
プロダクト開発マネージャー
新しいデジタルプロダクトの計画・ビジョンに社内からの賛同を得て、次に開発すべき
項⽬の意思決定へと導きましょう。

受講期間:
約750時間 個⼈メンター 受講期間の⽬安:

12カ⽉
修⼠号レベル
ディプロマ

*Webおよびデジタルプロジェクトマネージャー（Manager de Projet Web et Digital）-NSF 326-レベル7（EU）7（UK）修⼠号レベルの卒業証書（フ
ランス）

-省令によりRNCPに提出2016年5⽉26⽇正式に公開2012年8⽉22⽇

プロダクトマネジメント

⽇本語サポート
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どんなデジタル企業であれ、必ずその企業が事業を展開する上で⽋かせないプロダクト、つまりプラットフォームやサービス、
あるいは機能性が存在します。このコースでは、働いている会社問わず、商業的・技術的・デザイン的・顧客⼼理的な
ニーズが複雑に交差する現代のビジネスにおいて⽣き抜くスキルを習得することができます。

プロダクトマネージャーは、プロダクトのビジョンを定義し、機能性ニーズの優先順位を定め、付加価値の有無に基づく取
捨選択を⾏う重要な役割です。また、ビジョンを実現するためにさまざまなステークホルダーと連携し、顧客の声を代表した
上でプロダクトの設計・開発・納品までを繋ぐ役割でもあります。

受講条件

この学習パスを受講するための条件については、下記をご参照ください。

エンジニアリング、デザイン、またはオンラインビジネス分野の学⼠号。または、プロダクトマネージャーまたはソフトウェアエン
ジニア同等の経験年数が最低1年。(お問い合わせはcontact advisors@openclassrooms.comまで）
• 英語⼒（CEFRレベルのB2、IELTSバンドスコア6.5、またはTOEFLスコア80推奨）
• コンピューター (WindowsまたはMac)、ヘッドフォン、Webカメラ、安定的なインターネット接続

ディプロマを取得するためには、全プロジェクトを完了した上でメンターからの評価を受ける必要があります。その後、専⾨
家から構成される審査員団によって最終評価されます。パスで提供されている各コースに沿って、プロジェクトの実施準
備をしましょう。

何を学ぶ?

本パスでは、プロダクトオーナーとプロダクトマネージャーの役割に必要なスキルを習得します。
プロダクトオーナーは、アジャイルプロジェクト管理の原則に従って開発者のチームを管理し、各スプリントの実施を軌道に
乗せます。 また、プロダクトリリース、バージョンアップデート、最適化も責任範囲に含まれます。プロダクトマネージャーは上
記2つのスキルに加えて、さらにプロダクト戦略、プロダクト調査および発⾒といったスキルも⾝に着ける必要があります。

パス修了時には、以下ができるようになります︓

• 製品ロードマップを作成し、戦略的ビジョンを定義およびチームに共有
• 顧客の真のニーズを発⾒し、プロダクトのバックログにて優先順位を付ける
• アジャイルプロジェクト管理の原則に従い、実装担当のソフトウェアエンジニアチームを⽀援する
• 付加価値の⾼いプロダクト機能のリリースと最適化までの連携

役割に関してさらに学びたい場合は、こちらの動画「プロダクトマネージャーの役割を理解する」もご覧ください。

http://openclassrooms.com
https://openclassrooms.com/en/courses/4530341-understand-the-role-of-product-manager
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OpenClassroomsの学習⽅法について

OpenClassroomsでは、実践的なプロジェクトへの取り組み、および専任のメンターセッションを中⼼に
受講を進めるユニークな学習⽅法を採⽤しています。

プロジェクトベースの実践的学習
OpenClassroomsの学習は常にプロジェクトを中⼼に実施されます。なぜなら、習熟度を上げるには実践課題に
取り組むことが最も早い近道だからです。実践的なプロジェクトで効率的に学習し、新しい職場ですぐにスキルを即戦
⼒として適⽤することができます。

