
  日機連 15 高度化－7  

 

 

 

 

 

 

平成 15 年度 

プロジェクトマネジメント実践力評価方法の調査研究報告書 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

平成 16 年 3 月 
 

 

 

 

社 団 法 人 日 本 機 械 工 業 連 合 会 
特定非営利活動法人 プロジェクトマネジメント資格認定センター 

 

 



序 
 

戦後のわが国の経済成長に果たした機械工業の役割は大きく、また機械工業の発展を支

えたのは技術開発であったと云っても過言ではありません。また、その後の公害問題、石

油危機などの深刻な課題の克服に対しても、機械工業における技術開発の果たした役割は

多大なものでありました。しかし、近年の東アジアの諸国を始めとする新興工業国の発展

はめざましく、一方、わが国の機械産業は、国内需要の停滞や生産の海外移転の進展に伴

い、勢いを失ってきつつあり、将来に対する懸念が台頭しております。 

これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、今

後解決を迫られる課題が山積しているのが現状であります。このため従来にもましてます

ます技術開発に係わる期待は高まっており、機械業界あげて取り組む必要に迫られており

ます。わが国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することか

ら始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

これからのグローバルな技術開発競争の中で、わが国が勝ち残ってゆくにはこの力をさ

らに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な成果を挙

げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要が高まっております。幸い機械工業の

各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、ね

らいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマの

一つとして特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センターに「プロジェ

クトメネジメント実践力評価方法の調査研究」を委託いたしました。本報告書は、この研

究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚であります。 

 

平成１6 年 3 月 

 

社団法人  日本機械工業連合会 

会  長   相 川 賢 太 郎 
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本報告書は社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興会の機械工業振興資金の補助

をうけて実施しています平成 15 年度機械工業に係る技術開発動向の調査補助事業の一環

として、当センターが受託しました「プロジェクトマネジメント実践力評価方法の調査研

究」について取りまとめたものであります。 

 わが国のエンジニアリング産業が現在直面している諸問題を克服し、新たな産業分野と

して確固とした地位を築いていくために必要な基盤整備の一つにプロジェクトマネジメン

トの普及があります。当センターとしては、センター設立時以来、プロジェクトマネジメ

ントの普及を目的とした活動を実施しております。また、プロジェクトマネジメントは、

エンジニアリング産業のみならず、IT 産業をはじめとして広く産業界に必要とされ、昨今

プロジェクトマネジメントに必要な優秀な人材の育成が強く求められています。 

このため平成 15 年度当該事業として「プロジェクトマネジメント実践力評価方法の調査

研究」報告書をとりまとめました。この成果が関係各位において十分活用され、わが国の

エンジニアリング産業ひいてはわが国産業の振興の一助となることを期待してやみません。 

 この調査研究の実施にあたっては、当センター内に「PM コンピテンス分科会」および

「価値指標マネジメント分科会」を編成し、両分科会の支援協力を得て調査研究を実施し

たものであります。 

 この調査報告書の策定にあたり、ご協力いただいた各界の方々に心から謝意を表します

とともに当センターのプロジェクトマネジメント普及事業をさらに推進してまいりますた

めに、なお一層の御指導、ご支援を切にお願いいたします。 

 

平成１6 年 3 月 

 

特定非営利活動法人 

プロジェクトマネジメント資格認定センター 

会 長   吉 川 弘 之 



は じ め に 
 

本レポートは、社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興資金の補助を受けて実施

している事業「平成 15 年度機械工業に係る技術動向の調査補助事業」の一環として、特定

非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター（以下、当センターと称する）

が実施した「プロジェクトメネジメント実践力評価方法の調査研究」について取り纏めた

ものであります。 

 

当センターが委託を受けた「プロジェクトマネジメント実践力評価方法の調査研究」は、

研究の対象となる範囲が広いために、調査・研究活動を 2 つの分科会活動と、当センター

が(有)プロジェクト・リサーチ社に調査・研究を委託した 1 つのテーマから構成されます。

それぞれの調査・研究結果を本報告書では下記の構成で報告しています。 

  

報告書－1  PM コンピテンス分科会報告  

報告書－2  価値指標マネジメント分科会報告 

報告書－3  PM コンピテンスの調査研究報告  
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本調査研究の総論 
 

本報告書は、プロジェクトマネジメント実践力評価方法の調査研究の成果を取りまとめ

たものであり３つのパートから構成されている。 

１．PM コンピテンス分科会報告は、PM コンピテンス分科会の活動成果を取りまとめて

いる。活動のターゲットは、プロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）の資格認定

の基準を作成することとし、国内外の動向を調査するとともに課題・問題点の分析を行い、

世界に誇れる資格認定制度のモデルを構築することが出来た。 

細部にわたっては、未検討の部分もあるが、これを雛形として、PMR の資格認定のガイ

ドラインマニュアルを整備し、資格認定実施に向けて活動したい。 

２．価値指標マネジメント分科会報告は、価値指標マネジメント分科会の活動成果を取

りまとめたものである。ここでは、 近注目されているバランススコアカードを取り上げ、

プロジェクトマネジメントの組織運営のツールとして活用するための検討を行った。組織

運営の価値指標としてバランススコアカードが有効であり、戦略的なプロジェクトマネジ

メントに大いに役立つということが実証された。 

３．では、本調査研究の骨子となるプロジェクトマネジメントコンピテンスについての

委託調査研究の成果を取りまとめたものである。PM の世界動向のなかで P2M に基づく日

本版プロジェクトマネジメントの位置づけを俯瞰し、日本版のプロジェクトマネジメント

コンピテンスを明確に分析したものである。 

また、P2M の実践事例を紹介し、P2M の有用性を示した。さらに国際的認知度を高める

ために国際シミュレーション＆ゲーミング学会に今後の発展性について紹介した。 

本調査研究を振り返ってみると PM は、まだまだ発展途上にあり、企業や公共団体など

の組織で大いに活用されるものと確信するとともに今後ともプロジェクトマネジメントの

研究を多方面にわたって推進すべきであることを実感した。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

報告書－1 
 

プロジェクトマネジメントコンピテンス分科会報告 
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委 員 名 簿 
 

担当組織：「平成 15 年度 PM コンピテンス分科会」 

 

分 科 会 長  小 原 重 信 シドニー工科大学 

副分科会長  西 尾 雅 年 千葉工業大学 

委   員  横 銭 忠 男 「パーキンソン病研究班」事務局 

〃  高 橋 航 司  ウェールズ大学 

〃  加 藤 涼 一  (株)荏原製作所 

〃  丹 羽 信 彦  オペラ(株) 

〃  高 木 徳 生  オムロン(株) 

〃  大 熊 敏 正  鹿島建設(株) 

〃  小石原 健 介  川重テクノサービス(株) 

〃  渡 辺 貢 成  (有)経営組織研究所 
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〃  斎 藤 聖 美  ジェイ・ボンド証券(株) 

〃  井 上 千 秋  (有)システム・コンビニエンス 

〃  三 浦   進  東洋エンジニアリング(株) 

〃  栗 林   良  日揮情報システム(株) 

〃  高 橋 道 夫  日本プロジェクトマネジメント・フォーラム 

〃  高 橋 富 男  ビジネス・クリエーション・コンサルティング 

〃  山 田 浩 之  ベンチャービジネスコンサルティング 

〃  鶴 畑 清 臣  横河電機(株) 

事  務  局  奥 村 泰 彦  プロジェクトマネジメント資格認定センター 
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１．調査研究の目的 

本報告書は、平成 15 年度プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC）・PM

コンピテンス分科会が平成 15 年（2003 年）４月から平成 16 年（2004）３月の期間にわた

ってプロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）資格認定基準となる必須コンピテン

スに関する調査研究を実施した成果としてプロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）

資格認定ガイドラインマニュアルの骨子を取りまとめたものである。 

プロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）レベルの資格認定は、海外でも実施さ

れているが、標準となるモデルは確立されていない。米国においても未だに実施されてい

ないのが実状である。 

本調査研究によりプロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）資格認定基準となる

必須コンピテンスを明確にし、世界のモデルとなるプロジェクトマネジメントレジスター

ド（PMR）資格認定に向けてのツールとして活用することを目的としている。 

なお、本プロジェクトマネジメント実践力ガイドラインマニュアルの骨子は、プロジェ

クト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック（Project & Program Management for 

Enterprise Innovation：略称「P2M」）に準拠して作成されたものである。 

 

２．調査・研究の内容 

 ・ 理論とサポート調査 

   米国 PMI、欧州 IPMA、豪州 AIPM 等の規格やコンピテンシーに関する著作を調査

し、コンピテンスに裏づけされた実践力評価方法の作成の理論付けとサポートツー

ルの検討を行った。 

 ・ 先進システム事例調査 

   米国 PMI、欧州 IPMA、豪州 AIPM 等の規格やコンピテンシーに関する著作を調査

し、先進事例調査を行った。 

 ・ 課題・問題点の分析 

   国内外の文献、米国 PMI、欧州 IPMA、豪州 AIPM 等の規格やコンピテンシー基準、

事例等の検討を通じて、コンピテンシーをもとに実践力評価方法の作成、適用の課

題・問題点を分析した。 

 ・ インタビュー調査 

   業界別および領域別にプロジェクトマネジメント実務経験者からプロジェクト体験
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を発表してもらうとともに質疑応答により、プロジェクトマネジメントのコンピテ

ンシーや実践力の検証を行った。 

 ・ 実践力評価方法の開発 

   分科会の議論・検討を通じて P2M に基づくププロジェクトマネジメント実践力評価

方法の開発を行い、ロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）資格認定ガイド

ラインマニュアルの骨子をとりまとめた。 

 

３．チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1  チーム編成 

分科会は、プロジェクトマネジメントの学識者、プロジェクトマネジメントを必要とす

る業界、領域からの専門家で構成した。当初はフリーな意見交換を行い、報告書取りまと

めの段階では、項目別に執筆を分担し、活動結果を本報告書にまとめた。 

3.2  活動スケジュール 

■PM コンピテンス分科会 

第 １回     平成１５年 ５月 ６日 

第 ２回     平成１５年 ５月１４日 

第 ３回     平成１５年 ５月２７日 

第 ４回     平成１５年 ６月 ４日 

第 ５回     平成１５年 ６月１２日 

第 ６回     平成１５年 ６月２３日  

第 ７回     平成１５年 ７月 ７日 

第 ８回     平成１５年 ８月 ６日                          

第 ９回     平成１５年 ８月１６日   

第１０回     平成１５年 ８月２４日 

第１１回     平成１５年 ９月 １日 

第１２回     平成１５年 ９月 ８日 

第１３回     平成１５年 ９月１８日 

第１４回     平成１５年 ９月２４日 

第１５回     平成１５年 ９月３０日 

第１６回     平成１５年１０月 ８日  
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第１７回     平成１５年１０月１５日 

第１８回     平成１５年１０月２７日                          

第１９回     平成１５年１０月３１日   

第２０回     平成１５年１１月 ５日 

第２１回     平成１５年１１月１３日 

第２２回     平成１５年１１月１８日 

第２３回     平成１５年１１月２５日 

第２４回     平成１５年１２月 ２日 

第２５回     平成１５年１２月 ８日 

第２６回     平成１５年１２月 ９日  

第２７回     平成１５年１２月１６日 

第２８回     平成１５年１２月２２日                          

第２９回     平成１５年１２月２４日   

第３０回     平成１６年 １月 ９日 

第３１回     平成１６年 １月１３日 

第３２回     平成１６年 １月１９日 

第３３回     平成１６年 １月２６日 

第３４回     平成１６年 ２月１０日 

第３５回     平成１６年 ３月 ５日 
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第１章 プロジェクトマネジャー（PMR）資格認定の目的 
 

1.1 知識社会の到来 

小泉内閣・骨太第 2 弾の産業発掘戦略は、新たな雇用創出と国際競争力の強化をめざし、

①バイオ・メディカル  ②環境・エネルギー  ③ナノテク・材料  ④IT・情報の 4 分野に

主眼が置かれているが、これらは何れも先端・複雑系のサイエンスに深く関わるもので、

高度な知識社会づくりを標榜するものともいえよう。 

これを受けて、情報家電・ブロードバンドの普及など IT を活用した「e-Japan 戦略」の

策定や、バイオ関連の医療産業を次代の牽引役とする「バイオテクノロジー戦略会議（BT

会議）」の立ち上げなどを始めとする具体的な政府施策が示されている。 

2002 年 11 月には、「知的財産基本法」の制定を見たが、2003 年 7 月、政府の知的財産

戦略本部において、「知的財産立国」を実現するための「知的財産の創造、保護及び活用

に関する推進計画」が決定された。その中では、再生医療、遺伝子治療などの医療分野に

も、特許を認める「特許重視（プロパテント）」政策がとられる方向にある。 

また、文部科学省では、2002 年度から大学同士の競い合いを活発にして国際競争力 

のある研究拠点をつくる「21 世紀 COE プログラム」を始めたが、この 2 年間で生命科

学、医学、情報、社会科学、学際などの 10 分野で 85 校・246 件が採択されている。 

このようなことからも、我が国はいよいよ本格的な知識社会を迎えたことが実感できる。 

 

1.2 知識社会の傾向 

一方社会に目を転じると、一般企業、大学、病院、自治体、諸団体などの組織活動にお

いて、高度な知識社会を象徴する典型的な実践モデルを見ることが出来る。 

例えば、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の「医学・工学連携型研究事

業」では、新しい医療機器を世界に先駆けて開発するため従来の工学技術中心ではなく、

医学研究者と工学研究者による共同研究が見られる。（財）先端医療振興財団の「先端医

療センター」（神戸市）では、官民一体となり、大学、医療機関、一般企業から異分野の

専門家が集結し、高次医療診断システムの共同研究に着手しているが、これも高度な知識

社会を示す好例の一つである。 

また、知識社会を代表する医療分野では、総合大学の工学部と医療機関とが提携し、化

学と医学を融合したバイオ・メディカル・エジニアリングがすでに実行されているが、更
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に建築技術と医学を融合したアーキテクチャル・メディカル・エンジニアリングというユ

ニークで目新しい方向も検討されつつある。これは、医学と建築の協力による新規な医療

分野への展望を試みるもので、建築環境を介しての医療・治療への影響や脳研究の可能性

を探るものである。 

自閉症やボケの治療に関し、病室などは「従来の看護服やマスクに見られる白と平坦な

壁に囲まれた平静な状態」と「看護服の色彩を変え、壁にアート的絵画を描き、音楽など

による刺激的な状態」のどちらが良いか、脳の部位への影響を脳機能磁気共鳴画像法

(functional MRI)で研究することを視野に入れている。 

その他より大きな視点に立ち、人間の心理・感情と言う心の琴線に触れることの出来る

立場にある医師と、有能で斬新な思想を持つ建築家が融合して、本来あるべき超高齢化社

会の「住まいづくり、町づくり、国づくり」を検討することも具体的な課題としている。 

ここには、建築設計技術の医療への積極的参入があり、既成価値の変更と異分野知識の

融合が見られる。こうした傾向は、単に医療分野のみならず、①日、米、欧などの IT 関連

世界大手 17 社による家電製品の互換性を目指した規格統一への 近の動きや、②マイクロ

ソフト社とトロン開発団体「Ｔ―エンジンフォーラム」による家電用ＯＳ共同開発、③燃

料電池の実用化を目指した自動車メーカー、素材メーカー、エネルギー供給会社､など多種

多様な企業による共同技術開発においてもみられ、枚挙にいとまがない。 

 

1.3 社会的ニーズと P2M 

知識社会においては、上記の通り「価値創造のパラダイムシフト」と「異分野専門知識

の融合」が起こり、領域分野の再統制或いは環境づくりなどの新しいニーズが求められて

いる。従来の価値観や領域分野は、たまたまその時代に適合した価値観であり、やりやす

い形で領域が出来たに過ぎないものである。 

米国の H 大学(医学)とＭ大学（工学）の連携において、知識社会に適合する融合系人材

の育成とそのための環境づくりをするために、示唆的で参考になる例が見られる。 

H 大学病院の手術室の自動ドアーからでたスペースを、M 大学が高いお金を出して借り、

机を並べて研究室にしている。そこに手術を終えた H 大学の外科医が疲れて座ってコーヒ

ーを飲みながら、「今した手術映像を出しくれ」という。それを見て、「あの時こういう

ような医療機器があれば、もっとうまく手術ができた」というような話をする。それを周

りで聞いていた M 大学の若い研究者が、即、次の研究テーマにする。それこそ「医学・工
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学連携型研究事業」を実地に行っている。学問がものすごく生きてくる。生きた新しいテ

ーマがどんどん出てくる。 

こういう環境を作る事によって新しい分野とニーズに目が向くことになる。「自分には

関係ない」ということがない人材の育成と、それを産みだす場の設定が大切である。つま

り「P2M」が掲げる「プラットフォームマネジメント」が必要となる。 

将来に向かって価値基盤を如何に作るか、価値創造に対して如何に挑戦するか。A と B

とが関係あるかないかではなく、「如何に関係付けるか」が大事になる。ここにおいて

「P2M」の理念と効用が大きくクローズアップされて来る。 

知識社会が進展すればするほど「価値創造のパラダイムシフト」と「異分野専門知識の

融合」とがキーワードになるので、当然仕組みや制度の変革を伴い「P2M」によるプロジ

ェクトマネジジメント（PM）イノベーションがますます必要となる。 

換言すれば、「P2M」は、高い視点と広い視野から「価値創造の活動を促進する」ため

「組織や専門家を横断的」に活用する上で有効な PM であり、併せて知識社会のニーズに

対して、高度な指針と「知的活動を支えるインフラを提供する」ことにもなる。 

こうした観点から、「P2M」では、新しい PM プロフェッショナルである「使命達成型

職業人」を提唱している。 

 

1.4 社会をリードする人材 

平成 16 年度 経済産業省の重点施策には、「経済を牽引する人材の育成」が掲げられ、

そこには、「高度な専門人材の育成」や「起業・新事業開拓を目指す挑戦者の育成・輩出」

が示されている。 

同施策では、このような高度人材に対し､求められる能力・スキルの体系化やスキル標準

の策定、研修カリキュラムの開発等に取り組むことにより、効果的な育成の環境を整備す

るとしている。（ここで前述の「知的活動を支えるインフラを提供する」という「Ｐ2Ｍ」

との関連性が見出せる） 

更に、同施策の先行 12 分野における人材育成プログラムの整備には、「プロジェクト・

プログラムマネジメント人材」が含まれている。 

この「プロジェクト・プログラムマネジメント人材」こそ、「P2M」で提唱する「使命

達成型職業人」であり、知識社会をリードする人材となるものである。 

その人材像を、①概念的  ②イメージ的  ③感覚的に捉えると下記のようである。 
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① 概念的には、「従来の弁護士、技術士、会計士等の縦断的個別分野の職業人では取

り扱えない複合問題や横断的テーマに対し、PM 手法を活用し使命をもって問題解

決する新しい職業人（プロフェッショナル）」である。 

② イメージ的には、「異分野の専門家と議論・コミュニケーションし、纏め上げる場

を作り、リーダーシップがあり、ミッションを持ち、ゼロ地点からでも新しい価値

を創造できる PM プロフェッショナル」である。 

③ 感覚的には、以下のように潜在的に高い個人能力を有する。 

「積極的で気迫に満ち、自分から問題を提起し解決する」 

「知識を自分の中で消化し、応用力として活用する」 

「思考が洗練され、ロジックを有する」 

「意思に関するデシジョンツリー（決定の木）を持つ」 

「意思決定のサイクルが速く、決断力がある」 

「状況判断が良く、洞察力があり意思決定に間違いがない」 

「全部頭の中でストラテジーの準備が出来ている」等。 

 

1.5 資格認定の目的 

「資格認定の目的」の第一義的視点となるものは、「PMR 資格者」（「使命達成型職業

人」）に必要な「使命」を見定め、付与資格の実効性と即戦性を高め、「実践力を適正評

価する」ことである。 

そのためには、[資格＝実践力＝即戦力]へ接近し、顕在化した能力以外に、隠れて見難い

能力をも評価する審査方法と審査基準が必要となる。 

審査では、受験者を「単純に落とす」ことだけを目的とせず、「多数の関門やフルイ」

にかけ選抜しながら、知識社会をリードする有能な PM 人材を「発掘、育成、活用」する

という姿勢が求められる。 

PMCC では、こうしたコンセプトを踏まえて、「多段階審査」（後記）の方法を採用し

「PMR 資格者」（「使命達成型職業人」）を認定するが、その際「実践力と成果

（Performance）」を体系的に適正評価するために、前記 4 項の①②③で捉えられた人材像

を基に、下記の 6 分類した「実践力細分化基準」を策定している。 

 

① ミッション追求型基準・・・・・思考様式（問題発見、問題克服など） 
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② リーダーシップ型基準・・・・・意思決定様式（状況判断、変化対応など） 

③ マネジメント行動型基準・・・・行動様式（職務遂行、専門知識など） 

④ コミュニケーション型基準・・・人間関係様式（場を作る、動機付けなど） 

⑤ 成果追求の姿勢・・・・・・・・成果追求様式（マインド、エネルギーなど） 

⑥ 個人姿勢型基準・・・・・・・・生活様式（自己規律、倫理遵守など） 

 

「資格認定の目的」の視点は、第一義的な「実践力を適正評価する」ところから「PM 職

業人の地位確立」、「P2M の普及・活用・促進」へと展開しながら、経済産業省の重点施

策である「経済の活性化を促す高度人材の育成・輩出」という大局観へと繋がるものであ

る。 
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第２章 資格の規定 
ここでは、先ず「PMCC」制定の「日本プロジェクトマネジメント資格要綱」（以下「資

格要綱」）に基づき、資格者の要件等を確認しながら、更にその人材像に迫ることで、「資

格の規定」に包含される真意を考察したい。 

 

2.1 資格要綱 

 

2.1.1 資格内容 

資格内容について「資格要綱」から一部抜粋して概要を示せば、次表のとおりである。

つまり、前章に述べた「使命達成型職業人」（PM プロフェッショナル）を PM の到達能力

水準に応じて 3 階級に分類し、所定の資格試験により資格認定するものである。 

表 2-1  3 段階の資格試験 

資格名称 資格英文名称（略称） 到達能力水準 備考 
プロジェクトマネジメン

ト・スペシャリスト 
Project 
Management 
Specialist （PMS） 

プロジェクトを実際に遂行する職業

人としての基礎知識を有する 
基礎 
レベル 

プロジェクト 
マネジャー 

Project Manager 
Registered  (PMR) 

プロジェクトマネジャーとして複合プ

ロジェクト（プログラム）を遂行するた

めの十分な実務遂行能力、判断

力、対人折衝能力などのコンピテン

ス及び経験を有する 

応用 
レベル 

プログラムマネジメン

ト・アーキテクト 
Program 
management 
Architect     
(PMA) 

複数プロジェクトのマネジメント、ある

いは複雑なプロジェクトのマネジメン

トができるコンピテンス及びや経験を

有し、プロジェクトの創出に関しても

能力を生かすことができる 

高度 
レベル 

 

2.1.2 資格制度の狙い 

「資格制度」には次の狙い（ビジョン）がある。 

① PM 人材に資格を与え職業人としての誇りと地位の確立に貢献する。 

② PM 人材を養成し、産業や組織の成長力を増大させ、活性化を図る。 

③ P2M の新しい PM を広い範囲に啓蒙・普及させ、PM 資格者の活用を図る。 

④ 本資格の内容充実と信用度を高めると共に、公平性・透明性を高める。 

⑤ 世界の PM 団体と協調し、PM 資格制度のより一層の確立・向上に努める。 

 14



2.1.3 資格の特徴 

日本で始めての本格的 PM 資格として、次の特徴を有する。 

① 専門分野別の国内同類資格の内容を包含し、広い視野と高い視点に立脚する。 

② 産官学の広い範囲に普及・適用が可能である。 

③ PMR と PMA の認定では知識だけでなく、経験・実践力を評価する。 

④ P2M に示される現状改善、新規ビジネス創出、複雑・高度問題の解決、経営ビジョ

ンの実現等の対応が可能な人材育成に貢献する。 

⑤ 世界の PM 界から認知を受け、将来に予想される国際間の PM 資格相互承認に備え

た資格内容である。 

 

2.1.4 試験・登録・更新 

① 各資格別試験の受験条件、試験内容等の概要については、第 5 章を参照のこと。 

② PM 資格試験の合格者は、PMCC に登録手続きを行うことにより、資格認定証の発

行を受けることが出来る。 

③ 資格の更新資格の有効期間は、資格認定の日（合格発表日）から 5 年間とし、5 年

毎に更新される。更新には、別途定められる資格更新条件を満たす者が、更新手続

きを行うことにより、資格認定証が再発行される。 

 

2.2 P2M 資格者と人材像 

今日の複雑化、情報化、多様化した社会ニーズへ対応するには、複合的な問題を有効に

解決できる実践力とさらに進んで高度技術や社会変化の加速化に対応した競争力強化と市

場創出に結びつける価値創造能力が必須である。このためには、政策や戦略使命を十分に

理解し経営、金融、工学、情報等の領域を横断的に統合管理することのできる人材が必要

である。 

わが国における伝統的な人材育成の学習プロセスは、設定された目標ならびに所与また

は一定の前提条件の下で、 適解を選び出すものであった。 

こうして育ってきた人材は、かつての右肩上がり大量生産時代の細分化された縦割機能

別ライン組織の効率を追及する定型的なパラダイムでこそ通用できたが、近年における社

会ニーズの複雑化、高度化、不透明化による急激な環境変化に 早対応できなくなってき

ている。 
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今日必要とされる人材には、与えられるのでなく自ら目標を設定すると共に問題の基本

構造やその前提条件をもまた自ら設定または再定義、変革し、新たな価値創造に結びつけ

る能力が不可欠である。 

このような視点から捉えて見て、21 世紀のニーズに対応できる人材像が、Ｐ2Ｍの資格

保有者である。 

 

2.2.1 PMS の人材像 

プロジェクトに参加して実際に遂行できるプロジェクトマネジメントの基礎知識を有す。

プロジェクトスタッフとして業務を遂行する初心者から、マネジャーレベルのものまでか

なりの幅がある。 

 

2.2.2 PMR の人材像 

PM の体系的知識、実践経験を駆使し使命を確実に達成できる行動様式 ① ② ③を併せ

持つような人材像である。 

① 目的達成型で現場志向の高度実践力を発揮できる実務経験者 

② 複雑な複数のプロジェクトを含むプログラムを統合管理できるマネジャー 

③ プロジェクト＆プログラムを必ず成功結果に導く成功請負人 

 

2.2.3 PMA の人材像 

戦略使命、政策、制度、仕組みを十分理解し、必要に応じてこれを変革し、創意工夫に

より新たな価値創造できる ① ② ③を併せ持つような人材像である。 

① 複雑な事象を経験則・論理的思考を活かして簡単に把握し、解決策を提示できる人

材  

② プロジェクトの上流、中流、下流を含めたプロジェクト結合ライフサイクルマネジ

メントを通して新しい価値創造ができる人材 

③ 民間インフラ事業にみる資金調達の仕組み造り、リスク軽減の手法や負担の分散化

とこれを支える法務知識と技術を具備したような人材 

 

2.2.4 P2M 資格者の人材像領域 

以上のような人材像を踏まえ、P2M 資格者の人材像領域を一般の PM（プロマネ）と対
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比して下記の PM 人材像領域表を作成した。 

PMR と PMA は実践ベースのスキームとサービスの領域をカバーすることになる。特に、

PMA はスキームの JOB 創出も可能な人材である。 

一般 PM 人材は、実践ベースのシステムにおける運用（人を集めてプロジェクトを動か

すこと）はできるが、これまで実践ベースのスキームとサービスは領域外となっている。 

表 2-2  PM 人材像領域表 

知識ベース 実践ベース 
スキーム システム サービス 

 

スキーム システム サービス 
JOB 創出 運 用 課題創出 運 用 課題創出 運 用 

一般

PM  ○     ○   

PMS ○ ○ ○       

PMR ○ ○ ○  ○ ○ 
*注 1 ○ ○ ○ 

PMA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

○印が求められる領域である。 

一般 PM：実務経験あり  PMR：実務経験 3 年  PMA：実務経験 7 年 

*注 1 は､業務遂行中に気がつく課題である｡ 
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第３章 資格の審査および認定の機関 
 

3.1 PMR 資格の審査機関 

PMR 資格の多段階評価に対する審査は、試験委員会の中に設けられる PMR 審査委員会

が統括して各段階の審査を実施することにより行われる。 

PMR 審査委員会の任務は、各段階の試験あるいは審査に必要な問題の作成を行い、それ

に基づき試験を事務局が実施した後採点・評価を行うことである。評価の結果は、個人別・

段階別に集計し、総合評価を加えて纏め、上部の試験委員会へ提出する。問題点がある場

合は、その検討経緯・結果を添えて提出する。提出は、個人面接、ケーススタディおよび

インターンの各終了時とする。 

また、PMR 審査委員会は、各段階の評価を行う審査員または講師の推薦簿を、試験委員

会を通じて資格認定委員会に送り、認定を受けることを行う。 

 

PMR の多段階評価は、職務経歴評価、エントリー論文評価、課題論文評価、個人面接評

価、ケーススタディ評価、インターンシップ評価の 6 段階の評価があるので、それぞれの

段階ごとに試験・審査の実施方法と評価方法が決められているので（マニュアル）、それ

に従い審査を行う。 

各段階の実施方法と評価方法はそれぞれ異なり特徴があるので、PMR 審査委員会の下部

に 5 つのサブ委員会（仮称）を設けて、以下の作業を行う。 

PMS試験委員会 PMR審査委員会 PMA審査委員会

エントリー
サブ委員会

課題論文
サブ委員会

個人面接
サブ委員会

ケーススタディ
サブ委員会

インターンシップ
サブ委員会

審査員・講師認定委員会 資格認定部会

PMCC

試験委員会 資格認定委員会

図 3－1  PMCC 資格審査・認定の組織 
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3.1.1 エントリーサブ委員会 

委員は、事務局検査を終えた職務経歴およびエントリー論文の内容について目を通し、

予め決められた評価基準を満足しているかを、規定の評価フォームシートに記入してサイ

ンする。問題点がある場合は、指定のコラムにそれを記入する。 

エントリーサブ委員会では委員会を開き、各委員の評価を全体的に見直すと共に指摘さ

れた問題点につき、委員会として評価を決断する。 

 

3.1.2 課題論文サブ委員会 

委員会は資格試験のたびごとに、審査基準で決められた数の論文課題を作成する。 

答案論文については、論文評価作業部会が別途定められた基準により評価したものを、

課題論文サブ委員会を開き検討・審査し、結果を評価フォームシートに記入する。問題点

が指摘された場合は、指定のコラムにそれを記入する。 

 

3.1.3 個人面接サブ委員会 

委員会は、面接審査員が審査基準に従い面接・評価した内容について検討し、審査結果

を評価フォームシートに記入する。また、面接審査員による偏りが大きかったり、審査が

十分に行えなかったりした場合は、再面接を行うかどうか判断する。従い、面接実施と併

行してサブ委員会を開催しておき、問題があった場合に直ちに応じられる体制をとること

が望ましい。 

 

3.1.4 ケーススタディサブ委員会 

ケーススタディ（ワークショップを含む）は、複数日に渡るグループ活動が主体となる

ものであり、ケーススタディを通しての経験や学習の中での評価となるため、また PMR 資

格審査の中心的存在となるため、下記専門部会を置き実施する。 

（1） ケーススタディ作成専門部会 

基準に従いケーススタディ問題の作成、検討、改訂を行う。 

この専門部会は、エンジ・建設、情報システム・ソフト、製造、サービス、行政

の各産業セクターを代表して各 2 人の委員構成とし、PMR 研修に相応しいケース

を選択して、問題の作成、検討、改訂を行う。 

問題の作成、検討、改訂に当たっては、外部の専門家あるいは専門組織の利用も
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可能とするが、専門部会がサブ委員会の了承を得て、全責任を持って実施するも

のとする。 

（2） ケーススタディ実施専門部会 

基準に従いケーススタディの実施ならびに参加者の評価を行う。 

ケーススタディの実施は、決められたカリキュラム、方法により認定講師により

行われ、同時に規定の様式により評価・報告される。評価は同時に複数の認定講

師によることを原則とする。 

 

3.1.5 インターンシップサブ委員会 

「PMR 補」の資格を与えられたインターンシップ受講生は、自己の立てた PM 実践力発

揮計画を実行に移すためにそれぞれの所属先に戻る。計画に従い途中定められた報告を行

い、1 年後に規定の完了報告書と職場上司による評価報告書を提出する。 

途中問題が発生したり疑問が生じた場合には、インターンシップ相談委員がその指導に

当たる。また、職場における評価者がいない場合は、相談委員がその役割を担うものとす

る。 

インターンシップサブ委員会は、相談委員から挙げられる諸問題を逐次処理すると共に、

終完了報告の審査を行い報告する。 

インターンシップサブ委員会は、委員長を含め 6 人の委員により構成される。 

インターンシップサブ委員会の中にインターンシップ作業部会をおき、相談委員はここ

に所属して相談事例の現場問題の処理や指導技術の向上を行う。 

 

注）上記のサブ委員会の組織は、PMR 資格審査が定常的に行われるようになった状態での組織とし、

第 1 回 PMR 資格審査では現在のコンピテンス分科会およびそのワーキンググループの委員が、臨時的

に務めるものとする。 

 

3.2 PMR 資格の認定機関 

試験委員会から各段階の審査ごとに纏められた報告が、事務局経由で資格認定委員会に

届けられる。資格認定委員会は、その報告を確認後、認定準備作業のために資格認定部会

に送り、認定準備作業を依頼する。 
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3.2.1 資格認定部会 

資格認定部会では、試験委員会から送られた審査結果につき各段階の審査が決められた

手順で公明正大に行われたことを確認する。その後審査内容につき整理・分析を行い、問

題点があればその対応処置を検討し対応案を作成して、資格認定委員会へ合否判定資料と

して提出する。 

注）資格認定部会、資格認定委員会とも、PMR 資格試験の実施に合わせて委員の大幅な入れ替えを行

う。 

 

3.2.2 資格認定委員会 

資格認定委員会は、資格認定部会から送られた各段階の審査による合否判定資料に基づ

き審議を行い、受験者個人ごとの合否を決定する。 

ケーススタディ審査合格者には、「PMR 補」の資格を与える。 

その後 1 年間のインターンシップ活動を終えて、インターンシップ審査に合格した者に

は、正式に「PMR」の資格が付与される。 

 

3.2.3 審査員・講師認定委員会 

審査員・講師認定委員会は、資格認定委員会経由試験委員会から送られてきた審査員ま

たは講師の推薦簿に基づき、認定基準を満たすかどうかを審議し、認定結果を上部の資格

認定委員会に送る。 

資格認定委員会は、特に問題ない場合は事務局に認定証の発行を指示する。 

 21



第４章 P2M における実践力の定義 
米国国務省は知力テストによって選抜された外交官が必ずしも業務上優れた成果をあげ

ていない事実から、心理学者 D.C. マクレランド博士に依頼し、優れた成果をあげた外交官

の要件調査を依頼した。調査、分析の結果、高業績者には共通した行動パターンがあり、

高業績者によって実証された有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力をコン

ピテンシーと名づけた。ただし、高業績者とは常に有効な行動をとることのできる人で、

有効な行動を再現でき、有効な行動の生起を予測させる能力をコンピテンシーと定義した。 

（出典：アンダーセン著「コンピテンシーマネジメント」） 

P2M では修得した知識、業務スキル、実践経験を通して、業務遂行する過程で、遭遇す

る問題の本質を理解し、不足の知識、スキル、経験があれば、組織内、または外部からこ

れらを集め、問題の本質に もふさわしい解決を求め、目的の使命を達成する能力を実践

力と定義する。 

P2M で必要とされる実践力については、P2M ガイドブックに示されており、ガイドブッ

クに沿った内容に従い分類を行い、P2M で必要とされる各種実践力を定義する。 

本ガイドマニュアルでは PMR 審査において基礎となる考えをまとめる意味で多少詳細

に検討し、実践力の定義を 3 章に分けてまとめた。 

Ⅰ．P2M における実践力の一般論的定義 

Ⅱ．P2M が求める実践力のグランドビュー 

Ⅲ．実践力評価の細分化基準 

 

4.1 P2M における実践力の一般論的定義 

 

4.1.1 実践力形成の 3 つの要件 

P2M における実践力の形成には体系的知識、実践経験、職業的倫理観を含む姿勢・資質

の 3 つの要件を満たすことが不可欠であり、使命達成型職業人は学習と実践により能力向

上に努める責務がある。この相関図を図 4－1 に示す。 
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職業人の自己責任と実践力形成の３つの要件

実践力形成
（ＣＢＢ）

行動責任
（Accountability)

実践力
（Capability)

持続的学習と実践
（Development)

体系的知識
(Knowledge)

姿勢・資質・倫理
(Attitude)

実践経験
(Competence)

図 4－1  職業人の自己責任と実践力形成の 3 つの要件 

P2M が求める実践力は専門職業人では取り扱えない「複合問題の解決」に力点が置かれ

ており、「体系的知識」、「実践経験」、「姿勢・資質・倫理」という実践力 3 要素の総

合力によって発揮されるものである。この実践力はプロジェクト実施に際し、目標として

の成果責任を果たすという行動責任が伴い、更に持続的な学習とその実践的活動によって

真の実践力が形成される。 

実践力 3 要素の総合力としたのは、体系的知識だけではプロジェクトを運用することが

できないことを認識し、必要とされる知識が必要な時点で適用できる実践的経験を重視し、

これらを実践力の基礎とした。プログラムやプロジェクトの運用では関連するステークホ

ルダーを動かすという業務があり、マネジャーはすべてのステークホルダーを効果的に動

かすことのできる「場を設定」し、かれらを有効活用できる実践力が求められている。プ

ロジェクトマネジャーは個人が全てを実践するのではなく、創造力の高い人材を集めて「自

由な発想の場」を設定し、場を通じて彼らの能力を相乗効果的に活用し、価値創造を行う

こともマネジャー実践力として評価している。さらに、価値創造や新規事業開発では簡単

に業務を進めることが困難である。これらの困難を打破し前進するには 3 つの要素の中に

ある姿勢・資質がこれに大きく関与する。従って実践力ではこれらの能力を加味した認識

を示す。また、プロジェクトマネジメントにおいては個人の能力より、チームの持つ実践

力の位置づけも付け加える。 
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4.1.2 実践力として期待される要件の定義 

4.1.2.1 PM 実践力におけるサイエンスとアートの役割 

P2M のガイドブックには示されていないが、PM を実践する上で、サイエンスとアート

が必要であるといわれている。このサイエンスとアートの関係は実践力説明上無視できな

い存在であり、理解を深めるために説明する。 

プロジェクト・マネジメント：サイエンスとアート

ｻｲｴﾝｽ

アー ト

論理の世界

実践の世界

ＰＭ知識体系：Ｐ２Ｍ、ＰＭＢＯＫ他
人間系理論：行動科学他

実践のための行動
①現プロジェクトでの

成功のカギの発見

②業界文化の活用
③チームの活性化
④顧客の心を掴む

実践経験による

①スキルの向上
②実践的勘の向上
③知恵の創出
④人間力の向上

図 4－2 プロジェクトマネジメント：サイエンスとアート 

図 4－2 のごとくサイエンスは PM の知識体系であり、PM を実施して得られたデータベ

ースによって裏づけされた知識である。従って PM に関し、経験が豊富でない人材も容易

に PM を理解することができ、PM 普及に役立っている。また知識体系を学ぶことによって

バランスの取れた PM を実施することができる。しかし、PM は全て人間が実施するもので

あり、プロジェクトマネジャーは PM 実施にあたり、関係する全てのステークホルダー愛

顧となる利害関係や、プロジェクトを取り巻く組織や個人の文化に基づく多種多様な要求

への対応を迫られる。これらの対応はサイエンスのみで対応することはできない。PM で実

践力を発揮するには通常、図に示すごとくサイエンス（海上に浮かぶ氷山のごとく、見え

る部分）は 20～30％、海面下の見えない部分を担当するアートが 70～80％と言われている。

企業の PM 成熟度が高くなるとアートの部分が減少すると見られている。このサイエンス

の部分は PM 知識体系、人間関係でいえば行動科学を意味する。アートの部分は経験やス

キルを意味する。PM にアートの部分が存在することでプロジェクトマネジャーとなるには
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長年の経験を要すると見られている。 

 

4.1.2.2 体系的知識とスキル 

(1) 体系的知識 

体系的知識とは統合型職業人が P2M を実施するに必要とされる固有の「広い視野」

と「高い視点」を可能にする体系的知識を意味し、 低でもＰＭＳ合格程度の知識の

保有を意味する。しかし知識テストの得点で仕事上の業績を予見するデータが未だな

い点が知識のもつ問題点である。また、必要な知識は関係者から吸収することもでき

るため、専門家の意見を理解する能力が寧ろ尊重される。その意味で知識は必要条件

ではあるが充分条件ではない。 

(2) 共通マネジメントスキル 

体系的知識とは別にガイドブックではプロジェクトマネジメントスキルの利用を強

調し次のように規定している。即ちガイドブック P２７で示したプロジェクトマネジ

メント共通観で、マネジメントスキルの利用を示している。Ｐ３１に「組織は専門家

による分業を可能にし、仕事の効率を飛躍的に上昇させることが分業の原理である。

組織に所属する人間は、仕事に対する関心や熱意、快適な職場環境の要因で働いてい

る。したがって目的や状況に適した組織をつくり、そのリーダーが所属する人間に動

機付けを行い、効率を上げるのがマネジメント理論の原則である。マネジメントスキ

ルとは成果を獲得するために、組織をつくり、人を動かし、効率と効果を上げる専門

職業能力である」と定義している。 

しかしこれらマネジメントスキルの源泉は、実践経験によって得られた教訓、判断

方式、手順、知恵、技巧などを含むものである。 

  

P2M でプロジェクトマネジメントスキルは共通マネジメントスキルと個別マネジ

メントスキルから構成される。共通マネジメントスキルはマネジメントの原則、組織

論、マネジメントサイクル、リーダーシップ、資源活用のための実践的知識、スキル

を有効利用できる実践力が求められている。 

 

4.1.2.3 実践経験 

実践経験とはプロジェクトを運営してきた実践的経験を意味し、プロジェクト運営で卓
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越した業績を示しうるコンピテンシーを身につけることのできる経験を意味し、単なる実

務経験を意味しない。従って経験時間の長さや、経験数の多さで評価しない。PMR 審査で

はどのような価値創造をおこなってきたか、どのように価値創造をおこなえる能力を経験

してきたかを審査判定する。ガイドマニュアルでは PMR 的人材に求める実践経験の意味す

るものをここに示す。 

実践経験とは実体験が次の展開に寄与することを計画した体験的経験を意味する。PMR

的実践的経験から期待するものは 

① 学んだ知識を活用し、正しく使える能力を養う 

学んだ知識を活用するには現状に適合させるというステップが求められる。ここで

多くの障害に遭遇する。現状で実践していない方法を関係者に要請することになり、

関係者の抵抗や無視という障害である。ここで求められるものは「これらの障害に

遭遇してもひるまずこれらを排除し、乗り越える姿勢が求められること。第二は新

しい知識や手法が関係者で容易に利用できるように工夫する知恵が求められる。で

きればプロセス化することで多くの関係者が活用することに意義を見出すことがで

きる。これが本稿で求められる実践力である。 

② 失敗をプラスに処理する能力を養う 

新しい試みをするには「企画・計画・実行・調整・成果」という P2M 的マネジメン

トサイクルを実施することが求められる。このサイクルの中で調整という作業の中

で失敗をプラスに処理する能力が養われる。経験者はここで経験した小さなマネジ

メントサイクル的経験がサブシステムとして脳内に蓄積されることを心がける。こ

れが本人の判断実践力発揮に役立つ。 

③ 失敗から新しい概念を構築する能力を養う 

図 4－3  「PM における「知識・経験・知恵」の学習モデル」 参照。 

経験とは図に示すごとく仕事を進めることは、一つの概念のもとに業務を遂行する。

概念とは P2M でいうマネジメントサイクルのデザインによって構築されたもので

あり、概念にしたがって計画立案し、計画と実際の相違を調整し、新しい成果物を

創出することである。多くの修正を必要とする場合は新しい概念構築が必要となる。

実践経験とはこのように新しい概念を創出する能力を養うことが望まれる。 
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ＰＭ実践の場知識 運用

知識の学習：
知識とは「なぜ」という問いかけに対す
る答えを理解する（Know-Why）ことで

あり学習の概念的部分を構成する。
あるものがある働きをするのは何故

かを知っていることを意味する

運用の学習：
運用とは「いかにして」という問いかけに
対する答えを理解する（Know- How）

ことであり、学習の応用部分に当たる。
知識を活用して何かを行うことができ

ることを意味する

②経験する

　④概念を形成する

③
内
省
す
る

①
概
念
を
試
す

内省する
経験を深く考え何が
起きたか何故起き

たか内省する

共同化

体験したﾉｳﾊｳを
言葉や形に表す

表出化

新しい概念を
組み立てる

連結化

概念を試す
経験し体で

覚える

内面化

暗黙知

形式知形式知

暗
黙
知

暗
黙
知

形
式
知

暗黙知

Know-Why

Know-　How

形
式
知

ＰＭにおける「知識・経験・知恵」の学習モデル

野中理論より： ﾀﾞﾆｴﾙ･Ｈ・ｷﾑ
のﾒﾝﾀﾙﾓﾃﾞﾙを
ﾍﾞｰｽに構築

①-④の作業を

通じて知恵を
習得する

          図 4－3  PM における「知識・経験・知恵」の学習モデル 

 

④ 同類の問題に対して解決する類推の能力を養う 

判断実践力に求められる能力の一つとして同類の問題に対して解決する類推の能力

というものがある。プロジェクト運営において、問題は常に発生し、問題解決に時

間を要するもの、瞬時に解決すべきものに分類される。後者の問題では「同類の問

題解決に対する類推の能力」が求められる。これらの能力開発は②や⑤に関連する

能力でもある。 

⑤ 多くの実践的経験を積み重ねて勘を養う 

図 4－4 「勘の育成」を参照。 

勘と一般に第六感等の使い方をされている。人間が持つ５つの感覚（視覚、聴覚、

味覚、嗅覚、触覚）以外の感覚として第六感という使い方をされているが、人間の

本能的感覚としても認識されている。ここでいう勘とは意味が異なり、業務を遂行

する種々の経験の中で、個人的に頭脳の中で感覚的に整理されたもので、必要に迫

られたときに引き出される問題解決提案能力といえる。 

これらの能力を養う正しい手法はプロジェクトマネジメントの業務遂行を通じてプ

ロジェクトマネジメントサイクルである「企画、計画、実行、調整、成果」を意図
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的に創り出し、実践を通じてデザインと実行結果の相違点を分析し、調整し、成果

