、
見かけない顔だから新人さんかしら。そうなら、私と
同じ開発チームの娘ね。ちょっとそこの椅子に掛けて
待っていてくれる。案内するわ」

 「 お待たせ。私は開発チームのレダね。貴方は…えっと、
シンコちゃん、ね」

えっ、なぜ名前を知っているの…。名前名前。

 「 今日からお世話になるシンコです。よろしくお願いし
ます」

1.1
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　ボクが座るらしい席まで連れて行ってもらって、きれいな
机と周りを見渡す。座席が何列も並んでいる風景は教室とも
研修所ともまた違うんだ。島状になって向かい合っているけ
れど低い壁で仕切られているんだ。なんかドラマみたい。

　「 シンコちゃん、あ、シンコちゃんって呼んでいいかし
ら。紹介したいメンバがいるのだけれど、電車が遅延
しているから出社も遅れるらしくて。コーヒーでも飲
んで待っていてね」

コーヒーサーバのある方を指して、レダ先輩はどこかへ消え
てしまった。
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所属と開発チーム

 「 お・は・よ…う、電車が遅れて。おや、そこに座って
いるということは噂の新人さんかな。どうもはじめま
して。アキです、よろしくね。同じ開発チームみたい
だから仲良くして…ね。通勤で疲れた…」

 「 アキ先輩、シンコです。こちらこそご迷惑をかけると
思いますがよろしくお願いします」

そこに丁度、レダさんが側に寄ってきた。

配属になった部署は、ECサイトや企業向けのWebサービスを
提供する仕事が主で、最近はスマートフォンアプリの開発まで手
を広げ、新しい技術に日々挑戦しているとのこと。そんな部署で、
レダさん、アキさん、ボクの３人で今日から新しい開発チームと
してシステム開発を担当する。

アプリケーションのシステムを置くサーバはニアショアの中核
都市にデータセンターがあって、サーバ管理を担当するインフラ
チームは別のフロアに陣取っているらしい。サーバのシステム運
用はデータセンターで運用している、と。ここまでレダ先輩の受
け売りだけど、なんとなくわかったような具体的なイメージが掴
めなかったような、そんな顔をして首を傾げて聞いていたら後で
オフィスツアーをしてくれることに。そうそう、先輩は止めてく
れとアキ先輩、じゃない、アキさん。この会社は CEOまでさん
づけ、フレンドリーな仲だとちゃんづけで呼び合うんだって。

1.2
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初めてのプロジェクト

配属になった部署では、今、ECサイトのリニューアルプロジェ
クトが進行中だ。その途中でお客さまからスマートフォンアプリ
を来店するカスタマーに提供したいと要望があって、リニューア
ルプロジェクトとは別のプロジェクトとしてこのプロジェクトを
立ち上げることになった、とレダさんはプロジェクトの概要を説
明してくれた。

このお客さまはショッピングモールにも店舗を出店していて、
スマートフォンアプリを通じて店舗に来店していただく機会を作
り、スマートフォンアプリ経由のカスタマーの売り上げにより現
状の販売計画を 10%積み上げたい、というお客さまのプロジェ
クトの目標があることを教えてもらった。それらを箇条書きで並
べてみると、

 ・スマートフォンアプリ経由でカスタマーを実店舗に来ていただ
く一期一会の機会を創りたい
 ・スマートフォンアプリ経由のカスタマーの売り上げにより販売
目標を 10%積み上げたい
 ・初めて提供するアプリケーションとなるので早い段階から実際
に触れてデザインや操作を確かめたい
 ・アプリケーションの機能ごとに店舗スタッフやカスタマーの感
想を聴き開発にフィードバックしたい
 ・スマートフォンアプリの経験がないので開発の区切りでノウハ
ウを収集し企画にフィードバックしたい

1.3
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1.3　初めてのプロジェクト

 ・プロジェクト期間は６ヶ月としたい
ただ、このお客さま自身がどんなコンテンツを持ったスマート

フォンアプリを提供すればカスタマーと店舗を繋ぐことができる
かわからないと認識されていることから、開発テーマは想定とし
て実際の開発をとおして機能を決定していきたいという希望を持
たれている。

そのような状況もあって、「スモールスタートで、スピード感
を持って、効果を見ながら機能拡張をしていきましょう」と小さ
く生んで育てるという育成型アプリケーション開発の提案が気に
入られた。

遅い

６ヶ月後

２ヶ月後

プロジェクト
スタート

プロジェクト
スタート

ソフトウェアも早く手に入れたい
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1
ボ
ク
の
お
仕
事

確かに、具体的なスマートフォンアプリのイメージを持ってい
ないお客さまにとっては、機能が全部入りのアプリケーション開
発の完成を待って初めて使ってみるより、短期間でアプリケーシ
ョンを作り、操作を確かめながら機能を拡張する方が、お客さま
自身が実現したいことを詳細かつ具体化できることから、プロジ
ェクトを安心して進められるに違いない。

ところで、お客さまには大切にしているキーワードがあって、
それが「一期一会」。一期一会は、「一生に一度だけの機会」（引
用　『スーパー大辞林 3.0』　編者 村松明）の意で来店してくだ
さるカスタマーのお買い物も一生に一度の機会だと思って楽しく
お買い物をできるようにしよう、と理念として掲げられている。
お客さまのプロジェクトオーナーは、その理念からプロジェクト
を「いちご・プロジェクト」とネーミングされ、苺のシンボルマー
クまでデザインを作られているらしいけどちょっとベタ過ぎです。

というわけで、ボクの初めてのお仕事は、ECサイトのリニュ
ーアルプロジェクトから生まれたスマートフォンアプリを開発す
るプロジェクトです。そのスマートフォンアプリの開発チームは、
プロジェクトマネージャがレダさん、アーキテクトがアキさん、
そして新人のボクの３人で開発チームを編成するよ、とアキさん。
いよいよ始まるスマートフォンアプリ開発プロジェクト「いち

ご・プロジェクト」。これがボクの初めてのプロジェクト。
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1.3　初めてのプロジェクト

キャラクターラフ案
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UE4におけるゲーム制作で
必須の知識と経験が身につく!