プロジェクトの事例をご覧になりたい場合は、こちらのブログをぜひ参照してください。

メンター制度
パス受講期間中は、メンターとの1対1のサポートセッションをビデオ会議形式で⾏います。 メンターは、各プロジェ
クト毎にガイダンスを提供し、学習⽬標の定義から⽬標達成までサポートします。 OpenClassroomsのメンター
は各分野の専⾨家であり、受講⽣とノウハウを共有する⼒が備わったプロフェッショナルです。

ご質問がありますか︖弊社の学⽣アドバイザーまでお問い合わせください︓+44-20-3868-9900, +1-
(929)-376-0101。または、こちらから情報請求を⾏えます。受付時間︓⽉曜〜⾦曜, 8:30〜18:00 (英
国時間)。東部標準時では13:00まで。

Product Manager

http://blog.openclassrooms.com/en/2017/04/13/project-driven-learning-the-key-to-your-success/


プロジェクト 1 -30 時間

プロダクトマネージャーの道のりを
開始しよう
プロダクトマネージャーとしての職責へようこそ︕どのような仕事内容なのかについて理解すると同時に、ご
⾃⾝の学習⽬標および本プロジェクトでの学習スケジュールを設定しましょう。

習得スキル

• プロダクトマネージャーの役職を持つその他メンバーと共に学習コミュニティに参加する
• ⽣涯学習の考え⽅を取り⼊れる

関連コース

プロダクトマネージャーの役割を理解する
Understand the role of Product Manager

初級 10時間

プロダクトマネージャーとは何か、そのの役割と責任について解説します。 プロダクト
マネージャーと組織内の他メンバーとの関係性について学び、優秀なプロダクトマ
ネージャーの特徴を理解しましょう。

4

学習法を学ぶ
Learn How to Learn

初級 6 時間

迅速かつ効率的に学ぶ⼒は、⽣涯を通じて、あらゆる分野やキャリアへの扉を開く重要な
スキルです。このコースを受講することで学習能⼒を⾼め、⼈として、キャリアマンとしての⾃
分の成⻑を管理しましょう︕

Product Manager



プロジェクト 2 -70 時間

開発スプリント中の予期しない
トラブルに対処
予期しないトラブルがプロジェクト計画に影響を与えてしまうシナリオにおいて、チームが実施するスプリント
の成果物の優先順位を変更する⽅法を学びます。

習得スキル

• 開発チームの仕事量を管理する
• 様々なステークホルダーと効率的にコミュニケーションする
• 組織内の健全な関係性を育成する
• チームメンバーを募集し、優秀なチームを構築する

関連コース

アジャイルプロジェクト管理とスクラムについて学ぶ
Learn About Agile Project Management and SCRUM

初級 15時間

アジャイルなソフトウェア開発の原則を学びましょう。SCRUMチームによるスプリントの計画、
各サイクルへのフィードバックの組み込み、レトロスペクティブ（振り返り）、デイリー会議の
仕⽅について発⾒します。

職場での対⽴を解決する
Resolve Conflict at Work

初級 8 時間

組織内の同僚は常に円滑に協業できるとは限らず、対⽴はどの場⾯でも起こり得
るものです。このコースでは、問題を解決し、対⽴を回避するための解決戦略を学
習します。

5Product Manager



開発スプリントにおける予期せぬトラブル
の対処法
予期しないトラブルがプロジェクト計画に影響を与えてしまうシナリオにおいて、チームが実施するスプリント
の成果物の優先順位を変更する⽅法を学びます。
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Webを理解する
Understanding the Web

初級 4 時間

Webに興味はあるけれど、その全体的な仕組みを完璧には理解していませんか︖
インターネットの歴史、⽤語、ロジスティクス等を本コースで学びましょう︕

コンピュータのように考えよう: プログラミングのロジック
Think like a computer: the logic of programming

初級 4 時間

ソフトウェア開発でのキャリア形成に興味ありますか︖コンピューターや、コンピューター
⽤語に馴染みがないと感じていませんか︖本コースでは、専⾨⽤語をわかりやすく説
明し、コンピュータープログラミングを基礎から学びます。