物を提供するプロセスを通じて、１経験、１経験のサブシステムとして脳内に蓄積

し、プロジェクト実務におけるあらゆる（起こりそうな）問題点を把握し、解決策

を記憶に留める（暗黙知化する）。これらのサブシステムは個人が問題に遭遇する

とき、脳内でネットワーク化が起こり、問題解決の糸口を掴むことができる。ネッ

トワーク化とは複雑な問題の中から本件に関係ありそうな糸口を捉えることで、問

題解決の手法１案、2 案等を提案できる段階まで到達することを意味する。全ての

問題解決を KJ 法で行っていては時間の浪費となる。問題解決は勘で行うのではな

く、この暗黙知を形式知化することで関係者の同意を得ておこなわれるプロセスと

いえる。 

                      図 4－4  「勘の育成」 

勘の育成

デザイン 計画

Management Cycle

経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化
経験のサブ
システム化

経験のサブシステムのネットワーク化

必要なときに求めるものが得られる

勘働き

頭脳の高
速回転化

Ｓ

問題解決のｻﾌﾞｼｽﾃﾑ

注：Plan；仮説に基いた提案が重要

良質な感性

実行調整・成果

⑥ 仮説の立て方と、仮説の分析手法を学び、課題設定能力、課題解決能力を養う 

マッキインゼー社が行う手法で課題設定のための仮設を立て、現状分析を通じて仮

説が誤りでないことを証明しながら行う、経験を生かした課題設定能力である。 

⑦ 経験を経験則にまとめる能力を養う 

経験者が経験者であるためには自分自身をよく知ることから始めることが肝要であ

る。P2M プログラム統合マネジメントにあるプロファイリングマネジメントである。

自己の持つ経験的能力を書き上げ、他人にも示せるマップをつくること、一つの経

験をできるだけ形式知化することで、個人の実践能力から、他人が使える実践能力
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に転換できる。その一つの方法として経験則としてまとめる方法がある。PMR 審査

の過程で多くの経験則が示されると審査しやすいという側面がある。 

 

4.1.2.4 姿勢・資質・倫理 

多くのプロジェクト成功者の事例から、成功に貢献する実践力のうち姿勢・資質・倫理

の占める比重の大きさを指摘されている。ここでコンピテンシーの定義を文献的に検討し、

姿勢・資質・倫理の関連を整理する。 

 （出典：ライル Ｍ．スペンサー、シグネル Ｍスペンサー著「コンピテンシーマネジメントの展開」） 

(3) コンピテンシー 

コンピテンシーは人材に備わる根源的な特性であり、「さまざまな状況を超えて、

長期間にわたり、一貫性をもって示される行動や思考の方法である。そしてある職務

または状況に対して、「基準に照らして」効果的、あるいは卓越した業績を生む「原

因として関わる」個人の「根源的特性」と定義される。 

 

(4) 根源的特性 

コンピテンシーは個人の性格のかなり深い、永続的な部分を占め、さらに広い範囲

の状況や職務タスクにおける行動を予見できることを意味する。これらコンピテンシ

ー特性には 5 つのタイプがある。動機、性格、自己イメージ・態度・価値観、知識、

スキルでこの関係は図 4－5 に示す。個人の根源的特性は ⑤動機  ④性格  ③自己イ

メージに大きく関係する。 

 

③ 自己イメージ：個人の態度、価値観（次頁 図４－５参照） 

個人には他には説明できないが、ある状況で効果的に機能できるという信念がある

場合とか、困難な問題に対してやり遂げられるという自己確信的なものが存在する。

これ等は自己のイメージに含まれる。このような個人の態度や価値観がないと困難

を乗り切ることはできない。しかしこの自己イメージは後述の動機、性格と比較し

て困難ではあるが自分で訓練することが可能である。人は実績を積むことでこれら

の自己イメージを高めることができる。 

④ 性格（次頁 図４－５参照） 

あるさまざまな状況や情報に対する一貫した反応。感情の自己コントロールや行動
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におけるイニシャティブ（率先行動）、問題解決時に示す粘り強さ、等は成功を収

めるマネジャーに備わった特性で、個人の資質・姿勢に強く関係する。 

⑤ 動機（図４－５参照） 

人が行動を起こすときに考えるさまざまな要因、原動力、モティベーション。これ

は個人によって異なり、積極的な人と消極的な人では行動がことなる。優れた業績

を残す人の行動（コンピテンシーとなる）はその人の資質・姿勢によって生まれる。

コンピテンシーの も重要な位置を示す。 

 

この⑤と④の部分は訓練することも、また評価することも困難である。 

①知識

②経験
スキル

③自己ｲﾒｰｼﾞ
価値観

④性格

⑤動機

コンピテンシー５つの特性

・教育可能
・測定可能

・訓練可能
・OJT

・困難を伴う
が訓練可能

・評価するこ
とも、訓練す
ることも困難

・知識の習得で経験しないことを
　理解し、業務に応用できる

・人間は基本的に経験しないことは
　体で理解できない。実践力の基本

・自己確信、行動への自信
・自己実現へ向う価値観　

・率先行動、自己抑制、問題解決
　への粘り強さ、資質・姿勢に関係

・行動時に考えるさまざまな要因
・原動力、モティベーション
・優れた業績を残す人の行動様式

図 4－5  コンピテンシー5 つの特性 

これら 3 つの要素は姿勢・資質に深く関わり、コンピテンシーの中核をなす。 

 

(5) コンピテンシーとして認められる行動原因 

コンピテンシーは行動して結果を出して認められる能力である。知識を持っている

ことに価値があるのではなく、業績を示したときにコンピテンシーとしての価値が認

められる。この行動する「意図」は個人の動機、性格（達成意欲）が直接関係し、成

果に結びつく行動を引き起こす。その結果職務上の優れた業績や成果の原因となるこ

とを意味する。 

 30



 

 

 

 

 

 

 

職務上の業績 行   動 個人の動機・性格 

人がやらないこと

への個人の動機と

達成意欲 

・達成目標の設定 
・個人の遂行責任 
・業務からのﾌｨｰﾄﾞ

ﾊﾞｯｸの活用 

イノベーション 

継続的改善 

             サポート                                     フィードバック 

 

 

                           

                           

実戦経験からのﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ業

績が知識、スキルの向上をも

たらし、自己イメージを高める 

・成果に対する必要性の認識（価値観） 
・成果へのある程度の見通し（知識、スキル）

・自己の実力（自己イメージ） 
 達成意欲、行動の動機を支援する 

図 4－6  コンピテンシーとして認められる行動原因 

 

(6) コンピテンシーの評価標準 

コンピテンシーの定義において評価基準との比較は も重要である。コンピテンシ

ーを「基準に照らして」または、ある特定の尺度に基づいて測定する場合に、実際は

誰が優れた成果を生み、誰がお粗末な成果に終わるかを予見することを意味する。 

コンピテンシーを評価するには差異を予見できる評価システムがコンピテンシー導

入に必要である。 

コンピテンシー分析で も頻繁に使われるのは 

① 卓越した業績（コンピテンシーの卓越評価基準） 

目的の業務に対し統計的に平均的業績から標準偏差一つ分高い業績を評価する方式で、

ある職務状況でほぼ１０％以内に相当する。これらの人材は組織から要求される以上の目

標を立てるという「達成重視」という個人の行動姿勢が見られることで卓越した業績を残して

いる。 

② 効果的な業績（コンピテンシーの許容できる 低基準） 

「許容できる 低レベル」の業績を指し、このレベルを下まわったとき、個人は当該職務をこ

なす能力を備えていないと見なされる。コンピテンシーには必要 低限の基準とは何かを
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示す必要がある。 

 

4.2 P2M が求める実践力のグランドビュー 

 

4.2.1 プログラムマネジメント遂行における各種実践力概念図 

多義性、拡張性、複雑性、不確実性という属性をもつプログラムは価値を創出すること、

創出した価値をプログラムのライフサイクルを通じて維持することであり、これらの価値

創造、維持活動はプログラム関係者が行う実践力によって目的が達成される。言葉を代え

るとプログラムの達成は多くの関係者の夫々に求められる実践力の結集の賜物といえる。

今回は PMA、PMR の実践力について定義を行う前に P2M が目指す、プログラムマネジメ

ントにおける業務遂行の仕組みと目的達成のための実践力の全体像を概念化したのが図 4

－7  P2M に求められる実践力のグランドビューである。 

価値とは何かの
定量評価 業務プロセス

特定ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ
が求める価値
創造　Ｐ３４５

目
的

成
果

知識、スキル、実践経験、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

制約条件

　資質・姿勢・倫理

プラットフォーム

①価値の認識と
　評価　Ｐ３４６

ＰＭ実践力　Ｐ１３

定常業務実践力

手順実践力　Ｐ１２

業務の遂行力

②価値の源泉　Ｐ３５１

外乱
内乱

計画・実行・調整・成果デザイン

価値創造実践力

課題設定解決力 問題解決力

判断実践力Ｐ１２

異常処理実践力

③ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑを動かす実践力

Ｐ２Ｍが求める実践力のグランドビュー

図 4－7  プログラムマネジメント遂行における各種実践力概念図 

ここで示される実践力は（1）価値創造実践力、（2）業務遂行手順実践力、（3）プロジ

ェクトマネジメント実践力、（4）問題解決型判断実践力、（5）プラットフォームマネジ

メント実践力と呼ばれるものであり、以下に各実践力を定義する。 
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4.2.1.1 価値の創出（バリューマネジメント P345） 

P2M（Project & Program Management）は価値創造を使命とする事業活動である。プ

ログラムの全体使命とは特定のステークホルダーに特定の価値を提供する形で定義される。

プログラムの成功とは目的とされた価値が実現されたことを意味する。 

 

企業がプログラムにより新たな価値を生み出し、事業を維持、発展させていくためには、

顧客を中心とするステークホルダーがプログラムに求めるもの、すなわち「価値とは何か

を認識し、それを定量的に評価」し、自身の保有する経験、情報、データ、その他の経営

資源を組み合わせることによって、その価値を実現しなければならない。知識、経験や情

報などの経営資源は「価値の源泉」であり、豊かな源泉は価値創造の原動力である。 

価値創出に関して P2M では「固定資産の価値」、「イノベーションの価値」、「ステー

クホルダー調和の価値」、「知的資産の価値」を大きく取り上げている。 

 

 「固定資産の価値」： 

ものをつくれば「固定資産としての価値」をつくり出していた。建物、プラント、

橋、ソフトビジネスでいえば提供した「システム」は固定資産として評価される。

新しい価値創造の観点からすると「固定資産の価値は」は「新しいキャッシュフロ

ー創出の価値」という発想もある。 

 「イノベーションの価値」： 

従来の建物は「固定資産の価値」である。テナントの入る建物は「新しいキャッシ

ュフローを生み出す商品」とすると新しいビジネス価値創出といえる。さらに六本

木ヒルズは「六本木地区の活性化のために、新しい人の流れを創る」というイノベ

ーション価値の創出となる。竹中工務店の「t7s harajuku」は建物を「新しい商品」

と見なし、商品には機能が必要だとの感覚で、建物とテナンスの総合力によって新

しい人の流れをつくり、原宿周辺の「街つくり」に貢献する「イノベーションの価

値」を創出した。「街は街に集まる人のニーズによって常に変化している」という

発想で 10 年間限定の建物をつくり、時代の変化に対応するイノベーション価値を創

出している。 

 「ステークホルダー調和の価値」： 

ビジネスが新しく創出されるためには関係するステークホルダーの合意形成が必要
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であり、合意形成にかけるエネルギーが も重要で、 も大きい。調和とは全ての

ステークホルダーにとって利益をもたらすものであり、ＷＩＮ／ＷＩＮの価値を創

り出す必要がある。合意形成のためには異なるステークホルダー一人一人に対しそ

れぞれ異なる価値創出に対する提案があって成立するたいへん高尚な価値創出活動

といえる。 

 「知的資産の価値」： 

全ての業務は新しい知的資産を生み出している。実績というブランド価値が従来か

ら利用されている知的資産の価値である。しかし、実績という暗黙知的な価値を形

式知化することで、さらに大きなビジネス価値を生むことができる。ここでは「実

績という暗黙知的価値」を形式知化する価値を言う。 

 

4.2.1.2 価値創出とそれに必要な各種実践力の定義 

(1) 価値創出実践力の定義 

図 4－7 プログラムマネジメント業務遂行における各種実践力は特殊ステークホル

ダーが求める価値の創出から出発する。価値の創出とは「価値とは何か」を求め、価

値を定量的に評価する」までの作業といえる。図 4－1 で示された価値創出実践力はこ

の作業を実践できる能力に当たる。PMA に求められる実践力で P2M ガイドブック

P346 に示す「価値の定義」、「価値の評価」、「価値指標」を実践できる能力と定義

する。言葉を代えるとステークホルダーから求められた「課題設定能力」、「課題解

決能力」といえる。別の言葉でいえばプログラムマネジメントサイクルにおけるデザ

インに相当する「デザイン能力」ともいえるし、具体的にはプログラム統合マネジメ

ントを実施できる能力ともいえる。プログラムにおける統合マネジメント実践力は代

表的なものである。 

(2) 業務遂行手順実践力の定義 

図 4－7 業務遂行手順実践力は P2M 業務を遂行するに際し、企業の経営資源である

「価値の源泉」（ガイドブック P351）を活用し、プロジェクトマネジメントの実践力

（P13）を駆使して業務プロセス（手順）を遂行し、逐次成果物を作成する実践能力と

定義する。これらの業務作業手順をガイドブック P12 には手順実践力のテンプレート

図 4－8 として示している。手順実践力は便宜上二分割する。第 1 がプログラム価値創

造の実践力、第 2 を定常業務推進の実践力とした。 
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第 1 の実践力はプログラムマネジメントサイクルであるデザインを実施する実践力

であり、第 2 は計画から始まり成果物作成、知識の蓄積まで含めた実践力とした。第

一は PMA が保持すべき実践力であり、第二は PMR が保持すべき実践力となる。 

 

いずれの場合も成果物を作成するため、プロセスごとに必要なエンジニアリング実

践力とプロジェクトを遂行する上でのプロジェクトマネジメントの実践力が必要とさ

れる。プロジェクトマネジメントの実践力はガイドブック P13 に示されている 11 の

個別マネジメントであり、ガイドブックには夫々の手順実践力のテンプレートが示さ

れている。プログラムマネジャーはこれら 11 の個別マネジメントを複数組み合わせて、

複合問題を解く、実践力を要求されている。プログラムマネジメントの実践力事例は

添付資料を参照。 

○業務遂行手順実践力の具体的事例 

実践力は根本において業界に関係なく共通である部分が も大切であるが、業務遂

行手順実践力は具体的な事例なしには学ぶことも、評価することもできない。 

　業務遂行手順実践力の形式（テンプレート）

実践指針

知識ベース　　データベース

目的 成果業務プロセス

１１の個別マネジメント知識エリア

図 4－8  業務遂行手順実践力の形式（テンプレート） 

従って業界別に具体的に整理する。従ってプロジェクトの定常業務遂行時における

業務プロセスを実践するための実践力は 5 つの領域 ①ＩＴソフト ②プラントエンジ

ニアリング ③新事業・サービス ④製造開発 ⑤建築・土木についてプロセス・ＣＭＰ

（Critical Management Point）をヒアリングの結果をまとめることになっている。フ
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ォーマットは添付資料を採用する。 

業務プロセスを実施し、成果物を作成するには、そのプロセスの各所に存在するキ

ーポイント（Critical Management Point）を理解し、成果に反映させる能力が必

要であり、これを業務遂行手順実践力と定義する。 

(3) プロジェクトマネジメント実践力 

プロジェクト業務を実践するためには、プロセスごとに必要なエンジニアリング能

力とプロジェクト遂行する上で必要なプロジェクトマネジメント実践力が求められる。

プロジェクトマネジメントの実践力はガイドブック P13、P34 に示されたプロジェク

ト共通マネジメントスキル（マネジメント原則、組織論、マネジメントサイクル、リ

ーダーシップ、資源活用）、プログラム共通基盤、プログラム統合マネジメントと 11

の個別マネジメントスキルを駆使して業務遂行する実践力である。11 の個別マネジメ

ントはガイドブックに夫々の手順実践力のテンプレートが示されている。プログラム

マネジャーはこれら 11 の個別マネジメントを複数組み合わせて、複合問題を解く、実

践力が要求されている。プロジェクトマネジメントの実践力事例は添付資料を参照さ

れたい。 

(4) 判断実践力 

プロジェクト業務遂行中には種々の解決すべき問題に遭遇する。プロジェクトマネ

ジャーはこれら全ての問題解決の責任を負っている。定常時は業務遂行手順実践力を

発揮し、業務を進めているが、多くの問題がプロジェクトを進める上で内部から発生

する。時には外部から大きな問題が飛び込むこともある。これらの問題を解決するの

はマネジャーの判断力が問題解決に大きく貢献する。判断実践力とはプロジェクト遂

行過程で遭遇する種々の問題を解決するための判断能力と定義する。 
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経験、規範、能力

仮説、類推、演繹

学習－記憶－想起－適用

個別マネジメント 個人判断によるﾌﾚｰﾑ結合

実践力

判断実践力の構造
問題処理に関し判断を伴う実践力

①実務体験から類推した応用力がある
②制度や文化の競争力が反映される
③人間の知力や情報処理へのルールが含まれる
④知識領域にこだわらず、問題を総合的に思考する

図 4－9  判断実践力の構造 

異常事態やその他問題が発生すると、人々は問題に関し学習し、問題解決に適用で

きる知識や手法を適用して業務を進めている。これが問題解決を行うときの思考行動

における基本的枠組み（フレームワーク）である。一般に人間は問題解決に関する経

験をつむことで、この問題解決フレームワークの中で、必要とされる知識を適用する

能力、自己もつ問題解決経験パタ－ンの中から類推する能力、仮説を立てる能力が研

ぎ澄まされる。 

他方 P2M では問題処理に頻度高く発生するテーマとして 11 の個別マネジメントを

選定し、これを「実践フレーム」と呼び、個別マネジメントの複合利用と、個人のも

つ研ぎ澄まされた問題処理に関する実践力を融合させた「実践フレームワーク」を構

築することで、個人の判断能力を向上させた実践力を判断実践力と定義している。 

(5) プラットフォームマネジメント実践力 

PM は人によって実行される。PM は個人で行うものではなく、組織によって行うも

のである。組織によって行う PM のコンピテンシーに組織コンピテンシーというのが

ないのが不思議である。PM 実践において も重要なのが、組織を活用しプロジェク

トを成功させる能力である。この能力がプラットフォームマネジメント実践力である。

プラットフオームマネジメント実践力という言葉は P2M ガイドブックには存在しな
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い。P2M ではプロジェクト業務に関連するステークホルダーを如何に上手に活用する

かを考え集団が活躍できる場を設計することをプロジェクトマネジャーに要請してい

る。 

ガイドブック P87 にプラットフォームマネジメントの定義が示されている。「プラ

ットフォームとは、人間系、文化系、情報系の総合的な視点によりプラットフォーム

を定義し、認識し、設計し、立ち上げ、改良し、プログラム全体の組織的なコンピテ

ンスを強化し、価値基盤を強化する活動である」。これをここではプラットフォーム

マネジメント実践力と定義する。 

プラットフォームマネジメントでは実践力発揮のための価値基盤と基盤設計のため

の手順が示されている。 

P2M 業務遂行において、プログラムを成功に導く、個人が示す卓越した実践力はプ

ラットフォームを如何に運営するかの能力と言いかえることもできる。ここでは個人

の「姿勢・資質・倫理」がプラットフォーム運営に大きな影響力をもたらす。プラッ

トフォーム実践力保有者のもつコンピテンシーを評価基準として研究することが

PMR、PMA のコンピテンシー研究といえる。 

物理的な場 電子的な場 連帯の場

魅力あるﾃｰﾏとﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ

交流の場

ｵｰﾌﾟﾝな風土

・参加の自由性

・明確性（方針・ﾋﾞｼﾞｮﾝ）

・公平性、公開性

場のデザイン

ﾋﾞｼﾞｮﾝ、目的
目標、方針

ﾙｰﾙ

運営指針

場のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
の活性化を図り創造
活動が行える機能

場の機能

人間が交流で
きるハードな場
Face　to　Face

情報交流で
バーチャルな場

プラットフォームマネジメント

コミュニティの形成

図 4－10 プラットフォームマネジメント実践力 

プラットフォームマネジメントに関するコンピテンシーは、P2M が求めるコンピテ

ンシーの研究に示される。 
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4.3 実践力評価の細分化基準 

実践力の細分化では、P2M が要求する PMR には、6 つの思考様式、意思決定様式、行

動様式、人間関係様式、成果追求様式、生活様式の側面がある。 

表 4－1  PMR に要求される 6 つの様式 

 ■ 様式 
 様式 基準 
1 思考様式 ミッション追求型基準（M） 

問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる 
2 意思決定様式 リーダーシップ型基準（L） 

状況を読める、変化に対応できる、決定ができる 
3 行動様式 マネジメント行動型基準（M） 

職務を遂行できる、専門的知識を適用する、成果を出せる 
4 人間関係様式 コミュニケーション型基準（C） 

チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 
5 成果追求様式 成果追求の姿勢（A） 

Ⅰ―IV まではチームモデルであるが、V―VI は個人資質に入

るパーソナルモデルに成果を追求するマインド、エネルギー、共

感形成力、責任感、対外組織説得力、価値を考える、結果をフ

ィードバックする 
6 生活様式 個人姿勢型基準（A） 

自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢

がある 
 

 

4.3.1 能力評価分類表（Taxonomy） 

I. 思考様式    

ミッション追求型基準（M） 20 項目 

M1、プログラムマネジメントの流れで、ミッションの理解力、達成能力をチェックする 

  （公開基準） 

M2、問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる（マニュアル事例） 

表 4－2  思考様式 

基準 質問 評価点 
全体を観る能力 ゼロから問題発見したことはあるか？  
 提案を採用されたことがあるか？  
プロファイリング ミッションは何か？  
 「ありのままの姿」と「あるべき姿」  
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 期待価値を説明せよ  
戦略と実現条件 ミッション達成の前提を説明せよ？  
 持てる資源、調達する資源は？  
 ミッション達成の障害とリスクは？  
プログラムへの展開 プログラムへの展開を説明せよ  
 プロジェクトモデルの視点で解説せよ  
 プロジェクト結合を説明せよ  
プラットフォーム パートナリングの側面について  
 組織異文化をどのように捉えるか？  
 人材確保と情報支援への工夫  
オプション 状況変化認知の工夫について  
 オプションの可能性を解説せよ  
 再計画をどのように説得するか  
価値測定 期待価値をどのように測るか？  
 許容限界値をどのように決めるか？  
 プログラムマネジメントの全体を？  
 

II．意思決定様式  

リーダーシップ型基準（L）  17 項目 

L1, リーダーシップの理解、戦略策定と実行の理解 

L2, 状況を読める、変化に対応できる、決定ができる 

表 4－3  意思決定様式 

基準 質問 評価点 
リーダーシップの理解 リーダーシップとは何か？  
 なぜリーダーシップが必要か？  
 リーダーシップとマネジメントの違い  
 リーダーシップで何を変えたか？  
 組織とチームで対立は起こったか？  
戦略の理解 戦略とは何か？  
 あなたのプロジェクト戦略は？  
 戦略は成功したか・失敗したか？  
 なぜそのような結果が出たか？  
組織の理解 組織をどのように創ったか？  
 組織の形式をそのように編成したか？  
 組織の人選をどのようにしたか？  
 親組織との関係を説明しなさい  
意思決定 リーダーを引き受けた理由は？  
 直面した遂行上の障害について  
 障害とどのように認知したか  
 障害をどのように克服したか  
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III．行動様式    

マネジメント行動型基準（M）33 項目 

職務を遂行できる、専門的知識を適用する、成果を出せる 

 

表 4－4  行動様式 

基準 質問 評価点 
マネジメント理解 マネジメントをどう理解しているか？  
 重視したマネジメントの対象は何か？  
 マネジメントにより何を狙ったか？  
資源の使い方 資源をどのように確保したか？  
 納期が遅れそうな場合何をしたか？  
 予算超過しそうな場合何をしたか？  
契約の理解 顧客交渉で苦労した項目について  
 契約条項をどのように利用して交渉したか  
 契約条項不備の事例について説明せよ  
システム接近 プロジェクトのシステム的側面について  
 システムで把握できない部分について  
 システムマネジメントについて  
調達の進め方 アウトソースする場合の基準について？  
 調達遂行で指示したこと  
 調達で問題を克服したこと  
コミュニケーション コミュニケーションはなぜ必要か？  
 コミュニケーションへの工夫で何をしたか  
 コンフリクトの発生について  
リスクへの対応 直面したリスクと対応を説明しなさい  
 あなたのリスクマネジメントの考え方  
 リスクを分類管理するとすれば？  
ファイナンスの理解 プロジェクトキャッシュフローとは？  
 フロー分析で判明したことは？  
 ファイナンス上の特殊条件を説明せよ  
関係性の理解 顧客以外のクレームについて説明せよ  
 クレーム解決の内容と工夫について  
 地域調和の方針について  
情報マネジメント 利用した情報支援システムを説明せよ  
 どのように役だったか具体的に解説せよ  
 進捗やリスク回避に利用した事例を説明  

 

IV．人間関係様式  

(15 項目) チームワーク活性発揮 

チームを維持する、メンバーを動機づける、チーム活力をつける、場をつくる、チームス
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トレスを解消する 

表 4－5  人間関係様式 

基準 質問 評価点 
チームを維持する チーム維持で大切にしているものは何か？  
 メンバー個人の気持を察知するには？  
 具体的にどのように行動したか？  
動機づける 個人能力を識別する工夫は？  
 金銭以外にやる気を引き出すには？  
 権限委譲についての見解を述べなさい  
チーム活力 チーム全体の活力要因と実例を述べなさい  
 調整力について実例を示し考えを述べなさい  
 目標設定の仕方、意味、ポイントを述べなさい  
場をつくる 組織とチームはどう違うか？  
 具体的にチームの場を説明しなさい  
 場が成功した事例を述べなさい  
ストレス解消 メンバーの仕事が達成できないとき  
 個人やチームのストレスをどう対応するか  
 個人コミュニケーションをとる工夫は  

 

V．成果追求様式（10 項目） 

パーソナルモデル I 個人資質姿勢 

I-IV まではチームモデルであるが、V―VI は個人資質に入るパーソナルモデルに 

成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、説得力など 

表 4－6  成果追求様式 

基準 質問 評価点 
成果追求マインド 事業家に必要な資質は何ですか？  
 資質が発揮された経験事例を解説して下さい  
成果追求エネルギー あなたはどのようなタイプのリーダーですか  
 心理的エネルギーはどこから産まれるか  
共感形成力 チームの共感を産出すには何が必要ですか？  
 共感が得られない場合はどうしますか？  
成果責任 成果責任とは何でしょうか？  
 リーダー個人の責任達成に必要な資質は何？  
説得力 チーム内説得力について説明してください  
 対外組織説得力について経験を述べなさい  
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VI．生活様式（10 項目） 

パーソナルモデル II  職業規律 

プロジェクトマネジャーは、職業人としての知識、能力、資質の他に模範、職業規範の維

持、信頼が基礎である。その基礎は個人としての日常生活様式にあり、自己規律、職業倫

理、社会通念、責任行動、自主積極姿勢を挙げることができる。 

表 4－7  生活様式 

基準 質問 評価点 
信念を貫く 自己の生活または職業信念は何か？  
 反対勢力に屈せずに実現した行動を示せ  
職業の規範 この職業で も大切な規律は何でしょうか？  
 規範維持のために何を日常していますか？  
指導力 指導力を自己事例で説明してください。  
 指導力の自己評価をしてください  
自己抑制 自己抑制の方法について実例で説明しなさい  
 感情を押さえる工夫について述べなさい  
自主積極姿勢 仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい  
 打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明  
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第５章 認定カリキュラム 
本章において、PMCC が定めるプロジェクトマネジャー(以下、PMR)の資格を満たす人

材を認定するため、これの受審応募者に対して以下の目的による多段階審査をおこなうこ

ととし、これにかかわり審査上必要な各段階審査の主旨、項目およびこれの認定について

定める。 

 

5.1 多段階審査 

多段階審査は下記に示す「応募者の受付」から始まり、「第 1 ステップ：候補者の選抜」、

「第 2 ステップ：PMR 資格補の認定」、「第 3 ステップ：PMR 資格者の認定」までの審

査を行う。 

 

【 PMR 資格認定制度 多段階審査イメージ 】 

図 5－1  多段階審査イメージ 

PMR資格者の認定

（第3ステップ） 
(1 年間) 

PMR資格補の認定

（第2ステップ） 
(4 ヶ月) 

候補者の選抜 
（第1ステップ） 

(1 週間) 

応募者の受付 

応 募 
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5.1.1 多段階審査の項目 

（1）多段階審査認定ステップの枠組み 

 

表 5－1  認定ステップの枠組み 
認定ステップ 認定区分 多段階審査種別 審査及び評価の対象 

第 1 ステップ 
候補者の選抜 

書面･面接 

審査 

(１週間) 

① 受審者応募申込書 
② バイオデータ 
③ エントリー論文 
④ 課題論文 
⑤ 個人面接 

指定応募書類､論文及び個人

面接を通して知識(基礎･専門･

応用)､実務経験､特に面接に

おいて問題発見､解決への仮

説､方法､解決の結果を評価｡

ほか姿勢･資質・倫理等の評価

を含む｡ 
第 2 ステップ 
PMR 資格補認定 

 資格補研修 
(4 ヵ月) 

① ケーススタディ講座 
   (ワークショップ) 
② 論文作成講座 
③ 研修修了試験 

横断的遂行能力､問題解決能

力､価値創造力の習得度を評

価 
PMR 資格補認定 

第 3 ステップ 
PMR 資格者認定 

 組織内研修 
 (１年間) 

 インターンシップ 
 
 

関係先企業･団体内にて自己

計画に基づいた実践の評価を

おこなう｡合格者は PMCC にて

精査の上 PMR 資格者認定 
(注) 第 3 ステップ  

PMR 資格の実証：審査の対象：PMR を実証できる企画により、企業内で１年間の業務を行い、PMR

としての審査結果が正しかったことを実証したことで認定する。 

 

（2）多段階審査認定ステップのプロセスフロー 

PMR 資格認定に関わる「応募段階」から研修資格を経て「実務資格認定、PMR 資格授

与」までの概括的な認定プロセスおよび各主要な関連イベント、フォーマットおよびこれ

に関連する審査準拠基準のフローを示すと表 5-2 のようになる。 
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表 5－2  資格認定プロセスのフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 46

認定
ステップ

   プロセス       項   目
(イベント･処理手続き)

   フォーマット     注記／備考

0
応募者
受付

1. 受審応募申込書
2. プロジェクト実務経歴書(プロジェクト実務活動報告
者)＊注1
3. エントリー論文
4. PMS資格認定書写し
5. その他 ＊注2

＊ 注1: 実務活動報告書審査は  1､(1)バイオデータ審査を基準

＊ 注2: 受験票､写真･受験料振込み領収証

１
応募者･
研修
候補者の
選抜

1. 応募資格照合リスト

＊ 注3:適用-14調査研究１部5.2(ＰＭｺﾝﾋﾟﾃﾝｽ分科会報告書1)(担
当:事務局)

2. ｴﾝﾄﾘｰ論文審査用実践力細分化基準

1. 事前提出書類の信頼性
 (Authenticity)および整合性
(Consistency)の担保
(担当:審査2名+事務局)

2. 選外者対応上の配慮(事務局スポークスマン)

1. 応募選別リスト具備
2. 課題論文評価
課題論文審査用実践力細分化基準適用(重点評価
項目)注

1. 選外者対応上の配慮
2. 選外該当事由の明確化
3. 不明確要素のﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ
(担当:事務局､ただし特別ケースの場合はスポークスマン対応)

3. 個人面接評価
個人面接審査用実践力細分化基準適用(重点評価
項目)注

4. 総合判定 別途総合点

5. 受講前自習教材(送付)
6. 選外者事由リスト具備

応 募 応募書類

バイオデータ
評価･選別

ｴﾝﾄﾘｰ論文
評価･選別

応募資格
選別 ＊注３

本人
通知 OK

OK

課題論文

個人面接

本人通知

NO

総合判定

２
ＰＭＲ
資格補
の認定

1. 教材器具備品
2. カリキュラム､シラバス(詳細説明用)
3. チーム編成､出席簿
4. 配布用教材プリント

＊ (担当)講師兼ファシリテータ１名＋モデレータ1名／1コマ

5. ケーススタディ／ワークショップ
①講座180分(例：講義120分･討議演習60分･宿題)
全15講座  計45時間
＊1ケース×15講座=15ケース：15×3時間=45

＊ 注4:研修中における観察･評価｢ケーススタディ審査用実践力
細分化基準｣(重点項目例参照)に準拠し研修達成状況についてﾓ
ﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報の作成

② 事例応用分析大科目別マトリックスカリキュラム
等に基くケース
③ 前項の講義･発表･討議
④ 講師ファシリテータ1&モデレータ1名＊事例演習
点数 40点

＊ 講師&モデレータによる評価
＊ 注5:｢ケーススタディ審査用実践力細分化基準｣(重点項目例参
照 ) 注 4 の モ ニ タ リ ン グ デ ー タ を 参 照 の 上 ､ 全 体 評 価

⑤ 事例演習点数基準      ＊注5
＊ 参照:基礎能力専門研修評価項目基準
＊ 作成要領: テーマ:自己作成 内容 +プレゼンテー
ション

＊ (案検討)PMR資格試験ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ5章､論文作成講座－｢課題｣
名称&テーマの扱い

＊ 論文演習点数 30点 ＊ 注6:｢論文作成講座審査用実践力細分化基準｣

＊ 受講後インタビュー
＊ グループディベート

＊ 注 7: ｢ 修 了 審 査 用 実 践 力 細 分 化 基 準 ｣

＊ 経験･実績能力について達成度を判定 ＊注7

＊ 注8: 総合点
① 講座 40
② 論文 30
② 修了試験 30(前出)

＊ 総合判定 ＊注8
＊ 論文発表、インタビュー、グループ討議のリンケー
ジ評価

＊ 注9:不合格者措置(PMR試験ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ、1.1.4、P34)

カリキュラム
(４ヶ月)

ケーススタディ講座
(ワークショップ)

注4

講座能力
判定

論文作成講座

論文判定
注6

修了試験

実績能力
判定

総合評価

研修資格補認定
   不合格者
再研修  注9

受講者
ガイダンス

NO

OK
再認定

３
ＰＭＲ
資格者
認定

(研修者)
1. 研修計画
2. 研修受入れ機関承諾 ＊ 注10：実践計画テンプレート

(PMCC)
1. 提案計画策定コンサルテーションによる対応
2. 提案内容のP2M実習要素査定と効果予測
3. 研修候補地調整

4. インターンシップ査定ガイドライン実施に係る
PMCCモニタリング    ＊注11

＊ 注11:｢実践力細分化基準｣
＊ 応用能力実務研修､PMR資格試験ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸp38

5. 組織内責任者による認定

(プロセス)
① 実務研修計画、
② 実践力目設定､
③ 実践(ﾁｬﾚﾝｼﾞ･ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ/ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ / ｵｰﾊﾞｰﾋﾞｭｰ)
(査定)ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ･Dict.,(同上ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸp40-45)→要開発

6. PMCC最終評価
＊ 注12: ｢実践力細分化基準｣
＊ 必要審査フォーム(資格試験ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸp47,48)
＊ 認定審査委員基準→PMCC事務局検討の有無

  実務資格認定
インターンシップ

(１年間 )

実務研修者
ﾌﾟﾛﾎﾟｰｻﾞﾙ

注10

研修組織･候補地
確定～研修委託

研修実施

組織内査定

実践力認定評価
注12

資格認定
&授与

受審者中間レポート



5.1.2 多段階審査の目的 

P2Mの中核を形成するPMRは実践力の所有者で即戦力を有することが求められている。

P2M における実践力とはＰＭにおける知識、経験・スキルを有し、困難に遭遇しては、責

任を全うする姿勢と資質、また倫理観念の持ち主であることが求められている。 

P2M における実践力は価値創造をおこなう実践力であり、個人としてはもとより、集団

を統括して価値創造業務を推進する実践力を期待されている。しかしながら個人の実践力

（コンピテンシー）を認定することは簡単ではなく、種々の角度から受験者の実績、能力

を評価することで認定の信憑性、公平性を保つことが多段階審査の目的である。 

 

第 1 ステップ候補者の選抜は、バイオデータ・エントリー論文、課題論文と個人面接で

構成する。 

バイオデータでは過去の経歴と実績が PMR として受審資格があることを判定するもの

であり、エントリー論文はバイオデータの信憑性を裏付ける内容を示すものであることが

要求されている。ここでは受審資格があるかを評価することが目的である。 

課題論文はエントリー論文と異なり、PMR 資格補にふさわしい内容の課題をテーマとし、

論文を書くことで、受審者の力量を推量する。個人面接ではバイオデータ、エントリー論

文、課題論文を基礎資料とし、バイオデータ・論文では把握の困難なプロジェクトに係る

問題発見及びその問題解決に当たっての方法、仮説構築及びその解決に至るプロセスの側

面でその能力を評価することを中心に審査する。 

ここまでの審査で PMR 資格補としての要件を満たしていることを評価し、ふるいにかけ

る。 

 

第 2 ステップ審査以降の審査は高額の受審料を必要とするため、第 1 ステップ審査は厳

正に行なう。 

 

第 2 ステップ審査ではケーススタディを中心とした研修兼審査を実施するが、PMR は新

しい PM の資格であり、価値創造にかかわった人材が少ないことも加味して、未経験の分

野に関しては研修で能力の増強を図る目的も含まれる。しかし、新しい能力は研修期間中

の発言や、行動によって容易に審査できるメリットを持っている。この第 2 ステップ審査

に合格した受験者は PMR 資格補として認定される。多段階審査といえども実践力を評価の
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信憑性を証明することは難しく、第 3 ステップ審査であるインターンシップを実施する。 

第 3 ステップ審査は PMR としての業績を評価できるテーマにつき実践計画を企画し、イ

ンターンシップサブ委員会の承認を得た後、企業における１年間の実務を通じて、PMR と

しての業績を示したことを審査し、PMR としての実践力を実証できたことで 終の審査を

終え、PMR 資格を認定する。第 3 ステップ審査は実証することが目的である。 

 

PMR の認定が、「P2M の真価を表わす」といっても過言ではなく、求められる職業人

としての責務を生かせるか否かが鍵となる。PMR 認定に当たっては、多面的、多角度、複

眼的視野、異時間、多評価員による、「多数の関門やフルイ」で、公正性、公平性、平等

性、中立性を確保しつつ経験（知識、技術、その応用など顕在化能力）、実践力（潜在能

力の見極め、開発）、資質（倫理観、姿勢、振舞いの見極めと指導･誘導）などを適正な審

査と評価をすると共に、PMR 認定者が社会的認知を得、信頼を得、達成するであろうプロ

ジェクト又はプログラム完成に対する信用を確保できる認定審査システムの構築と実施が

多段階審査の目的である。 

 

5.1.3 期待される効果 

（1） 審査の信憑性：人のコンピテンシーを審査するとき、受審者や社会に対してその信憑

性、信頼性、公平性を示す必要がある。１回の面接程度で審査するには無理があり、

多段階審査で、段階ごとに特徴のある審査を通じて、結果の信憑性を高めることがで

きる。(前述) 

（2） P2M は新しい PM スタンダードである。中間審査の結果、PMR としての資格足り

うると認定されたものも、新しく社会が要求する P2M が望む PMR としてのすべて

の要求事項をみたす経験者が少ない。これを補うためのケーススタディによる能力ア

ップとその研修期間を通じて、新しい要求にこたえられる資質を有するかを審査する

ことができる。 

（3） 受審者が多段階における学習の局面において､相互の交流および一体的体験により異

分野の知識､知見の拡大や価値判断の習得ならびに人間関係の触発などの面で相互啓

発が促進されることが期待される｡ 

（4） 多段階審査の過程で，人材の「発掘、育成、活用とさらに必要とされる開発」などを，

審査実施側と受審者の両者が共通して理解できることが必要であり、より効果を上げ
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ることが期待される。 

 

5.2 応募資格と提出資料 

本項において､PMCC が認定する  ①プロジェクトマネジメントスペシャリスト(PMS)  

②プロジェクトマネジャー(PMR) および ③プログラムマネジメント･アーキテクト(PMA)

の各資格認定受審に係る応募者の応募資格ならびに、PMR 受審用応募に係る必要な各種提

出書類(前述)について定める｡ 

  

5.2.1 応募資格 

該資格の応募に係り、表 5－3 の資格別応募資格をもって要件とする｡ 

表 5－3  資格別応募資格内容 

資格名称 資格英文名称（略称） 応募資格 備考 
プロジェクトマネジメント・

スペシャリスト 
Project Management 
Specialist （PMS） 

特になし 基礎 
レベル 

プロジェクト 
マネジャー 

Project Manager 
Registered  (PMR) 

PMS の資格保持者で、３年以上の

プロジェクトマネジメントの実務経験

を有する方 
 

応用 
レベル 

プログラムマネジメント・ 
アーキテクト 

Program Management 
Architect     (PMA) 

PMR 資格保持者で７年以上のプロ

ジェクトマネジメントの実務経験を有

し、同時に複数のプロジェクトを管理

した経験を有する方 
あるいは高度・複雑なプロジェクトを

マネジメントした経験を有する方 
（注 1） 

高度 
レベル 

(注 1)｢高度・複雑なプロジェクト｣の例としては、大別して①各種ステークホルダーの利害が複雑なプロ

ジェクト、②PFI 事業プロジェクト、③高度研究開発プロジェクト、④全社構造改革プロジェクト、 

⑤大型国家プロジェクト等々である。 
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5.2.2 提出資料（PMR 資格者認定用） 

(1) 受審応募申込書 1 部 

    別紙書式① ｢PMR 受審応募申込書｣に記入の上事務局へ提出する｡ 

(2) バイオデータ 必要部数 

    別紙書式② 実務経歴書（プロジェクト実務経歴書）に記入の上提出する。 

(3) エントリー論文   

    別紙書式③エントリー論文執筆要領に従い作成の上､受審応募申込みと同時に提出 

      する｡ 

(4) その他の準備書類 

  応募者側および事務局側にて予め準備を必要とする帳票類は次のとおりである｡ 

  1. 事務局     ①受審票、②受審票送付用封筒、③審査結果通知用封筒） 

 

  2. 受信者側   ①PMS 資格認定書（コピー）②顔写真、③受審票、④銀行の受審料 

                   振込金受取書（兼手数料受取書） 

 3. その他 別途、応募用紙に記載の必要とされるもの 
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(注)以下に応募時における提出書類フォーマットを添付する 
 (別紙書式 ①)  PMR 受審応募申込書 
 

PMCC 受付欄 PMCC 再受付欄 平成 16 年度 PMR 受審応募申込書 
  

受験番号 受験者区分 性別（○印で囲んでください） 
（この欄は記入しないでください） （この欄は記入しないでください） 
＊ 
 
 
 
 
 

＊      男      女 
 

(顔写真添付) 
 
 
 
 
 

PMS 資格認定番号  資格取得年月 年  月(西暦)  
フリガナ 生年月日(西暦) 
氏名 

 
 

年  月  日 
 

フリガナ  電話番号 
現住所 〒  

フリガナ  
勤務先 
（学校名） 

所属部・課・係(又は、専攻科、学年)も記入して下さい 
 
 

フリガナ  電話／携帯 FAX 
勤務先住所 
（学校住所） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

勤務先  E-mail 
ご自宅  

終学歴・専攻学科  
現在の専門職務  
過去の職務暦  主要なものを 3 つご記入ください 
 ① 
 ② 
 ③ 
プロジェクトマネジメント活動暦           年 
プロジェクト実務活動  別紙のプロジェクト実務活動報告書に主要なものを 3 つ選んで概要をご記入ください 

 
  記入上の注意 

1. 必ず申込者本人がご記入ください 
2. ＊印のある欄は、記入しないでください。太線内は、全て記入する。 
3. 日本国籍を有しない方は、外国人登録書に記載されているとおり書いてください。(外国籍の方で郵便の宛先等に通称名

を希望する場合は通称名を括弧つきで併記してください。  
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別紙書式② 実務経歴書(プロジェクト実務経歴書) 
 
 (注)プロジェクト実務経歴書の記入要領 
    ･経験プロジェクト一件あたり用紙 1 枚に記入      
    ･経験プロジェクト 2 件目以降の記述の場合の用紙は各自コピーの上使用する 
 

                    作成年月日          年  月  日 
 PMS 登録番号 

氏名 
                       プロジェクト実務経歴書 
プロジェクト名称  
顧客先  
金額規模                                      百万円 
プロジェクトのタイプ(○印をつけてください) スキームモデル  システムモデル  サービスモデル 

価値創造のタイプ 資産価値   イノベーション価値   調和価値  知的資産価値 

プロジェクトおける貴殿の職位 
該当のところにチェック 

□プロジェクトマネジャーあるいはリーダー 
□プロジェクトマネジャーあるいはリーダーの補佐 
□プロジェクトメンバー 
□プロジェクトスタッフ 

部下の人数(○印をつけてください) 1～５人   6～10 人  10～20 人  20～100 人  101 人以上 
プロジェクト開始年月              年

月  
プロジェクト終了年月(予定を含む)           年

月 
申請者のプロジェクト従事開始年月     年

月 
申請者のプロジェクト従事終了年月(同上)       年 
月                                   

プロジェクトの概要と貴殿の果たした役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロジェクトの特徴  該当の項目にチェック 
□複雑なプロジェクトを遂行した                □難度の高いプロジェクトを遂行した 
□新規性・創造性のあるプロジェクトを遂行した    □企業貢献度の高いプロジェクトを遂行した。 
□社会的影響度の高いプロジェクトを遂行した     □大規模なプロジェクトを遂行した。 
□その他顕著な実績効果を伴うプロジェクトを遂行した 

上記に対するチェック理由 
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別紙書式③ エントリー論文 

 

① バイオデータ（プロジェクト実務活動報告書）に記載したプロジェクトの事例につ

いて(一つあるいは複数でも可)記述の上提出する｡ 

 

② エントリー論文に織り込むべき内容 

当論文には以下の諸点を織り込むものとする｡ 

ⅰ) 目  的 

ⅱ) 達成目標 

ⅲ) プロジェクトで果たした役割 

ⅳ) 計画と実績の結果 

ⅴ) プロジェクトの戦略的位置づけ  

ⅵ) プロジェクト遂行に当たっての障害と解決手段 

ⅶ) 組織運営の留意点 

ⅷ) コミュニケーション上での苦労点 

ⅸ) リーダーシップの発揮 

ⅹ) バイオデータ記載の価値創造の観点からどのような成果を生み出したか｡ 

ⅹⅰ) その他 

 

③ 作成要領：Ａ４サイズ、7 枚 
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5.3 第 1 ステップ：候補者の選抜 

 

5.3.1 書類チェック 

前述の目的(5.1.2 多段階審査の目的)で応募者チェックを行う。以下の事前書類チェック

を行い､書類上の不備がある場合には再提出させる｡ 

 

5.3.2 バイオデータ審査 

プロジェクト実務経歴書に記載の内容審査である。 

① 実務経歴書（バイオデータ）により PMS 有資格者で、過去 3 年間に資格認定が要

求するレベル及び 内容の実務経験に従事していたこと｡ 

② バイオデータの構成 

ⅰ) PMR 受審応募申込書（別紙書式①参照） 

ⅱ) プロジェクト実務活動報告書（別紙書式②参照） 

本報告書には PMS 継続学習基準におけるプロジェクト実務報告書の形をベースに

しているが､P2Mは価値をつくるPMの観点から､受審者がスキーム､システム､サー

ビスモデルのどの領域の業務でどのような価値（①固定資産の価値  ②イノベーシ

ョンの価値  ③調和の価値  ④知的資産の価値）を創ったかを記入する｡ 

③ 受審者の現況､経歴を記載してもらうが、ここでは PMR にふさわしい実績が示され

ているか審査する。 

④ 事前提出書類（前述）の信頼性（Authenticity）の確認及び整合性（Consisitency）

の評価｡ 

事前提出書類のバイオデータ記載内容が、応募者本人が実際に従事したプロジェク

トに基づくものであることを必要に応じて確認する｡ 

 