『Unreal Engine 4で極めるゲーム開発』は、Unreal 
Engine 4（UE4）の機能を単に紹介するだけでなく、一本
のサンプルゲーム開発に順序よく盛り付けていく構成にな
っており、機能の組み合わせ方や、実践的な使い方をラー
ニングできます。3Dゲーム開発の一般的なワークフローや
プロセスも解説し、章の構成も実際の開発プロセスに近
づけました。今使っている人にも、これから始める人にも、
すべてのUE4ユーザーにオススメの一冊！

Unreal Engine 4で
極めるゲーム開発

ボーンデジタル
湊和久（著者）
592ページ
価格：4,860 円（PDF）

開発
ツール

推奨職種を併記。アーティストやレベルデザイナ
など専門ごとに読むべき章がわかる

副業? 独立? それとも?
ITエンジニアの人生設計の決定版!
組織を束ねるマネジャーになるか、現場のスペシャリストで
あり続けるか。自分の技術を活かして独立するか、副業を
考えるか……。意外に悩ましいITエンジニアの人生設計。
会社に依存しない、転職や独立も射程に入れた「マインド
セット」の持ち方から、お金、営業戦略、顧客対応術、ビ
ジネスモデルの構築といった「ビジネスロジック」まで。求
人情報ポータルサイト「@SOHO」の開発者が、自身の知
見と経験から得たノウハウを教えます。

ITエンジニアのための
「人生戦略」の教科書
技術を武器に、充実した人生を送るための
「ビジネス」と「マインドセット」

マイナビ出版
平城寿（著者）　256 ページ
価格：2,462 円（PDF・EPUB）

開発系
読み物

ITエンジニアがどのように

人生を描き切り開いていけるか、

著者の実体験をもとに解説

トピックスごとにオンラインの
公式サイトで質問コーナーを
用意。疑問に答えてくれる

プログラムやスクリプトの

勉強をしたことがない人でも

読み進められる



Dockerが利用される
現場のノウハウが凝縮 !
開発
ツール

チーム改善に活かすITIL
悩めるリーダーにオススメ
開発系
読み物

ワークフローを疑似体験 !
GitHubが初歩からわかる

開発
ツール

インフラエンジニアの
必須知識をていねいに解説

エミュレータ制作を通して
コンピュータの中身を理解
開発系
読み物

プロトタイピングによって
初期段階での可能性を探る

開発系
読み物

Docker 実践ガイド
Docker が利用される環境や背景をはじめ、導入
前 のシステム 設 計、基 本 的な 利 用 方 法、
Dockerfile による自動化の手法、プロセッサ、ネッ
トワーク、ストレージなどの資源管理、管理・監
視ツールについて解説します。

インプレス
古賀政純（著者）

328 ページ　価格：3,240 円（PDF）

新米主任 ITIL使ってチーム改善します !
化粧品メーカーで主任に昇格した友原京子。異動
先は問題だらけのハチャメチャ部署だった…。『新
人ガール ITIL 使って業務プロセス改善します !』
の第 2 弾。英国生まれの IT 運用ノウハウ
「ITIL」をチーム改善に活かします。

シーアンドアール研究所
沢渡あまね（著者）

304 ページ　価格：1,750 円（PDF）

Web 制作者のためのGitHub の教科書
チームの効率を最大化する

共同開発ツール
Web 制作における「GitHub」の使い方が、実
際のワークフローをイメージしながら理解できま
す。「そもそもどんなサービスなの ?」「どういうと
きにどの機能を使えばいいの ?」といった初歩の
疑問から解説します。

インプレス
塩谷啓・紫竹佑騎・原一成・平木聡（著者）

224 ページ　価格：2,052 円（PDF）

インフラエンジニアの教科書2
スキルアップに効く技術と知識

数年間インフラエンジニアの経験を積んでいても
「自分は詳しく知らないし、他の人に説明できない」
といったことがあります。本書は実務経験を積ん
だインフラエンジニアを対象に、必須知識をわか
りやすく解説します。

シーアンドアール研究所
佐野裕（著者）　価格：2,070 円（PDF・EPUB）

自作エミュレータで学ぶ
x86アーキテクチャ

コンピュータが動く仕組みを徹底理解！

機械語やアセンブリ言語が CPU でどう実行され
るか意識することはめったにありません。本書で
はエミュレータの制作を通して x86 CPU の仕組
み、メモリ・キーボード・ディスプレイといった
部品とCPUの関わりを学びます。

マイナビ出版　内田公太・上川大介（著者）　196 ページ
価格：2,324 円（PDF）

プロトタイピング実践ガイド
スマホアプリの効率的なデザイン手法
本書で解説するプロトタイピングは、紙などを使っ
た「低精度プロトタイピング」を中心とした手法
です。設計フェーズの早期段階から作成し、検証
と改善によって、機能要件や UI 設計、デザイン
を具現化していけます。

インプレス
深津貴之・荻野博章（著者）

240 ページ　価格：2,592 円（PDF）
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