Product Manager



プロジェクト 3 -100 時間

社内のソーシャルネットワーク⽤にMVP
(実⽤最⼩限の製品)を提供
アプリケーションの適⽤範囲と機能を定義し、開発スプリントを円滑な⽅法で成功まで導きま
しょう。

関連コース

アジャイルドキュメントの作成︓ユーザーストーリーとアクセプタンステスト
Write Agile Documentation: User Stories and Acceptance Tests

中級 10時間

プロジェクト管理という環境の中でのコミュニケーション⽅法を学びましょう︕ ユーザーストー
リーとアクセプタンステストを使⽤して機能の詳細を定義し、アジャイル要件フォーマットを活
⽤しながらWikiに要件を保存する⽅法を学習します。
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習得スキル

• 定期的なレトロスペクティブ（振り返り）分析を通じてチームのパフォーマンスを向上
• プロジェクトに対して正しい意思決定を⾏うよう、スポンサーを導く
• 適切なプロジェクト管理⽅法を選択
• 技術仕様の⽂書化に協⼒する
• 開発スプリントを計画する

アジャイル推定の基礎を学ぶ
Learn the Fundamentals of Agile Estimation

中級 10時間

推定法の性質について、またその潜在的な落とし⽳について学びましょう。ユーザーストー
リーを推定し、ユーザーストーリーマップを作成する⽅法を学習します。さらにプランニング
ポーカー、チーム⾒積もりワークショップ、ベロシティなどの概念についても学びます。

Product Manager



アプリの適⽤範囲と機能を定義し、開発スプリントを円滑な⽅法で成功まで導きましょう。アジャイルプロジェクト管理とスクラムについて学ぶ
Learn About Agile Project Management and SCRUM

初級 15時間

アジャイルなソフトウェア開発の原則を学びましょう。SCRUMチームによるスプ
リントの計画、各サイクルへのフィードバックの組み込み、レトロスペクティブ
（振り返り）、デイリー会議の仕⽅について発⾒します。
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ワイヤーフレームでシンプルなプロトタイプを作成する
Create Simple Prototypes With Wireframes

中級 15時間

ワイヤーフレームを使⽤して、Webサイトまたはアプリがどのように機能するかにつ
いて学びます。 さらにユーザーフローを図式化して⼿順を確認していきましょう。

Product Manager



プロジェクト 4 -40 時間

プロダクトリリース前に機能を検証
プロダクト機能を徹底的に検証する時がきました︕⼀般公開される前に、未公開バージョンのWeb
サイトの機能をテストしましょう。最終プロダクトが承認されたワイヤーフレームと⼀致しているかどうかを
実証します。

習得スキル

• 開発された機能を、⽂書化された仕様と照らし合わせて検証する
• 新機能のライブリリースを実現段階まで調整する

9Product Manager



プロジェクト 5 -70 時間

新機能のリリースに向けたコミュニケーション
戦略を率いる
プロダクトの改良版が正式公開される時がきました。正しいコミュニケーション戦略を策定し、ユーザーお
よび社内関係者とのコミュニケーションを円滑に⾏いましょう。

習得スキル

• プロダクトデモを実施する
• プロダクトローンチに向けたサポートチームの準備

関連コース

プロフェッショナルな⽂書を準備する
Prepare professional written documents

初級 4 時間

プロフェッショナルとして、私たちの仕事上でのコミュニケーションの多くは書⾯で⾏われま
す。業界や職種問わず、プロとしてのライティングを習得したい⽅にとって本コースは必須
です︕