5.3.3 エントリー論文審査 

① プロジェクト実務活動報告書に記載したプロジェクトの事例について(一つあるい

は複数でも可)記述の上提出してもらう｡(別紙書式③、前述) 

② 審査方法 

バイオデータの信憑性を裏付ける内容を示すものであるか、およびＰＭＲ受審資格

があるかどうかについて、次の観点から勘案して評価をおこない審査する。 
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ⅰ) 実績としての評価。特にプロジェクト活動における問題の捉え方、問題発見、 

   ソリューションの方法および解決結果がどうであったかの一連のプロセス評価。 

ⅱ) 別紙書式③（前項掲載）にて要求された論文に織り込む P2M 的側面について、 

その評価を勘案する。 

ⅲ) 前項ⅱ)に係りエントリー論文審査用実践力細分化基準にもとづいておこなう｡ 

ⅳ) 審査においては前項基準に係り参考重点評価項目を以下に抜粋して表示する｡ 

 

5.3.4 課題論文 

課題論文は前述のエントリー論文が実体験プロジェクトに関する記述を中心としている

のに対し､受審者が経験のない特定テーマについての記述を求めるものである｡ 

① 実施方法 

次項論文テーマのうち必須 2 テーマ､選択テーマ 4 テーマを提示し､必須 1 テーマは

必ず選択し､残りのテーマから 2 テーマを選択し合計 3 テーマについて P2M 的観点

および手法を用いて小論文を作成する｡ 

論文はＡ４サイズ用紙、7 枚程度。記述時間は 3 時間を目途とする｡ 

② 論文のテーマ 

前項に係る課題論文テーマを次のとおりとし、あらかじめ受審者に知らしめる｡ 

 

 

5.3.5 個人面接 

(1)評価規準 

本人の考え方や姿勢､パーソナルな実践的経験側面を重点的に評価する｡ 

① 既述のバイオデータ､エントリー論文､課題論文を素材にプロジェクトマネジャーと

して自己が体験したプロジェクトに係る問題発見､対処の方法､仮説構築ならびに解

決に至る 実践的プロセスについて問い､確認する｡ 

② プロジェクトチームおよびステークホルダーとの必要なコミュニケーションがとれ

るか を確認する｡また､応用知識審査の代替として P2M の知識が十分備わっている

か否かに ついても確認する｡ 

③ その他、これまでの段階を通して不明点､疑義等がある場合はこれを確認し、補足評

価の要否についてはこれを判断する｡ 
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(2)実施要領 

① 実施方法 

審査者 2 名。受審者 1 名あたり 1 時間の面接を実施する｡ 

② 審査方法 

ⅰ) 審査は実践力細分化基準に準じておこなう｡ 

ⅱ) 審査においては同基準に係る重点評価項目を参照する。 

 

 

5.4 第 2 ステップ：PMR 資格補の認定 

第 2 ステップは PMR として必要とされる P2M 標準ガイドを要素とした各ケースモジュ

ールにより､必須の基礎および応用領域を踏まえ､実践的ワークショップ方式を含むケース

スタディを中心とした研修兼審査を実施するが、PMR は新しいＰＭの資格であり、価値創

造にかかわった人材が少ないことも加味して、未経験の分野に関しては研修で能力の増強

を図る目的も含まれる。しかし、新しい能力は研修期間中の発言や、行動によって容易に

審査できるメリットを持っている。このケーススタディ講座（ワークショップ）は P2M と

して新たに要求される能力、及び新たに要求課題を処理できる能力を審査する。これによ

り、前段階での課題論文および面接では不十分であった部分の審査を実施する。 

ケーススタディ終了後、論文作成講座を実施し、論文審査と修了試験を実施する。 

この第 2 ステップ審査に合格した受験者は PMR 資格補として認定される。 

 

5.4.1 PMR 必修研修講座 

資格補研修は下記認定カリキュラムにより構成される。 

（1） ケーススタディ講座： 

ケーススタディ、ワークショップ、ロールプレー、シミュレーション等により基

礎知識，技術，応用能力を習得し、討議、作業の進行、プレゼンテーションなど

を通じて合否判定の実施。 

（2） 論文作成講座： 

受講者に対し課題にもとづいた論文作成を求める｡ 

（3） 研修修了審査： 

研修終了日に課題についての筆記試験を実施する｡ 
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PMR 必修研修講座は､PMR（Project Manager Registered プロジェクトマネジャー）と

して必要とされる P2M 標準ガイドを要素とした各ケースモジュールにより､必須領域の基

礎および応用領域を踏まえ､実践的ワークショップ方式を含むケーススタディ講座（以下､

包括的に｢ケーススタディ講座（ワークショップ）｣）を通して､個人の体験蓄積を再構築し､

複雑化するプロジェクトマネジメントの諸分析､諸問題解決能力をより高め､本来受講者に

属する能力資質に加えて更なる相乗効果による高い価値の創出基盤の形成を目的とする｡

研修修了後の評価については別に定めるケーススタディ講座(ワークショップ)､論文作成講

座および研修修了審査によりおこなう（図 5－2 参照）｡ 

 

次にそのプロセスのイメージを示す。 

 

 

 

PMR 
PMR 

 
ケーススタディ(講座)

応用･複合編 
ロールプレー 

シミュレーション  
 

実践ワークショップ

体体験験再再構構成成･･  
問問題題解解決決型型 

修了審査 

ケースモジュール 

論文作成講座 

（インターンシップへ） 

ケースモジュール 

図 5－2   PMR 研修講座の構成イメージ 
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5.4.2 ケーススタディ講座 

ケーススタディ講座の審査に関しては、実践力細分化基準にもとづき研修達成度につい

て評価判定をおこない､その合格者を対象として、以降の研修修了審査において合格した者

を「資格補」として認定する。合格者は第 4 ステップへ進むことが出来る｡ 

 

  （1） ケーススタディ講座のねらい 

本講座は基本的にケーススタディないしはワークショップにより構成されるが､ケ

ース研修の進め方のバリエーションとして､その他のシミュレーション手法､ロールプ

レーを加味しておこなわれる(後述)｡本講座のねらいは､これらを通じて､特に異業種分

野のケースにおいて P2M 各フェーズの多様な要素の研修を通して得られる｢場の実

践｣の提供により、更なる問題解決への応用力､援用力ならびに価値創出力への足がか

りを修得することが期待され､この目的を達成することにある｡ 

一方の評価の側面においては､受講者における実務知識･実践能力の習得､援用能力

および､姿勢､資質､倫理など､インタビュー等他の審査段階においてはそれら表出が困

難な属性である個人的コンピテンシーを､本講座を通して把握ないしは感得し得る点

で、より実際的ならびに客観的特色があると思料される｡ 

  （2） 講座時間 

2 コマ、180 分（3 時間）とし､①１ケースについてケーススタディ､あるいは、②ワ

ークショップ方 式をもって構成する｡ 進め方についてのパターンは後述。 

  （3） 講座数 

15 講座とする｡ 

標準ガイドに沿ったケースモジュール(注)であるが､応用･複合要素からなる多面的

なものとする｡(参照：表 5－10 講座のモデル案) 

(注)ここにおいてケースモジュールとは P2M の統合マネジメントおよび個別マネジメ

ント(11)要素が織り込まれたケースをいう。 

  （4） 総時間数 

15 講座×3 時間／2 コマ 45 時間(15 ケース) 

  （5） 講座の内容と進め方 

① ファシリテータ及びコーディネータの役割  

ケースは前述のように 1 講座 1 ケース (２コマ分３時間=1 ケース（90 分）+講義･
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討議ほか(90 分) 

または、1 ケースをワークショップ方式)で終了するようにする｡ 

ケース教材は予め受講者による事前学習(ハーバード方式)とするが､授業の開始後､ 

即講師はファシリテータ(進行役､仕切り役)の立場に徹し､時間的にも冗長な経過

を避けるように努め､受講者をして自らケースの核心となる部分の問題点の掘り

下げを示唆せしめ､これの適切なるアドバイスを与え､対策解決へと導くように全

体の指導に心がける｡ 

コーディネータはケース展開のスケジュールを管理し､進行プロセス上必要な受

講者とファシリテーとの調整に努める｡ 

各役割の詳細な分担については､ケーススタディ方式及びワークショップ方式等

による進行内容の差異について別途必要な事前措置を配慮する｡ 

② 各ケースの内容は､基本的にその講座の内容をメインテーマ(主題)とするプロジェ

クトの実例あるいはスタディ(教材開発)したものを使用する｡ 

③ 前項に続き､ただしこのケースは､前述の標準ガイドの各モジュールのテーマのみ

に限定したものではなく､横断的にまたがる複合問題が少なくないと考えられる

が､各講座で標榜する特徴が表出でき得れば良いものとする｡(参照:後掲、表 5－9

「講座のモデル案」－領域・分野別のケースと盛り込む項目) 

④ 各講座に関してはその内容､および取上げるテーマに関して､全てのケースがいず

れかの業界･業態に特有なもののみに偏することがないように配慮する｡ 云い換

えれば、受講者がこれによって複数業種のケースを､いくつかの講座において履修

することにより異なる業界についてもその学習を可能とさせることになる｡ 

 

5.4.2.1 ケーススタディ講座の手法（概念定義と応用） 

1. ケーススタディおよびワークショップの特色 

講座はケーススタディ及びワークショップにより構成される(前述)｡これらの手法に加え､

またシミュレーション､ロールプレーなどの諸手法が用いられることになる。以下に各用語

の概念をあげ､各々にどのような特色区分があるか挙げたものである｡ここでは以下の概念

定義をもとに､その援用については今後のカリキュラムに反映される｡ 
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（1）ケーススタディの一般的概念 

以下は、参考にケーススタディの概念ついて一般に見られる解説を挙げたものであ 

る。 

① ケーススタディ 

｢ケーススタディは法曹界や法学部で利用されてきた判例研究(ケーススタディ)を

ビジネス界に適応したもので人が人を裁く裁判に絶対的な真理や正解があるわけで

はなくその事実を前提に法学研究で活用された手法である｡ ここでは既に起こった

判決の判断プロセスを再構築し､あるいはシミュレートし､判断の正当性あるいは非

正当性を論じ､ロジックとレトリックを同時に学ぶ｡ 

 

ビジネス界では人間の も人間らしい営みである経営管理において絶対の真理も

正解も存在しない｡重要なのは経営者､あるいは経営チームがなぜある種の状況下で､

ある種の意思決定をおこなったかをシミュレートし､理解することが求められてい

る｡これがケースメソッドの真髄であり､その分析ツールとして戦略論､組織論､マー

ケティング論､財務論､ヒューマンリソース管理論､など経営学のさまざまなデシプ

リンが利用される｡ 

 

ケーススタディ･ディスカッションでは各人が周到にケース分析を事前に行い､意

思決定の背後にある経営資源､経営環境を明らかにした上で､各人の主張を議論形式

で競い合う｡理由はケースを学ぶことは､まず経営の内部事情(自社に蓄積された経営

資源など)分析と外部事情(経済環境や業界あるいは競合他社状況など)分析を通じて､

意思決定の因果関係を再構築するところにある｡したがって分析視覚は人によって

異なり､分析の正当性､非正当性については､分析結果の論理整合性で論じられる｡し

かし､ 終的には説得のプロセスを経なければならない｡経営の意思決定はロジック

の問題だけでなく説得力の問題でもある｡｣  

                           （出典）：一ツ橋ビジネスレビュー  米倉一郎 解説 

② ワークショップ 

ビジネスワークショップの定義： 

a) ｢ビジネスﾆおけるワークショップは参加者が、それぞれの知を持ち寄り､集い､

互いに触発され､知を組合せ､融合させ､新しい知をつくりだすところである｣ 
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（出典）わかるビジネス･ワークショップ  博報堂 HOW プロジェクト 

b) 辞書に観るワークショップ定義 

｢あるテーマに基づき､討議参加者が､知や経験を共有する行為｣（出典、同上） 

c) 中野民夫氏の定義 

｢ワークショップとは､講義など一方的な知識伝達スタイルではなく､参加者が

自ら参加･体験して共同で何かを学びあったり創りだしたりする学びと創造の

スタイル｣ 

d) わかるビジネス･ワークショップより（前出） 

ワークショップは数人から数十人が参加し､イニシエーターの誘導のもとに､

あるテーマを対象に討論し､問題点を取り上げ､整理し､参加者が共同作業で或

る結論に到達させる手法｡ あるいは参加者の討議の何かからある方向を見出

し､お互いに相手の論旨を理解し､相手の意見に影響を受けながら､結論を導き

出す手法｡教育研修で頻繁に使われる手法の一つでもある｡ 

ワークショップの効果（例えば「戦略検討」など） 

     ＊ 当事者意識が格段に高まる 

     ＊ 全社的な 適解を見つけやすくなる 

     ＊ 結論に対して納得できる 

     ＊ 全員が自己の意思を表明できる 

     ＊ ゴールに向かってぶれなく進行できる 

     ＊ アクションへの結実が見込める 

     ＊ 他部門の人をレスペクトできる 

 

③ シミュレーション 

a) ケーススタディやワークショップでもある一つの状況に遭遇したとき､起こり

得る可能性に関し予め検討を加え､起こり得る可能性が実際に発生した場合の

影響とその対策､解決方法を検討する｡これらをベースとして論理を構築し､結

論に導く手法｡ 

b) 疑似体験としてのロールプレー：疑似体験的に役割を演じる｡役割を演じること

で立場の理解が進む｡グループでケースモジュールを使用しておこなう｡ a)ロ

ールプレーにおいて各役割を通して共通目標を達成すること､および b)プレゼ
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ンテーションにおいて必要効果的な発表を行う｡プロジェクトマネジャーを取

り巻くステークホルダーとのやり取りがある設定された状態で行われる｡顧客

の要求に対して､マネジャーは臨機応変に対応する｡  疑似体験をする場合は

何らかのシナリオがあり､一方はシナリオに沿って行動するがマネジャーは知

らされていない｡したがってマネジャーは常にその場の判断で行動することに

なる｡ 

         

（注）上記 a)及び b)は特に分離せずケーススタディあるいはワークショップの中で

実践する｡したがって前出 15件のケースはケーススタディかワークショップの

形をとることになる｡ 

 

2. ケース作成の基本的な考え方及びその応用と評価との関連 

ケースは基本的に P2M をベースとしたモジュールテーマを盛り込むものの､講座目的を

考慮し､ジャンル別､基礎の各知識､技術(ツール)および応用､複合形式をとるなどバリエー

ションを配慮し､極力変化を持たせ､かつ､多様化させることが必要と思われる｡ 

   

以下､今までにその輪郭については既に述べているが､ケース作成上の考え方及びその応

用の展開について､さらに主催者側からのみではなく､研修者の立場からも同時に考察する｡

ここでは参考まで、ケース作成の実際作業の過程レベルにも触れておく。 

 

ケース作成に当たっては､前提として P2M 全体をいくつかのブロックに分けて各ブロックでのケ

ースによる達成目的と評価項目及び評価基準の明確化が必要であると思料される｡ 

 

5.4.3 PMR 資格補の認定 

ケーススタディ講座、論文作成講座、研修修了試験を通じて審査の結果、PMR となるの

に必要な、基礎（知識、技術）の習得とその応用力を実践能力として体得した受講者は PMR

補として認定される。 

（1） 資格補認定の条件 

① 所定のコンピテンシー基準を満たしていること。 

② PMR となるための所定の課程を修了する意思のあること。 
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③ PMR としての必要な知識、技術、応用と実務経験を修得するために PMR を補助

する。 

④ PMR となるのに必要とされる信用と信頼、品位と礼節、倫理観の維持と業務上

の守秘義務を厳格に履行できること。 

（2）その他 

     P2M クラブ、JPMF 等の会員で P2M 関連活動に直接的･間接的に多く関与して 

       P2M 及び知識、技術、その応用の動向に対応できていること。 

 

5.4.4 不合格者の再研修 

再研修、再審査を可能とする段階（項目）は，各段階のカリキュラム、研修後に期待さ

れる成果などを詳細に検討する折りに、再研修対象項目、再研修可能レベルの範囲（例：

74 点～50 点）を設定することとする。 
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5.5 応用能力研修（インターンシップ） 

 

5.5.1 目的 

PMR 資格補の取得後１年間の応用能力研修期間に組織における実務能力を検証、つまり

インターンシップによる実証を目的とする。 

PMS の資格審査は経験を問わない知識の評価であり、職業人としての 小知識の習得を

認定する。これに対して PMR と PMA は成果に対する実践力の評価である。知識基準はプ

ロジェクトマネジメントの知識に関する範囲、難度水準、一般性が課題となる。これに対

して、成果基準は、組織における個人能力が中心的な評価対象になる。ここで留意が必要

なのは、個人能力と組織能力の差異である。プロジェクトマネジメントの成果は個人能力

により発揮されるが、多くのケースで組織におけるチームワークが発揮された組織能力に

依存することが認知されている。また、その成果も個人の成果そのものよりも組織の成果

として評価されることが多い。個人能力が組織能力の発展にまで波及し成果向上に寄与す

るかは、組織における実務能力検証つまりインターンシップで追証する必要性がある。

PMCC では組織におけるインターンシップによる追証制度を多段階審査の必須の要素とし

て世界で初めて導入し、個人の実践力の認定を組織における成果基準で行っている。 

 

5.5.2 認定のフロー 

図 5－3 組織における実践力認定のフロー（案）参照 

P2M 認定ガイドラインでは、職場でのマネジメントの実践力の計画と評価に実践力評価

制度の考え方を導入している。 

PMR 資格補は、まず自らの職場において組織・領域・業務態様・タスクなどを勘案し、

好業績に結びつく実践力を採り上げるとともにプロジェクトマネジメントに必要な実践力

を実践力細分化基準の６つの様式から選択し、組織におけるPM実践力モデルを策定する。

次に、PMCC による評価を経て各人のインターンシップ実践計画を策定する。実践計画の

策定は研修期間中に実施する。この間に、研修生は自らの実践能力の強みと弱みを把握す

ると共に当事者意識を持ってケーススタディに取り組むことが望まれる。計画策定に対し

ては研修の講師及び事務局がコンサルテーションを行う。 

職場では、PMR 資格補は各企業のプロジェクト（または定常組織）に即戦力として実践

に加わり、一定期間後（１年後）に創造した企業価値に対して実践計画をベースに自己評
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価および上司が評価することにより組織内における実践力を認定する。ここでいう企業価

値とは、実践活動から創造される①資産的価値、②調和的価値、③イノベーティブ的価値、

④知的資産価値に置き換えられるが、内容は多面的であり多様である。 

 

5.5.3 実践計画の策定 

実践計画は研修期間中に策定し、組織において管理者（上司）の確認を得て実施する。

組織における管理者の役割は、PMR 資格補が策定する PMR 実践力の向上計画がその組織

の果たすべき使命や目標に合致していることを確認し、承認することにある。 

 

5.5.3.1 組織のニーズ、特徴 

PMR 資格補は、組織における実践力モデルを作成するために、帰属する組織のニーズや

特徴をあらかじめ明確にし、実践計画に反映しなければならない。 

組織には、それぞれ目的や目標があり、市場のおける競争に打ち勝つコア・コンピタン

スがある。企業を例に取れば、企業には理念や中長期の計画があり、短期的には年度目標

や期毎の目標がある。あるいは、企業に独自のビジスモデルがあり、目標を達成するため

のシナリオがあるはずである。また、企業内の組織にもそれぞれ分化された役割や職務が

あり、組織の単位毎に展開された中長期の目標や短期目標がある。PMR 資格補は、P2M の

知識をベースにして自らの業務において P2M を実践し、自己評価する。 

 

5.5.3.2 組織における P2M による価値創造モデルの策定 

組織における P2M 価値創造モデルは、組織のニーズ、特徴や目標と P2M 実践力の細分

化基準から作成する。 

 

5.5.3.3 モデルの評価 

PMCC は PMR 資格補が作成したインターンシップの期間に実践し、評価すべき実践力

のモデルが PMR 資格を取得するのに十分であるかどうかを能力評価分類をベースに判断

する。十分な場合は、PMR 資格補は直ちに実践計画を作成し、PMCC に提出する。不十分

な場合は、再度モデルの修正をコンサルテーションする。 
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5.5.3.4 実践計画の策定 

実践計画には、組織の企業価値創造モデル、到達すべき水準、期間、自己評価、評価者

（PMCC）を明確にする。実践計画の策定には別紙の実践計画テンプレートを使用する。 

 

5.5.4 実践 

実践計画の策定が行われたら、その次は組織において実際の仕事を通じて実践力の発揮

を体験していく実務に移る。 

職場では、PMR 資格補は各企業のプロジェクト（または定常組織）に即戦力として実践

に加わり、実践計画に従って業務を遂行する。又、環境の変化に対して適宜計画書の見直

し、変更を行い実際の業務に対処する。一定期間後（１年後）に創造した企業価値に対し

て実践計画をベースに自己評価および上司が確認することにより組織内における実践力を

認定する。 

参考として以下に PMR 資格補の職場における実践期間中に上司が採るべき態度につい

て述べる。 

(1) チャレンジングな仕事へのアサイン 

上司は、部下のマネジメント目標を理解したうえで、従来こなしていたレベルより 

やや高いレベルの仕事へアサインする。ここでは、この「やや高いレベル」というの

がポイントとなる。 部下の現在の能力的自体をややストレッチできるレベルが望まし

い。したがって、格段に高すぎる目標や、簡単にこなせてしまえる目標では、あまり

部下の実践力の養成に役立たない。  

(2) 発揮場面でのフィードバック 

実践力が発揮されるのは、仕事が重要な局面にさしかかった時である。  

上司は、部下の仕事の推移をモニタリングしたり、部下からの相談や報告を受けた

りしながら、 この実践力の発揮場面を見逃さないようにしなくてはならない。仕事の

重要な場面で部下が取った、あるいはこれから取ろうとしている行動が適切かどうか、 

マネジメント目標のレベルに達しているかどうかを、 上司は即座に判断して、部下に

フィードバックする必要がある。フィードバックは、タイミングと的確さが物を言う。  

(3) 仕事の振り返り 

部下にアサインした仕事がうまくいくことが望ましいのだが、 現実的にはそうなら

ない場合もある。 うまくいってもいかなくても、１つの仕事が終わったら、 上司が
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先頭に立って、その仕事の振り返りをさせる。  

振り返るべきことは、何が良くて何が悪かったか、改善すべきことは何か、これか

らの仕事にどんな教訓が得られたか、などである。仕事が終わってからの振り返りは、

じっくり時間をかけて行わなくてはならない。  

１つの仕事が終わって、すぐ次の仕事に取りかかるのは、実践力を開発するうえで、 

大切な機会を逃しているということを、上司や部下本人に認識してもらうことが重要

であろう。 

 

5.5.5 実践力の評価 

 

5.5.5.1 組織内評価 

組織内の評価は、実践計画をベースとして実践の成果及び到達した水準により、自己評

価と管理者評価により行う。ここでもっとも重視されるのは、具体的な企業価値創造に対

する評価であり、その成果は組織の要求する目標にも合致していなくてはならない。 

 

5.5.5.2 資格認定としての実践力評価 

PMCC は、PMR 資格補が提出した企業価値創造実績の内容を審査し、資格認定の前提条

件となる実践力を評価する。評価の結果は資格認定の機関に通知する。 
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図 5-3  組織における実践力認定のフロー（案） 
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第６章 添付資料 
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6.1 「P2M 実践力基準（案）」 

１．まえがき 

プロジェクトマネジメントを専門とする職業人資格を認定するにはプロジェクトマネジ

メントに携わる人の職務を明確に規定する実践力基準に基づいての評価が必要である。 

 実践力とは体系的知識とプロジェクト業務の実務経験から獲得される実務能力とプロジ

ェクトに取り組む個人的な資質・姿勢から成り立つ。（下図参照） 

 

実務能力 

資質・姿勢 

体系的知識 

実務経験スキル 

実践力 

 

 

 

 

 

 

 

 

従って実践力の評価にあたっては、実務能力基準と個人的な資質・姿勢の基準の作成が必

要となる。 

 

実務能力基準 

 実務能力基準の作成にあたってベースとなるのは、プロジェクトマネジメント資格導入

開発委員会で作成したプロジェクト&プログラムマネジメント標準ガイドブック（Ｐ２Ｍ）

である。ここではプロジェクトマネジメントの実践に要求される共通観、複合マネジメン

ト、個別マネジメントが解説されている。この中で必要不可欠なものを列挙し、Ｐ２Ｍ実

務能力基準として取り上げた。    

 このＰ２Ｍ実務能力基準は、プロジェクトマネジメントを次に示す９つの領域に分けて

それぞれいくつかの要素を取り上げ、要素の定義付けを行ったうえで、プロジェクトマネ

ジャーに期待される代表的な行動モデルの事例を実務能力基準として示している。 

  １）プログラムマネジメント 

２）プロジェクトマネジメント全般 

３）プロジェクト組織マネジメント 

４）プロジェクトマネジメント技法 

５）プロジェクト遂行環境のマネジメント 
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６）関係性マネジメント 

７）バリューマネジメント 

８）プロジェクト･ファイナンス･マネジメント 

９）コミュニケーションマネジメント 

 

２．実務能力基準詳細 

 １）プログラムマネジメント 

（１）プログラムマネジメント 

＊定義 

プログラムは、全体使命を表現する複数のプロジェクトが有機的に統合された

事業であり、複数のプロジェクト間の境界、結合、ライフサイクルの複合などで

生じる複雑性を持ち、実現するまでに長期間を要するので、環境の変化による不

確実性に直面しているのが通例である。 

プログラムマネジメントとは、プログラムの全体使命を達成するために、プロ

グラムを遂行する複数のプロジェクト組織を外部環境の変化に対応しながら適

応させてマネジメントする実践的能力である。 

＊実務能力基準 

①全体使命に基づくプログラムの基本的枠組みを理解している。 

②プログラムの取り組みに必要な共通観を持っている。共通観とはプログラム

の基本的枠組みとプログラムを遂行する複数のプロジェクトを効率的に、  

かつ効果的にマネジメントするための共通理解である。 

③共通観に基づいて複数のプロジェクトを統合してマネジメントしている。 

（２）プロファイリングマネジメント 

＊定義 

プロファイリングとは、プログラムの初期過程で現状の複雑現象から洞察力に

よって見抜いた問題をミッションとして明確に規定するプロセスである。 

プロファイリングマネジメントは、「ありのままの姿」から洞察した全体使命

の意図を多元的に解釈し、幅広い価値体系に表現し、「あるべき姿」を追求して

ミッションを実現可能なシナリオ形式にまで展開する実践力である。 

＊実務能力基準 

①プログラムの意図を正確に表現するミッション記述を行うとともに、ミッシ

ョンのコンテクストを可視化して正確にミッションを表現している。また、
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このコンテクスト分析からミッションをロジックツリーで分解して目的・目

標の連鎖を読み取っている。 

②ミッションのコンテクストを解釈して全体と部分、協力関係、制約関係、   

 利害関係の関係性分析を行っている。 

③問題設定、問題解決の教示、実現の道筋、方法論、効果を網羅したプログラ

ムのミッションのシナリオをストーリーとして表現している。 

（３）プログラム戦略マネジメント 

＊定義 

プログラム戦略マネジメントは、プログラムのミッションの価値を戦略的水準

で解釈し、テーマ、目的、目標、手段の相互関連性を明らかにすることにより、

その基本的枠組みを策定して重要な制約を特定する活動であり、プログラム遂行

の全ての過程でミッションの実現を 優先する意思決定を行う。 

＊実務能力基準 

①環境変化の予測判断を行っている。 

②戦略要素の識別を的確に行っている。 

      ③目標と成果とのギャップの評価を行っている。 

④代替案の評価・選択を適切に行っている。 

⑤ 適案への意思決定を行っている。 

（４）アーキテクチャアマネジメント 

＊定義 

アーキテクチャアマネジメントは、環境の変化に対応するばかりではなく、使

命に基づき、革新を自ら具体的に創造するマネジメントであり、次の５つの任務

がある。①使命を戦略プロセス化すること、②プロジェクトモデルを創ること、

③構造を与えること、④構造に機能をあてはめること、⑤情報装備すること。 

＊実務能力基準 

①プログラムのスキーム（構想計画）モデルを立案し、基本構想文書、基本方

針書、基本図面を策定している。 

②スキームモデルを具現化するシステムプロジェクトモデルの構築をマネジ

メントしている。 

③システムモデルを利用して財を生産するしサービスモデルを検証し、品質、

安全性、ノウハウ、データなどの新しい資源を蓄積し、新たな事業機会へ利

用している。 
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（５）プラットフォームマネジメント 

＊定義 

プラットフォームとは、プログラムを推進するために、人間系、文化系、情報

系における情報、コミュニケーション、知識獲得のため形成された協働作業のた

めに用意される特定のコミュニケーションの場である。 

プラットフォームマネジメントとは、人間系、文化系、情報系の総合的な視点

によりプラットフォームを定義し、認識し、設計し、立ち上げ、改良し、プログ

ラム全体の組織的なコンピタンスを強化し、価値基盤を強化する活動である。 

＊実務能力基準 

①プログラムやプロジェクトの構想を検討したり、プログラムを円滑に推進す

る場としてプラットフォームを構築している。 

②プラットフォームの目的を明確にし、運用ルールを決定し、コミュニケーシ

ョンを円滑に進め、プログラムやプロジェクトのマネジメントに活用してい

る。 

（６）プログラムライフサイクルマネジメント 

＊定義 

プログラムライフサイクルとは、構成体としての個別プロジェクトの合成であ

り、その始まりから終わりまでの連続的な変化を表現している。プログラムライ

フサイクルマネジメントとは、プログラム全体をライフサイクルの視点から判断

して、環境や状況変化による価値の増減を意識しながら、ミッションの価値を維

持するために、プロジェクトの結合による構造的な解決やオプションの選択によ

る状況的な解決を目指して、不確実性を克服してプログラム資産の価値を 大限

に生かす管理活動である。 

＊実務能力基準 

①プログラムのライフサイクルをコストの視点から把握し、各プロジェクトモ

デルを立案・実施している。 

②プログラムのライフサイクルを環境負荷の視点から把握し、各プロジェクト

モデルを立案・実施している。 

③プログラムのライフサイクルを経済性の視点から把握し、各プロジェクトモ

デルを立案・実施している。 

④プログラムのライフサイクルを不確実性の視点から把握し、各プロジェクト

モデルを立案・実施している。 
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⑤プログラムの計画時、計画後の実行過程において、構造的、機能的、状況的

変化に対してオプションを行使し、ライフサイクルへの影響を評価し、価値

の維持を図っている。 

 

 ２）プロジェクトマネジメント全般 

（１）プロジェクトとプロジェクトマネジメント 

＊定義 

プロジェクトとは、特定使命を受けて始まりと終わりのある特定期間に、資源、

状況など特定制約のもとで達成を目指す､将来に向けた価値創造事業（value 

creation undertaking）である。プロジェクトマネジメントとは、使命を達成する

ために有期的なチームを編成し、プロジェクトを公正な専門手段を用いることによ

ってプロジェクトを効率的、効果的に遂行して確実な成果を獲得する実践的能力の

総称である。 

＊実務能力基準 

①全体的な視点からプロジェクトを把握している。 

②プロジェクトの目標を洞察し、プロジェクト遂行が自組織の戦略にマッチして

いるかどうか判断している。 

③プロジェクトマネジメントの現状について把握し、問題意識を持っている。                  

（２）プロジェクトマネジメント実践力 

＊定義 

プロジェクトマネジメントは主体者、参加者、協力者など多数の関係者によっ

て、多くの目的に対し、種々の要求を満足させるための実践力であり、価値活動

でなければならない。この実践力を発揮させるためには、知識および実務経験に

より体得した豊富なプロジェクトマネジメントスキル駆使するとともに、専門能

力をプロジェクト遂行に活用し、十分なプロジェクト管理を実行することが要求

される。 

＊実務能力基準 

①プロジェクト遂行を効率的、効果的に推進するためのマネジメントスキルに

ついての知識･経験を有し、適切に応用している。                    

②プロジェクト遂行に正しい方向性を与え、プロジェクト組織を活性化し、組

織の人的能力を 大限に発揮している。 
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（３）プロジェクト戦略マネジメント 

＊定義 

プロジェクト戦略マネジメントは、企業（公共団体、非営利団体も含む）戦略

とプロジェクトの関係を明確にし、プロジェクト活動を効果的に企業の価値創造

に導入する仕組みであり、二つの大きな仕組みがある。一つは企業としてのプロ

ジェクト選択の仕組みであり、もう一つはプロジェクトを効果的に遂行するため

の環境整備の仕組みである。企業にとってプロジェクトの選択は投資そのもので

あり、企業戦略に基づいた正しい選択が必要である。また、プロジェクトの実施

環境の良し悪しは、プロジェクトの成果に大きな影響を及ぼす。 近のプロジェ

クト環境の下では、リソースを外部に求めることは不可欠で、如何に外部のパー

トナーと良い相互信頼関係の中で協力関係を保ちながらプロジェクトを遂行す

ることが要求される。アイデア構想から企画､設計､製造､販売のような関係だけ

でなく、更に進んで､リスク分担、異業種の相互協力などまでいろいろな枠組み

が考えられる。 

＊実務能力基準 

①経済性、資金面、技術面、ステークホルダーとの関係、環境影響評価、人的

リソースなどの観点からプロジェクトを評価し、プロジェクト実行を判断し

ている。                         

②投資評価の手法について知識を有し、投資の評価を判断している。 

③技術動向や業界動向などの外部環境を常にウォッチしており、外部との適切

な協力関係を構築している。 

④ビジネス環境の変化に対応して資源を外部に求め、外部とのアライアンスを

築いている。 

（４）プロジェクト･システム･マネジメント (システムズアプローチ) 

＊定義 

プロジェクト活動及びその管理にあたっては多くのことがあいまいであり、想

外の事態に遭遇することが多くある。このような予想外の問題を可能な限り回避

するためにシステムズアプローチを行う。この方法はプロジェクト活動だけでな

く、プロジェクトの成果物やサービスも含めて、実際の業務の仕組みを「システ

ム」として捉えようとする方法であり、プロジェクトの課題と範囲を明らかにし、

プロジェクト活動を計画し、管理することを可能にしようとするものであり、対

象とする範囲の諸要素すべてを関連付けて、システムとして表現することが重要
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である。 

＊実務能力基準 

①問題解決技法についての知識と経験を有し、問題局面にマッチした手法を適

用している。  

②問題事象の中から規則性や関係性を見いだし、モデリングを行い、問題点や

原因を突き止めている。 

（５）ライフサイクルマネジメント 

＊定義 

「プロジェクト」には「はじまり」と「おわり」がある。プロジェクトの遂行

において、大きな区切りとなる過程の局面を「フェーズ」と定義する。この「フ

ェーズ」という言い方も、業界によって「ステージ」「ステップ」「段階」など

と言う呼び方もある。 

一般的には、プロジェクトのライフサイクルは、フェーズⅠ（構想）、フェー

ズⅡ（計画）、フェーズⅢ（実施）、フェーズⅣ（終結）とされている。プロジ

ェクトライフサイクルは、プロジェクトの性格によっても変わる。例えば、新製

品開発プロジェクトの場合、基礎研究、応用研究、技術開発、製造、販売、製品

の撤退がライフサイクルとなり、建設プロジェクトの場合、コンセプト構築、設

計、調達、施工、試運転、検収・引渡しがライフサイクルとなる。IT 関係プロ

ジェクトでは、企画、開発、運用・保守、廃棄が大くくりのライフサイクルとな

る。 

一つのプロジェクトを特徴のあるフェーズに分けて、その特徴にあわせた管理

をすることで、全体を 適化することをライフサイクル・マネジメントという。 

＊実務能力基準 

①プロジェクトの内容に応じたプロジェクトライフサイクルをイメージし、プ

ロジェクト遂行計画を作成している。 

②プロジェクトライフサイクルの特徴を把握し、資源配分を行い投資効率をあ

げている。 

③ライフサイクルコスティングの手法を用いてプロジェクト評価を行い、コス

トの 小化を図っている。 

  

 

 

 76



３）プロジェクト組織マネジメント 

（１）プロジェクト組織の構築 

＊定義 

プロジェクトが高度・複雑化した使命達成型になると、それぞれの役割を持っ

た複数のプロジェクト組織が全体としての価値創造のためにネットワークを構

成し、プロジェクトを遂行することになる。 

このような場合、プロジェクト組織は、他のプロジェクト組織との相互関係の

中で、自身の組織デザインと運営をすることが重要になる。また、プロジェクト

組織は時限的に新たに形成されるため、メンバーには他の組織から参画する者、

新たに雇用される者などが含まれるので、前に所属していた組織の文化の差があ

るので、意思決定方法の確立、コミュニケーション基盤の形成を十分行なうこと

によって、組織運営が円滑化するよう配慮されなければならない。 

＊実務能力基準 

①プロジェクトスコープ、規模、期間、技術的な難易度、契約の形態などを考

慮し、プロジェクトチームを編成している。          

②チームメンバーのスキルと適性を判断し、プロジェクト遂行にマッチした配

置計画と責任分担表を決定している。 

（２）プロジェクト組織の維持・運営 

＊定義 

プロジェクト遂行の中心は組織化された「人」の集団、チームである。プロジ

ェクトマネージャーを中心としたプロジェクト組織は、プロジェクトマージャー

の知識・経験・技量・態度・所作・人格、及び組織を構成するプロジェクトメン

バーの文化の差によって大きく影響される。これらの環境の中で、プロジェクト

マネージャーがプロジェクトメンバーを動機付けし、組織化し、個人及び組織の

能力を 大限に発揮させることがプロジェクトの成功につながる。 

プロジェクトチームにおいては、時と場合によって形態・命令系統・マネジメ

ント階層・職種・委員等が 適になるように変化すべきものであり、プロジェク

トチームの運営で大切なことは、プロジェクト遂行責任・権限の明確化及び情報

の一点化・集中化である。また、プロジェクト遂行において、プロジェクトチー

ム員に対してプロジェクトスコープによる WBS に対応した組織構成が決めら

れ、それぞれの役務に対する責任分担を明確にする必要がある。 

チームビルディングはプロジェクトチームの共通目標を統合し、意識の高揚を

 77



図り、プロジェクト遂行を効果的に行うことを目的としている。チームビルディ

ングの進め方は開始時のキックオフミーティング、プロジェクトに関する全体討

議、毎日の状況報告ミーティングなど様々な形で実施される。 

＊実務能力基準 

①プロジェクトチームメンバーに対してプロジェクト目標の共通理解を進め

るためのキックオフミーティングなどを行い、意識高揚を行っている。 

②情報システムを構築し、メンバー間のコミュニケーションを促進している。 

（３）プロジェクト要員マネジメント（リーダーシップ） 

＊定義  

リーダーの要件は、十分組織化されていないプロジェクト環境において、チー

ムメンバーをリードしていく能力である。プロジェクトチームメンバーに対して

自己の地位と権威を行使することなく、駆け引きが出来ることである。また、リ

ーダーシップには、常に変わりつつあるプロジェクト状況の中から有効な情報を

選別し、方針決定を行い、プロジェクト全体の効果を高める情報コントロールス

キルやチームメンバーからの個々の要求を統合し、問題を解決する能力も要求さ

れる。 

＊実務能力基準 

①リーダーとしての権威を行使することなくチームメンバーを統率している。    

②有効な情報を選別し、プロジェクト全体の成果を高めるため、情報をコント

ロールしている。                          

③全体の意思統一能力、統率力、マクロ的判断力がある。 

④プロジェクトの成果を上位のマネジメントにプレゼンテーションしている。 

 

 ４）プロジェクトマネジメントの技法 

（１）プロジェクトスコープ 

＊定義 

スコープの定義は､プロジェクト予算､スケジュール､資源などの計画を立てる

に当たり､ 初に実施しなければならない作業であり､正確に定義することがプ

ロジェクトの成功につながる重要な作業である。 

プロジェクトにおけるスコープは次の２つに分けられる。 

①スコープ･オブ･サプライ：提供する製品またはサービスに含まれる機能や構

成要素。基礎､建築､機器､配管､電気など 
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②スコープ･オブ･ワーク ：製品またはサービスを提供するために実施される

作業。プロジェクト管理､設計、調達､検査、建設、据付､試運転など 

 

スコープの定義に使われる技法が WBS（Work Breakdown Structure）作成

であり､スコープの定義作成には次の項目に留意する必要がある。 

①コスト､作業所要時間､資源所要量の正確な見積もりができること 

②コストコントロール､スケジュールコントロールのベースラインが定義でき

ること 

③当該作業の責任と権限の所在を明確にできること 

＊実務能力基準 

①WBS を活用してスコープの定義をしている。       

②スコープの変更を余儀なくされる事態が生じたとき、原因を分析し、迅速に

対応している。      

（２）タイムマネジメント 

＊定義 

タイムマネジメントは、プロジェクトの目標を達成するために必要な全ての作

業・資源を、時間という制限条件の中で 適化し、プロジェクトの遂行を計画通

りに実行するためのプロセスである。 

タイムマネジメントとは、プロジェクトに含まれる製品あるいはサービスに対

し、時間という軸上で も効率の良い業務手順を計画し、計画に従って実際の作

業をコントロールし、計画変更を予見・管理することである。 

＊実務能力基準 

①プロジェクト関係者を招集し、プロジェクトの実現性や経済性を考慮して日

程計画を立案している。  

②CPM やネットワークスケジューリング手法の知識、経験を有しており、日

程計画立案に活用している。 

③プロジェクトの進捗の管理や評価の枠組みを構築している。           

④Earned Value などの管理手法の知識、経験を有しており、差異分析などに

より、問題点を見つけ出し、所期の目標を達成すべく対策を講じている。 

（３）コストマネジメント（プロジェクトコストの見積、予算策定） 

＊定義 

コストマネジメントとは、プロジェクトを完遂するために必要な予算を策定し、
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その予算を目標にして、プロジェクトの全ての作業・資源をコストという指標で

適化する一連のプロセスである。プロジェクトに含まれる製品あるいはサービ

スに対し、コストという指標をもって、積算、収支検討、予算配分、進捗管理等

の手順に従って、業務を統制し、プロジェクト遂行上の課題を解決するとともに、

予算の変更を起こす因子を予見・管理することである。 

コストマネジメントを実践するためには、コストの３変数に係わる概念を理解

する必要がある。 

①数量（物量・作業量） 

実績データ－を収集･分析し､物量･作業量の相関関係を見出し､類推した

り､検証する 

②単価 

物や人には単価があるが、同じ物・人でもその量や生産性の違いによって

それらの単価は異なってくる。これらの違いを工学的･統計的に分析して理              

論的に答えを推算する 

③効率 

組織や企業により作業効率は異なる。また、プロジェクトにおいても、そ

のフェーズによっても効率は異なる 

＊実務能力基準 

①見積の目的、精度、集めた情報、時間的な条件を考慮し、見積手法を使い分

けている。 

②コンティジェンシー、アローワンス、ジェネラルオーバーヘッド、エスカレ

ーションを考慮し、的確な見積を行っている。 

③コストに影響を与える変動因子に配慮し、見積に必要な補正を加えている。 

④コストコントロール方針を確立し、プロジェクトチーム内にコスト概念を植

え付けている。 

⑤コストコントロール技法を適用し、現状分析を行い、 終コスト予測を常に            

把握している。 

⑥予測と目標コストの差異分析を行い、問題点を見つけ出し、目標コスト達成

の施策を講じている。 

（４）品質マネジメント 

＊定義 

品質マネジメントとは、顧客の要求に合った品質の製品またはサービスを経済
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的に作り出すための一連の業務プロセスで、顧客が要求する品質の製品またはサ

ービスを経済的、効果的に調査し、設計・生産・販売して顧客に安心かつ満足し

て貰うことであり、経営方針やプロジェクトの方針（計画･契約など）に基づき、

あらかじめ定められた品質システムのもとで、品質計画、品質保証、品質改善な

どを通じて、計画された品質の製品あるいはサービスを提供するためのマネジメ

ント機能である。 

プロジェクトにおける品質管理は、そのプロジェクトの 終製品（ハードウエ

ア、ソフトウエア、サービス、これらの組み合わせなど）の品質確保のみならず、

プロジェクトの実施の仕方、管理手順等を客先に明示し、品質を保証することが

重要である。 

＊実践能力基準 

①顧客および利害関係者のニーズおよび期待を明確にし、それに合った組織の

目標を設定している。 

②品質目標達成に必要なプロセス、責任、必要な資源を明確にしている。 

③各プロセスの有効性および効率を測定し、判定している。 

④不適合を予防し、またその原因を除去する手段を決めている。 

⑤品質目標の達成に必要なプロセス及び責任を明確にし、必要な資源を確保 

している。  

⑥品質のトラブルを予防するとともにトラブルの原因を除去するための手段 

を決定している。      

（５）アーンドバリューマネジメント 

＊定義 

アーンドバリューマネジメントは、プロジェクトの状況を定量的に把握する手

法であり、スコープ、コスト、スケジュールの進捗を同一の測定基準で統合的に

とらえ、プロジェクトの進捗状況、効果を評価する。 

＊実務能力基準 

①プロジェクトを評価するために出来高、予定・実績評価の計画ベースとなる

管理基準線をコストアカウント単位に作成している。 

②作業内容に応じた測定方法を用いて出来高を算出している。 

③管理基準線と出来高の乖離に焦点をあてプロジェクトの評価を行い、プロジ

ェクト終了時のコスト・期間を定期的に推定している。 
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（６）リスクマネジメント 

＊定義 

プロジェクトには必ず｢不確実性｣と｢リスク｣が伴う。従って、プロジェクトに

おいてはリスクマネジメントが不可欠であり、これを実施することでプロジェク

トを成功裡に導くことが可能になる。 

リスクマネジメントは、プロジェクト方針(計画･契約)などのプロジェクトが

おかれた環境から、まずプロジェクトに対するリスクマネジメント基本計画を策

定することから始まる。次に、プロジェクト全体の方針･契約等からその中に存

在する制約条件や不確実性を解析して、リスク事象を特定し、それらの対応策を

準備する。プロジェクトライフサイクルに渡って、プロジェクト状況を監視･評

価し、必要があればリスクを回避する対応策を執行する。 

＊実務能力基準 

①リスク分析評価手法を有し、リスクの特定ができる。 

②プロジェクトにおける方針、計画、契約などの状況を把握し、不確実性を   

洞察し、どのようなリスクが存在するか特定している。 

③プロジェクトのライフサイクルにおけるリスクの性格を把握している。 

④確率と統計の手法を用いて将来発生するであろうプロジェクトにおけるプ

ラスとマイナスの事象を評価して定量化して予測している。  

⑤それらのリスクに対し対応策を準備している。 

⑥プロジェクトの状況を監視し、リスクの予兆を逃さず見つけ、回避手段を  

講じている。  

（７）報告・変更管理 

＊定義 

プロジェクトにおいては、開始から終了に至るまで、数多くの情報が交換され

ている。プロジェクト遂行においては、これらの情報の、創出・収集・伝達（配

布）・蓄積（保管・管理）そして 終的な処理を如何に組織的に、無駄なく、漏

れなく行い、管理するかが重要である。要は、必要な情報が必要なところへ、時

間の遅れなしに確実に伝達され、有効に利用されるかである。 

プロジェクトにおいては、業務の進捗に伴って、不明確･未決定部分等が明ら

かになったり、また、プロジェクトの状況が変化したりするため、当初の計画か

らの変更が余儀なくされることが多い。従って、それらの変更を確実に、手際よ

く処理することはプロジェクトの成功の鍵を握ることにもなる。 
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変更の内容は様々であるが、プロジェクト遂行計画に大きな影響を与えるもの

であるため、変更管理システムに基づきシスティマティックに文書で関係者に確

実に伝達されなければならない。 

変更管理システムは次の業務プロセスで構成される。 

①プロジェクトベースラインの設定 

②変更項目の監視と登録 

③変更項目の評価と影響分析 

④適切な権限に基づく変更の承認または却下 

⑤プロジェクト計画の更新 

⑥変更追跡システム（change tracking system） 

＊実務能力基準 

①変更が生じたとき、評価と影響分析を的確に行っている。 

②承認された変更が必要な関係部署へ的確に伝達されている。 

③変更に基づく対応策がきちんととられているかどうか追跡されている。     

（８）資源マネジメント 

＊定義 

プロジェクトにおいては、人、物、金、時間等の経営資源や技術、情報などの

知的資源を統一された思想のもとで、計画･立案し、組織化し、調整し､統制する

ことが重要である。これらを司るのが資源マネジメントである。 

資源マネジメントにおいては、そのプロジェクトの遂行に必要な資源を出し、

優先順位をつけて資源一覧表を作成し、必要な資源を、必要な量、必要な時期に

入手するかが記入された資源計画書を作成し、この資源計画に基づき、資源を適

切なコストで調達する一連のプロセスをマネジメントする。また、資源計画が計

画通り実施されているかどうかモニタリングし、遅れが生じた場合、それを修正

する。 

＊実務能力基準 

①プロジェクト方針に基づいて的確に必要な資源を認定している。 

②資源の調達方法を検討し、決定している。また、代替案を準備している。  

③外部調達計画を検討し、決定している。 

④調達の契約管理を行っている。 

⑤調達した機材や役務の品質管理を行っている。     

⑥計画と実績を比較し、差異の分析を行うと共に評価を実施している。 
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⑦プロジェクトのスケジュール・コストに影響のある問題点がある場合には、

資源計画を見直し、修正策をとっている。 

（９）引渡し管理 

＊定義 

プロジェクトの完了と引渡しは決まった方法があるのではなく、契約によって

プロジェクトごとに定められる。契約に定められたコントラクターの責務範囲の

完了を、コントラクターと顧客の双方が確認し、製品の管理責任を顧客に移行す

ることで引渡しが終わる。 

引渡しに先立って、初期の目標が達成されたかどうかの確認が必要である｡プ

ロジェクトの製品がプラントであれば、その製品、副製品の品質および生産量、

生産過程のプロセス性能、ユーティリティ消費量など契約仕様書を満足するかど

うかが判定基準になる。また、ソフトウェア開発における引き渡しは、合意され

た確認書で定められた責務範囲の完了を顧客側と供給者側が双方で確認したう

えで行われる。 

＊実務能力基準 

①契約書、確認書作成においてプロジェクトの性能保証について遺漏のないよ

うに取り決めている。      

②プロジェクト完了時において契約書、確認書に基づいて性能保証をチェック

している。  

③引き渡し時点で問題が発生した場合、関係部門と折衝し、迅速な対応をして

いる。 

             

 ５）プロジェクト遂行環境のマネジメント 

（１）環境マネジメント 

＊定義 

プロジェクトの遂行においても環境マネジメントを適用することが要求され

る。プロジェクトにおける環境マネジメントは次のような構成が考えられる。 

①環境リスクマネジメントの明確化 

②環境マネジメントプログラムの作成 

③環境会計計画 

④環境マネジメント変更管理 

⑤環境会計管理 

 84



⑥運用報告 

⑦緊急事態の特定と対応手順 

⑧マネジメントレビュー 

＊実務能力基準 

①環境マネジメントの体制・役割分担を決定する。  

②環境リスクマネジメントを明確にし、プロジェクトの環境への影響を評価す

る。   

③プロジェクトの環境マネジメント計画を策定し、実行管理する。  

（２）プロジェクトマネジメントにおける IT 技術 

＊定義 

プロジェクトマネジメントにおけるＩＴ技術の活用は、各マネジメント業務処

理を支援し、業務の目的が効率的かつ効果的に実施されることである。また、プ

ロジェクト遂行中に得られた成果を共有し、かつ蓄積し、後日利用できるように

することでもある。 

特に 近の IT 技術の進歩はすさまじく、この活用の良し悪しはプロジェクト

の成功に大きな影響を与える。 

＊実務能力基準 

①プロジェクトの目的、規模、複雑さ等を判断してプロジェクト情報システム

の構築について再利用或いは新規導入の意志決定をしている。              

②情報システムを適用するプロジェクト管理業務を決定し、どのような方式に

するかを決定している。 

③ 新のＩＴ技術を導入し、その活用を図っている。                   

（３）プロジェクトをとりまく法的な及び倫理的な側面 

＊定義 

プロジェクト遂行のあらゆる局面においてプロジェクトに関連する関係法規

の遵守を徹底し、社会倫理に適合した行動をとる。また、プロジェクトに関係す

る技術者は技術者倫理をわきまえていることが必要である。   

＊実務能力基準 

①プロジェクトに関わる法令や適用される標準について認識している。 

②法令に関わる重大な疑義が生じた場合、関連部門や法律の専門家と連携を        

とり、迅速に対応する。 

③プロジェクトの遂行において公衆やプロジェクトチーム関係者、依頼者に対
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して公正かつ公平に義務を果たす。 

④プロジェクトチーム内に高い倫理観を醸成する。 

 

 ６）関係性マネジメント 

＊定義 

関係性マネジメントとは、プロジェクトに関与する関係者（Stakeholder）間

を良好な関係に保ち、プロジェクトが成功裡に終わるように行う一連の業務を指

す。関係性マネジメントの業務処理として、関係性の｢設計｣・｢維持｣・ ｢再構築｣

の 3 段階が考えられる。 

 ｢設計｣とは、プロジェクト関係者がどのような顔ぶれで、各々どのような係

わり方をするのかを定めることであり、｢維持｣とは、プロジェクト遂行中、定め

た係わり方を円滑に実施することであり、「再構築」とは、構築された関係性を

同様のプロジェクトに適用したり、継続して保守サービスなどのサービスモデル

に結びつけたりすることである。 

＊実務能力基準 

①契約など関係者の係わり方を定めたものを基準に、プロジェクトに関わるス

テークホルダーをリストアップし、誰がどのような役割で関わるかを定めて

いる。 

②ステークホルダーとの間に生じる種々の利害が絡む軋轢を調整して、プロジ

ェクトを円滑に予定通り遂行している。   

③プロジェクトを取り巻く関係性が設計され、特定された後、良好な関係を維

持し、契約に結びつけている。 

 

 ７）バリューマネジメント 

＊定義 

プロジェクトにおける価値創造とは、顧客を中心とするステークホルダーがプ

ロジェクトに求めるもの、すなわち価値とは何かを認識し、それを定量的に評価

し、自身の保有する経験・情報・データ、その他の経営資源と組み合わせること

によって実現することである。 

バリューマネジメントとは、企業の定型的な活動やプロジェクト活動において

派生する知識、経験などを価値の源泉として蓄え、プロジェクトにフィードバッ

クする価値循環のプロセスであり、「価値の認識と評価」、「価値の源泉」、「価
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値の提供」の 3 段階に分けられる。 

＊実務能力基準 

①価値評価の手法を適切に活用し、定量的に価値を評価している。 

②個人、外部の情報･知識を組織的知識体系として昇華できる(暗黙知→形式

知)。 

③カイゼン活動を啓蒙し、価値の源泉を高めている。 

 

 ８）プロジェクト･ファイナンス･マネジメント 

＊定義 

プロジェクト･ファイナンス･マネジメントとは、プロジェクトを実行する際に

必要な資金調達の枠組みを創出することを目的としたプロジェクトの管理手法

である。 

初にプロジェクトの基本構想（プロジェクト・デザイン）を練り上げる。こ

れはプロジェクトの目的を達成するために、プロジェクトに関係する全ての利害

関係者（ステークホルダー）との関係の大枠を明確にし、どこまで自らの資源を

投入するのか、あるいは市場から資源を調達するのか、これらの関係をどう設定

するかかの基本的な枠組みを設定する。 

次に、基本構想に基づきプロジェクトを実現するための資金調達の大枠を企画

する。この資金には当初見込まれる費用と予想し得ない超過費用と を合計した

ものとなる。さらに、プロジェクトとその利害関係者にとって 許容でき、かつ

また、負債の拠出者が納得し得る担保のあり方を同時にデザインすることが必要

である。 

プロジェクトファイナンスは、複数の出資者が関係するため、種々の要素を勘

案して 適な仕組みを作り上げることが重要である。これらの調整の結果、融資

契約、担保契約を関係者間で結ぶことになる。 

＊実務能力基準 

①コーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスの違いを理解して

いる。  

②プロジェクトファイナンスの基本構想を企画し、担保設定構想をデザインし

ている。 

③資金拠出者の要素を分析し、プロジェクトファイナンスの実行可能な枠組み

と 適な仕組みの創出を行っている。  
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④プロジェクトファイナンスにおける利害関係者間の調整を行い、リスク分担

を取り決めている。 

⑤財務会計分析・評価を行い、プロジェクトの 事業性・経済性評価を行って

いる。 

⑥プロジェクト関係者間の融資契約、担保契約を結ぶことができる。 

 

９）コミュニケーションマネジメント 

（１）コミュニケーションマネジメントの意義 

＊定義 

プロジェクトには始めがあって終わりがある。プロジェクトはチーム編成の都

度多様な人々によって構成され、それらの人々の出身母体によって文化は勿論の

こと、場合によっては言葉も異なる。これらの人々の集団のなかで重要なことは

コミュニケーションであり、この良し悪しで成果が左右されることもあり得る。

プロジェクトにおいて、必要な情報を、必要なときに、必要な関係者に、漏れな

く伝達することが重要であり、これを正確に、効率的に進めるのがコミュニケー

ションマネジメンである。   

＊実務能力基準     

①各種ミーティングを開催し、プロジェクト関係者間のチームメンバーの相互

理解と成功への動機付けを行っている。 

②プロジェクトチームのコミュニケーションルートを確立し、情報一元化を行

い、プロジェクト業務の遂行を確実に効率よく行っている。 

③計画的で組織だった文書管理システムを構築している。 

④変更管理システムの構築により変更の影響をプロジェクト関係者に周知徹

底している。       

⑤情報技術の活用により、コミュニケーションを阻害する問題の解決を図って

いる。         

（２）異文化コミュニケーション 

＊定義 

人間は、言語や非言語を使って意思疎通を図っているが、意思疎通の手順、方

法は生活習慣に根ざした文化と深く関わりを持っており、情報、意志、気持ちな

どの伝達の仕方はその文化によって大きく異なっている。国内でも、企業文化が

存在し、企業によって伝達の仕方がことなり、地方によっても異なる。海外に目
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を向ければ、それぞれの国々が長年の歴史とともに育まれた文化が存在し、伝達

の仕方が全く異なるといっても過言ではない。 

このように異なる文化を持つ人々がコミュニケーションを図るということが

如何に難しいかということを認識することが重要である。 

特に日本は周りを海に囲まれ、隣国との接触も極めて少なく、また、江戸時代

の鎖国もあり、海外との接触が全く無い時代を経て現在にいたっており、外国人

の考え方、伝達の仕方、特に宗教に対する考え方が日本人とは大きく異なってい

ることへの気づきが弱いという状況にある。 

これからますます、海外との付き合いが多くなる状況下で、異文化コミュニケ

ーションは極めて重要になっている。 

＊実務能力基準 

①各国にはそれぞれの歴史、文化があり、コミュニケーションはそれぞれの文

化を反映しており、コミュニケーションの仕方は国によって大きな違いが

あるということをきちんと理解している。 

②ローカル・コンディショニング（地域的特殊事情）を把握している。    

③異文化の価値観や通念とその文化的・社会的背景をとらえている。 
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6.2 プロジェクトのプロセスとキーポイント 

本資料の作成は次の事項を前提条件としている。 

１．資料のねらい 

プロジェクトのプロセスとそれぞれのプロセスごとのキーポイントを問うことにより、

PM 実践者としての実務経験レベルを判定・評価する材料に供したい。 

２．プロジェクトの対象 

① プロジェクトはシステムプロジェクトモデルを対象とする EPC（Engineering, 

Procurement & Construction）海外大型プラント建設プロジェクトを対象としてい

る。このため新製品開発プロジェクト及びシステム開発プロジェクトを対象とする適

用範囲については特定プロセスに限定される。また他の対象プロジェクトについては、

内容の取捨選択によりほぼ全てのプロジェクトに適用できるものと考えている。 

② キーポイントの内容がシステムモデルを対象とした主契約者の立場で書かれている

ため、プロジェクトの構想計画であるスキームモデルを対象とする適用は極めて限定

された範囲となる。 

 

プロジェクトのプロセスとキーポイント 

フェーズ・プロセス 項目 キーポイント 
 
引合・応札段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
１．プロジェクトの性格（何が未知・未経験かなど）の見極め、受注

目的の確認。 

 ・プロジェクトのシステム／プロセス、地域形態、既経験プロジェク

トとの比較。 

 ・受注地域／顧客の特性（カントリーリスク、商習慣、諸規則） 

プロジェクトの性

格 

 

 

 

  ・契約形態の確認。 

  

２．契約条件の検討（専門家／弁護士など起用） 

 ・性能／品質に関する条件、ペナルティ及び保証（期間・条件）、

  保険措置の検討。 

 ・納期に関する条件、ペナルティ及びフォ-スメジャー。 

契約条件 

 

 

 

  

プロジェクト遂行

体制 

３．遂行体制の検討、プロポーサルマネジャー及び要員編成。 

 ・アライアンスオプション（アウトソーシング、パートナーリング等）に

ついて検討。  

  ・例：社内に欠ける知識・経験･人材の確認、未経験分野での

専門家／経験者、実績企業とのタイアップ、調達方針の検討。  

  

プロジェクト評価

システム 

４．戦略プロジェクトの評価システムを用いて応札の諾否の検討 

 

  

  

応札決定 

応札準備 

引合 
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フェーズ・プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 キーポイント 

  

概算見積 ５．見積目的・見積方針の検討、見積条件の検討、（仕様・物量・

単価等）現地調査を含む必要事項の調査、チェックリストの作成

と活用、見積データの収集と見積技法・データベースの活用。 

 

 

  

６．見積コストの管理（見積コストの極小化）  

   

７．カントリーリスク（政治的・社会的危険、経済的危険、外交的危

険）、コストエスカレーション、現地税制・関税、為替変動、契約発

効条件、輸出許可条件、紛争の処理、準拠法、工程遅延損害賠

償金、性能未達成の場合の損害賠償金、瑕疵担保責任、法令

変更等のリスク要素の検討。 

リスク評価 

 

 

 

 

  

８．見積方針の決定 見積方針 

・見積費用・期間・投入人材の確認  

・競争力のある価格／目標価格の検討  

・リスク要素の再確認と対応策の検討  

・技術的不安要素再検討（顧客ニーズと対応技術の再整理）  

・コストデータの収集整理・活用と見積技法の検討  

  

９．調達方針の確認 調達方針 

・ベンダー選定の検討（ベンダー情報・選定基準）  

・調達品のリードタイムの把握  

・顧客ニーズへの対応性の確認（調達先の販売・サービス体制な

どの調査） 

 

 

・調達先の税制、輸出規制、輸送条件などの調査  

  

10．遂行体制の再検討 遂行体制 

・プロジェクトマネジメントフォーメーシの確認、プロジェクト組織、

及び管理方式、責任・所掌の明確化 

 

 

・エンジニアリングフォーメーションの確認  

・プロジェクトネットワークの再構築、山積の平準化と工期・  

コストの検討  

   

11．マネーフローの検討 ファイナンス 

・外貨ポーションのファイナンス計画、為替予測  

・トータル入出金計画と資金ショートに対するファイナンス方法、フ

ァイナンスソースと条件の確認 

 

 

・顧客入金遅れの可能性要因の分析、顧客における過去の事例、

資金見通し調査 

 

 

  

12．受注目的、受注予想金額、利益予想金額、技術的重要性、関

連受注の可能性、受注消化能力などの再検討。 

応札方針 

 

  

  

  

  

見積 
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フェーズ・プロセス 

 

項目 キーポイント 

  

受注方針 13．受注方針（応札方針・見積方針からの変動要素の確認） 
 

 

 
契約折衝
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・受注目的の再確認（新規製品・新技術分野への進出）  

・見積コストの再確認（市場価格・受注可能性予想価格に対する

利益率の確認）。 

 

 

・プロジェクト遂行体制、計画工程の再確認。  

・受注可否判断基準の整備・活用（リスク度合の再確認）  

  

14．受注折衝方針 受注折衝方針 

・引合仕様書に対するカウンタープロポーサルないしデビエーシ

ョン事項の確認。 

 

 

・入札価格に対する譲歩可否／限界の要素別確認と歯止め策の

検討。 

 

 

・折衝チームの編成、専門家によるコンサルティングフォーメーシ

ョンの検討。 

 

 

・技術折衝項目の標準化、打合決定事項のフォロー。  

  

15．契約の目的・解釈・範囲 契約 

・顧客の義務及び受注者免責事項の明確化  

・構成書類及びその優先順位の明確化  

・トレーニング条件の変更に伴う清算条件の明確化  

・付帯設備などバッテリー・リミットに関する供給範囲・範囲外項

目の明記。 

 

 

  

16．支払保証を契約条件とする、取消不可能規定などの保証状の

内容に注意。 

支払条件 

 

・支払保証がとれない、保証銀行の信用不安、相手国の破産、

顧客の倒産など。 

 

 

・資金収支に関する支払い期日、リテンションとの関連リスク  

・円建契約・使用通貨契約にし、受取・支払通貨のバランスを考

えた契約にする。 

 

 

  

17．フォーミュラ及びインデックスの明記、エスカレーションの起算

日と清算日の明記。 

エスカレーション 

 

  

18．契約範囲・仕様変更などによる工程遅延によるコストアップ、不

可抗力など受注者免責事由による工程遅延に関する受注者の

請求権の確保、免責規定とその処理規定の明確化。 

価格清算条件 

 

 

  

19．受注者の保証条件と免責事項の明記、予定損害賠償を規定

してペナルティに歯止め。 

保証条項 

 

  

20．間接損害賠償の排除を明確に規定。  

  

21．顧客の承認条件・手続の明確化、顧客承認図面の限定、性能

保証知・テストに関し、顧客の責任によるテストの中断や失 

引渡条件 

 

  

契約 
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フェーズ・プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 キーポイント 

  

 敗へに対し両者の責任分担を明確にすると共に受注者の免責  

 を規定。  

  

契約発効と納期

起算 

 

 

プロジェクト遂行

計画 

22．契約発効条件の明記、契約発効遅れに対するエスカレーショ 

  ン条項を規定する、納期起算日が契約発効より早い場合は発 

  効遅延に対し歯止め条件をつける。 

 

23．Ｐ２Ｍ個別マネジメントの目標マネジメントに基くプロジェクト遂

行計画の策定。 

・ライフサイクルマネジメント  

・スコープマネジメント  

 

 

 

 

・タイムマネジメント 

・コストマネジメント 

・品質マネジメント 

・アーンドバリューマネジメント 

・報告・変更管理  

・引渡し管理  

 

 

 

 

 

24．Ｐ２Ｍ個別マネジメントに基くプロジェクト遂行計画の策定 

・ファイナンスマネジメント 

・プロジェクト組織マネジメント 

・資源マネジメント  

・リスクマネジメント  

 

 

 

 

・情報マネジメント 

・コミュニケーションマネジメント 

 

25．エンジニアリングの裏付け（ＷＢＳ）に基く実行可能な予算の設

定、予算執行グループ・責任者の明確化。 実行予算 

  

 

 

実施設計 

 

26．コンフィギュレーション管理（契約仕様書・設計仕様書・図面類・

標準・規格類の管理、技術変更などの手続きの明確化） 

 

27．新技術・限界設計採用によるパフォーマンス上のトラブル、設

計不良、工程遅延を防止するための体制強化。  

  

 

 

調達 

 

28．発注仕様書における使用言語・法規・基準・保証条件・納入条

件・役務範囲の明確化。 

 

29．コストメリットの判断は相見積で見掛上安いところでなく、品質、

納期、輸送、技術指導、現場手直し費等諸条件を加味している

か。 

 

 

 

 

 

 

 

30．調達先の品質管理体制、納期管理体制、提出図書、検査方

法、納入・船積方法、細部技術条件の明確化。 

 

  

プロジェク

ト 遂 行 計

設計・生産段階 

実行予算 

実施設計 

プロジェク

ト管理 

調達 
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フェーズ・プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸送･建設段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

輸出入・輸送 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キーポイント 

 

31．エンジニアリングのインターフェイスが明確になっており、区分

けが適切か。 

 

32．仕向け国の法規・規格に照らして問題はクリヤーにされている

か、またローカル特有事情については十分に把握されている

か。 

 

33．仕様が発注先の能力、設備、製作方法に適合しているかの確 

  認、否の際の具体的な補強策の実施。 

 

34．エンジニアリングデータが相手側に良く理解されるよう加工され

ているか。 

 

35．検査立会時の指摘事項の処理フォロー。 

 

36．輸出入許可条件、港湾事情、港湾設備能力、通関手続き、輸  

送ルートなどの調査による実態把握、海外調達先からは配船情

報をタイムリーに入手する。 

 

37．内陸輸送ルート・輸送手段の選定と輸送条件（寸法・重量制限

等）の調査による設計条件へのフィードバック。 

 

38．梱包・保管要領の作成と指導、積荷状況・積荷作業の確認、 

 

39．プロジェクトの計画設計初期段階で、建設工事の知識と経験を

計画、設計、調達、工事、試運転で 適に導入する。そのため

には初期計画チームに建設工事のエキスパートを投入する。 

 

40．建設工事の知識と経験は次ぎの点で十分生かされているか。 

・スケジュール上の実現可能性の分析 

・建設工法の選定 

・材料機器の調達先の特定 

 

41．契約仕様・設計に対する建設面からのレビューを行い、 適建

設工法、建設技術仕様書、各種重機・諸資械材仕様、下請契約

仕様書等へ反映させる。 

 

42．現地の地域的特有事情については予備調査の上実態はよく

把握されているか。また実態に応じた経済的かつ合理的な対応

が図られているか。 

 

43．土木・建築・機械・電装各工事固有の工事手順を分析し、それ

ぞれの工事相互間の工程上の取り合いを明らかにする 

 

 

 

輸送・建設 

生産 
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フェーズ・プロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試運転・引渡し段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メン

ス

 

 

項目 

 

建設遂行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試運転 

 

 

キーポイント 

 

44．建設工事管理の３要素の確保と 適バランス 

・作業員動員管理：各種工事それぞれのＷＢＳ毎に必要な作業

職種、技能、動員数の確保と合わせてよく組織化されているこ

とが重要。 

・物の管理：必要な時期に所定の仕様のものが必要量確保され

ているか。よく管理がされており、直ちに取り出すことが出来るこ

と。 

・アクセス管理：工事上の前工程が完了しており、当該工事を始

める状態にあり、必要な場所、空間の安全確保が出来ているこ

と。 

 

45．試運転の 終局面で大きなコストを伴う工事の変更を避けるた

め早い時期に試運転計画を立案すると共に顧客の運転関係代

表をエンジニアリング段階で巻き込み早い時期に要求を反映さ

試運転・引渡し 
テナンス・サービ

段階 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引渡し 

 

 

 

 

 

クレーム処理 

 

 

 

 

メンテナンス 

せる。 

 

46．試運転作業に必要な次ぎの事項は確保されているか。 

・関連工事の完成 

・必要な油脂類、ユーティリティ、アクセス、電力、運転要員、機

材・道具・計測器具、エンジニアリングデータ、通信手段など。 

 

47．試運転遂行組織と指揮命令系統の明確化 

 

48．引渡し条件は全て満足されているか。 

・契約に基く性能保証値 

・完成図書の提出、予備品の納入、 

 

49．顧客による完了証明書の受領 

 

50．クレームに対する迅速な処置 

・クレーム内容の把握と責任の所在の明確化 

・技術的な原因究明と再発防止策 

・保険求償を含むクレーム費用の請求および回収 

 

51．契約に基く保証技師の派遣、予備品の供給、特に定期的なメ  

 

メンテナンス 

サービス 

ンテナンスサービスはＰ２Ｍのプロジェクトサイクルによる知識や

ノウハウを生かし、連鎖波及的に価値を高めるために欠かせな

い。 
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１．調査研究の目的 

 本報告書は、平成 15 年度プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC）・価値

指標マネジメント分科会の平成 15 年（2003 年）4 月から平成 16 年（2004 年）3 月にわた

る活動内容を取りまとめたものである。 

 また、本報告書はプロジェクトマネジメントを学び、企業や公共団体等の組織でバラン

ス・スコアカードを使用した組織運営の戦略的なマネジメントを実施するための指針とし

て役立つことを目的としている。 

プロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）にバランス・スコアカードという組織

運営の上での価値指標を結びつける試みをより具体的に解説し、この成果を世の中に知見

を広め、役立てるために、学界、ビジネス界の見識深い方々に委員を委嘱し、理論と実社

会での適用事例を交えて、報告内容を構築し成果とした。 

  

２．調査・研究の内容 

・ 分科会運営 

委員の方々に本テーマに関する経験事例を持ち寄り願い、学界、事業界での 新動向の

報告と内容解説を加えてもらい、プロジェクトマネジメント、バランス・スコアカードの

両分野にクロスする議論を踏まえ、さらに内容の深化を図り、かつ互いに理解しあえる内

容へと展開・収斂を図った。 

 

３．チーム編成と研究調査スケジュール 
3.1 チーム編成 

分科会は、プロジェクトマネジメントに造詣の深い学界、また企業での専門家と、一方、

会計部門を中心としたバランス・スコアカードについての会計理論や企業での運用実績に

知見の深い学界、研究機関の専門家とに集まっていただいた。互いの分野のプロジェクト

マネジメントに関するテーマについて報告と報告内容についての議論によって、さらに知

見を深めるという相乗作用を期待し、結果として十分な効果をあげ報告書にまとめること

ができた。 

3.2 活動スケジュール 

・ 価値指標マネジメント分科会 

第 1 回  平成 15 年 5 月 10 日 

第 2 回  平成 15 年 6 月 15 日 

第 3 回  平成 15 年 7 月 19 日 
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第 4 回  平成 15 年 8 月 9 日 

第 5 回  平成 15 年 8 月 23 日 

第 6 回  平成 15 年 11 月 1 日 

第 7 回  平成 15 年 11 月 2 日 

第 8 回  平成 15 年 11 月 30 日 

第 9 回  平成 15 年 12 月 7 日 

第 10 回 平成 16 年 2 月 15 日 
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第１章 プロジェクトとプログラムマネジメントの基礎と体系 
 

1.1 企業体活動におけるオペレーション活動とプロジェクト活動 

 

1.1.1 企業体の価値創造と成長 

現代社会は企業体（enterprise）の価値活動により維持されている。正確に言えば価値

創造活動であるが、ここでは簡略に価値活動と呼ぶことにする。企業体の分類はいろいろ

あるが、大きくその役割から分類すれば、公的企業と民間企業に区別できる。もちろん、

その中間に位置づけられる半官半民の企業体もある。 

政府、地方自治体の公的企業体は税金を財源として運営され、国民や住民に生活基盤サ

ービスや便益を提供している。一方、民間企業体は営利活動を通じて製品やサービスを生

産して、消費者に販売している。企業体が産み出す便益、製品、サービスは価値活動の成

果物である。現代社会は価値成果物の生産、販売、消費、流通の継続活動で維持されてい

る。 

このように、あらゆる企業体は、価値活動を行ない社会に貢献しているが、環境が変化

すれば価値活動の仕組そのものが陳腐化することは言うまでも無い。それを打破するため

に、改革（innovation）、変革（transformation）、再生（renewal）、改善（improvement）

への使命が出され、新たな努力が企業体に要求される。これが企業体の責任者であるトッ

プ業務の中核であり、ミドルはそれを受けとめ提言し、実行に向けて調整する業務を担っ

ている。改革、変革、改善は、仕組の全体か部分を指すのか、その効果を指すのか、必ず

しも一律に確定できない。しかし、その努力は、これまで未経験で定常業務ではない価値

創造に関る非定常業務である点で共通する。 

価値は難しい概念でそれを説明するために、学問領域で異なる尺度を利用しているが、

ここでは簡単に人間に有用、便利、快適など満足度を与える有形、無形のモノやサービス、

あるいはその複合体が有する機能であると定義する。 

 

1.1.2 ３種類の価値活動―オペレーション、プロジェクト、マネジメント 

このような価値活動は、オペレーション活動、プロジェクト活動、それにマネジメント

活動の３つに大別される。簡潔に言えば、オペレーション活動は日常業務であり、プロジ

ェクト活動は、特命業務である。そしてマネジメント活動は、両者へ支援活動することに

より経営成果の能率（efficiency）、効果（effectiveness）を向上させ、またより良い企業

体の仕組を創造する役割を担っている。能率とは資源の投入に対する割合、つまり資源生
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産性を意味し、効果とは目標達成の水準である。 

まず、オペレーション活動は、定常組織による業務を意味し標準的に確定された手順や

方法で、日常繰返し継続的に実施される。その業務内容は、分業生産性の視点で、生産、

会計、販売、流通、財務などの一体化された職能活動が中心である。オペレーション活動

の組織はピラミッド構造で、その命令系は垂直である。そして、その規模が拡大しリーダ

ーの負荷が大きくなると、スタッフ機能が設定され複合したライン・スタッフ形態が採用

される。 

一方、プロジェクト活動は、常に新しい仕事の使命やテーマに取り組むので、プロジェ

クト組織として次々に臨時チームが編成される。その形態には工程改善委員会、品質改善

活動、合理化、合併、工場建設、製品開発、新事業など多種多様である。その使命やテー

マは内部中心に処理する場合と外部に大半が委託処理される場合に区別される。内部処理

型プロジェクトは特定使命の重要度、緊急度、秘匿度、専門度が高く外部委託処理が困難

な特定任務であるから、人材や資金などの資源が優先的に配分されプロジェクト組織がデ

ザインされる。 

一方、外部委託型プロジェクトは、社内の資源や能力などの制約を克服したりリスクを

分散できる場合にメリットがある。外部委託関係で実績があれば、実行信頼性も高くなり

プロジェクト組織を小規模化できるメリットもある。石油会社がエンジニアリング会社に、

工場建設を委託したり、銀行が情報システムの構築を依頼するのは、外部委託のメリット

を理解しているからである。しかし、委託先の能力に依存し全体責任を負う場合には、適

切な選択評価が無いとリスクを拡大する。プロジェクト組織の規模編成は特定使命の規模

や難度により異なるが、ラインでは顔を合わせないメンバーによる編成が多い。つまり、

チームはオペレーション活動では余り接触のない組織間で横断的に編成され、しかも臨時

的であることが特色であるから、使命が達成されれば解散され、メンバーは所属組織へ復

帰する。これまでの要点を図示すると図表 1－1 のようになる。 
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オペレーション活動
ライン組織による

平常業務

プロジェクト活動
臨時チームによる　

非定常業務

仕事     反復         提案・調整            開発

地位    現場             ミドル                トップ

　　　　　　　　マネジメント活動

能率、効果、改革の支援業

図表 1－1  ３種類の価値活動  
1.1.3 プロジェクトの属性 

プロジェクト活動は臨時的でこれまで経験の少ないユニークな非定常活動による価値活

動を行うのが特色である。定常か非定常かの明確な基準はないが、チーム編成やテーマ属

性の重要な目安として個別性、有期性、不確実性がある。 

個別性とはプロジェクトテーマが全て１つとして同じでない、あるいは同類であっても

条件や状況が異なることを指している。個別性の意味は、テーマの独自性、新奇性、独創

性などテーマのユニークな発想や作業の立地、環境、資源制約など条件の特殊性にまで解

釈を拡張しても良い。 

さらに留意すべき属性は、「有期性」である。有期とは「はじめとおわり」にメリハリ

をつけることである。数日から数年あるいは数十年にわたるプロジェクトも実在する。マ

ネジメントで重要なポイントは、テーマの難度、規模、期間にかかわらず、一定の期限に

約束した成果物を出す約束である。 

そして、さらに重要な属性は、不確実性への留意である。プロジェクト活動は、そのテ

ーマや使命があり、目的や目標が設定されヒト、カネ、モノ、情報の経営資源を投入する

が、経験のないことに挑戦するわけであるから、期待どおりの成果をだせない失敗のリス

クや予知できない危機局面などの「不確実性」に遭遇する。このようにプロジェクト活動

は、未知へのテーマに対する挑戦的活動が特色である。オペレーション主体の活動にプロ

ジェクト活動を積極的に導入することにより、組織潜在力を発揮させるばかりでなく、組

織活性化に効果があると注目されている。図表 1－2 は、プロジェクトの基本属性を図示し

たものである。 
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図表 1－2  プロジェクトの基本属性  
 

プロジェクトの

基本属性 

個別性 

有期性 

不確実性 

価値事業 

 

1.2 ２つのマネジメント活動 

 

1.2.1 オペレーションマネジメント 

価値活動は、主に業績、能率、効果により表現されるが、この良否はマネジメント活動

で決まる。企業体の業績は、経営者、従業員ばかりでなく、株主、銀行、地域など利害関

係者（stakeholder）の期待が集約される。これはマネジメントの重要な役割である。オペ

レーションマネジメントは、定常活動を対象にした管理活動であり、基本的に経営者は経

営目標を定めて計画と実績のギャップを経過情報によりコントロールし、ギャップを 小

化する。 

例えば、マネジメントプロセスでは、計画をたて、実行し、それをチェックして、差異

がでれば、分析して修正行動する方式、Plan、Do、Check、Action が広く採用されている。

つまり、命令（command）と統制（control）のマネジメントが中心である。 

 

1.2.2 プロジェクトマネジメント 

これに対して、プロジェクトマネジメントは非定常的テーマが主題であるから、オペレ

ーション流に計画と実績を比較してコントロールする Plan、Do、Check、Action 方式の

マネジメントプロセスが適用できる局面もあるがそれだけではない。それは、先述したプ

ロジェクトが、個別性、有期性、不確実性の特別な属性を持つからである。 

例えば、オペレーションマネジメントと異なり、プロジェクトの個別性が判断され予算、

納期、品質、性能、範囲などが決定される。また、安全、環境、法律などの目標も加えら

れるが、プロジェクトマネジャーは、目標達成に特別権限と責任を付与されるので目標と

その優先順位を明確化してマネジメントする。また、プロジェクトマネジメントでは期限

と仕事量を全体把握するために、時間経過でみた仕事量推移や内容変化をライフサイクル

でとらえる工夫がなされている。 

商品開発を例にとれば、商品企画から始まり、商品設計、商品試作、新商品テスト、新
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量産商品完成の５つのフェーズ（phase）で完了する。これが１つのプロジェクトライフ

サイクルであり、フェーズに注目してマネジメントすることが特色となっている。 

 

 

完成品

仕事量

企画する 設計する 試作する テストする

フェーズ フェーズ フェーズ フェーズ

時間

図表 1－3  プロジェクトライフサイクル  
さらに重要なことは、組織間協力で商品開発のインパクトを視野に入れることである。

商品開発に協力してもらう部門はどこか、部品供給はどうなるか、既存商品との関係はど

うするか、その利害関係はどうか、つまりステークホルダー（stakeholder）の関与もマネ

ジメントのポイントである。ここでは詳述しないが、その知識や能力メニューは、「プロ

ジェクトマネジメントガイド」として提示されている。米国、欧州、英国、仏国、オース

トラリア、日本の各版が、国際的に認知されている。本論はプロジェクト資格認定センタ

ーが発行している日本版の P2M に従って記述されている。 

特にプロジェクトマネジメントが、オペレーションマネジメントとは異なり特色がある

のは次の４項目である。 

① プロジェクトマネジメント共通観（project management common view、context） 

② 特定使命、プロジェクト目的、目標設定（specific mission、project objective、goal 

setting） 

③ プロジェクトの進め方（project process） 

④ 個別マネジメント範囲（scope of discrete management） 

 

1.2.2.1 プロジェクトマネジメント共通観 

プロジェクトマネジメントの共通観とは、プロジェクトを管理する場合にチームや利害

関係者がその本質的意図を理解する内容、影響、背景である。プロジェクトのライフサイ

クル、利害関係者、協調組織、経済的影響、社会的影響などプロジェクトマネジメントに

重要なポイントを視野に入れる必要がある。 

米国版では共通観という用語の代わりにプロジェクトマネジメントコンテキスト
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（project management context）という用語を利用しているが大差はない。 

 

1.2.2.2 特定使命 

欧米版ではプロジェクト使命の用語は使用していない。プロジェクトを所与と解釈する

受動的立場からである。経営レベルでは、開発度が高い具体化提案を要求されるので、テ

ーマ解釈は自由度が高く創造性を必要とする使命である。 

特定使命（specific mission）とは、プロジェクトに期待される総合的達成要求である。

プロジェクトマネジメントをするためには、考え方、目的、目標、方針、行動、原則まで

規定せねばならない。しかし、トップの経営課題は企画部などに検討を委託し明示されな

い場合が多いから、自ら明確にして設定段階でプロジェクトオーナーに確認する構想プロ

セスを追加する必要である。プロジェクトマネジメントが経営戦略課題や IT 開発領域にか

らむとこの構想はプロジェクトの成功と失敗の決定要因として留意する必要がある。 

しかし、プロジェクト入札のように組織外の第 3 者に委託する場合には、プロジェクト

オーナーが時間と費用をかけてコンサルタンントを採用して使命を精度の高い要求定義書

に書き上げるのが通常である。したがって、入札書はプロジェクトが要求する使命、目的、

目標に加えてその内容を仕様書（specification）にまで発展させて詳しく記述している。

欧米のプロジェクトマネジメントは、いわば入札型を前提として知識体系化している。し

たがって、構想を範囲外として取扱い、目的や目標を所与として実施段階のみに集中して

きたのである。 

 

1.2.2.3 プロジェクト目的と目標 

プロジェクトの目的（objective）と目標（goal）とは区別する方が良い。目的は到達す

べき 終水準を定性的に示し、目標はノルマとして定量的に示した管理水準と考えてよい

（経営解説書による解釈は多様であるが、本書では目的を目標の上位概念としている）。 

例えば、マラソンを事例にとれば、競争のため、健康のため、楽しみのためであり、解

釈は目的である。そこで設定される走行時間、訓練は目的により異なるはずである。 

基礎目標として常識化されている予算、期限、品質、範囲は、契約書で規定される重要

項目である。この目標は技術システム構築を主な対象としたものであることに留意が必要

である。例えば、社会システムのような場合には環境、法律、安全、資源保全なども目的、

目標として優先順位、関係、対立でその設定は多様である。 
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1.2.2.4 プロジェクトプロセス 

プロセスとは、資源を投入して加工し意図した成果物やサービスを獲得する一連の活動

の流れである。これはシステムの考え方に準拠している。システム構築を意図してきたプ

ロジェクトマネジメントではプロジェクトの全体、フェーズ、あるいはコスト、タイム、

組織、リスクなどのプロセスを規定する努力が為されてきた。 

プロセスが標準化され訓練されれば、一定の知識と能力があれば達成できる。プロセス

記述は大切であるが、技巧、ノウハウ、発想などの暗黙知などにまで拡大することは困難

である。 

 

1.2.2.5 個別マネジメント 

米国がプロジェクトマネジメントに 小限に必要な体系的な知識領域、BOK（Body of 

Knowledge）を規定したのは今から 1985 年である。欧州は知識よりも能力（competence）

を優先重視しており、知識は能力の部分に過ぎない見解をとっている。確かにプロジェク

トの遂行には、知識、経験、姿勢が融合した能力が不可欠である。 

そこで欧州プロジェクトマネジメント協会 IPMA は、プロジェクトを構成する能力の基

本要素（core element）を規定するベースライン（IPMA competence baseline）を設定し

ている。オペレーションマネジメントは普及したが、プロジェクトマネジメントは部分的

に取扱われ文献も極めて少ない。 

知識か能力かの議論はあるにせよ、本書のスタンスは、個人や組織における学習教材を

意図している。プロジェクトマネジメントを技術システムからビジネスシステムに拡張利

用する場合には、明らかに米国のPMBOK®知識領域では、戦略、ファイナンス、情報、パ

ートナーの協働関係、価値などのマネジメント知識が欠落している。 

そこで P2M では知識を拡張して、ビジネスにもプロジェクトマネジメントの適用領域

を広げている。 多くの人が 近までプロジェクトマネジメントは、技術システムの設計

と構築と狭い解釈をしてきたのである。しかし、ビジネスシステムに拡張するためには、

後節で説明するように社会系、経営系、人間系まで踏込んだ複雑なプロジェクトマネジメ

ントを開発せねばならない。それがプログラムマネジメントである。次ページの図表 1－4

の P2M タワーは、一覧図としてその概要を図示したものである。 
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第１部 エントリー 

 

第２部  

プロジェクトマネジメント 

 

       

       

第３部 

プログラムマネジメント 

 

 

 

 

 

第４部  

個別マネジメント 

 

       

       

       

       

              

 

エントリー 

   
 
 

    
 
 
 
 
 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ戦略ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

 個別マネジメントフレーム

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ目標ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

リスクﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

関係性ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｼｽﾃﾑｽﾞﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ組織ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

情報マネジメント 

バリューマネジメント 

プロジェクトマネジメント 
①定義、基本属性、枠組 
②ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ共通観 
③複合マネジメント 
④個別マネジメント 
⑤複合マネジメントスキル 

 プログラムマネジメント 
①定義、基本属性、枠組 
②プログラム基礎 
③プロファイリングマネジメント 
④プログラム戦略マネジメント 
⑤アーキテクチャマネジメント 
⑥プラットフォームマネジメント 
⑦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾗｲﾌｻｲｸﾙマネジメント 
⑧価値指標マネジメント 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

 

 

 
 

図表 1－4  P2M タワー 
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1.3 プログラムマネジメントの枠組み 

 

1.3.1 複雑なプロジェクトへの進展 

伝統的なプロジェクトマネジメントは、道路、空港、建築物、工場の設計、建設に利用

されてきた。 近では、それが情報領域に拡張され、情報システムやソフトウェア開発に

適用されている。これらの対象の共通点は、技術システムの構築が成果物である。プロジ

ェクトマネジメントは、一般に建築、機械、電気、制御、情報などの専門技術を統合する

経営工学的な技術手法と理解されている。したがって、多くのプロジェクトは独立した技

術システムの構築に焦点を絞り、内示的に単一プロジェクト（single project）を想定して

定義している。そして、プロジェクトマネジャーの立場と役割も、技術システムを範囲と

し責任を持つことに限定されている。 

しかし、プロジェクトの 終目的は、技術システムを利用した製品やサービスの生産や

販売であり、その多くは投資回収を意図した企画事業である。したがって、その成功や失

敗は、上流の構想段階や技術システムを利用して投資を回収する下流の経営と密接に関係

する。このように現代のプロジェクトニーズは、地域活性化にせよ、環境問題にせよ、事

業再生にせよ、技術システムとビジネスシステムが相互作用する複雑性を持っている。 

そして、ムダな公共施設や事業失敗の理由は、この多重システムの相互作用を無視した

結果発生している。プロジェクトテーマは、１つのプロジェクトを 1 人の技術責任者に任

せてフェーズで分割管理することは困難であり複雑化している。とりわけ、 近のように

ビジネスに情報システムを利用した経営システムで改革を進展させるようなソリューショ

ン事業プロジェクトは、多重システムの典型であるから、技術システムの構築するだけの

知識や能力では対応できない。つまり、複雑なプロジェクト（complex project）のマネジ

メントは、多数、多様なテーマを包括した全体的な使命を定義して、複数のプロジェクト

で統合管理できるプロジェクトの上位の人材、知識、実践力の体系が必要になってくる。 

このような複雑なテーマを有する問題解決型のプロジェクトをプログラム（program）

と呼び、その管理をプログラムマネジメント（program management）と定義しておこう。

アポロ計画は、ロケット開発、飛行士訓練、管制制御、エンジンと燃料開発、組織体制な

ど多数のプロジェクトが一体化され成功した大規模な国家のプログラムマネジメントとし

て有名である。このプログラムマネジメントは、共産主義陣営に対して自由主義陣営の米

国が軍事優位で世論を動かし自信を持たせる目的で計画され、陸海空によるロケットの分

散開発を NASA に集約して成功させている。つまり、社会系、経営系、技術系が複合した

巨大なプログラムであるが、システムマネジメントという言葉が使用されプログラムマネ
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ジメントの用語は定着しなかった。人工構造物を建設する公共事業や民間事業では、技術

システムのプロジェクトマネジメントだけで充分であり、オペレーションが主流の経営領

域でプログラムマネジメント発想は出現しなかった。この潮流に変化を与えたのは、情報

技術の経営への利用である。経営合理化に情報化は不可欠となりビジネスプロセス・リエ

ンジニアリング、全社資源計画などでプロジェクトマネジメントの適用機会が増加した。 

2000 年代に入り事業再生や経営改革にプロジェクト発想が影響を与えはじめた。イノベ

ーションへのアイデアや責任や成果のメリハリが基準に重視されたからである。さらに経

営レベルで出される改革テーマは、撤退と新事業、業務改革と人材教育、工場閉鎖と海外

拠点、コストダウンと合理化投資など複合されたプロジェクトを同期的・有機的に期限を

決めて一体管理する必要に迫られている。 

こうして複雑なプロジェクトは今やプロジェクトマネジメントの主流領域に進化してい

るのである。P2M が発刊されて以来、欧米のビジネススクールではプログラムマネジメン

トのカリキュラムが加速的に採用されている。そこで少しプログラムマネジメントの基本

的概念を整理する。 

 

1.3.2 プログラムの定義、基準、属性 

プログラムとは全体使命を反映した複数プロジェクトの有機的集合体であり、プロジェ

クトの上位概念である。プログラムかプロジェクトかを選択する特定基準は、企業規模や

合理的な利便性により異なるが、使命重要度、経営業績への波及効果、マネジメント有効

性などで判断できる。代表的な事例は次の４つの場合である。 

① 単一プロジェクトと言えども、規模や複雑性によって創案するプロセスと実行するプ

ロセスをフェーズ管理する限界がある場合 

② 単一プロジェクトと言えども、長期視点で成果システム獲得よりもその運用によって

投資回収を意図し両者が密接に関係する場合 

③ 単一プロジェクトと言えども、技術システムに人間系の社会システムが関与する場合 

④ 単一プロジェクトと言えども、テーマ内容に難度の高い開発要素が含まれる場合 

これらの事例は、従来の単一プロジェクトによるフェーズ単位よりもプロジェクト単位

として管理した方が、仕事の規模、内容、責任、費用対効果、価値向上に意味があること

を示唆している。技術システムが中心であっても、全社の 10％を超えるような売上を達成

する受注案件や 5－10％の開発資金を要する新製品開発のような開発案件を単一プロジェ

クトとして扱うことは危険である。 

戦略開発案件は、企業の将来を左右するから同一テーマでもリスク回避のために複数の
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チームで取組む必要がある。また、開発競争は、製品の市場投入までのリ－ドタイムのス

ピード競争であり、製品開発と生産工程の同期的協調が不可欠である。つまり、技術シス

テム、経営システムにかかわらず規模、難度、複雑性、新規性の高い案件は図表 1-5 のよ

うなプログラム属性を持つことに留意すべきである。 

プログラムテーマは豊かな意味（context）、概念（concept）、内容（contents）が絡

み合う多義性（multiplicity）を持ち、内外の組織間協力が要求される領域の拡張性

（scalability）を持つことが一般的である。組織間協力は多重システムが必要になる上に

その境界の取扱いは複雑性（complexity）を示すことになる。さらにプログラムは相対的

に長期間にわたり、環境変化に直面するので不確実性（uncertainty）も高くなる。こうし

たプログラム属性に留意され開発されたのがプログラムマネジメントである。  

 