プレゼンテーションスキルの向上
Improve Your Presentation Skills

初級 6 時間

パワーポイントでプレゼンをする際に、冒頭のスライド数枚で観客が興味をなくしたと感じ
たことはありませんか︖ このコースでは、そのようなことが⼆度と起こらないようにするため
のプレゼンテーションのヒントとコツを共有します︕資料を美しくデザインし、強⼒なプレ
ゼンテーションを⾏う⽅法を学びましょう。

10Product Manager



プロダクトの改良版がゴーライブする時がきました。正しいコミュニケーション戦略を策定し、ユーザーおよ
び社内係者とのコミュニケーションを円滑に⾏いましょう。
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パブリックスピーキング
Speak in Public

初級 6 時間

⼈前で話す際に必要なテクニックを習得しましょう︕ ストーリーテリングとマインドマッ
ピング技術を使ってスピーチ内容を作成し、効果的な練習な⾏い、⼈前で⾃信を
持って話す⽅法を本コースで学びます。

Product Manager



プロジェクト 6 -70 時間

プロダクトのランディングページを改善
ある旅⾏会社は⽇本での観光ツアーの展開に向けて事業拡⼤しようとしていますが、そのためにはプロダク
トのランディングページを改良する必要があります。データ分析、テスト設計、そして新しいワイヤーフレームの
構築を⾏い、会社の新事業を成功に導きましょう。

習得スキル

• 製品のコアバリューを説明する
• 定性的な業績指標を追跡する
• 定量的な業績指標を追跡する
• インターフェイス上のUX / UIの品質評価

関連コース

メトリクスを分析してデータ主導型のプロダクト戦略を定義する
Analyze metrics to define a data-driven product strategy

中級 12時間

効果的なプロダクトマネージャーは、意思決定においてデータドリブンな⼿法を取ります。 必
要なコンセプト、ツール、フレームワークについて学び、プロダクトの⽬標達成を保証しましょう。

UXデザインの世界
Dive into UX Design

初級 8 時間

ユーザーエクスペリエンスデザイナーの視点を通して物事を新たに探求しましょ
う。研究から設計まで、主要なUXの原則とプロセスを学びます。

12Product Manager



ある旅⾏会社は⽇本での観光ツアーの展開に向けて事業拡⼤しようとしていますが、プロダクトのランディン
グページを改良する必要があります。データ分析、テスト設計、そして新しいワイヤーフレームの構築を⾏い、
会社の新事業を成功に導きましょう。

13

ワイヤーフレームを使って簡単なプロトタイプを作成
Create Simple Prototypes With Wireframes

中級 15時間

ワイヤーフレームを使ってWebサイトまたはアプリの機能を伝えましょう。 さらに
ユーザーフローを図式化し、⼿順がすべて整っていることを確認します。

Product Manager



プロジェクト 7 -130時間

プロトタイプを作成してプロダクト案を
テスト
アプリの開発案が実⾏可能かどうか判断するためにリーンなプロトタイプを作成し、完全なラーニングサイ
クルを通して検証しましょう。

習得スキル

• リーン学習サイクルの実施を計画し、想定事項を検証する
• 様々なステークホルダーのニーズを特定
• 実験の結果を測定する
• リーン学習サイクルから結論を導き出す
• エンジニアリングや開発リソースを投⼊することなく、インタラクティブなプロトタイプを構築する

関連コース

プロダクト調査を⾏う︓競合他社を分析し、潜在顧客をインタビューしよう
Do product research: analyze the competition and 
interview potential customers

中級 12時間

アイデアの実現可能性を知るためには、競合他社の調査、市場セグメントの特定、および
潜在顧客へのインタビューを⾏い、ターゲットペルソナを開発する必要があります。

リーンスタートアップについて学ぶ
Learn about Lean Startup

中級 20 時間

すべてのプロダクトビジョンには多くの想定事項が含まれています。 リーンスタートアッ
プの⽅法論は「構築・測定・学習」アプローチを適⽤するためのフレームワークであり、
⼿順の設計や結果データの分析を通じて想定事項を検証する有効な⼿法です。
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Sketchを学び、クリック可能なプロトタイプを作成してモバイルでテ
ストしよう
Learn Sketch, build a clickable prototype, and test 
it on your mobile