 

 

プログラム 

不確実性 

複雑性 

拡張性 

多義性 

図表 1－5  プログラムの基本属性 
 

1.3.3 経営事例で理解を深める 

あるメーカーの事業部長はパソコンと複写機事業を経営してきたが、採算の悪いパソコ

ンから撤退して複写機事業に集中を決意した。事業部長はマーケット部門、資金部門、開

発の責任者を呼び、「アナログ複写機の時代は成熟し、デジタル時代に突入しているので

新商品開発に賭けたい。特別チームで事業規模、製品・市場分析、資金調達、投資収益性

を１ヶ月で検討して報告してくれ」と命令した。 

特別チームが提言した報告書を採用した事業部長は、40 億円の投資で 5 年の事業化を意

思決定し、開発部長をヘッドにした新チームに「環境にやさしくスピードの速い多機能型

にした複写機を 1 年で開発せよ」と命令した。 

この 2 つの命令は特定使命であるが、新商品開発による事業再生で同一の根を持つ全体

使命から派生した 2 つのプロジェクトが複合したプログラムである。使命は問題解決への

総合的な要求であるが簡潔な表現であるが、課題、創造的仮説、解決の指針を全体的にし
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かも包括的に提示する。 

使命は、多機能型複写機は成長市場になるとの創造的仮説があり、解決内示には多機能、

スピード、環境の 3 つがある。多機能について、使命を具体的シナリオにするには、複写、

印刷、多色化、画像スキャニングの検討要素に加えて、部品、材料調達、制御ソフトの開

発チームの協力について提案力が要求される。また、成長市場には競争者が参入するので

競争優位のために、製品ライフサイクル、複写スピード、開発タイムリミット、生産リー

ドタイムへの意識が必要になる。環境保全は持続型社会へのテーマとしての受容要因であ

り、部品の回収や再利用、省エネ、廃棄物処理、リサイクルも視野に入れる使命深耕が期

待されている。 

このように使命達成には複写機を開発するだけでも多数の問題が包括されている。事業

部長は、製品開発に 2 チームを編成し競争させ成功率向上を図り、市場参入を急ぐために

工程開発チームをつくり、ソフト開発チームも加えて 4 つのプロジェクトチームを統合的

に管理しプログラムをリードした。小型オフィス用の多機能機はヒット商品となり、事業

再生を達成したのである。 

 

1.3.4 プログラムマネジメントの定義と基盤 

定義 

プログラムマネジメントは「全体使命を達成するために、外部変化に対応しながら、柔

軟に組織の遂行能力を適応させる実践力であり、その役割は、プロジェクト間の関係性や

結合を 適化して全体価値を高める統合活動である」（P2M 標準ガイド）。 

 

特にプログラムマネジメントが、プロジェクトマネジメントと差別化した特色は次の４

項目である。 

① 全体使命（holistic mission） 

② 統合の考え方（integration thinking） 

③ プログラム共通観（program management common view） 

④ プログラム統合マネジメント（program integration management） 

 

 

全体使命 

全体使命（holistic mission）とは、プログラムに期待される総合的達成要求である。プ

ロジェクトの場合、特定使命（specific mission）として先述したが、それは全体使命の構
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成部分に分割され区別して定義するが本質的な差異はない。 

 

統合の考え方 

統合とは全体使命を複数のプロジェクトに分割して有機的結合を図り、多数者による、

多数目的のための、多数の対象に関係する要求を満足させ全体価値を高めることである。

したがって、統合活動は、プロジェクト間の計画、整合、監視、介入、調整、選択、変更

を行使して変化に組織能力を適応させる役割を担う。 

しかし、P2M のプログラムマネジメントの統合には、知識サービス社会で活躍するオン

リーワン型企業に共通して観察されるゼロベース発想、変化に対する柔軟性、中核能力を

重視する、定時的で多次元の価値評価を行なう、との４つの原則が組み込まれている。 

 

プログラムマネジメントの共通観 

プログラムマネジメントには、その本質的理解を共有する共通観が必要である。再述す

るまでもなく、プログラムマネジメントはプロジェクトマネジメント、個別マネジメント

をさらに高い視点と広い視野で有効利用する役割を担う。 

したがって、共通観とはプログラム基本属性、統合の考え方を総合的に理解することで

ある。具体的にマネジメントの対象として示した基盤は、全体使命の明確化、知的資源の

一体化、プロジェクト間の関係構造化、価値評価の基準化と４つであり、その全体 適化

である。 

 

1.3.5 プログラムマネジメントの事例理解 

日産の経営再生は日本型経営の限界を露呈し、短期改革の可能性を印象づけた。日産も

ゴーン氏が社長に就任する以前から新車開発、品質改善など多数の特定テーマによるプロ

ジェクトが社内で実行されていた。しかし、全体使命のない分散された多数のプロジェク

トを実行しても業績は向上できなかった。日本式経営とゴーン式経営の差異への解釈や指

摘は多様である。 

「日産リバイバルプラン」の全体使命が抜本的改革を意図したプログラムに展開され、

複数の特命プロジェクトを統合したのがゴーン氏自身であることは疑いがない。彼は再生

という全体使命から工場閉鎖とリストラ、不採算事業からの撤退、調達によるコストダウ

ン、組織人事改革、新車開発など複数のプロジェクトに分割し CSF 職能横断チーム（cross 

functional team）によるプロジェクトマネジャーを使命し、指揮してプログラムマネジメ

ントにより見事に企業再生したことは記憶に新しい。 
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1.4 プログラムマネジメントの枠組み 

P2M におけるプログラムマネジメントの基本的枠組みは、プログラム価値連鎖とプログ

ラム統合マネジメントの２つに絞られる。前者は価値創造のプロセス設計であり、後者は

マネジメント単位の合理性に関係する。 

 

1.4.1 プログラム価値連鎖 

洞察力により表現された全体使命は、提案を集めてシナリオに記述し具体的な価値創造

のプロセスに設計されねばならない。プロセスとは、インプットをアウトプットに変換す

る連続的に完結した活動を意味する。一般にシステムは多数の資源を投入して製品やサー

ビスを獲得する変換プロセスから構成されている。プロジェクトモデルの設計は、システ

ムとプロセスのエンジニアリングが基礎的手法になっている。 

プロセスは、活動、情報、資源などの見方で分類や分析が可能である。モデルにはいろ

いろな定義があるが、対象の類似性を表現する類似モデル、実態を記述する実体モデル、

記号で表現する論理モデルどがある。システムも１つの類似あるいは論理モデルに属する。

モデルは現象説明や構造的表現に有効である。 

 

 

 
 
 
 
               プロジェクトマネジメント               

 
            プロジェクト・プログラムマネジメント 

「構想」上流 
スキームプロジェクト 

モデル 

「仕掛け」中流 
システムプロジェクト 

モデル 

「利用」下流 
サービスプロジェクト 

モデル 

図表 1－6  プロジェクト価値連鎖 
P2M はプログラムの標準プロセスを、価値創造の視点と合理的なマネジメント単位とし

て把握し、「構想」、「仕掛け」、「利用」の３つのモデルに大別する。この識別は、

も標準的なプログラムライフサイクルと価値創造の実用性を意図してプロジェクトモデル

と呼ぶ。 

プロジェクトモデルの標準モデルの呼称は、「スキームプロジェクトモデル」「システ

ムプロジェクトモデル」「サービスプロジェクトモデル」に統一している。ライフサイク

ルは、有期性視点で仕事の流ればかりでなく仕事の区切り、内容、質の転換点を認識して

管理する方法であるが、密接に価値創造に関係する。このプログラムライフサイクルを時
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間的視点で上流、中流、下流と区別するのも便利だが、それぞれの価値創造の形態が異質

であることに着目する必要がある。 

上流はスキームプロジェクトモデルに当たるが使命の読み解きにプロデューサーの才能、

分析能力、文章化能力が必要である。シンクタンクやコンサルティング会社は、構想プロ

ジェクトモデルの相談、分析や報告者で収益を挙げている。その資源は予測、知見、提案

力などの知的サービスである。 

中流のシステムプロジェクトモデルは、構想の具体的な仕掛けをつくるプロセスである。

事業構想に基づく工場建設は、代表的事例である。工場という生産の仕掛けは、原材料を

生産プロセスにより経済性のある製品を実現する技術システムである。これを仕組と呼ぶ

こともできるが、プログラム全体の中流部分であるから価値創造の全体と錯覚しないよう

に仕掛けと考えた方が良い。錯覚により大きな損失を出した実例は枚挙に暇がないほどで

ある。 

後に下流のサービスプロジェクトモデルであるが、その内容は仕掛けを利用して投資

を回収するプロセスである。エンジニアリング会社は工場を建設して引渡せば良いが、事

業主は建設資金を回収する必要がある。電力会社が海外事業を展開する場合には、運転、

維持、発電、販売などのノウハウやデータを利用して価値創造するプログラムマネジメン

ト発想が必要である。 

 

1.4.2 プログラム統合マネジメント 

統合の意味については複数のプロジェクトの有機的結合により全体価値を高めると前節

で定義した。プログラム価値連鎖の３つプロジェクトモデル基本形は、それぞれのモデル

も１つではなく複数になるケースも多くその結合状態も多様である。本節では統合に共通

する具体的な６つのマネジメントについて紙面の制約から簡潔に解説する。 

 

1.4.2.1 プロファイリングマネジメント 

プロファイリングとは簡潔な表現で示される全体使命の期待価値を読み解く機能である。

全体使命は「あいまいな表現であるが、将来価値を含む」文脈であるから、豊かな発想に

含まれる意味、課題、仮説、解決、目的、手段など像を明らかにし、そこに支配する全体

の関係をステークホルダーにシナリオによって明確化することである。 

その手法には、５W1H 法、シナリオ・シンキング法、ブレーンストーミング法、仮説

検証法、ケプナ―トリゴー法、ゲーミング・シミュレーション法、費用便益分析法、現在

価値法などのスキルがある。 
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プロファイリングは、将来の不確実性に対して現実化への前提を明らかにしつつ、誰を

パートナーとするか、どのようなコンテキストとコンテンツを盛り込むか、そしてシナリ

オに記述するかのプロセスを標準化している。 

 

1.4.2.2 プログラム戦略マネジメント 

戦略を組織階層で分類すれば全社戦略、事業戦略、機能戦略に分割され、プログラムの

ポジションによって戦略の意味も、計画への参加、意思決定、資源配分で役割が異なる。

複数のプログラムオプションからベストの選択を決定するプログラムポートフォリオ戦略

は、譲渡された権限による。プロジェクトマネジャーが役員であれば、意思決定に参加で

きるが異なる場合は進言にとどまる。 

プログラムマネジャーの戦略マネジメントは、使命価値の実現に焦点を絞った SWOT

（Strength、Weakness、Opportunity、Threat）の解説に絞り込んでトップマネジメン

トの役割と境界を設定している。つまり、プログラムの共通の強みを活かし弱みを補強し

て、チャンスをつかみ脅威となるリスク対応に細心の注意を払って期待価値を確実に実現

することである。 

方法論としては、戦略策定、ポートフォリオ理論、価値連鎖理論、戦略リーダーシップ

理論、組織編成理論、投資資産理論などがある。 

 

1.4.2.3 アーキテクチャマネジメント 

アーキテクチャは、プログラムの構造、機能、操作の設計を意味し、そのマネジメント

は実現性、実用性に優れたアーキテクチャを創りだす発想、方法、技法を一体化させた管

理を意味する。具体的には、プログラム価値創造のプロセスを構造的に理解してスキーム、

システム、サービスのプロジェクトモデルに展開し 適結合を設計する活動である。伝統

的なプロジェクトは組織内アーキテクチャが主流であったが、外部との提携、協力が進展

してオープンアーキテクチャの設計に流れが変化している。 

アーキテクチャの手法にはシステムエンジニアリング、ソフトシステムズ・アプローチ、

要求定義工学、ビジネスプロセスモデリング、プロジェクトモデリング、ソフトウェア構

造化技法としてオブジェクト技術、JAVA 技術などの方法論があり、ビジネスモデルなど

情報技術を利用してさらに合理化できる余地がある。 

 

1.4.3 プラットフォームマネジメント 

プラットフォームとは、専門家が共通の使命を理解し、専門サービスを提供し協調する
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創造的な仕事の場である。この場には倫理、約束履行、使命理解、ビジネスなどの基本ル

ールと協調活動を促進するオフィス、電子メール、サーバー、サポートなど支援機能が一

体化する必要がある。 

プラットフォームマネジメントは、プロジェクトの特異性に注目しながら、グローバル

な専門人材が異文化を越えて、高いモラールに支えられ協調する仕事の場の設定管理であ

る。プログラムの成功や失敗は、チーム編成と場のデザインと維持に深く関っている。知

識を迅速に処理して付加価値を出す電子取引が拡大するなかで、物理的、電子的プラット

フォームの融合した発想は重要な視点である。 

方法論として組織デザイン、コンピテンシーモデル、リーダーシップ、コミュニケーシ

ョン技法、ナレッジマネジメント、情報におけるプラットフォーム理論などがある。 

 

1.4.4 プログラムライフサイクル・マネジメント 

アーキテクチャで設計されたプログラムライフサイクルは、固定管理されるとは限らな

い。プログラム全体の視点でコスト、経済性、環境負荷、ステークホルダー利害など状況

変化によってコミットされた価値が許容水準を超えて低下する場合は、プログラムマネジ

ャーが介入して全体価値維持のために、縮小、中断、転用、延期など部分的なプロジェク

トオプション行使を意思決定する。好転する場合に拡大を進言する場合もある。 

意思決定の方法論としては、プロジェクトマネジメント管理技法、仮説シナリオ法、ケ

プナ―トリゴー法、仮想市場法、現在価値法、内部収益法などがあるが、P2M はリアルオ

プションも導入して注目を集めている。 

 

1.4.5 価値指標マネジメント 

プログラムマネジメントは、固有資産、知的資産、イノベーション、ステークホルダー

の価値を包括的に創造する。プロジェクトマネジャーは、この４つの価値を策定と実行の

過程で総合的に意識し管理することを要請される。しかし、この価値を客観的に随時計測

することは容易でない。伝統的プロジェクトマネジメントは、タイムとコストを出来高、

あるいは獲得価値（earned value）手法で把握してきたが進捗管理である。プログラムマ

ネジメントには、多次元的な定性、定量の価値評価法が必要であり、事前、中間、事後に

随時プログラム価値を計測が要請される。 

P2M はバランス・スコアカードの戦略事業における財務、非財務の体系評価法に注目し

て導入している。本論で解説されるプロジェクトバラススコアカードは、多数の新しい開

発視点が示されている。関連する価値評価方法論としては、バランス・スコアカード法、
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プロジェクトバランススコアカード法、アーンドバリューマネジメント法、価値工学法、

環境会計、企業価値法、コスト予測法、効用関数法、費用便益法などがある。 

 

1.4.6 まとめ 

21 世紀の日本再生に向けて、政府、地域、産業、企業にイノベーションが求められてい

る。この共通課題として環境変化で陳腐化し制度疲労した古い仕組みを破壊して、新しい

価値創造の仕組みを創造する必要に迫られている。まさに松下電器の中村社長が要求した

「破壊と創造」である。このような仕組みづくりにはプログラムマネジメントが適してい

る。 

伝統的な現場型のシングルプロジェクトマネジメントは知識資産として有用であるが、

プログラムマネジメントは、この知識資産を利用して戦略レベルで変革とカイゼン統合マ

ネジメントを開発すれば良いからである。このような接近法は３つの理由で世界的潮流に

なっている。 

① 複雑系の問題解決が増加している 

② 戦略的使命は増加したが組織能力が追随できない 

③ 全社的にプロジェクトタイプの仕事が相対的に増加した 

本書の目的は P2M プログラム統合マネジメントにある価値指標マネジメントを実用化

に向けて、専門家の知識と経験を結集して解説する標準教科書の作成である。第１章は、

P2M の思想と体系について基礎的な解説が役割であるのでその詳述は後章に譲るがその

橋渡しができれば幸いである。 
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第２章 PBSC のフレームワーク 
本章では、P2M における価値指標マネジメントにバランス・スコアカード（BSC：

balanced scorecard）を適用したフレームワークを提示する。P2M とバランス・スコアカ

ードの融合モデルであることから、プロジェクト&プログラム・バランス・スコアカード

（以下 PBSC）と呼ぶ。 

PBSC の狙いは、P2M における複数プロジェクトの全体 適化を促進することにある。

そこで、P2M における全体 適化概念を概説することから説明を始める。 

 

2.1 P2M における全体最適化概念 

 

2.1.1 伝統的なプロジェクトマネジメントの問題 

伝統的なプロジェクトマネジメントは、プロジェクトの遂行手法として完成されている。

しかしながら、企業はプロジェクトから十分な成果を得ることができていない。その理由

は、プロジェクトの「全体的な調和や全体満足を追及する体系が欠けていた」［小原編, 

2003a, 82 ページ］ことによる。 

あるメーカーでは、プロジェクトの一つが成功しても、関連するほかのプロジェクトが

失敗していたために、プロジェクト全体として期待値には至らないという問題に直面した

［芝尾・齊藤, 2003, 92 ページ］。この事例は、複数プロジェクトが個々にマネジメント

されると「部分 適に終わってしまい、ビジョンや戦略とプロジェクトを有機的に結びつ

け、プロジェクト間のシナジー効果が得られるような全体 適にはなかなか結実しない」

［芝尾・齊藤, 2003, 92 ページ］ことを示している。 

 

2.1.2 P2M による全体最適化 

P2M では、従来のプロジェクトマネジメントに加えて、全体 適化の実現手法としてプ

ログラムマネジメントを有している。プログラムとは、「全体使命を実現する複数のプロ

ジェクトが有機的に結合された事業である」［小原編, 2003a, 60 ページ］。プログラムマ

ネジメントとは、「全体使命（holistic mission）を達成するために、外部環境の変化に対

応しながら，柔軟に組織の遂行能力を適応させる実践力である。この実践力の役割は、プ

ロジェクト間の関係性や結合を 適化して全体価値を高め，使命を達成する統合活動にあ

る」［小原編, 2003a, 60 ページ］。つまり、プログラムマネジメントは、複数のプロジェ

クトを有機的に統合し、プロジェクト間の目標整合性を高めることによって全体 適を実

現し、プロジェクトの全体価値を向上させることを目的とした手法である。 
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プログラムマネジメントは、マルチプロジェクトマネジメントとは異なる。両者の違い

は、前者がプロジェクト間の相互関係に着目して全体 適よりもたらされるシナジーを積

極的に創出しようとするのに対し、後者は相互関係が低いかもしくは独立しているプロジ

ェクトの集合管理であって、単に効率化を目的としている点にある［小原編, 2003a, 52, 56

ページ］。 

 

2.1.3 全体最適化のための４つの基盤 

プログラムマネジメントでは、全体 適化のために 4 つの共通基盤が必要であると考え

られている。 

 

2.1.3.1 ミッション基盤：全体使命の明確化  

ミッション基盤とは、プログラムの全体使命が共有されることによって形作られる。全

体使命とは、「プログラムの存在意義、ステークホルダー、基本問題の記述、解決の方向

性、関連領域の示唆などを網羅した深い意味のある文脈、すなわちコンテキスト（context）

をもつプログラムへの達成目標要求である」［小原編, 2003a, 64 ページ］。 

全体使命の共有のためには、全体使命を明確化 し、プロジェクトの特定使命に展開する

ことが求められる。展開における目標整合性を高めることによってプログラムの全体 適

化が促進されるからである。 

 

2.1.3.2 アーキテクチャ基盤：プロジェクト間の関係構造化  

アーキテクチャ基盤とは、全体使命に基づくプロジェクト間の関係の構造化することに

よって形作られる。関係の構造化とは、プログラムを構成するプロジェクトの全体構造お

よび全体機能、全体操作性の 3 つをデザインすることであり、全体使命が高度に反映され

たモデル、文書、図面などによって表現される［小原編, 2003a, 71-72 ページ］。 

プログラムはライフサイクルが長く、複数のプロジェクトが有機的に結合した形である

ため不確実性が高い。不確実性に対応するためには、プログラムの全体効率および全体効

果、相乗効果を見据えながらプロジェクトへの統合、中断中止などの意思決定 をしなけれ

ばならない。意思決定をスピーディーかつタイムリーに実施することがプログラムの全体

適化につながるからである。そのためにはプロジェクト間の構造化がなされている必要

がある。 
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2.1.3.3 コミュニティ基盤：知的資源の一体化 

コミュニティ基盤とは、人が共通のテーマや目的･目標に向けて交流し、協働することに

よって形成される価値創造の共通の場を指す［小原編, 2003a, 63 ページ］。共通の場は、

P2M においてプラットフォームと呼ばれる 3 つの場からなっている。⑴知識創造を実現す

る人間系基盤、⑵交流を活発化するための情報系基盤、⑶異文化を受け入れる文化系基盤

である。 

2 つの組織が同じ資産を持っていたとしても成果は異なる。会計資産には現れない知的

資産がこの違いを生む。現代の知識社会においては知的資産の活用が組織のコアコンピテ

ンスを形成する。コンピテンスを高めるためには、異文化を越え、プロジェクトの中核人

材が交流し結集できるオープンなコミュニケーションの場を設け、知識、情報、文化を一

体化 する必要がある。それがプログラムの全体 適化に結びつくからである。 

 

2.1.3.4 アセスメント基盤：価値指標の基準化 

アセスメント基盤とは、プログラムを評価する価値指標を基準化することによって形作

られる。価値指標を基準化することによって、プログラム価値のデザイン、計画、実行、

成果の獲得という活動全体を通して体系的に評価 し、プログラム価値の維持、増加を促進

することが可能となる［小原編, 2003a, 66 ページ］。 

P2M では、プログラムを評価する価値指標の視点として⑴固有資産価値、⑵イノベーシ

ョン価値、⑶ステークホルダーの調和価値、⑷知的資産価値を挙げている［小原編, 2003a, 

57-58 ページ］。 

さらに、プロジェクトレベルの価値指標は、4 種のプログラム価値を向上させるように

構成されている必要がある。そこで P2M では、プロジェクトを評価する価値指標の視点

として5つのEと2つのAからなる7つが提唱されている［小原編, 2003a, 67-68ページ］。 

 

2.2 P2M と BSC の接点 

P2M では、アセスメント基盤における価値指標の視点として、プログラムレベルで 4

つの視点、プロジェクトレベルで 7 つの視点を提唱している。このように多元的な価値指

標の視点を提唱する背景には、複雑で多義的な社会状況において従来のプロジェクトマネ

ジメントにおける獲得価値（earned value）だけではプロジェクトの全体 適化ができな

いという認識がある［小原, 2003, 29-30 ページ］。 

ところが、価値指標の視点が増えれば増えるほど、それらの関係性は複雑になっていく。

何らかの手段によって体系的に評価する仕組みが必要とされるが、そのような仕組みは従
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来のプロジェクトマネジメントにはなかった。 

P2M では、この点を補う体系的な評価手法として、バランス･スコアカードの利用を提

案している。バランス･スコアカードは、会計の学問領域から提案された概念であり、1992

年にアメリカの会計学者であるキャプラン（Kaplan）とコンサルタントのノートン

（Norton）によって提唱されたものである［Kaplan and Norton, 1992：邦訳, 2003］。 

しかし、会計という立場から提唱された手法であるため、そのままの形で P2M に取り

込むことは難しい。P2M の特色を生かしながら、バランス･スコアカードのメリットを効

果的に取り込み、プロジェクト&プログラムのための新しいバランス･スコアカードの形を

考える必要がある。プロジェクト&プログラムのための新しいバランス･スコアカードの形

が、本書において紹介する PBSC である。そこで、まずバランス･スコアカードのフレー

ムワークについて説明する。 

 

2.3 バランス・スコアカードとは何か 

 

2.3.1 バランス・スコアカードの特徴：戦略の評価・実行のための 4 つの視点 

バランス・スコアカードとは、「4 つの視点に基づいて戦略を評価し、実行を促す技法」

である。4 つの視点とは、①財務の視点、②顧客の視点、③社内ビジネスプロセスの視点、

④学習と成長の視点である。これらの視点に、戦略が落とし込まれ、戦略を評価する価値

指標とその目標値を実現する施策1が生成されていく。まずは、４つの視点について説明し

よう。 

 

2.3.1.1 財務の視点 

財務の視点は「財務的に成功するために、株主に対してどのように行動すべきか」

［Kaplan and Norton, 1996, p.9：邦訳, 1997, 30 ページ］を表している。価値指標として

は、ROI（return on investment）や SVA（shareholders value added）などがある。 

 

2.3.1.2 顧客の視点 

顧客の視点は「戦略を達成するために、顧客に対してどのように行動すべきか」［Kaplan 

and Norton, 1996, p.9：邦訳, 1997, 30 ページ］を表している。価値指標としては、顧客

                                                  
1 施策とは、キャプランとノートンの表現でいう実施項目（initiative）のことである［Kaplan and Norton, 2001：邦訳, 2001］。 
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の満足度やロイヤルティ2などがある。 

 

2.3.1.3 社内ビジネスプロセスの視点 

社内ビジネスプロセスの視点は「株主と顧客を満足させるために、どのようなビジネス

プロセスに秀でるべきか」［Kaplan and Norton, 1996, p.9：邦訳, 1997, 30 ページ］を表

している。大別すれば、新製品・サービスを開発・設計する革新プロセス、製品・サービ

スを生産・提供する業務プロセス、製品・サービスを提供後のアフターサービスを行う顧

客管理プロセスの 3 つが識別される。価値指標として、品質・コスト・時間などがある。 

 

2.3.1.4 学習と成長の視点 

学習と成長の視点は「戦略を達成するために、どのようにして変化と改善のできる能力

を維持するか」［Kaplan and Norton, 1996, p.9：邦訳, 1997, 30 ページ］を表している。

ここでの 大の焦点は、能力の高い人材を育てることである。価値指標として、従業員の

満足度やロイヤルティ3、また、従業員たちの知識や技術力、戦略の実行を支援する情報シ

ステムの能力、組織の成熟度がある。 

 

2.3.2 バランス・スコアカードの意義：因果連鎖 

バランス・スコアカードの意義は、4 つの視点を持っていることではなく、それらの間

に因果連鎖を想定している点にある。なぜなら、バランス・スコアカードのように複数の

視点から戦略を評価・実行しようとする取り組み自体は何ら新しいことではないからであ

る。因果連鎖は、多種多様な価値指標を有機的に結びつけ一体化させることによって、相

互補完的および相乗的な効果を生み出す重要な概念である。 

因果連鎖とは、ある物事が起こると、それが原因となってある結果を引き起こし、今度

はその結果が原因となってまた新たな結果をもたらすという、連鎖反応的な現象をさして

いる。バランス・スコアカードにおける因果連鎖は例えば、従業員のスキル向上がプロセ

スの質とサイクルタイムの改善をもたらし、プロセスの質とサイクルタイムの改善は顧客

満足とロイヤルティにつながり、ロイヤルティの向上は目標利益の達成をもたらすという

内容になる。 

戦略達成による成果を 大限高めるためには、戦略全体の価値の維持・向上を見据えな

                                                  
2  顧客満足度とロイヤルティの関連についてはHeskett et al［1997：邦訳, 1998］を参照されたい。 
3  満足した顧客は、満足した従業員によってもたらされるとする「サティスファクション・ミラー」という概念がある

［Heskett et al, 1997：邦訳, 1998］。 
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がら因果連鎖を把握していき、その中で価値指標を設定し、一体化させる必要がある。し

かし、因果連鎖の把握は困難であり、それが成り立つように価値指標を配していくことは

容易ではない。そこで、因果連鎖を把握するための技法が必要となる。それが、戦略マッ

プである。 

 

2.3.3 因果連鎖を把握する技法：戦略マップ 

戦略マップとは、因果連鎖を把握するための技法である。それは、重要成功要因同士を

因果連鎖を意味する矢印で結びつけている。ここで、もし因果連鎖が認識されない重要成

功要因があったり、重要成功要因同士の間に矛盾が含まれる場合には、抽出する重要成功

要因を見直す必要がある。 

こうして、戦略マップを描きながら重要成功要因の見直しを繰り返すうちに、因果連鎖

は徐々に明確に把握されていく。その過程を通じて、全体として一貫性のある価値指標の

組み合わせが導き出される。戦略マップを作成する具体的な手順は 2.4.2 戦略マップの作

成に譲ることとし、以下では、一体化した多元的価値指標がどのような効果を持つのか、

事例にて検討していこう。 

 

2.3.4 事例：モービル 

バランス・スコアカードの も有名な事例として、モービル北米マーケティング＆リフ

ァイニング事業部（以下モービル）がある［Baker, 1999：Kaplan and Norton, 2001］。

モービルは 1994 年にバランス・スコアカードの導入を計画し、翌 1995 年に導入した。モ

ービルは、1994 年の 下位から、1995～1998 年の 4 年間にわたり、業界一の収益性をあ

げるという劇的な成長をなしえた。 

 

2.3.4.1 背景 

バランス・スコアカード導入前のモービルは、基本的には“オペレーショナル・エクセ

レンス”を中心とした戦略を展開していた。この戦略は、できるだけガソリンの原価を抑

えることで収益性を向上させようとするものである。 

しかし、既に原価は限界に近いレベルまで低減されており、これ以上の原価低減は品質

の低下、ディーラーの利益減少、そして従業員のモラル低下といった副作用をもたらしか

ねない。したがってモービルには、価格を上げるか、もしくはガソリン以外の商品から収

益を得るかの 2 つしか業績を改善する手段はなかった。 

価格を上げればより価格の低い競争相手に顧客が流れることになるため、値上げ分を上
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回る価値を顧客に提供しなければならない。また、ガソリン以外の商品を提供するにして

も、顧客のニーズをしっかりと見極めなければならない。そのためモービルには、収益を

増大させる新しい戦略が必要とされていたが、それは“日替わり戦略”といわれるほどに

場当たり的に展開されており、従業員たちの混乱を招いていた。 

このようなことが生じた理由として、当時、既に業績が受け入れがたいほど悪化してい

たために、手当たり次第に変革を起こそうとしていたことがある。そこで、一貫性のある

新しい戦略を策定することとなったが、次に、その新戦略の実行を支援する手段が必要と

された。その手段が、バランス・スコアカードだったのである。 

 

2.3.4.2 バランス・スコアカードの導入 

これまでは“オペレーショナル・エクセレンス”を中心にしていたが、ガソリン以外の

付加サービスを重視する“カスタマー・インティマシー”を中心とした戦略へと切り替え

た。具体的には、ガソリンスタンドにコンビニエンス・ストアを設置し、迅速かつフレン

ドリーなサービスを提供することを狙いとしている。これは、ターゲットを、低価格を好

む顧客セグメントから収益性の高い顧客セグメントへと切り替えたことを意味する。 

また、“製品リーダーシップ”として、迅速なサービスを提供するモービル・スピード

パスを開発し、カスタマー・インティマシーを補完した。さらに、社会における“良き隣

人”となるために、環境問題への取り組みも強化した4。 

新しい戦略を明らかにした後、それを 4 つの視点に落とし込み、重要成功要因を抽出し戦

略マップを作成した（図表 2－1）。続いて価値指標を設定し、因果連鎖のある全体が首尾

一貫したバランス・スコアカードを完成させた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
4  “良き隣人”を除く“オペレーショナル・エクセレンス”、“カスタマー・インテリマシー”、“製品リーダーシップ” 
Tracy and Wiersema［1995：邦訳, 2003］の提案する価値基準と一致している。 
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財 務 の 視 点

スピードパス会員

ディーラーの質受注の正確性

カスタマー・インティマシー

製品リーダーシップ

戦略の理解度

顧客満足度

販売量の増加 現 金 支 出 の 減 少 キ ャッシュフ ロー の 改 善

競争的ポジション
（収益性）

資本利益率

顧 客 の 視 点

社 内 ビ ジ ネ ス プ ロ セ ス の 視 点

学 習 と成 長 の 視 点

収  益  増  大  戦  略 生  産  性  向  上  戦  略

品 質

環 境 問 題

安 全 性
キ ャ パ シ ティ

利 用 度

オ ペ レ ー ショナ ル ・エ クセ レン ス

良 き 隣 人

顧 客 ニ ー ズ を理 解 しそ れ に 伴 う差 別 化 に よ る 収 益 の 質 の 改 善 現 有 資 産 の 利 用 度 最 大 化 と総 流 通 コストを低 減 す る事 業 統 合

 
 

図表 2－1  モービルの戦略マップ 
（出典）［Kaplan and Norton, 2001, p.61：邦訳, 2001, 92 ページ］（一部修正） 

 

2.3.4.3 導入の効果 

バランス・スコアカードの作成を通じて得られた効果として、①財務の視点とそれ以外

の視点、②企業外部と企業内部、③上位レベルの目標と下位レベルの目標のバランスを取

りながら、効率的・効果的に戦略が達成されたことが挙げられる。 

①財務の視点とそれ以外の視点のバランスを取ることで、四半期や年次ごとに繰り返さ

れる短期的な利益ではなく、戦略的・長期的観点からの利益が 大化されるようになった。

モービルは、1995 年の 初の四半期において稀にみる暖冬に見舞われた。このとき、灯油

や天然ガスの売上が落ち込み、モービルの財務の視点の業績は悪化したが、それ以外の視

点は改善されており、そのままの戦略を貫いた。すると、同年度末に、モービルは業界で

も収益性の高い企業へと成長していった。しかも、そうして得られた業績は持続的で、

それまで 2 年以上続けて業界トップを守った企業はなかったにもかかわらず、1995 年から

1998 年に至るまで業界トップの座を堅持し続けた。 

②企業外部（財務・顧客）と企業内部（社内ビジネスプロセス・学習と成長）について

は、株主の求める財務成果とターゲットとした顧客のニーズを明確にし、それら組織の焦

点を合わせ資源を集中することによって、大きな成果を得た。基本的にはバランス・スコ
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アカード導入前と同じ従業員、商品群、設備にもかかわらず、上に述べた、それまでとは

比べ物にならないほどの業績を上げることができたのである。 

③上位レベルの目標と下位レベルの目標のバランスは、上位レベルで認識されたバラン

ス・スコアカードを、下位レベルに落とし込むことで取られた。そうすることで、従業員

レベルの目標達成が事業部レベルの目標達成に影響を与えるようになった。モービルでは、

事業部長からトラックの運転手まで、7 レベルに区分してバランス・スコアカードを落と

し込んでいる5。通常、目標は下位レベルに展開する過程で拡散し焦点がぼやけることが懸

念されるが、4 つの視点とそれを結びつける因果連鎖を考慮しながら展開することによっ

て、そのような弊害は回避された。 

ここで述べた成果は、価値指標が因果連鎖の中で一体化することで、多様な価値の相互

補完効果・相乗効果がうまく引き出され、得られたものと考えられる。 後となったが、

モービルの、バランス・スコアカード導入後に得られた具体的な業績の改善結果を列挙し

ておく。 

 資本利益率 6％から16％

競争上のポジション 最下位から1位へ

販売量 業界平均を2～2.5％超過

現金支出 20％減少

キャッシュ・フロー 年間－500ドルから＋700ドルへ

顧客の視点 顧客満足 3年連続で改善

スピードパス会員数 年間100万人ずつ増加

ディーラーの質 4年連続で改善

受注の正確性 4年連続で改善

品質 4年連続で改善

生産能力の活用度 年間歩留が70％減少

安全性 仕損じ件数が年間150から30へ減少

環境問題 発生件数が30％減少

学習と成長の視点 戦略の理解度 20％から80％へ向上

財務の視点

社内ビジネス
プロセスの視点

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 2－2  モービルの業績改善（1994 年～1998 年） 

（出典）［Kaplan and Norton, 2001, p.61：邦訳, 2001, 92 ページ］ 

 

2.4 PBSC のフレームワーク 

P2M において価値指標マネジメントとして BSC を利用したフレームワークがある。な

お、このフレームワークは理論モデルであるため、運用局面においては様々なアレンジや

単純化がなされることになる。 

                                                  
5  目標を展開する際に具体的にどのような指標へと落とし込まれたかは、Kaplan and Norton［2001, p.248：邦 
訳, 2001, p.312-313］の図表を参照されたい。 
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2.4.1 プロファイリングマネジメント 

プロファイリングマネジメントとは、「『ありのままの姿』から洞察した全体使命の意

図を多元的に解釈し、幅広い価値体系に表現し、『あるべき姿』を追求してミッションを

実現可能なシナリオ形式にまで展開する実践力である」［小原編, 2003a, 73 ページ］。 

プロファイリングマネジメントでは、ミッション表現、関係性分析、シナリオ展開が行

なわれる。それらを通じて組織の直面する課題を明らかにし、「あるべき姿」を追求する

シナリオを作成する。シナリオは、矛盾や対立をよく考慮し解消しながら展開されなけれ

ばならない。 

 

2.4.2 戦略マップの作成 

プロファイリングマネジメントによって作成されたシナリオを戦略マップとして描く。

戦略マップは、次のような手順にしたがって作成される 。 

 

2.4.2.1 視点の設定 

プロジェクト&プログラムのモニタリングを行なうための視点を設定する。 

バランス･スコアカードでは 4 つの視点を前提とすることが一般的である。これを利用

してもよいと考えられる。しかし、P2M ではプログラムレベルで 4 つの視点、プロジェク

トレベルで 7 つの視点を提唱している。そこで、これらの視点を基礎に当該組織にとって

適切な視点を設定することが望ましい。ただし、視点の数や内容は必要に応じて変更して

よい［Kaplan and Norton, 1996, pp.34-35：邦訳, 1997, 61-62 ページ］。 

 

2.4.2.2 戦略目標の設定 

整合性を考慮しながら、それぞれの視点において達成すべき目標を設定する。 

 

2.4.2.3 重要成功要因の抽出 

視点ごとに設定された戦略目標をさらに展開し、戦略目標達成のための重要成功要因

（critical success factor）を抽出する。重要成功要因とは、戦略を成功裏に遂行させる要

素であり、戦略目標を達成するための主要因である。 

 

2.4.2.4 戦略マップの作成 

戦略マップとは、戦略目標と重要成功要因間の因果連鎖を示した絵である。 
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2.4.3 プログラム戦略マネジメント 

プログラム戦略マネジメントとは、「ミッションの全体価値を戦略的水準で解釈し、テ

ーマ、目的、目標、手段の相互関連性を明らかにし、その基本的な枠組みを策定して重要

な制約を特定し、プログラム遂行のすべての過程でミッションの実現を 優先する意思決

定活動である」［小原編, 2003a, 83 ページ］。 

具体的には、戦略マップによって明らかにされた戦略目標と重要成功要因間の因果連鎖

を基礎に、外部環境および内部環境を見据えながらプログラムが立案される。そして、そ

のプログラムを実現するための複数のプロジェクトが考えられる。言葉を換えれば、立案

されるプロジェクトはプログラム遂行のための必要不可欠な施策である。 

前掲の図表 2－5 の示した戦略マップを例にとれば、2 つのプログラムが立案されると考

えられる。2 つのプログラムとは、戦略マップの左側半分に対応する収益増大プログラム、

右側半分に対応する生産性向上プログラムである。そして、これらのプログラムを遂行す

るために必要となるプロジェクトが立案される。 

 

2.4.4 プログラム BSC の作成 

プログラム戦略マネジメントによって立案されたプログラムのプログラム BSC を作成

する。まず、戦略マップの作成時に設定された視点ごとにプログラムが達成すべき戦略目

標と重要成功要因を記載する。次に、それらを踏まえて測定可能な価値指標が決定し、そ

の価値指標における目標値を設定する。ここまでの手順は、プログラムがどの程度まで戦

略目標および重要成功要因を達成すべきかを定量的な価値評価指標として設定する手順で

ある。 後に、その目標値を達成するための施策であるプロジェクトが記載される。 

例えば、収益増大プログラムにおいて顧客視点の目標値がロイヤル顧客の比率であった

とする。この目標値を達成するための施策として、顧客満足度向上、顧客クレーム対応強

化というプロジェクトが記載されるといったイメージである。 

 

2.4.5 アーキテクチャマネジメント 

アーキテクチャマネジメントとは、「創造的使命を達成していく作業」［小原編, 2003a, 

89 ページ］である。プログラム戦略マネジメントにおいて立案され、プログラム BSC に

おいて立案されたプロジェクトを生成する作業である。 

も大切な作業は、全体としてプログラムの遂行に貢献するように複数のプロジェクト

の相互関係性を構造化、アーキテクトすることである。プロファイリングマネジメント、

戦略マップの作成、プログラム戦略マネジメント、プログラム BSC という手順を経ること
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によって、プロジェクト間の論理的な相互関係性は担保されている。したがって、アーキ

テクチャマネジメントは、この論理的な相互関係性を実際のプロジェクトに結びつける作

業である。 

プロジェクトは「スキームモデル」、「システムモデル」および「サービスモデル」と

に区分できる。詳細は標準ガイドブックに譲るが、この区分がプロジェクト間の相互関係

性を考える際の有力な切り口になることを付記しておく。 

 

2.4.6 プロジェクト BSC の作成 

生成されたプロジェクトごとに、プロジェクト BSC を作成する。 

まず、プロジェクト BSC の視点を設定する。P2M の提唱するプロジェクトレベルで 7

つの視点を踏まえて設定されることが望ましい。実務的には、コスト、品質、納期という

伝統的な視点を含めた複数の視点が設定されることになるだろう。次に、視点ごとに戦略

目標を記載する。プロジェクトは、プログラム BSC における目標値を達成するための施策

である。プロジェクト BSC における 終的な戦略目標は、プログラム BSC における目標

値となる。そして、戦略目標を達成するための重要成功要因、それを測定する価値指標と

目標値が設定される。 後に、その目標値を達成するための活動が記載される。 

 

2.4.7 プラットフォームマネジメント 

プラットフォームマネジメントとは、「人間系、文化系、情報系の総合的な視点により

プラットフォームを定義し、認識し、設計し、立ち上げ、改良し、プログラム全体の組織

的なコンピテンスを強化し、価値基盤を強化する活動である」［小原編, 2003a, 95 ページ］。

ここでの 大の関心事は、プロジェクトチームおよび組織全体におけるコンセンサス、コ

ミットメントの形成、相互交流による創発的な組織学習にある。 

プラットフォームマネジメントは、プラットフォームの設定と運営の 2 つの役割を持つ

［小原編, 2003a, 96 ページ］。設定は、使命、目的と方針、ルールに関する徹底、実行、

変更である。運営は、設定に伴うプラットフォーム機能、マネジメントシステムや外部サ

ービスとの接続である。 

 

2.4.8 実績測定 

プログラム BSC およびプロジェクト BSC において設定された価値評価指標の目標値に

対する実績の測定がなされる。ここでの測定結果が、プログラムライフサイクルマネジメ

ントの基礎となる。 
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2.4.9 プログラムライフサイクルマネジメント 

プログラムライフサイクルマネジメントとは、「プログラム全体をライフサイクルの視

点から判断して、環境や状況変化による価値の増減を意識しながら、ミッションの価値を

維持するために、プロジェクトの結合による構造的な解決やオプションの選択などによる

状況的解決を目指して、不確実性を克服してプログラム資産の価値を 大限に生かす管理

活動である」［小原編, 2003a, 102 ページ］。 

プログラムのライフサイクルデザインには 3 つの結合形式がある。①逐次型プロジェク

ト結合、②サイクル型プロジェクト結合、③同期並列結合である。ここでは、このような

結合形式を見据えながら、目標値と実績の差異に基づいて必要に応じてプロジェクトの改

編、統廃合がなされる。なお、プロジェクトの改編、統廃合チェンジは、次の 3 つの要素

に環境の変化による影響があると予測･予知される場合に発動される。 

① 変化の特質（change attributes） 

② 価値維持の許容水準（permissible level） 

③ 実現要素（critical value factor） 

 

2.5 PBSC の意義 

PBSC の主要な意義として、次のものが考えられる。 

第 1 に、価値指標マネジメントにおいて多元的価値指標を体系的に扱えることである。

PBSC は、因果連鎖を把握することによって多元的価値指標を一体化させ、プロジェクト

＆プログラムの実行から得られる価値を大きくしている。その結果、モービルの事例で見

たように、所与の資源で大きく持続的な成果をもたらすことが期待される。 

第 2 に、プログラムとプロジェクトの関係を明確にし、目標整合性を高めることが挙げ

られる。PBSC のフレームワークにおいては、プログラム BSC の目標値を達成する施策と

してプロジェクトが記載される。したがって、プログラムにおける全てのプロジェクトに

役割が与えられており、プロジェクト BSC の目標値の達成がプログラム価値の増大に結び

つく。 

第 3 に、環境変化に対応しながら、プロジェクトの統廃合の意思決定に役立つことが挙

げられる。P2M における価値評価の役割は、「現在の状況の変化を判断し、将来の成果に

結びつけるナビゲーションの役割を果たすことにある」［小原編, 2003a, 111 ページ］。

PBSC によれば、プロジェクト間の論理的な相互関係性は担保されているため、状況変化

によるプロジェクト統廃合の意思決定を合理的かつ迅速に行なうことができる。 

第 4 に、PBSC は、従業員たちの戦略に対する理解を深め、戦略を実現するプロジェク
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ト＆プログラムを受け入れさせることが挙げられる。PBSC は、ある意味では、適切なプ

ロジェクト＆プログラムを選定する手続きともいえるからである。戦略への理解が深まれ

ば、迅速な実行と組織学習が促される。また、実際に戦略を実行するためには、それを実

現するプロジェクト＆プログラムが妥当であることを納得させる必要がある［小倉, 2003, 

42-43 ページ］。したがって PBSC には、組織学習と戦略実行を力強く促進することが期

待される。 

 

2.6 PBSC と予算 

バランス･スコアカードと予算は相まって効果を生み出す［Kaplan and Norton, 2001, 

p.224：邦訳, 2001, 351 ページ］。わが国の企業において、BSC の起源と考えられる方針

管理と予算をうまく組み合わせることによって戦略遂行をより確実なものにしていること

からも明らかであろう。 

我々は PBSC に対応する予算を P-Budgeting と呼んでいる。そして、PBSC と

P-Budgeting が対になって P2M における価値指標マネジメントを構成すると考えている。

本著は PBSC の解説書であるため詳細には立ち入らないが、以下、P-Budgeting について

概説する。 

 

2.6.1 P-budgeting の手順 

初に、プロファイリングマネジメントを受けて財務目標が設定される。この財務目標

は中長期利益計画における財務目標を考えてよい。 

次に、財務目標達成のためのプログラムの予算が編成される。プログラム予算は中長期

にわたるライフサイクル予算である。さらに、プログラムの部門予算期間（通常、単年度）

における財務への効果を見込んで部門予算が編成される。 

そして、プログラムの施策としてのプロジェクト活動を基礎にプロジェクト予算が編成

される。プロジェクト予算はプロジェクトの計画遂行期間にまたがるライフサイクル予算

である。さらに、プロジェクトが部門予算期間（通常、単年度）に与える効果を見込んで

部門予算が編成される。 

後に、プログラム、プロジェクトおよび部門の実績が測定され、予算実績差異が計算

され、プログラムライフサイクルマネジメントに引き継がれる。 

 

2.6.2 プログラム予算、プロジェクト予算と部門予算の関係 

プログラム予算およびプロジェクト予算は、多年度にわたる戦略予算と考えられる。一
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方、部門予算は単年度の業務予算である。これらの関係について説明を加える。 

前節で解説したように、P-Budgeting においては、プログラム予算およびプロジェクト

予算という戦略予算の部門予算期間における効果が部門予算に反映される。言葉を換えれ

ば、プログラムおよびプロジェクトによる収益、費用あるいは資産に対する増分効果が部

門予算に上乗せされると考えてもよい。例えば、顧客情報システムプロジェクトが顧客の

リピート比率や客単価のアップを狙いとしているならば、顧客情報システムの完成年度か

ら顧客数や客単価の上昇を前提で部門収益予算が編成されることになる。 

 

2.6.3 その意義 

このようにプログラム予算およびプロジェクト予算と部門予算がタイトな関係で結ばれ

ることによって、ともすれば曖昧になりがちなプログラムおよびプロジェクトの財務的な

評価が厳密に行えるようになる。先の顧客情報システムの例を想定すれば、次式のように

部門予算の増分収益からもたらされる増分利益の現在価値が顧客情報システムへの投資額

と比較され、評価を受けることになる。 

( ) －投資額増分利益
期間 部門 ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ∑ ∑

= =

p n

PV
1 1  

一方、部門サイドからみれば、プログラムおよびプロジェクトの効果が自部門の予算に

上乗せされるため、いわゆる部門改善を超えた成果を求められる。プログラムおよびプロ

ジェクトの動向に注意を向けるだけでなく、協力への強い動機付けとなる。 

 

2.6.4 組織変革に向けた P-Budgeting のあり方 

プログラム予算およびプロジェクト予算という戦略予算の部門予算という業務予算の比

率が組織変革の程度を表す。年度における戦略予算は予算総額の 1 割～2 割が一般的であ

る。 

しかし、P2M の基本理念である「ゼロベース発想の原則」に立ち戻り、極論すれば、組

織慣性による前年対比何パーセントといった部門予算は論理的には存在しない。プログラ

ム予算およびプロジェクト予算が予算総額の殆どを占めることになる。 

組織変革に取り組み劇的に業績回復をした製造会社においては、部門予算を総予算の 1

割以下に留め、残りの 9 割をプログラムおよびプロジェクト予算として編成した。抜本的

な組織変革のためには、プログラム予算およびプロジェクト予算の比重を高めていくこと

が効果的である。 
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第３章 事例の分類と位置付け 
 

3.1 はじめに 

本章では、第 1 章、第 2 章をふまえて、第 4 章以下で述べる個別事例を分類し、事例の

位置づけを示すことを目的とする。 

本章の構成は以下のとおりである。まず、第 2 節では、P2Mが適用可能な案件が、業種

的、業務的に広がっていることを示す。つぎに、価値活動の軸（変革型－オペレーション

型）と期間的独立性の軸（個別・受注型－投資型）で案件を分類する。第 3 節では、管理

の対象（プロジェクトからプログラムへ）と管理の目的（BSCのコミュニケーション・業

績評価目的から意思決定・戦略的目的へ）の観点からP2BSCの成熟度モデルを呈示する。

第 4 節では、4 章以下で紹介する事例で用いるプロジェクト、プログラム概念を整理する。 

つぎに、第 2 節の価値活動と期間的独立性により案件を分類する｡ 後に､第 3 節の

P2BSC成熟度モデルを適用し案件を位置付ける。同時に、それらの展開の方向性を示す。 

 

3.2 P2M における案件の分類 

 

3.2.1 業種的な広がり－プラントから業務改革、公共まで 

P2M の基盤であるプロジェクトマネジメントは、化学プラントが巨大化、複雑化、高度

化に対応し、その安全性、信頼性、経済性を確保するために各種専門技術を組み合わせ統

合する技術と、全体を統一した思想と目標のもとに管理する技術が必要となったことに端

を発する。そして、プロジェクトの仕事を受注し遂行することが会社の主業務であるエン

ジニアリング産業、建設業、情報サービス産業で発達した。 

プロジェクトマネジメントは、適用領域を広げ、企業を外部環境、内部環境に適応させ

るための企業変革、製品開発、新規ビジネス開発などでも適用されるようになっている。

さらに、営利のプロジェクトの他に、公共事業や政府開発援助（ODA）といった非営利の

プロジェクトもある。これらも一定のミッションを有し、プロジェクトが生み出す価値は

測定可能である。そのため、営利、非営利の差はプロジェクトマネジメントにとって本質

的な差ではない。 

以上をまとめると、営利、非営利を問わず、個別受注案件から企業変革までの案件で P2M

の手法が適用可能である。 
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3.2.2 業務的な広がり－変革型とオペレーション型 

価値活動の観点から案件を分類すると、変革型とオペレーション型に分けることができ

る。変革型とは、第 4 章で定義するように、企業価値を劇的に増大させるため、企業のビ

ジョン、戦略に基づき、事業、業務プロセス、制度、組織、情報システム等について、特

定期間内に抜本的に見直す案件群のことである。これは、組織内で実施する企業変革案件

が相当する。 

一方、オペレーション型とは、日常的に繰り返し継続的に実施するが、個別性、不確実

性、重要性の点でプロジェクト活動として扱う案件のことである。これは、社内で行う製

品開発、ソフトウェア開発などを受注して実施する案件等が相当する。 

プロジェクトマネジメントは、1 章で述べたように、個別性、有期性、不確実性という

属性を有する。その点で、標準的に確定した手順や方法で日常的に繰り返し継続的に実施

するオペレーション活動とは区別する。製品開発、医薬品開発は、継続的に常に新しい仕

事やテーマに業務の一部として取り組む活動である。ただし、繰り返しの期間が案件によ

り不確定である点、個別性が強いため標準的に確定した手順や方法がそのまま適用できな

いことが多い点などの理由によりプロジェクトとして扱うのが一般的である。なお、ここ

でいうオペレーショナル型は、通常の業務として行うという意味で変革型と対比させたも

のであり、第 1 章でプロジェクトと対比して説明したオペレーション活動とは異なる。 

また、変革型とオペレーション型の両面を有する案件もある。案件の結果から直接的に

便益を受ける主体（発注者）と、案件を発注者から受注し実施する主体（受注者）が異な

る場合が相当する。発注者は、内部の人的資源を活用するよりも外部の経営資源利用した

方がよいと判断した場合、案件を外注先に発注する。この場合、案件の内容は、発注者に

とっては変革プログラムの一部である。一方、受注者にとっては日常的に繰り返し継続的

に実施する活動であり、標準的に確定した手順や方法が存在する場合もある。このような

例としては、エンジニアリング業界、コンサルティング業界、ソフトウェア開発業界が関

与する案件がある。これらは、受注側にとってはオペレーション活動であったとしても、

プロジェクトとして扱うことが一般的である。 

 

3.2.3 期間的独立性－個別（受注）型と投資回収型 

期間的独立性の観点から案件を分類すると、個別型、投資回収の２つのタイプに分ける

ことができる。個別型とは、案件自体が期間的に独立しており、一定期間内でその主たる

効果を測定し損益を計算できるものである。期間的に独立しているため、個別型と呼ぶこ

とにする。エンジニアリング業界、ソフトウェア業界、コンサルティング業界等の受注者
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の観点からみた案件が代表的であるため、受注型と呼ぶこともできる。 

投資回収型とは、案件の主たる効果の発現が、案件終了後になるものであり、案件終了

後直ちに損益の計算ができないものである。 初に投資をしたものを案件終了後に回収す

るという意味で、投資回収型と呼ぶことにする。 

 

3.2.4 価値活動と期間的独立性による案件の分類 

以上から、案件を変革型、オペレーション型という価値活動と個別（受注）型と投資回

収型という期間的独立性の２軸で分類したものを図表 3－1 に示す。 

変革型の案件は、プロジェクトそのものから直接的な効果が発現することは少ないため、

一般に投資回収型に分類できる。オペレーション型の案件のうち、社内で行う製品開発や

ソフトウェアパッケージの開発が相当する。変革型の案件は、一概に個別型、オペレーシ

ョン型に区別はできない。 

 

図表 3－1 価値活動と期間的独立性 

個別（受注） 投資回収

変革

オペレーション

価
値
活
動

期間的独立性

 

3.3 P2BSCの成熟度モデル 

 

3.3.1 プロジェクトからプログラムへの発展 

第 1 章 3 節で説明したように、全体使命を反映した複数プロジェクトの有機的集合体を

プログラムという。使命重要度、経営業績への波及効果、マネジメント有効性が高い案件

の場合、とくに全社もしくは事業戦略に関連する場合、プログラムとして扱うことが望ま

しい。戦略に従ってプロジェクトをプログラムとして管理するという P2M の考え方は、

伝統的なプロジェクトマネジメント手法と比較して新しい。 

たとえば、8 章で述べるように、オペレーショナル型の案件を扱うエンジニアリング業

界では、プロジェクトマネジメント手法は他の業界と比較して整備されているものの、プ

ロジェクトと戦略は必ずしも連携していない。しかし、戦略に適応するためには個々のプ

ロジェクトのリスクを測定し、プログラムとして管理することが望ましい。 
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変革型の案件でも、案件ごとにプロジェクトチームを結成し、プロジェクト単位で個別

に管理してきた。個々のプロジェクトをうまく管理するためには、戦略に従ってプロジェ

クト間で経営資源の配分を考慮しなければならない。 

以上から、企業グループ全体での価値 適化を志向する経営においては、オペレーショ

ン型、変革型でも、P2M を取り入れた経営、すなわち管理の対象をプロジェクト単位から

プログラム単位にすべきであると考えられる。 

 

3.3.2 P2BSCの適用目的の発展 

バランス・スコアカードとは、第 2 章で述べたように、①財務の視点、②顧客の視点、

③社内ビジネスプロセスの視点、④学習と成長の視点に基づいて戦略を評価し実行を促す

技法である。バランス・スコアカードを利用する目的と効果は段階により異なると考えら

れる。まず、導入当初は、バランス・スコアカードの作成プロセスを通じて、異なる部門

の構成員が 4 つの視点間の結びつきに気づき、自部門の目標を達成するように動機付ける

こが主目的となる。また、部門内、部門間のコミュニケーションを活性化させるという目

的もある。バランス・スコアカードによる目標を作成すると、それを用いた業績評価を行

いうる体制ができる。予算数値だけでなく、4 つの視点からみる業績評価システムとして

の利用する目的である。バランス・スコアカードが定着すると、業績評価システムとして

だけでなく、長期的な戦略を実行するためのツールとしての利用も目的となる。 

以上をふまえ、バランス・スコアカードの P2M への適用段階を考えると、大きく分け

て、コミュニケーション、業績評価目的と、意思決定、戦略的利用目的の２段階に分けら

れる。第 1 は、バランス・スコアカードの作成にあたり組織内でのコミュニケーションを

活性化するとともに、プロジェクト単位で作成した価値指標を達成度の評価に適用する段

階である。P2M のモデルが登場する前のプロジェクトの進捗を管理するための評価指標と

しては、コストや品質が当初計画通りに収まっているか、スケジュールで決めたマイルス

トンを達成しているか、プロジェクトの進行に伴う出来高（アーンドバリュー）が予算数

値通りであるか等であった。これらの指標は、スケジュール管理的な側面が強い。バラン

ス・スコアカードを用いれば、プロジェクトの使命と整合的な指標を設定することができ

る。そこで、アーンドバリュー等の指標を補完、代替する目的でバランス・スコアカード

を利用するのである。 

第 2 は、プログラムと戦略とを関連づけ意思決定に利用する段階である。変革プログラ

ムの 終的な目標は、財務の視点から株主付加価値（SVA: Shareholders Value Added）

を向上させることである。これを達成する道筋は、4 章で述べるように一本ではない。顧
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客満足度向上プロジェクト、サプライチェーン構築プロジェクト、従業員満足度向上プロ

ジェクト、情報化プロジェクト等を組み合わせてSVA向上を目指すのである。そこで、変

革プログラムでは、戦略マップを作成し、個々のプロジェクトを対応付けることにより、

効率的な資源配分、実施する案件の優先順位付けが可能になる。また、オペレーション型

のエンジニアリング業界でもP2BSCの戦略的利用が効果的である。たとえば、受注活動時

にどの領域に焦点をあてて事業を展開するかという判断の際、バランス・スコアカードで

作成した戦略マップを資源配分の優先順位付けに利用できる。 

以上をまとめると、まず管理の対象としてプロジェクトからそれらを有機的結合体とし

てみるプログラムへの発展がある。また、これらを管理する道具としてバランス・スコア

カードをみると、その目的としてコミュニケーション、業績評価目的から意思決定、戦略

的目的という発展がある。図表 3－2 は、これらを管理対象と管理目的の２軸で図示したも

のである。この図では、図中に矢印で示すように管理対象がプロジェクトからプログラム

へ、管理目的が業績評価目的から戦略的目的へ発展するモデルを想定している。両者の発

展が同時並行的ならば 1 軸でよい。2 軸にしたのは、管理の対象の発展とバランス・スコ

アカードの適応の発展が必ずしも同時並行的ではないからである。案件の重要性が低い場

合は、プロジェクトとしての管理で十分である。その場合でもプロジェクトとして戦略的

に位置付けバランス・スコアカードで管理することもある。 

管
理
の
対
象

プログラム

プロジェクト

意思決定・
戦略的目的

コミュニケーション
・業績評価目的

管理の目的(BSCの適用)
 

図表 3－2 P2BSCの成熟度モデル 
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3.3.3 P2BSCの成熟度モデルと案件への適用 

 本節のまとめとして、案件のタイプ「価値活動と期間的独立性」（図表 3－1）にP2BSC

の成熟度モデル（図表 3－2）を適用すると、図表 3－3 に示す３次元の図になる。案件の

タイプ、成熟度モデルとも 2 次元であったので本来は 4 次元にすべきであるが、適用案件

を 1 軸にまとめ 3 次元の図で表現している。 

 

管
理
の
対
象

プログラム

プロジェクト

意思決定・
戦略的目的

コミュニケーション
・業績評価目的

管理の目的(BSCの適用)

適
用

案
件

（価
値

活
動

・期
間

的
独

立
性

）

 

 

図表 3－3 P2BSCの成熟度モデルと案件への適用 

 

3.4 事例におけるプロジェクト、プログラム概念と案件の分類 

第 4 章から第 9 章では、プロジェクト、プログラムへのP2BSCの適用事例を紹介する。

第 4 章では企業変革プログラム、第 5 章では製品開発プロジェクト、第 6 章では医薬品開

発プロジェクト、第 7 章では公共プロジェクト、第 8 章ではエンジニアリングプロジェク

ト、第 9 章では情報サービス産業をとりあげる。以下では、各章で紹介する事例の位置付

けを行う。 

 

3.4.1 事例におけるプロジェクト、プログラム概念 

まず、各章におけるプロジェクト、プログラムの概念を図表 3－4 にまとめる。扱う案

件が異なるため、用語の使い方は異なっているものの、これらには共通点がある。第 1 に、

プロジェクトはそれぞれにおける個々の活動を指す点である。第２に、プログラムはそれ
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らを一定の基準で包含する束として捉える点である。 

 
章立て プロジェクト概念 プログラム概念 

４章 企業変革 個々の現場での活動 企業変革全体 

５章 製品開発 製品開発活動 製品類似性でのグルーピング 

６章 医薬品開発 新薬開発活動単位 特定疾患領域でのグルーピング 

７章 公共 事務事業 目標施策 

８章 エンジニアリング 受注案件 大規模案件と量産型案件の束 

９章 情報サービス 受注案件 オペレーションの総体 

図表 3－4 事例におけるプロジェクト、プログラム概念 
 

3.4.2 事例の分類 

つぎに、各章でとりあげる案件を価値活動と期間的独立性の２軸で分類した結果を、図

表 3－5 に示す。 

企業変革（4 章）でとりあげる 4 つの事例は、いずれも戦略に従ったバランス・スコア

カードの導入の事例であり変革型に分類した。製品開発（5 章）は、自動車産業の製品開

発を事例としており、効果の発現がプロジェクト期間を超えることが一般的であるため投

資回収、オペレーション型として分類した。医薬品開発（6 章）は長期の開発活動プロセ

ス自体を継続的に変革している事例であり、変革型に分類した。公共（7 章）は、施策を

戦略課題に沿って解決した事例であり、変革型に分類した。エンジニアリング（8 章）と

情報サービス（9 章）はいずれも受注者としての立場として事例をとりあげており、個別、

オペレーション型として分類した。 

 

図表 3－5 案件の分類 

個別（受注） 投資回収

変革

オペレーション

価
値
活
動

期間的独立性

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ

情報産業

製品開発

変革

製薬開発

公共
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3.4.3 事例の位置付けと方向性 

後に、各章で紹介する事例の位置付けと今後の方向性を、管理の対象と管理の目的とい

う軸の 2 次元上に配置し図表 3－6 に示す。同時に、各事例が目指す方向性を矢印で示す。 

オペレーション型のエンジニアリング（9 章）、情報産業（8 章）、製品開発（5 章）の

3 つを左下方に配置した。これに対して、変革型の製薬開発（5 章）、企業変革（4 章）を

右上に配置した。両者の違いは、管理対象の重要性を個々の案件の活動管理に置くか、戦

略適合性に置くかという差に基づく。必ずしも、右上のポジションが優れているというわ

けではない。 

管
理
の
対
象

プログラム

プロジェクト

意思決定・
戦略的目的

コミュニケーション
・業績評価目的

管理の目的(BSCの適用)

製薬開発

変革

ｴﾝｼﾞﾆ
ｱﾘﾝｸﾞ

情報

公共

製品開発

図表 3－6 各章での事例の位置付けと方向性 

 

 

次章以降では、業種、案件の特性、プロジェクトからプログラム概念への必要性、P2BSC

の適用とその課題等について記述する。案件のタイプは違ってもP2MにおけるP2BSCの適

用という観点からは共通する部分も多い。そのため、成熟度に即したP2BSC導入を考える

上でのヒントになるものと考える。 
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第４章 企業変革プログラム、企業改善プログラムとP2BSC 
「今日企業が必要としているのは、1 人ひとりの人間の強みと責任を 大限に広げると

ともに、1 人ひとりの目標と共同の利益とを調和させるようなマネジメントの原理であ

る。」－ドラッカー(P.F. Drucker)「現代の経営」 

 

4.1 企業変革と企業変革プログラム 

「企業変革」「企業改革」「企業イノベーション」（Enterprise Innovation）「企業ト

ランスフォーメーション」（Enterprise Transformation）（以下企業変革で統一）という

用語は、一般に明確な定義がないまま使われている。本章では、企業変革とは「企業価値

を劇的に増大させるため、企業のビジョン、戦略に基づき、事業、業務プロセス、制度、

組織、情報システム等について、限られた期間内に抜本的に見直すこと」と定義すること

とする。この定義によると、リストラクチャリング（事業の再構築）やハマーとチャンピ

ーにより提唱されたビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR：Business Process 

Reengineering）も企業変革に属することになる。 

企業変革に類似した用語として、「パラダイム変換（シフト）」がある。パラダイムは、

米国の科学史家クーンが「一般に認められた科学的業績で、一定期間、専門家に対して問

い方や答え方のモデルを与えるもの」として定義したものであるが、現在では、実態を持

つ手本、ルール、制度を通じて、受け入れられているものを指すことが多い。企業変革に

は、パラダイム変換が必要であり、後述の企業変革プログラムは、パラダイム変換からス

タートすると言っても過言ではない。 

次に企業変革プログラムとは、「特定の企業変革の実現を使命として、有限の期間内に、

資源、状況などの特定制約下で遂行されるプロジェクトが有機的に結合した取り組み」を

指す。例えば、サプライチェーンマネジメント（Supply Chain Management）の実現や

M&A（Merger & Acquisition）、ERP（Enterprise Resource Management）と呼ばれる

統合的パッケージソフトウェアの導入等が企業変革プログラムに該当する。企業変革プロ

グラムは、具体的に企業変革を進めるための個々のプロジェクト（例えば、SCM 構築の場

合は在庫削減プロジェクト）に展開され、実際の変革活動は、プロジェクトを中心に推進

される。 

 

4.2 企業変革プログラムマネジメントにおけるP2BSCの特徴 

企業変革プログラムにおいて、P2BSCを適用する際の特徴は以下の通りである。 
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①全社一体となった企業変革を推し進めることができる 

第１章で述べているように、企業変革のアプローチには、トップダウンを中心としたト

ランスフォーメーション、トップの洞察力、ミドルの提案力、現場のチームワークが一体

化したイノベーションのアプローチがある。P2Mでは、企業変革全体をプログラムととら

え、各現場での個々の活動をプロジェクトとする。P2BSCを活用することによって、企業

変革における個々のプロジェクトの役割、使命が共有化され、その使命を達成するために、

具体化し、解決する統合化されたチームワークのマネジメントを実現できる。 

 

②プログラムの使命達成に向けた因果関係が定義されている 

企業変革プログラムにおけるP2BSCは、プログラムの遂行に重要な指標を単に並べるの

でなく、企業価値指標に代表される財務的指標を頂点として、財務的指標から顧客満足度

を示す指標へ、そして顧客満足度を向上させるための施策に対する指標というように、非

財務的指標を使って指標間の因果関係を重視している（図表 4－1）。後に事例で示すシア

ーズの企業変革プログラムでは、指標間の因果関係を統計解析して、業績を向上させるた

めに も効果的な戦略・施策とそれを評価する指標を抽出した。企業変革プログラムは、

具体的な企業変革プロジェクトに展開されるが、企業変革プログラムのP2BSCの業績評価

基準 1 つ 1 つが企業変革プロジェクトの使命、目標となる。すなわち、P2BSCを用いるこ

とにより、企業変革プログラムとその実行主体であるプロジェクトの整合性を図ることが

可能となる。 

図表 4－1 業績評価指標間の因果関係 

SVA

商品別粗利益額

在庫管理コスト

営業粗利益率

戦略的商品の成長率顧客満足度

特定顧客による評価

従業員当たり生産性

財務
の視
点

顧客
の

視点

業務
プロセス
の視点

人材と変
革

の視点

出荷日数

不良品率

受注予測率
納期厳守率

支店別売上高増加率 商品別売上高増加率

新規専門従業員数

独自商品投入数

従業員定着率

従業員満足度

チーム作業を行なう
プロジェクト数

顧客問合せ時の在庫切れ率

プロジェクト遅延日数

顧客維持率

社内教育受講数

独自商品認知度

SVA

商品別粗利益額

在庫管理コスト

営業粗利益率

戦略的商品の成長率顧客満足度

特定顧客による評価

従業員当たり生産性

財務
の視
点

顧客
の

視点

業務
プロセス
の視点

人材と変
革

の視点

出荷日数

不良品率

受注予測率
納期厳守率

支店別売上高増加率 商品別売上高増加率

新規専門従業員数

独自商品投入数

従業員定着率

従業員満足度

チーム作業を行なう
プロジェクト数

顧客問合せ時の在庫切れ率

プロジェクト遅延日数

顧客維持率

社内教育受講数

独自商品認知度

一般には、バランス・スコアカードは戦略マップを描き、戦略マップに描かれた戦略や
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アクションプランを遂行することにより、企業変革が実現すると説明されている。しかし、

実際には、バランス・スコアカードと戦略マップにより企業変革プログラムの使命や目標

を表現し、それらの個々の目標に対してプロジェクトを組織することが必要となる。した

がって、P2BSCを用いて、全体のプログラムとの整合性を保ちつつ、個々のプロジェクト

が中心となって、戦略やアクションプランを遂行することが重要で、その成果として、真

の企業変革が実現される。 

 

③仮説検証モデルを採用している 

P2BSCは仮説検証モデルを採用している点である。2 つ目の特徴として、プログラム内

のプロジェクトの因果関係について説明したが、P2BSCを構築する段階において、プロジ

ェクト間の因果関係は仮説にすぎない。業績評価指標Aを良くすれば、一定のタイムラグ

をもって業績評価指標Bが良くなるだろうという仮説である。 

P2BSCによるプログラムマネジメントで重要な点は、バランス・スコアカードを構築す

ることではなく、プログラム内でPDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクル（経営学的に

はPlan-Do-See）を循環させ、仮説としての因果関係を検証することである。従来のプロ

グラムマネジメントでは、一度策定されたプロジェクトとその実行計画を正として、計画

と実績の対比、差異分析が中心に行われるが、P2BSCでは、使命達成に向けた各プロジェ

クトの存在そのものを疑うのである。つまり、下位の指標（先行指標あるいはプロセス評

価指標）が良くなっているにも関わらず、一定のタイムラグを経過した後でも、上位の指

標（結果指標あるいはアウトプット評価指標）が向上しない場合、その指標の前提となっ

ているプロジェクトとその計画を疑い、必要に応じてプロジェクトの見直しを行うのであ

る。 

これにより、プログラムの使命達成に向けた 適なプロジェクトを常に遂行することが

できる。 

 

4.3 P2BSCを使った企業変革プログラムマネジメントの活用例 

P2BSCは、広範囲の企業変革プログラムに活用できる点が特徴である。 

 

4.3.1 サプライチェーンマネジメントへの適用 

サプライチェーンマネジメント（SCM）やCPFR（Collaborative Planning Forecasting 

and Replenishment）を導入する企業が増えている。しかし、これらの取り組みは、短期

的に効果が測定できないことも多い。確かにこれらの取り組みの内、棚卸資産在庫の削減
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によるキャッシュフローの増大は経済的効果として測定可能である。しかし、昨今では、

品質向上や時間短縮による利便性の向上を目標とした取り組みも多く、これらを評価、推

進する仕組みとして、P2BSCが有効である。 

 

4.3.2 M&A の統合化プロセスへの適用 

M&A後の統合化プロセスにおいて、P2BSCは、その業績評価指標や目標値を示して、

統合後の新しい企業グループあるいは事業の姿を明確化することができる。また、その実

績値を管理することにより、M&Aが目的とする企業価値向上に向けた取り組みも可能とな

る。M&Aの実行は、新しい企業グループ構築の一通過点である。M&Aは買収により完了

するのではなく、買収から始まると言っても過言ではない。この観点から、バランス・ス

コアカードを使ったP2BSC によるM&Aの統合化プロセスの管理は非常に有効である。 

 

4.3.3 IT 投資への測定評価 

ERPパッケージソフトウェア導入に代表される情報化投資は、情報システムの置き換え

であることも少なくない。また、合理化投資より情報化投資そのものが戦略の推進である

ことも多い。この結果、回収期間法、正味現在価値法といった既存の投資経済性評価指標

だけでは、適切な評価ができなくなっている。このようなケースでは、P2BSCを使って情

報化投資を評価することが有効である。 

米国では、バランス・スコアカードがアメリカ会計検査院や国防総省で情報化投資の評

価に活用され［櫻井, 2001］、IT 調査会社であるガードナー社も「IT バランス･スコアカ

ード」の提唱を行っている［松原, 2000］。日本でも、経済産業省と情報処理振興事業協

会（IPA）が推進する IT Solution Square Project（ITSSP）において、経営情報化投資効

果として、バランス・スコアカードをベースとしたモデルの検討が行われている。また、

ERP 研究推進フォーラムでは、「e-Judge」と呼ぶ IT 投資の効果評価ツールを開発してい

る[ERP 研究推進フォーラム,2003]。 

 

4.3.4 事業再編成時の業績評価 

事業再編成の目的は、企業価値の 大化を図るためのキャッシュフローの改善であるこ

とは言うまでもない。しかし、過去において、ゼロックス社は財務的指標のみを業績評価

基準として掲げた経営を行った結果、顧客満足度の低下を招き、結局は業績評価基準の低

下を招いた。キャッシュフローは財務的業績評価指標であり、キャッシュフローの改善の

みを目指して、事業再編成を行うことは、中期的には逆にキャッシュフローの低下を招く
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可能性がある。品質、時間、コストの面から業績評価基準を設定し、それらをP2BSCとし

てまとめることにより、中長期的に視野に立った事業再編を実現することができる。 

 

4.4 バランス・スコアカードによる企業変革プログラムの事例 

P2BSCはバランス・スコアカードをプロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）に

おける価値指標マネジメントの具体的方法論として体系化したものである。バランス・ス

コアカード導入の先進事例から、企業変革プログラムにおけるP2BSCの有効性を説明しよ

う。 

 

4.4.1 スカンディア 

スカンディア社（Forsakrings AB Skandia）はスウェーデンにおいて 1855 年に北欧で

初に設立された北欧 大の保険会社である。変額保険（運用結果に基づき、保険金額や

解約返戻金が変動する保険商品）・変額年金（運用結果に基づき、年金額が変動する個人

年金商品）を主力商品とし、世界 25 カ国に進出、変額保険・年金市場で世界トップクラス

のシェアを誇っている。 

1990 年頃、スカンディア社の商品は損害保険が中心で、1990 年は全体の 78%を占めて

いた。しかし、北欧では損害保険は既に成熟期にあり、また経営効率を向上させるために

アウトソーシングを進めた結果、財

務諸表上の資産が減少し、株価は低

迷した。当時のスカンディア社の社

長であった B・ウォルラルは、事業

構造の転換を決意し、生命保険・年

金を事業の柱とすることを決定した

が、事業構造とビジネスモデルを大

きく転換することは容易ではなく、

困難な道のりが予想された。 

その頃、スカンディア社では、知

的資本のマネジメントの重要性に気

づきはじめ、Ｂ・ウォルラルと生命

保険・年金事業（AFS）の責任者で

あった J・カレンディ（Jan Carendi）

は、1991 年に Intellectual Capital 
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Director（知的資本管理者）の肩書きと共に、L・エドヴィンソンを招き入れた。そして、

その L・エドウィンソンが中心となって、新しいスカンディアの実現に向けて、従業員を

導き、またその変革の進行を評価する仕組みとして開発されたのが、「ナビゲータ」と呼

ばれるバランス・スコアカードを使った知的資本のマネジメントの仕組みであった（図表

4－2）。知的資本とは、企業価値を高める経験や能力、知識を指す。顧客との関係、企業

文化、従業員の能力、ブランド等、財務諸表に記載されない将来に対する競争力の源泉が

知的資本である。 

「ナビゲータ」（Navigator）は、スカンディア社におけるバランス・スコアカードを

使った知的資本マネジメントの仕組みの名称である。ナビータは、財務的視点（Financial 

Focus）、顧客の視点（Customer Focus）、プロセスの視点（Process Focus）、革新と開

発の視点（Renewal & Development）、そして人的資源の視点（Human Focus）の 5 つ

の視点から構成される。キャプランとノートンのバランス・スコアカードに人的資源の視

点を加えた点が特徴である。これは、知的資本の内、特に重要な人的資本を取り上げ、独

立させたものである。そして、財務的視点は過去を示し、顧客の視点、プロセスの視点、

人的資源の視点は現在を示し、そして革新と開発の視点は未来を表現すると位置付けられ

る。 

1998 年から全世界の法人で導入されており、スウェーデン内では全従業員がこのナビゲ

ータに基づき、アクションプランと目標を設定し、目標管理（MBO）として運営されてい

る。 

アメリカンスカンディア社のナビゲータを紹介したい。アメリカンスカディア社

（American Skandia）のナビゲータは 18 の指標で構成されている。財務的視点が使用総

資本、営業利益、従業員１人当り付加価値の 3 つ、顧客の視点は契約件数、契約当りの貯

蓄額、契約廃棄率、販売拠点数の 4 つ、プロセスの視点が従業員当りの契約数、管理費率、

管理費に占める IT 費率の 3 つ、革新と開発の視点は、新規契約保険料収入の割合、ネッ

ト保険料収入の伸び率、管理費に占める開発費率、40 才未満のスタッフの割合の 4 つ、そ

して人的資源の視点が正規従業員数、マネジャー数、女性マネジャー数、従業員 1 人当り

教育訓練費の 4 つである。 

ナビゲータはスウェーデンでは全従業員、その他の国では組織単位で作成されているが、

その作成の方法は、ビジョン・ミッションの明確化、サクセスフファクター（成功要因）

の抽出、アクションプランの作成、指標設定の 4 つのステップで行われる。 

初のビジョン・ミッションの明確化とは、組織や従業員のミッションやビジョンを明

確化することである。次にそのミッションを遂行し、ビジョンを達成するためのサクセス
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ファクターの明確化を図り、その成功要因に対するアプローチとしてアクションプランを

明確化する。そして、そのアクションプランの成果を評価する指標として、5 つの視点か

ら指標設定が行われる。これらの仕組みがスカンディアグループ全体の目標設定に基づき、

グループ企業、組織、従業員へと同じ仕組みで落とし込まれる。この過程で、従業員はス

カンディア社の向かっている方向性を共有化し、自分が何をすべきかを自覚することにな

るのである。しかし、グループ企業のナビゲータの設定は、一部の財務的指標を財務的視

点に含めること以外は、指標の選択からその目標数値の設定まで、そのグループ企業に一

任されている。これは、「ハイ・トラスト・カルチャー」によってエンパワーメント（権

限委譲）が進められているためである。しかし、従業員個人のナビゲータの設定は、直属

の上司と相談して決定し、ベクトルを合わせている。こうして、設定された従業員のナビ

ゲータは、報酬制度にもリンクし、目標を達成した従業員には高い報酬が与えられる。 

「ドルフィン」（The Dolphin System）は、バランス・スコアカードのプランニングと

フォローアップを行う情報システムである。1998 年に全グループ企業に導入され、1999

年から本格活用されている。インターネットベースで作成され、一定のセキュリティの範

囲内で、誰もがこのドルフィンを活用することができる。（現在、「ドルフィン」は外販

も行なわれている。） 

ドルフィンは、ナビゲータのフレームワークに基づき、Web 上で、ビジョン・ミッショ

ンの明確化、サクセスフファクター（成功要因）の抽出、アクションプランの作成、指標

設定を行うことができ、またその実績値を自由に検索することができる。また、ドルフィ

ンは階層を持ち、グループ全体、法人、法人内の組織、そして従業員に細分化されて行く。

基本的な実績データの更新タイミングは 1 カ月であり、目標指標の達成度に応じて、赤（大

幅未達成）黄（未達成）緑（達成）に色分けされ、一目で現在の状況がわかるようになっ

ている。 

ドルフィンを使うことによって、財務的業績評価指標という結果に基づきマネジメント

を行うのではなく、結果を導くためのアクションをマネジメントすることが可能となって

いる。その結果、財務的業績評価指標によるマネジメントに比べて、問題点に対するアク

ションが大幅に早くなり、それがスカンディア社の競争力にもなっている。すなわち、ド

ルフィンもまたスカンディア社の知的資本なのである。 

それではなぜ、ドルフィンが従業員のモチベーションを高めるのであろうか。 初に、

ドルファインという同じツールを全世界で活用しているため、コミュニケーションが容易

となり、従業員一人一人の役割をはっきりと認識できることが掲げられる。また、ドルフ

ィンにより、自らの活動が見られているという意識が働くため、それが競争心をあおる結
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果となっていると想像される。 

*スカンディアの事例は［川野,2001］に基づいている。 

 

4.4.2 シアーズ 

シアーズ・ローバック（以下シアーズ）は米国、カナダを中心に展開するスーパーマー

ケットチェーンである。1992 年、シアーズは、39 億ドルの創業以来の赤字決算となった。

そこで、シアーズは、企業変革プログラムとして、創業以来の事業であるカタログ販売を

廃止し、113 店舗の廃止、従業員の削減を行う一方で、新しい 5 つのビジョンの策定を行

い、バランス・スコアカードによる新しい業績評価モデルを導入した。その結果、シアー

ズは、短期間で劇的に業績を向上させることに成功したのである。 

シアーズのバランス・スコアカードは、働きたくなる職場、買い物をしたくなる店、投

資をしたくなる企業という 3 つの視点を採用し、特に従業員と顧客を重視している点が特

徴である。すなわち、シアーズのバランス・スコアカードは、従業員の満足度を向上させ

れば、従業員定着率が高くなり、従業員定着率が顧客満足度の向上につながり、その結果

として、財務的業績評価指標も良くなるというバランス・スコアカードとなっている［ア

ンダーセン, 2001］。 

シアーズでは、バランス・スコアカードの構築に当たり、TPI（Total Performance 

Indicator）モデルと呼ばれるモデルを構築し、業績評価指標間の因果関係の検証により、

バランス・スコアカードの各業績評価指標を決定していった。具体的には、請求書に「60

秒調査」と呼ばれるアンケートを添付して顧客満足度の調査し、従業員には 1 年ごとに 85

項目の質問を行った。これらの調査結果を、クラスター分析、多重回帰分析、共分散分析

等の因果関係分析を行い、業績評価指標を絞り込んで行ったのである。また、単に業績評

価指標の絞込みだけでなく、従業員態度が 5 ポイント上昇すると、顧客満足度が 1.3 ポイ

ント上昇し、顧客満足度が売上を 0.5%上昇させるという業績評価指標間の感度も明確とな

った[Anthony J.Rucci, Steve P.Kirn, Richard T.Quinn, 1998]。シアーズでは、この TPI

モデルによるバランス・スコアカードを構築することにより、具体的かつ効果的なアクシ

ョンを採ることが可能となり、前述のような劇的な復活をすることができたのである。 

シアーズでは、バランス・スコアカードがあったために、業績回復に向けた取り組みの

ベクトルを合わせることができた。業績回復というプログラムにおいて、バランス・スコ

アカードと TPI モデルによる因果関係の検証により、具体的なプロジェクトを定義、実行

した事例である。 

*シアーズの事例は、[Anthony J.Rucci, Steve P.Kirn, Richard T.Quinn, 1998]、
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「Steven P. Kirn,2001」に基づいている。 

 

4.4.3 パイオニア 

パイオニアは、カーAV、カーナビのメーカーであり、 近では DVD や PDP（プラズ

マ･ディスプレー･パネル）に注力している。2003 年 3 月期の連結売上高は 7,123 億円であ

る。 

1995 年度よりパイオニアの当期利益は赤字となり、1996 年度には約 100 億円の赤字と

なった。これに伴い、パイオニアは大規模なリストラ（35 名の指名解雇、1,000 人規模の

早期希望退職）を断行し、業績は回復に向かったが、その結果、モラルの低下が著しくな

った。これを受けて、1996 年に経営再建のために 20 名の若手従業員による社長直轄のプ

ログラムがスタートし、そのプログラムの中での「何をすべきか」の議論の中で、会社の

ビジョンが明確でないゆえにモラルが低下していることが再確認された。そこで CI

（Corporate Identity）を実施するが、失敗、1997年にCS推進室を発足して、CS（Customer 

Satisfaction）経営に転換した。その当時、キャプラン／ノートンのオフィスからバランス・

スコアカードの紹介を受けたが、費用の面で導入は見送っている。1998 年には、日本経営

品質賞を基準とした推進組織を作り、全社で 20 名のアセッサーを指名した。経営品質のア

セスメントでは、戦略策定プロセスは、実質的に各カンパニーで策定した戦略の寄せ集め

で、トップダウン形式になっていないこと、人材育成がなされていないこと等が指摘され、

経営管理の革新が求められた。そこで、一度は見送ったバランス・スコアカードの導入を

決断し、現在に至っている。すなわち、 初は日本経営品質賞を基準としてＣＳ経営の実

現を試みたが、日本経営品質賞の基準は漠然としていて、具体性に欠けるため、これを実

現するためのツール、技術システムとしてバランス・スコアカードの導入を決定した訳で

ある。97 年に 1 度、バランス・スコアカードの導入を検討した経緯がある点も、バランス・

スコアカード導入を決めた理由の一つであったという。 

パイオニアでは、現在、事業部及び、関係会社、カンパニーの第 2 階層までバランス・

スコアカードを導入しているが、従業員レベルまでの展開は今のところ実施されていない。

事業部、関係会社、カンパニーの中期計画は、バランス・スコアカードに基づき作成して

おり、バランス・スコアカード作成時には、分析ツールとして、SWOT 分析、5Forces 分

析を社内標準として義務付けているという。経営トップとのコミットメントは、「NIGIRI」

という仕組みで実施する。各カンパニー等の責任者は、年一回開催されるワールドワイド

の責任者会議で、バランス・スコアカードの各業績評価基準について社長との間でコミッ

ト（「NIGIRI」）しなければならない。 
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なお、バランス・スコアカードを普及するための伝道師として、経営品質のアセッサー

を活用し、100 名程度がバランス・スコアカードのファシリエータとして機能していると

いう。 

パイオニアの事例は、導入して間もないため、戦略策定時の初期効果が中心で、財務的

視点の業績評価指標に反映されるような成果はこれからであるが、リコーや宝酒造等と並

ぶ日本における先進事例として注目に値しよう。 

*パイオニアの事例は、[パイオニア, 2002] [パイオニア, 2003]に基づいている。 

 

4.4.4 国内企業 A 社 

A 社ではグループ経営を実践というプログラムを進めるため、関係会社の業績評価基準

の再構築を行うこととなり、筆者らがその見直しのコンサルティングを行った。 

筆者らは、A 社グループのミッション、ビジョン、バリューを確認することからスター

トし、次に、A 社グループの一員である関係会社の役割を明確化して、それぞれの関係会

社のミッション、ビジョン、バリューを定義した。 

その後、関係会社のトップマネジメント（社長クラス）を対象として、「ミッションマ

ネジメント研修」を開催した。この研修の内容は、「ストラテジック・アーティキュレー

ション・マップ」と呼ぶ展開図を用いて、ミッション、ビジョン、バリューをアクション

プランに具体化し、それをバランス・スコアカードに展開する手法を学ぶものである[アー

サーアンダーセン, 1997]。 

しかし、この研修の目的は、単にそれらの手法を学んでもらうことだけではなく、研修

を通じて、関係会社が抱えている課題等の情報収集を行なうこと、また、研修の中で参加

者が議論した業績評価基準を基礎にして、関係会社のバランス・スコアカードを構築する

ことにより、実際に適用する際の関係会社側の抵抗を和らげることにもあった。バランス・

スコアカードに代表される業績評価基準の設定は、多くの場合、適用される側の抵抗が避

けられないが、適用される側の課題を吸い上げ、自らが議論したバランス・スコアカード

を反映することにより、大幅にその抵抗を和らげることができた。また、ミッションマネ

ジメント研修の結果は、筆者らが整理・補完したうえでレポートにまとめられ、出席者に

フィードバックされた。これも抵抗を和らげる工夫である。 

ミッションマネジメント研修の結果を受けて、関係会社のミッション、ビジョン、バリ

ューおよび抱えている課題を整理し、関係会社に対する A 社の期待を定義した。この段階

で、 終的にバランス・スコアカードのフレームワークを使った総合業績評価を実施する

こと、および定性評価は行なわないことを決定し、財務的視点、顧客の視点、業務プロセ
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スの視点、社員能力向上の視点から業績評価基準を設定することも決定された。 

筆者らは、整理された期待に対して、4 つの視点に分類して業績評価指標を設定し、そ

れら業績評価指標に対する期待水準を仮設定した。次に、個々の業績評価基準の因果関係

を業績評価指標関連図として表し、顧客の視点、業務プロセスの視点、社員能力向上の 3

つの視点からの業績評価基準が達成されれば、財務的視点の業績評価基準も達成されるか

どうかを検証した。関係会社から過去数年間の実績値を入手し、実際に評価を実施するこ

とによって検証を行い、その結果に基づき修正を加えて、事務局案を完成した。 

そして、事務局案をもって個々の関係会社を訪問し、関係会社の幹部と議論を繰り返し

行った。必要に応じて事務局案の問題点を修正して行ったが、実際には、関係会社の説得

に多くの時間が費やされた。それでも、ミッションマネジメント研修が実施されていたた

め、 終的には関係会社の了解が得ることができ、親会社の取締役会にて承認されて、バ

ランス・スコアカードによる関係会社業績評価基準案の適用が決定された。 

これを受けて、各関係会社では、ミッションマネジメント研修で学んだ手法を使って、関

係会社のプロジェクトとして、バランス・スコアカードに基づく業績評価基準を達成する

ためのアクションプランとその進捗を評価する先行指標と目標値を設定し、実際のアクシ

ョンが実践された。関係会社側では、親会社の期待が明確となり、かつ先行指標と目標値

の設定によって進捗管理の仕組みが構築されたため、結果的に多くの関係会社で業績向上

を達成することができた。 

 

4.5 企業改善と企業改善プログラム 

企業改善とは、企業変革に対して、2 つの点で異なる。企業変革が限定された期間での

プログラムでの取り組みであるのに対して、企業改善は継続的な取り組みである点、そし

てもう 1 つは、企業変革が従来の延長線（パラダイム）とは異なる取り組みであるのに対

して、企業改善は従来の延長線上の取り組みである点である。したがって、本書では、企

業改善とは「企業価値を増大させるため、企業のビジョン、戦略に基づき、事業、業務プ

ロセス、制度、組織、情報システム等について、継続的に見直すこと」と定義することと

する。なお、企業変革後のフォローアップとしての企業改善は、一般にプログラム、プロ

ジェクトとして認識されないことが多いが、期間、責任者、目標が明確化される場合には、

プログラムあるいはプロジェクトとして認識すべきであると考える。 

企業経営において、改善という用語は、「原価改善」と「カイゼン」（Kaizen）として

用いられる。「原価改善」とは、長期ないし中期経営計画、年次経営計画で策定された目

標利益を実現するために、目標原価改善額を決定し、これを工場や部門に割り当て、小集
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団活動による個別改善活動などを通じて原価改善活動を実現する活動をいう［岡本, 2000］。

原価改善目標は、予算あるいは標準原価に反映され、原価改善活動の進捗管理が行われる。

一方、「カイゼン」とは、現場参画型の継続的作業改善を指すことが多い。改善そのもの

は、欧米企業でも主として IE（Industrial Engineering）の手法を用いて行われている。

しかし、欧米企業が、専門スタッフ、トップダウン型であるのに対して、日本型の「カイ

ゼン」は、小集団活動、提案制度等を通じたボトムアップ型の改善活動である点が特徴で

ある。原価改善と「カイゼン」は、前者がコストのみを対象とするのに対して、後者はコ

ストだけでなく、広くコスト、品質、時間を対象としている点が異なるが、全ての品質、

時間はコストに反映されることになるので、対象という面で両者に大きな差はないと考え

られるだろう。 

個々の企業改善は、継続的改善活動として行われるため、プロジェクトと称して活動す

ることは少ない。しかし、日本企業の企業改善は、方針管理と呼ばれる方法により実施さ

れるが、この方針管理には、期間、責任者、目標が設定されるので、方針管理全体をプロ

グラムとして認識することも可能であろう。一方で、期間、責任者、目標のない継続的改

善活動は、プロジェクトではない。ここで方針管理とは、トップ経営陣が中長期的な経営

方針に従って制定した年度方針（目標と施策）を各部門、各部署、各個人へとトップダウ

ンで展開し（方針展開）し、さらに各レベルの目標達成のために上司と部下の間で話し合

いつつ「計画→実行→成果確認→是正措置」の PDCA サイクルを回すこと［藤本, 2001］

と定義される。これは、前述の原価改善と同じである。すなわち、「方針展開」により、

各部門および部門責任者に年間の「原価改善」目標が設定され、それを「カイゼン」によ

り達成すると理解すれば良いだろう。 

類似の概念にシックスシグマ（σ）がある。モトローラ社により開発され、GE 社で採

用されたことから、90 年代に米国で注目された品質管理活動である。シックスシグマは、

MAIC（Measure-Analysis-Improvement-Control）法と呼ぶ手法を採用しているが、問題

解決手順を標準化する点において、「カイゼン」における PDCA と大きな差はない[藤本, 

2001]。 

 

4.6 方針管理とP2BSC 

方針管理とP2BSCは、類似する点も多い。P2BSCはビジョンや戦略に基づき業績評価基

準に展開するが、これは、言葉は異なるものの方針管理では方針展開として行われてきた

プロセスである。上位の業績評価基準（目標）から演繹的に下位の業績評価基準（目標）

に展開する点も類似している。 
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しかし、方針管理とP2BSCは、異なる点もある。まず、方針管理は、基本的に単一の視