上級 20 時間

プロトタイピングとは、顧客、ステークホルダー、さらには開発者とコミュニケーショ
ンを取り、フィードバックを得るための優れた⽅法です。 最⼩限の実⾏可能な
製品を特定するプロセスを学びましょう︕

プロダクトのユーザーテストを⾏う (ユーザビリティテスト)
Test products on users (usability testing)

初級 8 時間

ユーザビリティテストにおけるベストプラクティスを活⽤し、ユーザーのメンタルモデル
への洞察を得るための⽅法を学びましょう︕調査結果を共有することも忘れずに。

Product Manager



プロジェクト 8 -120時間

プロダクトのモバイル版を対象に
実現可能性を検証
あるプロダクトの発売から数年経った今、⼤幅な改良を必要としています。最善の⽅法を考え、プロダク
トのマーケットフィットを評価し、前のプロジェクトで取り組んだアイデアの実現性を再度検討して説得⼒
のあるピッチ資料を作成しましょう。

習得スキル
• 技術仕様を⽂書化する
• プロジェクトの実現可能性を判断する
• クライアントのクリエイティブプロセスに役⽴つUX⼿法を定義する

関連コース

プロジェクトマネジメント⼊⾨
Project Management 101

初級 6 時間

このコースでは、⼤規模な外部クライアント向けのプロジェクト計画を作成する⽅法を
学習します。予算とコストだけでなく、作業の⾒積もりと納期の計画も⾏いましょう。
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スプレッドシートでデータを管理する
Organize your data in a spreadsheet

初級 10 時間

Excel、LibreOffice Calc、MacのNumbers、またはGoogle Sheets
on Drvieに対応した、スプレッドシートの基礎を学習します。 基本データを
フォーマット化、分析、視覚化する⽅法を学びましょう。

Product Manager
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クリティカルシンキングの⼒を育もう
Develop Your Critical Thinking

初級 6 時間

クリティカルシンキングはまわりの世界にあえて異論を唱え、信頼性が⾼く効果的
な意思決定するために必要な能⼒です。本コースでは科学的な⼿法を⽤いてコ
グニティブバイアス（認識の隔たり）を特定し、情報を正しく検索して討論の落
とし⽳を回避します。

デジタルプロダクトのリスク分析を⾏う
Conduct a Risk Analysis of Your Digital Project

中級 10 時間

潜在的なリスクを予測してプロジェクトの成功を保証しましょう。様々なプロジェク
トでリスクを分析する⽅法を学び、問題を回避するための予防計画を構築しま
す。

Product Manager



プロジェクト 9 -120時間

プロダクトロードマップを作成
旅⾏会社「World Travel」のプロダクト戦略を⽴て直し、厳しい経済情勢の中でもヒットの可能性が
あるローカルツーリズムを対象とした特別オファーを構築しよう。

習得スキル

• ビジネスケースを作成してプロダクト機会を評価する
• 組織全体にプロダクトビジョンを発表する
• 組織のデジタル戦略開発に参加する
• データを活⽤してロードマップに対する賛同を得る

関連コース
プロダクトロードマップの構築
Build a Product Roadmap

中級 20 時間

ロードマップは、プロダクトビジョンを実現するためにチームが果たすべき役割を定義し、
その⽅向性を共有するために役⽴ちます。 インパクトマッピングやストーリーマッピング
などのツールを使⽤して、⽬標達成までの道のりを⽰すロードマップを作成しましょう。
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効果的な意思決定を⾏う
Make Effective Decisions

初級 4時間

意思決定は、問題解決を⾏うために不可⽋なソフトスキルです。パーソナルもしく
はプロフェッショナルな場⾯での選択肢に直⾯した時に、迅速かつ効率的に意思
決定を下す⽅法を学ぶことでキャリアに役⽴てることができます。
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