点に基づく目標をベースに下位に展開するのに対して、P2BSCを含むバランス・スコアカ

ードは複数の視点に基づいている点である［伊藤他Ⅰ, 2001］。また、方針管理は、必ず

しも目標を数値化することを要求しないが、バランス・スコアカードでは全ての業績評価

指標に対して数値目標を設定することを要求する［伊藤他Ⅰ, 2001］。 

これらの相違点以上の根本的な違いは、方針管理が方針展開の手続きにより総花的に目

標を設定するのに対して、バランス・スコアカードが業績評価指標を絞り込んでいる点で

ある。バランス･スコアカードの場合、一般に 20 程度の業績評価指標の設定が好ましいと

言われている。これは、方針展開が全員参加の「カイゼン」を前提とした仕組みであるに

対して、オリジナルのバランス・スコアカードがトップダウンの戦略指向の仕組みである

ためである。また、バランス・スコアカードが仮説検証モデルを採用することにより、限

られた戦略、施策に選択、集中することを求めているのに対して、方針展開にはこの仮説

検証モデルは組み込まれていない。 

すなわち、バランス・スコアカードの仕組みは、方針管理による目標を下位に展開する

仕組みを採用しつつも、企業変革を前提とした仕組みであるが故に、展開される施策とそ

の目標を絞り込んでいる点が大きな違いである。全員参加の方針展開か、選択と集中のバ

ランス・スコアカードかの違いである。繰り返しになるが、これは「カイゼン」指向か、

戦略指向かの違いでもある。 

 

4.7 方針展開からバランス・スコアカードへの転換した事例 

富士ゼロックスは、コピー等の情報機器を中心とした企業で、1962 年に米国ゼロックス

社と富士写真フイルムの合弁会社として設立されたが、現在は富士写真フイルムの子会社

となっている。 

富士ゼロックスでは、2000 年に ISC（インダストリーソリューションカンパニー）にバ

ランス・スコアカードを導入した。これまで、トップのビジョンが現場に展開されていな

い、組織としてのまとまりが欠ける、売上や利益といった結果指標に基づき活動している

等の問題点があり、これを解決することがバランス・スコカカードに期待されたのである。 

富士ゼロックスでは、従来から方針管理を導入しており、方針管理の手法により各部門

における目標設定が行われてきた。そこで、富士ゼロックスの ISC では、各グループ別の

戦略、重点施策を方針展開的にバランス・スコアカードに展開した。また、4 つの視点の

業績評価基準は、方針管理に基づく管理特性、評価指標をバランス・スコアカードの 4 つ

の視点に振り分けることにより、バランス・スコアカードを作成することを試みた。しか
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し、実際に運用したところ、上位の戦略目標と下位の目標との整合性が課題となり、改め

て戦略に立ち返り、重要成功要因と戦略、戦略目標を設定したという。 

しかし、実際の現場からは、方針展開とバランス・スコアカードの不整合についての声

があがり、今後は方針展開を止めて、バランス・スコアカードに切り替える予定であると

いう。それは、方針展開は、戦略とは別に目標は目標として展開されてしまうため、下位

の目標を実行しても上位の目標が達成できるとは限らないこと等が理由であり、戦略と目

標を一体として展開するバランス・スコアカードの方が優れていると判断したようである。 

*富士ゼロックスの事例は、［伊藤他Ⅰ, 2001］［伊藤他Ⅱ, 2001］に基づいている。 

 

4.8 おわりに 

 冒頭にドラッカーの「現代の経営」からの引用を記載したが、P2BSCによる企業変革、

企業改善の 大の特徴は、企業価値の増大を企業変革、企業改善の使命としてとらえ、そ

の使命を達成するために組織された個々のプロジェクトの価値指標をバランス・スコアカ

ードで統合化した点である。P2BSCによって、プロジェクトの構成員が、全体（プログラ

ム）の使命、目標、そして自分が属するプロジェクトの使命、目標を理解することによっ

て、企業変革、企業改善が加速されるのだ。 

目的地のない旅は、長く辛い。目的、使命、目標の共有化こそが、辛い変革、改善の旅

を成功に導くこと確認しておきたい。 
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第５章 製品開発プロジェクトとP2BSC 
製品開発1は、製造業の中で重要な業務機能領域を占める。しかしながら、これまで経営

管理、管理会計においては、仕入～生産～販売といったサプライチェーンプロセスが主た

る管理対象であった半面、製品開発の位置づけは必ずしも大きくはなかった。業種にもよ

るが、製品開発は聖域化され、標準化、改善の対象から外れている場合も多い。 

しかし、技術革新が進み、多様化する市場ニーズに対応する中で、製品開発の巧拙が事

業の成功を左右する大きな要素となってきた。ニーズに合った高品質の製品を、速く、し

かも安く開発するために、各社は製品開発競争に凌ぎを削っている。 

本章では、これまで取り組まれてきた製品開発の個別プロジェクトの管理手法をレビュ

ーした上で、経営管理としての製品開発マネジメントのあり方を展望する。複数製品開発

プロジェクトをプログラムとして管理し、さらにバランス・スコアカードにより、経営目

標・戦略とのリンケージ強化を図るマネジメント・フレームを提示する。 

 

5.1 製品開発の個別プロジェクトの管理ポイント 

 

5.1.1 製品開発の工程 

製品開発の工程は、一般的に、新製品企画～製品設計～試作・評価～生産準備という一

連のステップから構成されている。製品開発の結果として、製品は量産され、製品販売が

始まる。また、製品開発に先立って、研究部門での要素技術等に関する研究開発や、マー

ケティング部門での市場調査・分析等が行われている。製品開発の工程の詳細は、当然な

がら製品によって異なるが、一般には、次のような工程となる。 

① 製品コンセプト作成 

市場調査等を行い、製品のターゲット顧客と、どのようなニーズに対応するかを明確に

する。そして、製品の基本的な方向性、イメージを作成する。 

② 新製品企画 

コンセプトに基づき、製品の機能・性能に関する基本要件・仕様を策定する。また、製

品の形状・構造の概要設計を行う。 

③ 製品設計 

製品企画に基づき、実現する機能を分解し、それを実現する構造・機構・材料の詳細設

                                                  
1近年では、業種・業態の垣根が崩れ、SPA、ファブレス製造業等さまざまなビジネスモデルに分化したため、製

品・商品・サービス開発の明確な区分がしにくい。ここでは主に製品設計を中心に、最終的に製品製造につながる

製造業の製品開発を対象としており、おもに見込み生産型の製品を想定している。 
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計を行う。設計結果として、図面等の図書が作成されるが、現在では設計図書の多くは CAD

等コンピュータシステム上で処理される。また、設計の特性、実現性、適合性を評価する

ために、試作・実験・コンピュータシミュレーションが行われ、その結果により設計を修

正する。 

④ 生産準備（工程設計） 

製品設計に基づき、それを生産する工法、工程を策定し、それを実現する機械設備、冶

具、工具、金型等を設計し、準備する。 終的に、生産システムの 終確認を行うため、

量産試作を行う。 

製品開発は、企業経営活動の中での典型的なプロジェクトである。製品開発の管理には、

プロジェクトマネジメントの方法論／各種手法が有効であり、実践されている。以降では、

製品開発プロジェクトの基本要素である製品開発プロセスと製品開発組織のマネジメント

上の論点について示す。 

 

5.1.2 製品開発工程の同時並行性 ～ リレー型とラグビー型 

竹内と野中は、世界の有力メーカーの製品開発プロセスの調査結果に基づき、製品開発

プロセスの特徴を次の３つのタイプに分け、比較した［Takeuchi,H. and I.Nonaka, 1986］。 

 

欠点：製品開発リードタイムが長くなること

フェーズ１　　　　　　　　　２　　　　　　　　　３

　　　　　フェーズ１　　　　　　２　　　　　　　　 ３

　　　フェーズ１　　　　　　　　 ２　　　　　　　　　　　３

タイプA
（順次型）

タイプB
（重複型）

タイプC
（同時協調型）

 
図表 5－1  開発プロセスのタイプ 

［Takeuchi,H. and I.Nonaka, 1986］を基に筆者作成 

 

 

タイプＡ（順次型）は、製品企画、製品設計、生産準備といった開発フェーズを逐次的
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に進めるタイプであり、伝統的な製品開発方式である。これに対して、タイプＢ（重複型）、

タイプＣ（同時協調型）は各開発フェーズを時間的にオーバーラップさせながら作業を進

める方式である。竹内と野中の調査によれば、良好な製品開発成果を収めている企業には、

同時協調型の開発スタイルが多いことが明らかになった。特に、多くの米国企業は順次型

に近いが、日本企業は同時協調型が多かった。開発チーム内における作業の流れのイメー

ジから、前者はバトンタッチ型リレースタイル、後者はラグビー型スタイルとも呼ばれ、

ラグビー型スタイルは、リードタイムの短縮や設計品質の向上に有効であることが指摘さ

れている。 

また、クラークと藤本は、日米の自動車産業に関する実証研究をとおし、製品開発にお

ける組織、プロセス、情報フローの関係をモデル化することにより、前述のラグビー型の

モデルの有効性を情報フローという面から説明した［Clark,K.B.,T.Fujimoto, 1991］。典

型的な順次的開発では製品設計フェーズが終って始めて工程設計フェーズが開始される。

したがって、工程設計フェーズの立ち上がりに時間がかかり、製造技術上の問題を製品設

計に戻すといった手戻りが生ずることが多い。これに対して、ラグビー型では事前に製品

設計情報を工程設計に渡すことにより、生産技術面からの検討結果を早期に製品設計作業

にフィードバックすることができる。これによって、後工程での手戻りを回避できる。 

 

5.1.3 製品開発組織～機能別組織とクロスファンクショナルチーム 

製品開発にはさまざまな部門の関係者が係わる。製品の設計エンジニア、部品の設計エ

ンジニア、意匠デザイナー、生産技術・工程の設計エンジニアを始め、品質保証、購買部

門、生産部門、販売・マーケティング部門、保守・サービス部門などが加わる。製品によ

っては、設計エンジニアも、機械系、電気系・材料系など多岐にわたる。また、ケースに

よっては、サプライヤーなど会社を超えた共同開発体制が必要となる場合もある。 

製品開発で必要となるこのような多様なメンバーをどのように組織編成するかについて

は、いくつかのタイプが存在する。クラークと藤本は、製品開発組織を、開発要員の分業

化度（技術、部品ごとの専門化の程度が高いかどうか）、内部統合度（分業化した機能を

高度に全体調整できているかどうか）、外部統合度（製品が顧客ニーズに合致しているか

どうか）の諸点の分析に基づき、開発組織を 4 つの類型に分け、その特徴を論じている

［Clark,K.B.,T.Fujimoto, 1991］。 
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発
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開
発

FM

開
発

FM

製
造

FM

営
業

機能部門長
（FM）

タイプ1：機能別（縦割り）組織

現場のプロジェクト
担当者

開
発

FM

開
発

FM

開
発

FM

製
造

FM

営
業PM直属の部下

（数名）

プロダクト
マネジャー（PM）

タイプ2：軽量級プロダクトマネジャー組織

FM

PMの影響力の
強く及ぶ範囲

各部門の連絡役（L）
（プロジェクト担当）

L L L L

開
発

FM

開
発

FM

開
発

FM

製
造

FM

営
業

タイプ3：重量級プロダクトマネジャー組織

FM

プロダクトマネジャー
（部長職以上）

L L L LL

コンセ
プト

将来の市場

開
発

FM

開
発

FM

開
発

FM

製
造

FM

営
業

タイプ4：プロジェクトチーム組織

FM

L L L LL

コンセ
プト

将来の市場

現場がフルタイムで1プロジェクトに専念

重量級プロダクト
マネジャー  

図表 5－2  開発組織のタイプ 
［Clark,K.B.,T.Fujimoto, 1991（訳書）］ 

 

機能別組織は、分業化度が高く、開発組織は部門ごとに構成されている。その反面、製

品全体に責任を持つ責任者がいないため内部統合、外部統合は弱くなる。プロジェクトチ

ーム組織は機能別組織の対極にあり、製品開発プロジェクトの一貫性は高まり、内部・外

部統合は強力になるが、一方メンバーは幅広い責任をもち分業化の度合いが低い。軽量級

プロダクトマネジャー、重量級プロダクトマネジャーはその中間の類型である。 

クラークと藤本の調査によれば、日米欧自動車産業の事例データに基づく内部統合度、

外部統合度と製品開発の開発スピード、生産性、商品力等の指標との関係の分析から、例

外もあるものの一般に内部・外部統合が強まると、開発スピードが速まり、品質が向上す

る傾向が明らかになった［Clark,K.B.,T.Fujimoto, 1991］。実際には、純粋なプロジェク

トチーム組織は希であるが、重量級プロダクトマネジャー型が も良好な成果を挙げてい

る類型であることが判明した。 
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5.1.4 同時並行プロセスとクロスファンクショナルチームの意義 

以上のように製品開発マネジメントでは、プロセス面における同時並行性と、組織面に

おけるクロスファンクショナルチームの重要性が指摘されている。これらの意義は、製品

開発が抱えるさまざまな問題とその背後にある技術的高度化と競争環境の激化などの諸環

境変化によって説明できよう。新材料の開発や高密度実装、高性能化といった技術自体の

高度化に加え、製品のシステム化に伴う単体技術から複合技術への重要性のシフトが進ん

でいる。また、生産技術革新の進展も著しい。一方、各産業で成熟化が進行し、競争が益々

激化している。このような中で、競争力のある品質を有した製品をより速く適時に、かつ

低コストで開発することが求められている。 

製品技術、生産技術が高度化している中で、品質、コストを同時に追求すると関連する

多部門の知識・ノウハウを掛け合わせることが必要となるが、従来の機能別組織が主体と

なった逐次的開発プロセスでは充分に知識・情報を交換することができず、結果としてミ

ス、やり直しが多発する場合が多い。同時並行プロセスとクロスファンクショナルチーム

は知識・情報の交換を特に開発工程の上流で集中的に行うことによって、開発期間の短縮

と開発コストの低減、そして高品質化を実現することに貢献している 。 

図表 5－3 は、電子産業の製品ライフサイクルコストが、開発工程ごとにどのように発

生しているか、そしてそれがどの段階で決定されるかを示したものである。これによれば、

製品開発の初期段階（コンセプト開発、設計）は、ライフサイクルコストの 5～8%しか占

めない工程であるが、そこで 60～80%のライフサイクルコストが決定される。また、フェ

ーズによって設計変更がどのくらいのコストを生じてさせているかを見ると、設計変更の

コストは時間の経過とともに指数関数的に増大する傾向にある。 

したがって、製品開発の上流工程に人、時間等のリソースを投入し、下流工程でのミスに

よる手戻りが発生しないようにすることが、製品開発の重要な成功ポイントとなってくる。 

 

 

 

 

 

 170



 
コスト決定曲線

発生コスト

概念化 設計 試験 製造設計 生産工程

設計変更に
伴うコスト

― $1,000 $10,000 $100,000 $1,000,000

コスト

100%

 
図表 5－3 ライフサイクルコストの発生と決定 

［Business Week, April 30, 1990］を基に筆者作成 

 

5.2 製品開発パフォーマンスの管理と課題 

 

5.2.1 製品開発パフォーマンスの体系 

製品開発の良し悪しは、 終的には経営・事業の成果をいかに向上させるかの面から評

価できるが、そこに至る効果の連鎖を製品開発プロセスパフォーマンス、生産プロセスパ

フォーマンス、製品パフォーマンスの 3 つのステップで見ることができる。 

初が、製品開発プロセス自体のパフォーマンスである。製品開発業務のコスト・効率

を測るものとして、開発工数、開発コスト、試作回数等がある。品質に関する指標として

は、設計変更回数が代表的である。スピード面に関しては、開発期間とともに、試作回数

も重要な指標となる。 

次は、製品開発のアウトプットである生産工程と製品設計のパフォーマンスである。生

産プロセスに関しては製造工数、設備関連費、歩留まり、製造リードタイム等があり、製

品に関しては製造原価、製品性能、故障頻度等がある。 

事業パフォーマンスの中では、製品開発のパフォーマンスを直接表すものとして、BET

（損益分岐時間；Break Even Time）がある（図表 5－4）。これは米国ヒューレット・パ

ッカード社で用いられている指標として有名であり、開発投資を回収する期間を示したも
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のである。市場環境の変化が激しく、製品ライフサイクルが短い製品においては、BET の

短縮化は重要な課題となっている。 

 

開発期間

販売開始後の
損益分岐期間

調査研究
段階

損益分岐期間

損益分岐点

RF

0.1

営業利益

売上げ

1

10

100

1000
(LOG)

I/D M/R 

R/D投資

 
図表 5－4 BET（損益分岐時間） 

［斎藤実, 1993］ 

 

日本企業においては、製品や生産プロセスに係わる指標は原価管理、生産管理の一環と

して用いられているものの、製品開発プロセスに係わる評価指標の利用は一般的には進ん

でおらず、製品開発の管理レベルは高くはない。 

これらの製品開発パフォーマンスを管理、改善するさまざまな手法が、企業の中で実践

されている。以降では、製品開発プロセスの改善と製品原価の低減に関する代表的な管理

手法を概観する。  

 

5.2.2 継続的プロセス改善 ～ 製品開発パフォーマンスの改善手法 

製品開発プロセスについて、QCD（品質、コスト、スピード）を改善・改革することは、

製品開発力を強化し、事業の競争力を高める上で極めて重要である。製品開発の継続的プ

ロセス改善を実行する基盤は、前述の製品開発に係わる評価指標を測定することである。

具体的には、開発チームとは別の品質評価チームを設置し、開発段階の製品設計の品質を

チェックするとともに、開発プロセスの品質を記録し、その評価結果と助言を開発チーム

にフィードバックするという品質システムの導入が望まれる。また、開発プロセスに関す

る指標の実績履歴を継続蓄積することにより、その評価・分析結果から、開発プロセス標

準の改善やマニュアルの整備・改訂を図っていくことも有効である。 
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製品開発プロセスの改善の中で、特に効果の大きいテーマである製品開発期間の短縮に

ついては、いくつかの手法がある［藤本, 2001］。 

① 圧縮：もっとも原始的方法であり、プロセスの構造は変えず、各作業を何らかの問

題解決により時間短縮する。 

② 反復削減：複数回発生する作業の回数を削減するものである。代表的なものとして

は、設計変更回数の削減がある。 

③ モード切替：作業のやり方を変える方法である。ＣＡＤ、ＣＡＥなどコンピュータ

等の利用により、試作、実験などの実世界で行っていた作業をディジタル化する方

法等を指す。 

④ フロントローディング：開発後期の作業や作成物を、開発初期に実施することによ

り、それ以降の作業を効率化させる方法である。 

⑤ 分割：作業順序の本質的な前後関係のみに着目し、大きな作業を分割することによ

り、作業の流れを組み換える方法である。 

⑥ オーバーラップ：作業の前後関係、流れは基本的には変えないが、同時並行的に実

施する方法である。 

 

5.2.3 原価企画 ～ 生産プロセス、製品パフォーマンスの改善手法 

原価企画は、顧客・市場の要求に基づく製品の仕様・品質を満足しつつ、製品の原価を

目標原価に収まるようにするための開発段階における原価の作り込み手法である。 

従来、原価低減活動はおもに生産現場において行われてきた。改善や品質管理によって

生産工程の能率向上や、仕損じの削減を通じ、原価を低減することが中心であった。これ

は、同一製品を大量に繰り返し、生産することを前提とした原価低減活動といえる。近年

のように、製造工程の自動化が進み、また製品ライフサイクルが短くなると、生産段階で

の原価管理は必要ではあるが、それだけでは十分でない。製造原価の主要パラメータであ

る原材料費や標準工数等は、製品開発段階でほぼ決まってしまうため、製品開発における

原価管理手法である原価企画の重要性が高まっている。原価企画の概略的な流れを示すと

次のようになる。 

① 製品基本計画（製品企画）時 = 目標原価の設定 

新製品企画の結果である目標販売価格から、利益計画上必要となる目標利益を控除し、 

目標原価を算出する。 

② 製品設計時―１＝ 機能別・部品別目標原価の割付 

製品の機能や、構成部品ごとに目標原価を分解する。 
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③ 製品設計時―２＝ 設計原価と目標原価とのギャップ解消 

設計に基づき、機能別・部品別に原価を見積もり、割付られた目標原価と対比する。 

ギャップがある場合には、原価が低減できるように設計を見直す。 

 

5.3 製品開発におけるプログラムマネジメントの必要性 

 

5.3.1 製品開発におけるプログラム 

これまで、製品開発の成果を高めるための個別プロジェクト管理の要点、手法を見てき

た。しかし、製品開発の個々のプロジェクトを個別に管理し、推進するだけでは、必ずし

も経営・事業の成功を保証しない。 

ラグビー型の製品開発プロセスや、重量級プロダクトマネジャー制によって、製品開発

の一貫性や品質を高め、開発期間の短縮を達成することは可能である。しかし、このよう

な製品開発プロジェクトマネジメントの有効性が高まる一方、1990 年代に入ってからは、

いくつかの問題点が指摘されるようになった。プロジェクト間でのリソース配分を柔軟に

行うことが難しい、共通化すべき部品が個別に設計・開発・製造されるため原価が低減で

きない、製品開発のコアメンバーがプロジェクトに専従するため、専門機能領域でのノウ

ハウ共有化が図れない、といった点である。個々の製品開発プロジェクトの品質は高まっ

ても、事業・組織としての全体 適には結びついていなかったのである。 

したがって、製品開発の個々のプロジェクトは相互に調整され、組織の上位目的である

経営・事業戦略との整合のもとで実施されるべきである。そのためには、プロジェクトを

いくつかの管理単位に包括したプログラムを導入し、プログラムの観点から複数のプロジ

ェクトを調整・管理するマネジメント機能が必要である。製品開発におけるプログラムと

しては、製品特性や管理対象の考え方によって、いくつかの設定基準が想定される。 

第 1 に、製品開発資源（技術者、試作・実験設備など）の類似性によるプログラム設定

である。スケジュール、リソースの負荷計画などの調整がプログラム管理の役割となる。 

第 2 に、サブシステム、モジュール、プラットフォーム（車台）といった製品の構成要

素の類似性によるプログラム設定である。部品共有化や、設計標準、共通技術の蓄積など

が、プログラム管理の役割となる。 

第 3 に、顧客・消費者から見た製品の類似性によるプログラム設定である。ブランド構

築、デザインの統一化、品揃え調整などが、プログラム管理の役割となる。 
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5.3.2 製品開発プロジェクト間統合のための組織革新 ～トヨタのセンター制

組織 

このような製品開発におけるプログラムマネジメントの方向を示す組織革新事例として、

ここでは、トヨタのセンター制組織の導入経緯を紹介する［延岡, 1996］。トヨタは、長

らく主査制度に基づき、製品開発プロジェクトを重視した組織編成をとっており、製品開

発の統合力強化を図ってきた。1991 年までの体制では、製品企画統括部に所属するチーフ

エンジニア（主査に相当）が重量級プロダクトマネジャーとして、機能部門に所属するプ

ロジェクトメンバーを統括していた。典型的な重量級プロダクトマネジャー組織である。 

しかし、1992 年から 93 年にかけ、製品開発組織をセンター制に移行した。背景となる

主要な理由として、以下の点が挙げられている。 

① 各機能部門の分業化が進み、技術者の専門領域が狭くなった。 

② 製品プロジェクトが多く、機能部長がプロジェクトを十分管理できず、プロジェク

ト間の調整判断がしにくくなった。 

③ 開発プロジェクトの統括が複雑化し、チーフエンジニアが機能部門を効果的に統括

しにくくなった。 

④ プロジェクト間の調整をチーフエンジニアのみでは対応できなくなってきた。 

 

センター制組織は、完全な機能別組織でも、プロジェクトチーム組織でもない。車種タ

イプごとに３つの開発センターを設置し、主査に相当するチーフエンジニアは、各開発セ

ンターに所属することになった。第１開発センターは、後輪駆動車、第２開発センターは

前輪駆動車、第３開発センターはリクレーショナルビークル（ＲＶ）・バンというように

プラットフォーム（車台）別になっている。センター制により、プロジェクト間の調整は、

センター長が担当する。また、機能部門もセンター別になったため、対応するプロジェク

ト数が削減された。これによって、機能部長は各プロジェクトに対する管理・調整をはた

しやすくなった。この結果、部品共有化率の向上や、試作車削減が図られ、センター制は

開発コストの低減に寄与した。 
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（1）伝統的マトリクス組織（三菱）
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開発センター 技能開発機能部門

（3）準センター制組織（クライスラー、本田）
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品
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

 

 

開発センター

（4）センター制組織（トヨタ、フォード）

プロダクトマネージャ 機能部門長  
図表 5－5 自動車メーカーの製品開発組織のタイプ 

［延岡, 1996］ 

 

5.4 製品開発におけるP2BSCの適用方法 

以上見てきたように、製品開発においては、これまでおもに個々の製品開発レベルでの

プロジェクトマネジメントの整備と実践が進められてきた。そして、さらなる発展の方向

として、プログラムレベルによる経営管理との統合がまさに始まった段階といえる。ここ

では、まとめとして、BSCを用いたプログラムマネジメントのフレームワークである

P2BSCによる事業戦略～プログラム戦略～製品開発プロジェクトマネジメントの統合管

理のフレームワークを示す。 

 

5.4.1 P2BSCの適用フレームワーク 

事業部門（SBU）レベルにおけるバランス・スコアカードが基点になり、それをまずプ

ログラムレイヤにおけるスコアカードに展開する。下図の場合、製品ライン、製品群をプ

ログラムの単位に位置づけている。このレベルでは、製品ラインとしての財務的目標設定
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や、顧客の視点に関する対応戦略を記述することになる。また、製品ラインレベルでは、

各製品開発プロジェクト間の調整機能、そのための方針を学習と成長の視点として、明確

に定義することも重要となる。 

次に、個々の製品開発プロジェクトスコアカードである。SBU レイヤ、プログラムレイ

ヤの流れと整合を取りながら、製品開発個々のプロジェクトについても、財務的戦略目標、

それを実現するための製品開発プロセスのパフォーマンス指標を定義する。 

実際に運用する上では、SBU レイヤ、プログラムレイヤは、期間計画として作成し、

KPI の定期的なモニタリングを実施することになる。一方、プロジェクトレイヤについて

は、案件対応になり、プロジェクトの実施計画作成段階でスコアカードを作成し、製品開

発プロセスの指標については、開発工程などマイルストンごとに監視し、必要に応じて改

善アクションにつなげていく。 

このような 3 層のスコアカードのフレームワークにより、経営・事業戦略に方向づけら

れた製品開発の推進が可視化され、製品開発の有効性を高めることにつながる。 

 

 
ＸＹ事業本部ＸＹ事業本部 Ｘ製品群/製品ラインＸ製品群/製品ライン Ａ製品開発プロジェクトＡ製品開発プロジェクト

Ｙ製品群/製品ラインＹ製品群/製品ライン

Ｂ製品開発プロジェクトＢ製品開発プロジェクト

Ｓ製品開発プロジェクトＳ製品開発プロジェクト

ＳＢＵレイヤ プログラムレイヤ プロジェクトレイヤ

財
務

学
習
成
長

顧
客

業
務

ＸＹ事業本部の財務的戦略目的ＸＹ事業本部の財務的戦略目的

例：事業本部売上高、営業利益例：事業本部売上高、営業利益 等等

ＸＹ事業本部の顧客の視点の戦略目的ＸＹ事業本部の顧客の視点の戦略目的

例：顧客ロイヤルティの向上、例：顧客ロイヤルティの向上、

ブランド力強化、ブランド力強化、

アフターサービスの向上アフターサービスの向上 等等

ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的

ＸＹ事業本部の業務の戦略目的ＸＹ事業本部の業務の戦略目的

ＸＹ事業本部スコアカードＸＹ事業本部スコアカード

ＸＹ事業本部の財務的戦略目的ＸＹ事業本部の財務的戦略目的

例：事業本部売上高、営業利益例：事業本部売上高、営業利益 等等

ＸＹ事業本部の顧客の視点の戦略目的ＸＹ事業本部の顧客の視点の戦略目的

例：顧客ロイヤルティの向上、例：顧客ロイヤルティの向上、

ブランド力強化、ブランド力強化、

アフターサービスの向上アフターサービスの向上 等等

ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的

ＸＹ事業本部の業務の戦略目的ＸＹ事業本部の業務の戦略目的
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ためのＸ製品ラインの財務的戦略目的ためのＸ製品ラインの財務的戦略目的

例：製品ラインの総売上高、例：製品ラインの総売上高、

平均利益率平均利益率 等等
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例：充足する顧客ニーズ、例：充足する顧客ニーズ、

製品品揃え製品品揃え

ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的

例：プロジェクト間調整機能強化、例：プロジェクト間調整機能強化、

開発標準の整備・教育、開発標準の整備・教育、

製品開発プロセス指標の整備、製品開発プロセス指標の整備、

共通モジュールの開発共通モジュールの開発 等等

Ｘ製品ラインの業務の戦略目的Ｘ製品ラインの業務の戦略目的

Ｘ製品ラインスコアカードＸ製品ラインスコアカード
事業本部の財務的戦略目的に貢献する事業本部の財務的戦略目的に貢献する
ためのＸ製品ラインの財務的戦略目的ためのＸ製品ラインの財務的戦略目的

例：製品ラインの総売上高、例：製品ラインの総売上高、

平均利益率平均利益率 等等

Ｘ製品ラインの顧客の視点の戦略目的Ｘ製品ラインの顧客の視点の戦略目的

例：充足する顧客ニーズ、例：充足する顧客ニーズ、

製品品揃え製品品揃え

ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的ＸＹ事業本部の学習・成長の戦略目的
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開発標準の整備・教育、開発標準の整備・教育、

製品開発プロセス指標の整備、製品開発プロセス指標の整備、

共通モジュールの開発共通モジュールの開発 等等

Ｘ製品ラインの業務の戦略目的Ｘ製品ラインの業務の戦略目的

Ｘ製品ラインスコアカードＸ製品ラインスコアカード

Ａ製品の財務的戦略目的Ａ製品の財務的戦略目的

例：販売数量、原価率、例：販売数量、原価率、

BETBET（損益分岐点到達時間）（損益分岐点到達時間） 等等

財務的戦略目的を実現するための顧客財務的戦略目的を実現するための顧客
視点の製品の戦略目的視点の製品の戦略目的

例：充足する顧客ニーズ、例：充足する顧客ニーズ、

機能仕様機能仕様 等等
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システム関連スコアカード
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（資料：三菱総合研究所）

 
図表 5－6 製品開発のバランス・スコアカード導入フレームワーク 
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5.4.2 センター制組織における導入・運用イメージ  

前項のトヨタのように、機能別組織とクロスファンクショナルチームの良い点を融合し

たセンター制組織を採用するケースも多い。センター制組織におけるプログラムの視点は、

製品種類の類似性に着目した製品開発、製造システム効率の向上を目指すものであるが、

顧客向けにはブランドマネジメントの向上を指向する目的もある。 

この場合には、センター組織をプログラムレイヤとして考え、事業戦略に基づきセンタ

ー組織のバランス・スコアカードを作成することになる。これは、通常のバランス・スコ

アカードの運用と同じように中期経営計画、年度計画と対応する形で期間計画として作成

し、メンテナンスすることになる。 

中期計画の中には、センター組織の中での製品開発投資が規定される。そこで、プロジ

ェクトレイヤとして、各製品開発プロジェクト単位のバランス・スコアカードを作成し、

プロジェクトのマイルストンごとにレビュー・メンテナンスする。 

 

5.5 まとめ 

本章では、製品開発の個別プロジェクトマネジメントにおける管理ポイントをレビュー

するとともに、個別プロジェクトと事業管理を結ぶための中間単位としてプログラムレイ

ヤでの管理の必要性とそれを実現するためのP2BSCの適用方法を示した。 

これまでも製品開発組織のデザイン問題としては、自動車産業を始め、プログラム的視

点の導入がされてきたが、今後マネジメントシステムとしてのプログラムマネジメントの

制度化が必要である。P2BSCはそのときの有力なツールになりうると考えられる。 
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第６章 医薬品開発プロジェクトとP2BSC 
戦略の 85%は効果的に実施されない。なぜなら、戦略を実現する仕組みを組織活動の中

に組み込まないからである。（Randall Russell） 

 

6.1 医薬品産業におけるビジネス環境 

医薬品産業は大きく 2 つのビジネス領域に分けられる。一つは薬局・薬店で販売される

一般用医薬品（OTC: Over the Counter）を扱うビジネス領域と、もう一つは専門医師の

処方によって扱われる医療用医薬品を扱うビジネス領域である。一般消費者には広告・宣

伝でも知ることができ、身近な薬局・薬店でも簡単に購入できる一般用医薬品の認知度の

方が高いが、その市場規模はそれほど大きなものではなく 8,700 億円程度である。それに

比べて、医療用医薬品の市場規模は 5 兆 8000 億にのぼり、一般用医薬品の約 6.7 倍もの

規模を持つ。しかし、扱う製品の性格上その広告・宣伝は規制されており一般消費者への

認知度は低い。また、医療用医薬品のビジネスにおいては新薬（先発品）を開発しビジネ

スを行うブランド医薬品メーカーと特許切れの有効成分を使ったジェネリック医薬品（後

発品）を開発しビジネスを行うジェネリック医薬品メーカーの 2 つの異なるタイプの企業

が存在する。 

ジェネリック医薬品メーカーにおいては、一つの医薬品開発に約 3 年程度の試験と数千

万円程度の投資が行われており、新薬開発に比べるとはるかに短い期間と少ない投資金額

で医薬品を世に送り出している。既に先発品が有効性や安全性を長い年月にわたって検証

しているため、先発品の特許情報をもとに同様の薬さえ開発できれば開発リスクそのもの

は低く、製剤技法を改良して飲みやすさ扱い安さを改良した医薬品を確実に市場への投入

することができる。しかし、薬の価格を設定するための重要な要素である新規性が無いた

めに、その価格は抑えられ一般に新薬の 40～80％程度に価格が設定され、大きな利益を生

むことはない。 

一方ブランド医薬品メーカーでは新薬の開発において、新規物質の創造から動物での非

臨床試験、ヒトでの臨床試験、そして多くの資料提出が義務づけられた承認申請を通して

製品が市場に投入されるまで約 15年の歳月と 150～200億円にのぼる莫大な開発費用を必

要とする。しかも、他の業界の開発プロジェクトと大きく違ってその成功確率は驚くほど

低い。第一相試験と呼ばれる人への投与を開始して、その薬が新薬として市場に出る確率

は 10％程度に満たない。90％はその途中の段階で毒性や有効性などの問題で開発中止に追

い込まれるという、非常に厳しい研究・開発環境にあり、しかも画期的新薬のハードルは

年々高くなる一方で新薬の成功確率は世界的に減少傾向をたどっている。だが一度新薬と
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して市場に出て、しかもその有効性が既存の新薬に比べて高い場合はプレミアム価格が認

められ、薬価も高く設定されるので高い利益率が期待できることになる。画期的新薬が多

くの患者への投与が期待される場合、その売上規模と利益は非常に大きなものになり、中

にはたったひとつの薬で毎年５,000 億円以上の売上を計上しているものも存在する。 

国内大手医薬品メーカーの多くは一般用医薬品と医療用医薬品のうち新薬開発品を扱っ

ている企業がほとんどであり、一部のメーカーを除いてその多くの収入源を医療用医薬品

に依存していることはあまり知られていない。大手医薬品メーカーのビジネスのやり方を

客観的に見ると、一般用医薬品領域で広告・宣伝を行うことでブランドを形成し、医療用

医薬品によってそのブランドを利用しながら高収益を確保するという構図が見えてくる。

医療用医薬品の収益を確保することは大手医薬品メーカーにとって 重要の経営課題であ

り、いかに医療用医薬品において画期的新薬を開発し、高収益を確保できるかが大手国内

医薬品メーカーの 大の関心事でもある。ここでは、大手医薬品メーカーの 大の関心事

である医療用新薬開発（以降医薬品開発と呼ぶ）プロジェクト分野におけるバランス・ス

コアカード（BSC）の適用を中心に検証してみる。 

 

6.2 医薬品開発における BSC 適用の特徴 

BSC は外資系企業を中心に 1990 年代中ごろから導入が始まり、国内の製薬企業におい

ても 2000 年に入って徐々に適用事例が増えてきた。大手製薬企業は医薬品開発プロジェ

クトを通して付加価値の高い新薬を市場に投入し、その高付加価値を持つ新薬から得られ

た利益を新たな開発プロジェクトへ再投資し、更なる価値を創造し成長を遂げるという典

型的な研究開発型のビジネスモデルを持つ。このような企業モデルにおいては、プロジェ

クトの結果次第で企業価値が大きく乱高下することになる。医薬品開発における BSC の特

徴として、次のようなものがあげられる。 

 

（１）長期的な視点を必要とする 

図表 6－1 に示すように、医薬品開発は他業界の製品開発に比べ、製品を世に出すまで

に非常に長い期間を要する。薬の種となるターゲット化合物を発見し、動物実験を経て人

に投与する実験を開始できるまでに８年は必要とし、人に投与して毒性や効果を検証し新

薬として承認されるまでに更に８年必要とする。 
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図表 6－1  医薬品開発プロセスと開発期間 

 

この長い研究開発の期間は全て投資であり、長期的でかつ継続的な投資を行わなくては

ならない。更に、医薬品は 先端の高度な科学技術の結晶でもある。 

ゲノムやバイオなどの 先端の人類の英知を集約し、それを一つの薬の中に詰め込まな

くてはならず、できあがったものは非常に付加価値の高い製品となる。医薬品の開発には

高度の専門性と長期の経験を必要とするため、他産業からの参入は容易ではない。また、

薬を生み出す人材は企業にとっても代用しがたい 大の資産であり、高度な技術を持った

人材を育成し、ナレッジを高め新たな価値を創造するためにも、BSC において学習の視点

は自然と高くなる。特に研究開発の分野はこの傾向が著しい。 

 

（２）ハイリスク・ハイリターン型の投資を必要とする 

創薬フェーズにおいて、ほとんどのプロジェクトは様々な理由により中断され、人の投

与が開始される第一相試験が開始されても承認されるものは僅か 10%にしか過ぎない。こ

のようなハイリスク・ハイリターンのモデルにおいて、マネジメントの投資意思決定は企

業の盛衰を決めかねないほどの重要性を持ってくる。いかに、限られた経営資源を適切に

戦略に適合させながら医薬品開発プロジェクトへ投資できるかは重要なテーマであり、

BSC においても的確な戦略意思決定の要素が他業界以上に重要となる。 

 

（３）バリューチェーンを考慮したモデルを必要とする 

大手製薬企業は研究開発の投資を 大化するために、より付加価値の高い研究開発と、

販売力の強化を積極的に推進している。研究開発力と営業力の強化により、付加価値の高
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い製品をより多くの顧客に販売することで収益の 大化を狙っている。しかし一方で、全

ての製薬企業が上述の戦略を取れる訳ではない。なぜなら、医薬品開発は莫大な投資を必

要とし、リスクも非常に大きく、財務力や研究・開発力の弱い中小の製薬企業は、大手と

同じような戦略を取ることは難しい。このように積極的に開発プロジェクトへの投資がで

きない製薬企業は製造や販売などの開発に比べリスクも少ないが付加価値も小さい機能へ

特化し、生き残りを賭けようとしている。従って、BSC にはバリューチェーンの要素を持

たせ、企業の戦略をバリューチェーンごとに変化させられるような BSC の適用が必要とな

る。 

 

6.3 医薬品開発におけるプログラムとプロジェクト 

医薬品開発は人の命を左右する薬を扱うため、その多くの時間を安全性と効果の検証の

プロセスに費やすことになる。その検証のプロセスは法的に定められており、その水準に

達しないものは中断されることになる。そのため、新薬を開発するためには薬の検証を行

う一連のプロジェクト群が成立し、上流から下流へとプロジェクトが徐々に絞られて進ん

でいく。 

創薬と呼ばれるターゲット化合物の特定から検証、そして新薬となるリード化合物の

適化、前臨床試験における動物への投与、第一相試験での人への投与による毒性の確認、

第二相試験における薬の用量設定と効果確認、第三相試験における他の薬との効果比較に

よる新薬有効性の検証、承認申請のための膨大なドキュメント作成（一般にトラック 3 杯

分のボリュームがあるといわれる）と申請手続き、そして市場への投入と一連の研究・開

発プロジェクトを通してプロジェクトは医薬品に付加価値をつけ、製品を世に出していく。 

しかし、市場への投入でプロジェクトは終わるのではなく、長い年月をかけ多くの投資を

行った成果を 大化し、企業価値への貢献を果たすために投入製品のピークセールスまで

の期間の短縮とピーク売上の 大化を目指し市販後の価値 大化プロジェクトが連携して

実施されていくことになる。  

プロジェクトの目的はそれぞれのバリューチェーンにおける役割を果たすために定めら

れるが、おおよそ各プロジェクトは 1 年～3 年の期間を要し実行されることになる。では、

医薬品開発のプログラムをどう定義するかであるが、1 つの新薬を創出するためにかかっ

たプロジェクトを一まとめにしてプログラムとして定義できそうであるが、現実はプロジ

ェクトの多くが中断するため、 終的に新薬を出すために常に新たなプロジェクトを補給

しているのが実態であり、一つの新薬に関わる一連のプロジェクトをプログラムとして定

義することは極めて困難である。したがって、現実的には新薬が狙っている疾患領域に属
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するプロジェクト群全てをプログラムとして定義することが適切である。疾患領域とは、

企業が狙っている市場そのものであり、癌、感染症、高脂血症などの疾患をターゲットに

病院・医師を含めた顧客を構築し、その顧客に対して自社の製品を提供するという事業展

開を見据えた活動として定義することができる。この領域プログラムを効果的に実行する

ことによって、その領域における収益を 大化することが可能となる。まさに、企業にと

って価値創造を行うために一つの単位となる。 

 

医薬品開発において、もう一つ戦略的な観点から定義すべきプログラムがある。医薬品

開発における変革プログラムである。医薬品開発において変革プログラムの 大のテーマ

は、領域ごとの医薬品開発プロジェクトのパイプラインをどのように 適化していくかで

あり、市場ニーズの変化や新技術の登場などにより、開発パイプランから得られる価値を

大化するためにも絶えず、開発パイプラインを睨んだ変革プログラムをオペレーション

プログラムと関係させ遂行していかなくては、企業は勝ち残れない。 

 

製薬企業は開発パイプライン上にあるプロジェクトの価値連鎖をベースにビジネスを行

っており、この価値連鎖が上手く機能している企業としていない企業とではその成果は驚

くほど違ってくる。顧客を見据えた開発パイプラインを維持することは、企業の持つ顧客

資産、研究資産、開発技術資産など多くの模倣の難しい重要な経営資源を効果的に利用す

ることを可能にし、シナジー効果を発揮し易くする。企業としても開発パイプラインの効

果的な維持は戦略を実現するためにも重要である。 

しかし、現状において領域ごとに開発パイプラインを構築し維持していくことは医薬品

業界では重要であるにもかかわらず、それを具現化し効果をあげている企業はまだまだ少

ない。領域ごとの開発パイプライン戦略は企業戦略に直結するものであり、バリューチェ

ーンを通して開発パイプラインを 適化し、企業価値を 大化することは製薬企業にとっ

ても大きな経営課題である。企業にとってあるべき開発パイプランを設計し、絶えずパイ

プラインを 適化のために変革し続けることで、パイプラインを流れるプロジェクトの価

値を高めることが可能となる。その開発パイプラインを通しての価値を 大化するために、

バランス・スコアカードの効果的な適用が考えられる。パイプラインは必要な技術を求め

（学習の視点）、パイプラインを流れるプロジェクトはスピード化、効率化を求められ（プ

ロセスの視点）、パイプラインの延長線上には製品の購入者である顧客が存在しており（顧

客の視点）、その中でパイプランを通して長期的な企業利益（財務の視点）が求められる

からである。バランス・スコアカードと開発パイプラインの連携を上手く行うことによっ
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て、医薬品開発における戦略システムを構築することが可能となる。 

 

6.4 医薬品開発における BSC 活用の事例 

1980 年代から 1990 年代の後半までにかけて新薬ラッシュが続き、多くの画期的な新薬

が世に出されてきた。しかし、この傾向も 1997 年を境に大きく変わり、年々画期的な新

薬は出にくくなってきている。一方で、新薬を出すための研究開発費は年々増え続け、現

在も研究開発費は増加傾向にある。これは、製薬企業が技術的な大きな壁にぶち当ってい

ることを示唆しており、既存の技術だけではこれまでの新薬の効果を大きく上回る画期的

な新薬を出せない現状に置かれていることを意味している。このような医薬品開発環境の

変化は企業の戦略にも大きな影響を与えるようになってきている。 

これまでの医薬品開発においての差別化は、オペレーション効率を中心に考えられてき

た。オペレーションを効率化することにより、より早く、より安く、品質の良い開発を行

うことで、市場に多くの新薬を登場させ新薬から莫大な収益を上げるメカニズムを構築し

てきた。しかし、先にも述べたように、新薬が市場に製品として登場できる確率が年々低

下し、一方で開発コストが増大する中で、単にオペレーションの効率を求めるだけの戦略

にたよっては、製薬企業として企業価値を向上させていくことは困難になっている。企業

の戦略としては、いかに少ない新薬から価値を 大限に引き出していくかという、これま

でのオペレーション効率を求めた戦略に加え、新たな価値 大化の命題が強く要求されて

くるようになってきた。 

オペレーション効率化の 適化を追求した競争力の強化に加え、より顧客志向を目指し

た戦略的な製品開発により、企業の抱える開発プロジェクトのポートフォリオ価値を 大

化させようと狙っている。 また、この戦略マップは医薬品開発の特徴も示しており、全て

のベースをナレッジマネジメントに置いており、ナレッジをとおして価値創造を戦略的に

行い、価値創造を通してスキルを向上させ、プロフェッショナルとして意識を高め、企業

の価値に貢献するというモデルを作り上げている。医薬品そのものが企業の“知の結晶”

であり、その高付加価値な製品を通して高収益を上げる産業構造を明確に表現した戦略マ

ップとなっている。この戦略マップが製薬企業のトップレベルの戦略マップであり、この

戦略マップをベースに、企業価値 大化に向けた具体的なアクションが展開される。具体

的な一連のアクションそのものが変革プログラムであり、変革プログラムの中で変革プロ

ジェクトは定義され、ポートフォリオ価値 大化のための活動として実行される。アクシ

ョンの展開は一律的には難しく、医薬品開発プロジェクトのバリューチェーンを構成する

各機能組織レベルで展開していく必要がある。なぜなら、それぞれ機能が大きく異なり取
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り組み方も異なるためである。その上で、全体をカバーする機能横断的な取り組みを展開

していく。そのバリューチェーンにおける機能ごと重要度を認識する前に、医薬品開発プ

ロセスにおける各主要プロセスの目的を知る必要がある。各機能組織は、そのプロセスの

一部を構成し、医薬品開発プロジェクトに貢献しているからである。 

 

これまで述べてきたように医薬品開発では一連の研究・開発プロジェクトがお互いに価

値連鎖をしながら継続し製品を生み出し市場へと投入されるが、その価値連鎖は大きく３

つのフェーズに分類することができる。この３つのフェーズの役割は事業価値向上につな

がる医薬品の領域別パイプライン戦略に密接に関係しており、戦略を実現するための重要

な部分をそれぞれが担っている。そのため各フェーズを構成するプロジェクトの評価指標

もそのミッションを達成するために適したものが求められることになる。各フェーズの役

割と特徴を検証しながら、各フェーズにおける戦略達成のための効果的なプロジェクトの

評価指標モデルをバランス・スコアカードの評価指標モデルをベースに検証してみること

にする。 

① 仮説の創造（ターゲット化合物特定～リード化合物特定） 

② 仮説の検証（リード化合物 適化～第二層試験） 

  ③ 商業化（第三層試験～上市・ローンチ） 

 

（１）仮説の創造における評価 

仮説の創造フェーズは、ゼロから一を生み出す作業であり、多くの部分が人の創造的な

作業に依存し、同時に相当な専門的知識を必要とする。このような中でどのような研究テ

ーマに注力し、人とお金をかけていくかはパイプライン戦略を達成するための入り口でも

あり非常に重要な位置づけを持つ。 

このフェーズで も重要なことは、自分達の持つ得意な技術分野の中で、且つ市場性の

高い分野に経営資源を絞り込み、その分野での技術力を高め新規の有効物質を生み出すこ

とである。重要なのは、将来的な市場を予測し自分達の技術をどこに集中するか、そして

自分達の技術がどのように顧客に貢献できるかを見極める目利きである。 

差別化すべきは、自らが持つ技術力である。技術力が秀でることにより、業界における

技術的リーダーシップがとれ、新たな開発候補品の発見の可能性も広がる。高い技術力は、

その企業にとっての差別化にもなり、情報や人材が集まる事になる。情報や人材が集まれ

ば、外部のネットワークも広がりますますその企業に情報が集中してくることになる。技

術的リーダーシップを取ることが、将来的なビジネスを創造する上でも重要な役割を果た
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す。したがって、評価指標として市場動向を見据えた中で、その領域に集中するかを判断

する顧客（市場）の視点と差別化を実現するための学習と成長（技術）の視点が重要な位

置づけを持ってくる。 財務的な視点は企業として目指す分野へ重点的に投資できるよう

なバランス指標が重要である。またプロセスも創造性が高い領域であるため複雑なプロセ

スは不要である。ここでは学習の視点を 重要視し、次に顧客、プロセスの視点を置き、

後に財務の視点を考えるとバランスが良い。 

 

（２）仮説の検証における評価 

仮説の検証フェーズでは、仮説の創造フェーズに比べ財務的な視点が強くなる。医薬品

開発プロジェクトのポートフォリオを見て企業の資金力、人的資本力を鑑みプロジェクト

評価を随時行い、各プロジェクトへ 適な資源配分を行わなくてはならない。また、開発

パイプラインの現状も考慮し、必要に応じて外部より新たな開発候補品を導入したり、自

社の開発候補品を導出したりしなくてはならない。組織として、複数プロジェクトを考慮

した 適な投資配分が非常に重要なフェーズである。 

一方このフェーズは、開発候補品を世に出すために、数多くの新薬の検証（試験）が平

衡して実施されるフェーズでもある。新薬の検証の方法は既に確立された技術であるが、

その検証スピードは企業間で大きな格差が存在しており、中には 50%以上の格差も存在す

る。そのスピード格差は、ビジネス的な側面に対して大きなインパクトを与えており、遅

れた製品の上市は、特許切れまでの期間減少による製品収益の総額を低下し投資対効果を

下げるだけに留まらず、同一薬効の 3 番手、4 番手の製品は承認されにくく、製品そのも

のが 終的に許可されないという大きなビジネスリスクを生じさせることになる。格差の

原因は企業の持つプロセスの違いであり、プロセスの良し悪しが企業価値へ大きく影響を

与える。このような理由により、このフェーズではプロセスの位置づけが、他のフェーズ

以上に大きなウエイトを占めることになる。 

次に顧客の視点を見てみると、このフェーズにおける重要な顧客は臨床試験を担当して

もらう外部施設の医師であり、同時に彼らは医薬品が上市したときの重要な顧客でもある。

スピード化の重要性がそれほど認識されていない時代においては、医師（顧客）の取り込

みの視点が重視され大物の医師を治験担当医師として依頼し、多くの治験費用をその医療

施設に支払って臨床試験を行っていた。しかし、弊害として治験費用を支払っても臨床試

験の進捗が遅い医師が全体の治験スピードの足かせにもなっていた。だが 近は治験スピ

ードの重要性がますます大きくなってきており、たとえ潜在顧客といえども治験スピード

に悪影響をあたえる施設は選定しない傾向が強くなってきている。 

 187



以上を整理すると、ここでは、プロセスの視点のウエイトを も重くし、財務の視点と

学習の視点をバランスさせ、顧客の視点を小さくすることで丁度良いかと考えられる。 

 

（３）商業化 

商業化フェーズにおいては、まだ開発的要素も含んではいるが 終ゴール設定は開発の

成功よりもビジネスの成功へとシフトされていく。このフェーズの命題は、いかに早く製

品を販売ピーク（Peak to Sales）にもって行くかにある。そのためには、顧客を早く、多

く獲得することがビジネスを成功させるための 大の要因である。企業が疾患領域に精通

しておれば既に多くの顧客層をつかんでおりビジネスを展開しやすいが、そうでなければ

多くの顧客を獲得するためのキャンペーンなどの様々なアクションを行っていかなくては

ならない。戦略的な顧客獲得のアプローチが重要となってくる。ここでは、決まりきった

手法はなく、新薬の特徴や、業界における他製品の競合状態などを考慮し、積極的なプロ

モーション活動を展開していかなくてはならない。  

活動の成果は素早くチェックし、次のアクションを迅速に変化させていかなくては新薬

の早期浸透が図れない。ここでの重要な要素は顧客の視点であり、顧客をつかむことがビ

ジネスの成功にもつながり、将来的ビジネスのための顧客資産の開拓にもつながってくる。 

したがって、商業化フェーズにおける 大の評価ポイントは顧客の視点に置くことが適切

である。また、このフェーズは開発投資回収のフェーズであるため、顧客の視点と同じく

財務的視点も強く求められる。 

以上より、ここでは、特に顧客の視点と財務の視点にウエイトを重くし、次にプロセス

と学習の視点を考えバランスをとるのが良い。 

各バリューチェーンの変革プログラムにおける重み付けと、バリューチェーン内部での

各 BSC の視点に対する重み付けの例で見ると、ある企業では創薬、非臨床、臨床の R&D

機能と営業関連の販売機能の重みが他のバリューチェーンに比べて大きい。国内大手の製

薬企業はより付加価値の高いコア業務としてＲ＆Ｄ機能の強化と、企業収益の基盤を確保

するために顧客志向を目指して販売機能を強化する傾向があるが、この事例においても日

本の製薬企業の目指す傾向が顕著に現れている。 

さらには、各バリューチェーンにおける視点の重み付けも、バリューチェーンの特徴を

ベースに変えてある。上流の創薬部では、研究者の能力開発に関わる人材・学習の視点が

50％を占め、人材開発に力点を置いているのが良くわかる。また、臨床部では、開発スピ

ードと品質が重要な競争力となるため、よりプロセス志向の重み付けとなっている。販売

においては、直接収益をあげる機能であるために、財務と顧客の視点が も高くなってい
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る。 

臨床部門の重要なゴール設定に対して、BSC の 4 つの視点に対して重要成功要因として

の Enabler を定義し、その Enabler を実現するための具体的な Action を展開している。

Action には大小があり、簡単に１階層で済まないことが多い。アクションが直接プロジェ

クトになるとは限らないが、アクションを細分化、または統合してプロジェクトは切り出

されることになる。 

上述のように、各バリューチェーンで Enabler とアクションが展開され、各バリューチ

ェーンにおいて必要となる変革のプロジェクトが切り出されるが、製薬企業は各バリュー

チェーンを同等の優先順位を持ってプロジェクトの取捨選択を行うわけでもない。その前

に、企業としてどのバリューチェーンをコアと考え、どの部分を優先し、どの部分を後回

しにするか、企業戦略の方針に従ってプロジェクト選定を行わなくてはならない。 

 

6.5 P2BSCを活用した変革戦略の実現の仕組み 

変革プログラムは通常バリューチェーンごとに組まれ、各バリューチェーンにおいて更

にアクションが展開され、プロジェクトが切り出される。しかし、企業が変革プログラム

に投入できる予算やリソースは限られており、限られた中で 大限の成果をあげることが

求められる。 

図表 6－9 はプロジェクトへの予算配分の仕組みをイメージ化したものであるが、プロ

ジェクトの予算化は 2 つの視点を充分考慮して行わなければならない。一つは戦略目的と

の適合性であり、一つは企業が必要とする財務的要請である。戦略的適合性をベースとし

て戦略マップからアクションまで落とし込まれたものをベースにプロジェクト化が行われ、

それらのプロジェクトはバリューチェーンと BSC 視点をベースとして重要度が吟味され

る。同時に、企業としては財務的要請に基づいて、開発パイプラインの現状から短期的に

期待できる収益と変革プロググラムを通して期待できる長期的収益を考慮し、時系列的に

捻出できる予算を吟味しなくてはならない。財務的要請と市場が企業に対して求める要求

であり、この要求は敏感に株価へ反映し市場における企業価値にも大きな影響を与えるた

めである。この財務的要請と BSC をベースに展開された変革プロジェクト及び開発パイ

プラインにあるプロジェクトの全ての予算をもとに、どのようなプロジェクト配分が企業

価値を 大化することが可能かを検証することができる。 

この 2 つのインプットをもとにプロジェクトの予算配分を決定し、実施の優先順位が決

定される。これにより、これまでの部門積み上げの、前年度対比予算の悪習を脱却し意企

業価値を 大化するためのゼロベースの戦略的な予算配分が可能となってくる。そして、
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戦略的予算配分をベースに機能組織に予算は振り分けられ、プロジェクト目標を達成する

ために各機能組織は予算を効果的に使うことを求められる。異なる見方をすれば、戦略的

に重要でない機能組織は予算の側面から自然と淘汰されるようにも受け止めることができ

るが、これは将来にわたって企業が勝ち残っていくためにも必要な環境適応能力でもある

と考えられる。また、マネジメントコントロールのための可視化の仕組みとして、プロジ

ェクトポートフォリオの利用ケースが近年増えてきている。 

 

6.6 医薬品開発事例 

訪問先 ：Ａ株式会社 

面談者 ：医薬研究開発本部部長 

訪問者 ：IBM ビジネスコンサルティングサービス(株) 芝尾芳昭 

訪問目的：プロジェクト・バランス・スコアカードの事例調査 

訪問日 ：2004 年 3 月 5，6 日 

 

この製薬企業においては、R&D 組織の新たな変革を実現するためにプロジェクト・バラ

ンス・スコアカードを利用しており、その実例を調査した。 

この R&D 組織においては、新たな新薬を他社以上の効率をもって創出するためには現

状のやり方では限界を感じており、ブレイクスルーを実現するためにも R&D 組織全体の

変革の必要性をトップが強く希望した。そして、その変革の実現に向けて R&D 組織のト

ップマネジメント及び財務部門の役員を加えて、R&D 組織変革の方向性をトップマネジメ

ント中心に検討し始めた。 

変革のビジョンは R&D 組織のトップが明確に示すことで、RD 組織の D 方向性は明確

となったが、それを実現するための具体的な方策を出すことに難航していた。参加メンバ

ー約 10 名は R&D 組織の各機能部門トップであったため、自部門の課題やその対応につい

ては認識し、対応策も明確であった。しかし、組織横断の R&D の新しいビジョンを達成

するため方向性となると自部門の視点を超えており、具体的な方策をなかなか見出せず、

議論が進まなかった。 

そこで、R&D 全体のバリューチェーンを見渡して変革シナリオを検討し、R&D 組織の

ビジョンを達成するための具体的な数値目標をベースに、各機能組織における現実的な能

力の検討を行った。これにより、どの機能がどの程度目的を達成するために不足している

かが明確となり、それぞれのバリューチェーンでの対応レベルが明らかとなってきた。 

ギャップが見えることで、R&D 機能組織の課題も次第に明らかとなり、変革の方向性も
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見えてくるようになった。ここで、現状とあるべき姿のギャップが見えることで、何を重

点に対応していくべきかが明らかになり、それを変革の方向性としてバランス・スコアカ

ードを用いて戦略マップとして整理した。 

戦略マップが出来上がることで、変革を実現する上での重要な視点が明確となり、さら

にそれを具体的な施策として落とし込む作業に取り掛かった。この作業は、これまでのト

ップマネジメントに加え、現場の事情をよく理解している現場の部門長も参画させ、市作

の洗い出しを行った。R&D の変革を達成するための重要成功要因（CSF: Critical Success 

Factor）を定義させ、CSF に効果のあるアクションを定義していった。アクションは大小

取り混ぜて 3 階層に及び、それらのアクションの内容も同時に確認していった。 

さらにアクションの関連性を検討することで、実行しやすい単位にアクションを整理し

た。整理された単位をプロジェクトとして定義することで、バランス・スコアカードから

プロジェクトを切り出していった。バランス・スコアカードを利用するメリットして、財

務、顧客、プロセス、学習の 4 つの視点で見ていったため網羅性があり、具体的な施策を

出す上で出しやすかった。さらに、施策ごとにそれが達成するための重要な指標が何かも

検討することによって、施策を実施した場合にその成果を確認するための KPI（Key 

Performance Indicators）も定義された。切り出されたプロジェクトはそのコスト、効果、

実施リスク、成果獲得のタイミングなどが検討され、実行できかつ成果のある実施手順に

落とされていった。これらのプロジェクトは役員会で承認され、現在この変革は R&D 組

織におけるトップマネジメントを中心として推進中である。 また、具体的な変革の実務

は R&D における変革 PMO（Program Management Office）がトップマネジメントをサ

ポートしながら行っている。 
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第７章 公共への適用 
結局のところ我々にはそれほどの違いはない。公共であろうが、民間であろうが、連邦

政府であろうが、州政府であろうが、郡市町村役場であろうが、共通の問題を抱えている

し、そして、共通の答えがある。 

―Balancing Measures：Best Practices in Performance Management. 

  National Partnership for Re-investing Government，1999 

 

7.1 日本の公共が置かれている立場 

景気低迷による税収不足が続く中、特に1990年代の数次に及ぶ財政政策の発動により、

現在国だけで約 420 兆円（平成 15 年度当初予算）の国債発行残高を抱え、地方債を含め

ると実に約 680 兆円を超える長期債務残高となっている。これは GDP 比で 130％を超え

ており、もはや「財政危機ではなく、破たんに近い［新藤, 2002］」との指摘がでている

ほどである。 

高度経済成長期の右肩上がりの経済下で税収の増加が見込まれる時代においては、新た

な公共に対する要求は、既得権をもっている関係者に損失を与えずに、税収の増加部分で

まかなうという方法で対処できた。このため、公共は、「なぜ公共で担うのか」という基

本的な答えを出さずに、膨張により対処するという行動様式を変えずにここまで来てしま

ったというのが現実であろう。 

ところが、税収の伸びが期待できない、それどころか税収が減少するという状況下にお

いては、公共の役割など深く考えもせずに八方美人的なバランス感覚をもった行動様式は

まったく不可能となってしまった。 

しかしながら一方で、高齢化の急速な進展による歳出の増加、教育や科学技術など次世

代に向けた（超）長期投資など公共に対する期待や責務は大きいのである。 

このため、公共は、従来型の税収増を前提とした行動様式である「あれも、これも」か

ら「あれか、これか」という選択と集中の行動様式をもつことをせまられているのである。 

「戦略は、何をすべきかという選択と同じくらい、何をしてはいけないかという選択が

重要であることを示している。実際、制限を設けることは、リーダーシップの機能でもあ

る。どの顧客のグループ、多様性、およびニーズにターゲットを絞るのかという意思決定

は、戦略を構築するための基礎を提供する。しかし、そのような意思決定は標的とする顧

客あるいはニーズ以外に対してサービスを提供しないし、特定の機構やサービスを提供す

るものでもない[Porter, 1996］」というマイケル・ポーターの主張は現在の公共にこそ必

要不可欠な視点となっているのである。 
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更に、公共を取り巻く重要な世界の社会経済情勢の特徴として、「ひと」、「もの」、

「カネ」、「情報」が国や地域の間を自由に移動することが挙げられる。既に、グローバ

ルに展開している企業は、より安い人件費を求めて、あるいは高度な知的資源を求めて、

あるいは大きな市場を求めて移動し続けている。このような状況下では、魅力のない国や

地域は、すぐにでも見放されてしまう。すなわち、国や地域は「選ぶ」存在から「選ばれ

る」存在になったのである[Kotler , 1996]。国や地域はそのことを自覚し、それに的確に

対処しなければならない。その事態に的確に対処出来ない時、その国や地域には、役に立

たない公務員と使われない公共施設だけが取り残されるということが、決して冗談ではな

くなってきている。 

このような公共をめぐる状況は、欧米諸国では既に経験されてきたことであった。イギ

リスやアメリカ等では、1980 年代に入ってから、 

①長期的な経済の停滞の中で税収が伸び悩む一方、社会の成熟化に伴う行政サービスの 

    増大・多様化に適切に対応できなかった、 

②経済の停滞は「政府の失敗」によるもので、「大きな政府」から市場メカニズムの活 

    用による「小さな政府」への転換、「民営化・規制緩和」が求められていた、 

ことに対して従来の「行政管理」から「行政経営」の視点が求められるようになってき

たのである[大住, 2002]。新行政経営（NPM：New Public Management）と言われる手法

は、その一例であろう。NPM とは、一般的には、「民間企業における経営理念・手法を

導入することを通じて、行政部門の効率化・活性化を図ること[総務省新たな行政マネジメ

ント研究会、2002]）と言われている。 

わが国の中央政府は、PFI（Private Finance Initiative）の導入、政策評価制度の導入、

独立行政法人の設立など、この NPM の流れ、新行政経営の流れを受けた変革を進めてい

る。 

また、わが国の地域も、三重県や福岡県をはじめとして、地域の自立を目指して新しい

行政経営への取り組みが始まっている。この地域の取り組みについても、欧米では経験済

みの状況である。既にコトラーらは、この問題について以下のように述べている。 

「多くの国の中央政府は巨大な財政赤字を抱えているために、地方政府が競争にさらさ

れていても十分な援助をすることができない。国に財政的に余裕があったとしても、個々

の「まち」のニーズに合うような資源・資産を見つけ出してあてがうには、その流通問題

と中立公平な国の立場という問題を抱えている。（中略）国富は産業・人々・「まち」の

総和から創生されるものである。個々の「まち」がさらに競争力を持つことによって、国

はその競争力を強化することができるのである。グローバル競争・技術革新・政治分裂な
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どのパワフルで新しい力が世界を再編成しようとしているなかで、「まち」は戦略的かつ

起業家的に自分たちの未来をつくっていくしか方法がないのである（「地域のマーケティ

ング」）。」 

考えてみれば実は簡単なことであるが、限られた資源を有効かつ効率的に配分し、投資

家（公共の場合、国民、住民、納税者などということになろう）に説明し、従業員（公務

員）を鼓舞し、目的を実現する、と言う点において、民間も公共も、そもそも違いは無い

はずである。ニーズやデマンドを探り、それに見合った商品（公共サービス）を創り提供

するという点についても、民間と公共に違いはないはずである。先に述べたように、厳し

い財政状況のもとで民間と同様に「あれも、これも」から「あれか、これか」という、選

択と集中がキーワードとなっている今日、プログラム、プロジェクトの創出、選定、推進、

撤退、転換などの判断を求められている公共も、民間と同じ言語（もちろん全てではない

にしても）で語ることができるはずである。P2BSCは、そのような言語の一つであろう。 

この章では、公共へのP2BSCの適用という観点からＢＳＣの導入事例を見ていくことと

したい。 

 

7.2 公共における BSC の特徴 

BSC は、もともと民間企業向けに開発されたツールであるが、アメリカにおいては、BSC

の開発当初から公共における経営支援ツールとして注目されてきた。実際、現在のアメリ

カにおいては、連邦政府から市町村に至るまで導入が進んでいる。また、アメリカだけで

はなく、スウェーデン、オーストラリア、シンガポールなどにおいてもその活用事例が報

告されている。 

公共ならではの BSC の特徴としては、以下のようなものがあげられる。 

 

（１）利益が最終目標ではない 

民間では、財務的成功を 終目標としていることから財務的視点を階層構造の頂点にす

るが、公共における 終目標は住民の福祉の向上であり、財務的視点は、制約条件という

位置づけになっている。このため、公共においては、顧客の視点が階層構造の上位に置か

れ、通常の BSC とは「財務」と「顧客」の視点が逆転していると単純に言われる場合もあ

る。 

 

（２）様々な視点を持った BSC が存在する 

海外における公共の BSC の事例を見ると実に様々な BSC があることにすぐ気がつく。
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民間の事例に近いものもあれば、かなり変形したものもある。どれが公共のＢＳＣとして

適切ということではなく、これはむしろ公共の BSC の特徴であろう。 

多様な BSC が存在する理由としては 2 つ考えられる。一つは、公共の場合、業務内容

が公共事業などのハードから福祉教育などのソフトまで、3 章のプロジェクト類型でいう

投資型から受注型まで、それこそ多様なプロジェクト形態を実施しており、定型的に一つ

の型に収められない、ということである。二つめとしては、公共は、ステークホルダー、

政治をはじめ様々な関係者とのコミュニケーションツールとしての利用という面が非常に

強いことによる。 

冒頭に引用した「Balancing Measures」の中でも、“Adapt, don’t adopt”と注意喚

起されている。下記に紹介する事例からも、公共においては、BSC が adapt されているこ

とがおわかりいただけると思う。 

 

7.3 公共におけるプログラムとプロジェクト 

 一般的に公共においては、「政策（大局的な見地から目指すべき方向や目的を示すもの）」、

「施策（政策目的を達成するための方策）」、「事務事業（施策目的を実現するための具

体的な手段）」の 3 段構造を持っていると説明されている（「地方公共団体における行政

評価の取組状況」2002 年）。このうち、政策については議論のあるところであるが、ミッ

ション・ビジョンをある程度具体化したものということになるであろう。第 2 章で述べら

れているプログラム、プロジェクトの定義を当てはめるならば、施策がプログラムに、事

務事業がプロジェクトに近いものと考えられる。このため本章においては、政策は所与の

ものとして、施策とプログラム、事務事業とプロジェクトとが対応していると考えていた

だいて支障はないと考える。 

 

 公共におけるプログラムとプロジェクトは、単純なピラミッド構造をもっていると理念

的に語られることが多いが、実態としてそのような単純な構造とはなっておらず、複雑系

の要素が大きいという特徴がある。例えば、森林整備プロジェクトが、林業振興という産

業振興プログラムに位置づけられると同時に環境保全プログラムに位置づけられるという

ものである。実際、近年ヨーロッパでは、環境や景観という視点から農業をとらえ振興を

図るというものが見られるが、この種の横断的な展開は今後も増加していくものと思われ

る。 

公共の組織は、いわゆる縦割りの機能型組織を原則としているが、むしろ現在の経済社

会情勢は、マトリックス型組織、プロジェクト型組織の要素を如何に取り入れるかが、公
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共の組織の課題であると思われる。 

 

7.4 公共における BSC の事例 

国内においては、BSC は行政機関（福岡県、兵庫県姫路市）をはじめ、公営企業（三重

県病院事業庁）、独立行政法人（国際協力銀行）で導入され始めている。ただし、BSC と

いう名称を前面に打ち出しているのは、兵庫県姫路市などわずかである（2002 年当時）。

これは、いわゆるカタカナ単語（ましてやアルファベット 3 文字）に対するアレルギーの

ある日本の公共という条件を考えるならば、妥当な選択かもしれない。いずれにせよ、国

内の事例は導入段階であり、その成果を語るにはまだ早い状況にある。 

このため、ここでは、 

(1) 全社的な戦略を部門単位のプロジェクト展開にカスケードするP2BSC的な展開を図

っているノースカロライナ州シャーロット市、 

(2) 組織を越えた課題に対して、変革型P2BSCで取り組んでいるワシントン州、 

(3) 組織単位の日常業務に対してオペレーション型P2BSCで取り組んでいるフロリダ州、 

の海外の 3 つの事例をとりあげた。 

  

7.4.1 ノースカロライナ州シャーロット市 

シャーロット市は、BSC 導入の先進事例として広く知られている。 

シャーロット市は、元々MBO を導入していたが、時代の急速な変化や市政の戦略的な

展開を図るためには、MBO では対処できないことから BSC を導入したという経過をたど

っている。 

導入方法は、初めに市として も重要な 5 つの戦略的課題を対象とした市全体のBSCを

作成し、その後、その戦略的課題ごとのBSC、部門ごとのBSCという手順で作成していっ

た。この手順の考え方は、2 章で紹介したP2BSCのフレームワークに近い。すなわち、初

めに市の戦略的課題をプログラムとして位置づけ、それらを全社BSCとして取りまとめて

いる。この全社BSCは、市のミッション・ビジョンを実現するための「企業戦略」を記述

したものということになる。次に 5 つのプログラムを部門単位にカスケードすることで、

市の戦略を実現するためのプロジェクトへの資源配分と展開につなげていくというもので

ある。公共の縦割り組織は、必ずしも戦略的課題に沿ったものとはなっていない。このた

め、戦略的課題と組織の業務との関係について、シャーロット市は、マトリックス図を用

いて整理などをしている。また、一挙にBSCを導入するのではなく、ある部局を選んでパ

イロット的に試行を行なったり、戦略的課題ごとのBSCを作成する際に、部局横断的な取

 197



り組みを促進するためのプロジェクトチームを設置したりするなど、導入プロセス面で既

存の組織との関係に相当配慮している。 

シャーロット市の場合、既に導入から数年経過しており、BSC 導入の効果、課題を知る

上でたいへん参考になると思われる。この点についてシャーロット市のレポートを参考に

してみてみよう。 

2002 年 3 月の同市のレポート（A Handbook for Developing Key Business Unit 

Scorecard and Business Plans）では 

   ・顧客の視点 

   ・財務的アカウンタビリティの視点（1996 年当時は財務的視点となっていた） 

   ・内部プロセスの視点 

   ・学習と成長の視点 

と、「顧客」と「財務」が逆転した構造を持つオーソドックスな BSC の基本構造は当初の

ものとは変わっていない。また、BSC を利用しやすいようにエクセルを使ったテンプレー

トや指標の整備を図るなど BSC の運用面で改善を図っている。 

一方で、市当局は、市が「戦略志向の組織」になるために更なる改善が必要としている。 

市当局によれば、2001 年当時の課題として、 

① 事業部局は、やはりプロジェクトの実施計画の立案がはじめにありきで、それをス

コアカードの目標に組み入れるという手順を取っているのが一般的である。 

② プロジェクト実施計画の立案プロセスが予算化の議論と一致しているとは限らない。 

という 2 点をあげている。 

これらの指摘から BSC 導入の当初の目的である「戦略を日常業務に落とし込む（カス

ケードする）」ことは、容易な問題ではないことがわかる。 

また、同じく 2001 年の調査結果として、 

③ BSC がマネジメントツールとしてまだ有効に活用されていない。 

④ 業績評価ツールとして、また市民や議会に対しての業績報告ツールとして、BSC が

位置づけられていることから、BSC が本来持っている効能やインパクトを 大限に

活用できていない。 

ことを指摘している。 

上記の④の業績評価ツール、業績報告ツールとしての BSC の活用は、公共における BSC

の導入目的として重視されている点であり、この指摘はある程度やむを得ないものと考え

られる（この点については第 5 節で記述）。このような課題、調査結果を踏まえ、シャー

ロット市は、BSC を業績評価報告などのコミュニケーションツールとしてだけでなく、マ
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ネジメントツールとしての活用、そして、BSC を中心として、戦略レビュー、事業計画立

案、予算化のサイクルを内包した戦略的なマネジメントシステムの構築段階に入っている。

同市はこの変革を推進するため、2003 年会計年度から 2005 年会計年度にかけて、視点の

見直しを含めて BSC と事業計画立案プロセスについて更に改良を加えていく予定である。 

 

一般的に、BSC には次の 3 つの世代があると言われている[柴山他、2001]。 

 ・第一世代 業績評価システムとしての BSC 

 ・第二世代 マネジメントシステムとしての BSC 

 ・第三世代 戦略志向組織のための BSC 

シャーロット市は、当初から市のミッション・ビジョンを実現するため「戦略志向」（す

なわち第三世代）を目的としていたが、現実の組織の現状からやはり第一世代から始めて

いる（既述の「既存組織との関係に相当配慮」がそれにあたる）。この、長期的な目的を

見据えながらも現実の組織の実力を考慮した「戦略的な導入プロセス」は、国内の公共部

門においてもたいへん参考になると思われる。 

 

7.4.2 ワシントン州 

ワシントン州は、太平洋に面した人口約 500 万人の州である。同州のロック知事は、BSC

の積極的な推進者として知られている。また、アメリカの公共部門向けの月刊誌「ガバニ

ング」が 2 年に一度実施する州政府パフォーマンス評価によれば 1999 年、2001 年の 2 回

連続で 50 州中トップの評価（A‐。この２期で連続してこの評価を得た州は他には無い）

を得ている。 

このサーモン・リカバリー・スコアカードは、組織横断的な特定のミッションを対象と

して構築した事例である。 

連邦政府は、絶滅危惧種法の施行によって、海と州内の河川の鮭の生息数を回復させる

ことを州に義務付けた。ワシントン州の場合、関係機関としては、隣国のカナダ（すなわ

ち外交問題である）、連邦政府レベルでは農務省、商務省、環境保護省等複数の省、州政

府レベルではアラスカ州、オレゴン州、カリフォルニア州等５つの州政府、ワシントン州

政府内レベルでは自然保護局、農務局、水力発電委員会等多数にまたがり、それ以外にも  

３００を超える郡市町村役場、その他環境 NGO などが関係していた。ワシントン州政府

のみならずこれらの関係機関全ては、単独でこの課題に対処することはできず、互いに連

携・調整しながらこの問題に対処することが求められていたのである。 

ワシントン州政府は、知事のリーダーシップもあり、BSC でこの問題に対処することと
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なった。当初の BSC はキャプランらが提唱するオーソドックスな公共向け BSC のような

ものであったが、2000 年 5 月からは修正している。 

 

Ⅰ サーモン・リカバリー・スコアカードの概略 

＜構成＞ 

ゴール：サーモンの生息数を健全かつ漁獲可能な数まで回復するとともに、 

        サーモンが生息する上で十分な生息環境を向上する。 

 

視点１： 

ワシントン州における生活の質の向上をもたらす重要な要素を保護する。 

・野生のサーモンの生息が豊かで多様にする。（Ⅱ参照） 

・絶滅危惧種法及び水質保護法の要請を満たす。 

視点２： 

野生のサーモンに対する生息地整備事業、漁業、孵化事業、水力発電事業が野生のサー 

  モンに利益をもたらす。 

・水質改善、生息地整備プロジェクト 

・河川改良プロジェクト 

・水質保全プロジェクト 

・孵化プロジェクト 

・漁業規制 

・各種法規制 

視点３： 

関係機関との連携。 

・市民との連携 

・関係機関との連携 

視点４： 

成功するために必要な要素 

・費用便益、州政府の経営資源の有効活用 

・科学的手法の活用等 

・必要な情報に適時的確にアクセスできる体制づくり 
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このワシントン州のサーモン・リカバリー・スコアカードでは、プロジェクトをアクシ

ョンと表現している。特徴的なことは、直接的プロジェクト（Direct Action）とサポート

的プロジェクト（Supporting Action）の 2 種類に分けていることである。直接的プロジェ

クトは、「成果に直接的に貢献するプロジェクト」であり、サポート的プロジェクトは調

査研究、目標の見直しといったような今後の改善に向けた取組といったようなものである。

このサポート的プロジェクトは、通常の BSC では「学習と成長」の区分に入るものと思わ

れる。 

州政府の資料によれば、このサーモン・リカバリー・スコアカードは実験的な取り組み

であり、引き続き改良の余地があると考えている（彼らは Adventure と表現している）。

しかし同時に、今までの取り組みに誤りはなく、正しい道のりを歩んでいると認識してい

るようである。 

このワシントン州の事例は、単独の組織では取り組めない課題で、多様な関係者間での

情報共有、コミュニケーションの向上、プログラムやプロジェクトのイノベーションに役

立つこと、また、特定課題に対してバーチャル組織を構築して取り組むことへの可能性を

示しているのではないだろうか。 

 

7.4.3 フロリダ州 

フロリダ州は、人口約 1,300 万人で、大西洋、カリブ海、メキシコ湾に面した州である。

全米 大の観光州であるとともに、環境保護にも熱心な州として知られている。 

現在のようなフロリダ州環境保護局の業績報告は 1997 年に始まった。環境保護問題は

州政府の活動だけでは解決できない問題であり、州政府は何をしてきたのか、今後何をす

べきなのかを検証し、情報提供することに重点を置いたものとなっている。 

スコアカードの構造は、以下のようになっている。 
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 階 層 の 内 容 P2BSCの視点 

第 1 階層 環境及び公衆衛生に関する成果指標 

 
 

第 2 階層 州民の活動や生活面を示す状況 

プログラムとしての成果 

 

第３階層 州政府による活動と結果 プロジェクトのアウトプッ

ト 

 

第 4 階層 投入資源の状況 プロジェクトへのインプ

ット 
 

図表 7－1 フロリダ州のスコアカードの構造 
 

州政府によれば、これらは、「results chain（結果の連鎖）」でつながっているとして

いる。すなわち、プロジェクトへのインプット（第 4 階層）が、特定の州政府のプロジェ

クトのアウトプット（第 3 階層）につながり、その結果フロリダ州民が環境に配慮した行

動をとるようになり（第 2 階層）、更にその結果としてフロリダ州の環境が改善する（第

1 階層）、という因果連鎖である。州政府によれば、このような一つ一つの階層の積み重

ね（tiering）によって、「因果関係を理解し、環境保護というミッションを実現するため

に州政府として何をすべきかを考える」上での一助になっている、としている。 

年次報告は、大気、水質、ゴミ処理、環境保護規制等の分類（これらは日本の環境行政

の分類とあまり違いはないと思われる）に分かれており、それぞれについてスコアカード

を作成している。 

州政府は、このスコアカードを四半期毎に作成し、公表している。 

 

（大気保全分野における階層毎の指標例） 

第 1 階層 環境及び公衆衛生に関する成果指標 

大気測定実施地区に住んでいる住民の割合（州の人口に対して） 

大気状況別の住民の割合（良い、普通、良くないの 3 区分別の人口比率） 

オゾン破壊された区域に住む住民の割合 
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酸化イオウ、酸化チッソ、二酸化炭素、揮発性有機物の単位当たり発生量 

第 2 階層 州民の活動や生活面を示す状況 

大気保全に関する規制の遵守率 

アスベスト撤去が規制どおりに撤去できたかの割合 

 

第 3 階層 州政府による活動と結果 

許可書発行数 

施設検査数 

 

第 4 階層 投入資源の状況 

一般会計からの出費 

基金からの出費 

予算の合計額 

対応したスタッフ数 

 

このフロリダ州の事例は、ワシントン州の事例とは異なり、単一組織による日常のオペ

レーションについての業績報告である。この事例から、日常的なオペレーションにおいて

も、因果関係の確認、アカウンタビリティー、改善を目的として BSC が活用できることが

わかる。 

また、公共の場合、環境問題など、自らが所掌しているプログラムやプロジェクトだけ

では解決できない、目標を達成できないというものが少なくない。したがって、フロリダ

州のような「州という地域社会を構成するパートナーとしての州政府」の活動報告として

の目的と、他のパートナーに対する間接的な働きかけとしての目的として活用できること

がわかる。 

 

7.5 公共においてP2BSCは何に活用できるか 

海外と国内とでは、同じ公共といえども、根拠法令、財務会計制度、組織風土など必ず

しも同じ状況ではない（このため、国内では、この「組織風土」を変えるための職員の意

識改革を評価システム導入の第一の目的としているものが少なくない）ので、海外の事例

をそのまま国内に当てはめていくことは困難であろう。しかし、ある程度の知見は得られ

ていることから、公共においてP2BSCは何に活用できるかについて、ここでは検討したい。 
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7.5.1 ポートフォリオ・マネジメント、プロジェクトマネジメントとしての活

用 

事例のところで述べたように、BSC をシャーロット市は市を戦略志向の組織に変革する

ツールとして、また、ワシントン州もやはり環境再生、環境保全というテーマを組織横断

的に変革するツールとして活用している。一方で、同じくシャーロット市やフロリダ州は、

日常のオペレーションに資するツールとして BSC を活用している。 

いずれの場合も共通していることは、ミッションを実現するために限られた経営資源を

大限に活用するために、どのようにプロジェクト展開をするかというポートフォリオ・

マネジメントに BSC が活用されている点である。 

しかしながら、BSCだけではP2Mでいうプロジェクトの概念まではカバーできないこと

から、ミッションからプロジェクトまでを統合するP2BSCに発展してくことが理想ではな

かろうか。 

実際、プロジェクトレベルからプログラムレベルまでのモニタリング、ポートフォリオ

マネジメントを総合的に行うP2BSC的な発想を持った取組がイギリスのエージェンシー

（Regional Development Agency）などをはじめヨーロッパで導入され始めている。 

 

7.5.2 コミュニケーション・ツールとしての活用 

事例はいずれも議会、住民、関係機関とのコミュニケーション、アカウンタビリティー

を重視している。これは公共における BSC 導入の大きな目的の一つである。これは、公共

においては、「政治プロセス」という大きな前提のほかに、以下に述べる 2 つの「民主主

義」を前提としているからである。 

 

7.5.2.1 財政民主主義 

公共は、その財源を強制的に徴収する「税」を中心としている。このため、強制的に徴

収する根拠と使途は、選挙によって選ばれた議員からなる議会の議決を経て決定される。

このようなプロセスを採用している公共においては、組織外部とのコミュニケーションや

アカウンタビリティーは重要な目的として常に掲げられなければならない。公共における

ステークホルダーは、それこそミッション・ビジョンレベルから個々のプロジェクトに至

るまで、全ての階層に存在しており、彼らとのコミュニケーションの向上、理解の促進を

図ることは不可欠なのである。 
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7.5.2.2 庁内民主主義 

国内においては、財政、企画、組織、人事、事業の各部局はそれぞれ独立に、予算は予

算、計画は計画、といったようにそれぞれの権限のもとに活動している。これは、組織的

には権限が分散され、一見「庁内民主主義的」であるが、それぞれの部局がそれぞれの権

限を求心力として活動しているので、以下のような状況がしばしば観察される。 

第一に観察される挙動として、予算担当部局と事業実施部局との「非協力的交渉ゲーム」

が行なわれ、互いに引くに引けない均衡状態になっていることである。「実践バランス・

スコアカード」の民間企業についての下記の記述は、実は、公共の場合もそのまま当ては

まるのである。「日本企業は次期予算の策定のみを急ぐ傾向が強いようです。当期の実績

が着地する以前のアヤフヤな段階（期末の三ヶ月も四ヶ月も前）から、次期の予算獲得合

戦を行っています。多くの企業においてこの予算獲得合戦は、経理と各組織の「バーゲン」

の場であって、各組織長の次期の施策・数値目標のためのコミットメントとは、かけ離れ

た世界で展開されています。（下線は筆者）」 

第二に観察される挙動として、日本の行政改革に対する対応があげられる。これも、行

革担当部局と事業実施部局との交渉ゲームの展開である。行革担当部局は、「（抽象的な）

国民や市民」という概念を後ろ盾として事業実施部局に改革をせまるが、事業実施部局に

も「（具体的な）国民や市民」がついており、このようなゲームの世界では、事業実施部

局は、「おつきあい」で何かしら事業の廃止または削減（既に実効性をもたなくなった古

い規制を廃止したり、単に事業や組織を合せるだけで事業や組織を一つ削減したとカウン

トすることも廃止や削減と称している）に協力するなどというようなことが、実に 1980

年代から日本では延々と続いているのである。 

 

このような「民主主義」に対応する上では、ミッション―プログラム―プロジェクトの

因果関係を説明し、理解を得る必要がある。そして、この因果関係を説明するためのコミ

ュニケーションツールとしてのＢＳＣという位置づけは極めて有効である。また、先に述

べたミッション・ビジョンの確立と共有は、組織内外のステークホルダーへの理解の促進、

非協力ゲームを協力ゲームに変える手段として有効であろう。 

 

また、現在公共においては、市町村合併が大きなテーマとなっている。合併を考える時、

根本的な問題である「地域の将来をどう考えるか」、「そのような中で公共組織はどうあ

るべきか」から始まって、「今後の仕事の進め方」に至るまでの検討、議論、協議などが

不可欠になるが、今後、市町村合併支援ツールとしてもP2BSCは有効であろう。 
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7.6 NPO への適用 

アメリカと日本では NPO の範囲が異なっているが（日本では財団法人や社会福祉法人

などとして取り扱われているものが、アメリカでは NPO として扱われている）、アメリ

カでは NPO においても BSC の導入が進んでいる。 

NPO 経営で有名なシャロン・オスターは、ポーターの 5 つの力モデルにファンディン

ググループを加えた 6 つの力モデルで表現しているが、NPO は、その活動の財源を公共と

同じく外部に依存する部分が大きく、財源の確保がNPO経営の一つの大きな課題である。

NPO は、その財源の中で如何にしてミッションを達成するかが問われており、これは公共

の置かれている立場と同じである。 

実際、BSC を導入している海外の NPO における戦略マップを見ると、顧客と財務の位

置づけなど、公共のそれとほぼ同じ形となっているものが多い。 

特定非営利活動促進法が施行されたのが 1998 年であり、日本のNPOはまだ創成期の段

階である。このため日本のNPOにおける業績評価という視点からの考察は緒に就いたばか

りといった段階であろう。しかし、今後日本においても、いずれガバナンスの問題を含め

NPO経営における価値評価マネジメントが検討されることになると思われるが、その時、

P2BSCは十分活用可能であると期待される。 

 

最後に――公共、非営利にこそP2BSCを―― 

 

既存の縦割り組織にとらわれない戦略的展開、ポートフォリオ・マネジメント、ステー

クホルダーとのコミュニケーションやアカウンタビリティーの向上という点で、海外の公

共も、国内の公共も同じ問題を抱えている。これらの問題に対して、むしろ公共やＮＰＯ

にこそP2BSC、そしてP2Mは、その効果を発揮できるのではないだろうか。海外の事例は

それを示していると思われる。 

今後の展開を期待したい。 
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第８章 エンジニアリングプロジェクトと BSC（ISIT） 
 

8.1 エンジニアリングプロジェクトの特徴 

エンジニアリングプロジェクトというと、千代田加工建設、日揮、東洋エンジニアリン

グなどに代表される石油化学プラントや LNG や石油精製などのエネルギープラントの建

設を主な仕事としている専業エンジニアリング企業や、製鉄所などの建設を目的とした新

日鐵や川崎製鉄等の鉄鋼大手のエンジニアリング部門、それにセメントから製紙、等の機

械関連のプラントを建設する三菱重工業や川崎重工業などの大手の重機械メーカー、発電

プラントや通信プラントなどを建設する日立、東芝、三菱電機などの重電機各社や NEC、

富士通などの通信機メーカーが取り上げられ、海外でのプラント建設の代表例として挙げ

られる。 

また、ゼネコンといわれる建設土木の会社のおこなう道路建設、橋やダムなどの公共設

備工事、ビル建設工事などもエンジニアリングプロジェクトの例である。 近では、多く

の製造業が海外に進出しており、その工場の建設工事もエンジニアリングプロジェクトと

して捉えられる。 

この様に、エンジニアリングプロジェクトに関わる業種や業界は多岐に渡っており、こ

れらを総称して、エンジニアリング産業と呼んでいる。その生立ちからして異なる企業が

行うプロジェクトを総称してエンジニアリングプロジェクトとしてとりあげ、その特徴を

述べるのは、色々な業種業態にわたる多様性をもつため、不明瞭になりがちであるが、P2M

の言葉で言うと、それは企業や公共機関が行うある特定の目的を持った投資案件であり、

はじめと終わりがある期間限定のプロジェクトとして捉えることができる。プログラムラ

イフサイクルの視点で見ると、システムモデルとなる。 

これらのプロジェクトは、投資の主体者か、あるいはそれを受注して、プロジェクトを

遂行する請負業者かによって、プロジェクトの位置づけ、評価も違ってくる。投資の主体

者にとっては、システムモデルとして捉える前にスキームモデルとしての投資価値の事前

評価が存在する。従って、システムモデルとしてのプロジェクトが終了した時点でプロジ

ェクトの評価が確定するとは限らない。完成したシステムモデルを利用して事業を展開し、

投資を回収することによって、プログラム全体でみることによって、プロジェクトの評価

が確定する場合が間々ある。投資の発注者と受注者では、品質と納期の点で利害が一致し

ても、プロジェクトの投資額、即ち、発注者にとってのコストと受注者にとっての売上か

ら来る利益は、利害が相反する。 

また、契約の形態、例えば、定額請負契約か、実費償還型契約か、単価契約かによって
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も発注者と受注者との利害や評価、あるいはリスクに対する対応も違ってくる。 

ここでは、投資の受注者の立場に立って、エンジニアリングプロジェクトを取り上げる

事とする。そうすると、受注者にとって発注者は顧客となる。 

エンジニアリングプロジェクトは、総投資額が 1,000 億円、プロジェクト期間が数年に

及ぶものから、投資額が数千万円で完了まで数ヶ月という小型のものまである。一般には、

特定目的のための設計や機器の調達、据付を含む建設、試運転などがプロジェクトの業務

の中に含まれる。 

 

8.2 エンジニアリング事業の成功要因 

エンジニアリングプロジェクトを主な事業としている企業では、企業の成功は優良なプ

ロジェクト、即ちリスクが少なく大きな利益の見込めるプロジェクトを数多く受注して優

秀なプロジェクトマネジャーのもとに顧客の要求する品質（Quality）を、企業が要求する

利益を確保できる予算内（Cost）で、納期内（Delivery）に、達成する事だといわれてき

た。プロジェクトの規模が大きくなればなるほど、プロジェクトを成功裡に導けるプロジ

ェクトマネジャーとそのマネジャーのもとにプロジェクトを円滑に遂行するプロジェクト

マネジメント能力を組織的に有する企業は限られてくる。従って、その能力を有する企業

にとっては優良なプロジェクトを受注する機会が拡大する。市場が成長している時代には

企業は、もっぱら QCD を維持できるプロジェクトマネジメント能力の向上に力を注いで

きた。企業の成長戦略は、プロジェクトマネジメント能力の向上とそれによる受注拡大に

あった。 

鉄鋼メーカーや重機械メーカーなどの製品製造が主体の会社が行うエンジニアリングプ

ロジェクトは、本業の製品の補完業務として捉えられ、本業での採算をより重視して、プ

ロジェクトマネジメント能力をそれほど重視しないものもあった。受注拡大の要は、プロ

ジェクトマネジメント能力より、製品の技術力と言う訳である。しかし、エンジニアリン

グを主体として行う事業部から見れば、本業との相乗効果は維持しつつも、プロジェクト

マネジメント能力の向上が、事業の成功要因である事に変わりはない。 

エンジニアリングサービスを主体とする企業では、特に海外の大型プロジェクト案件に

おいて、後から参入した日本企業が欧米の競合企業を相手に競争入札を勝ち抜き、受注を

伸ばしてきた。欧米のエンジニアリング企業がコスト+フィーと呼ばれる実費償還型契約を

主体としてプロジェクトを遂行してきたのに対して、日本企業は一括請負契約を顧客に提

示する事により、プロジェクトを受注して実績を積み上げた。 

契約金額が数百億円～1,000 億円、プロジェクト期間が 3～4 年にもなるプロジェクトに
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なると、契約範囲や技術仕様、経済環境などに関する不確定要素が大きいため、受注者が

そのリスクを負うのは経営的に困難との認識で、コスト+フィーで行うのが常識とされてき

た。そこに日本企業は一括請負契約を持込み、受注に成功してきたのである。顧客にして

見れば、投資金額をある程度固定でき、リスクを受注者に転化できるために歓迎したので

ある。 

そうやって受注した一括請負プロジェクトの多くを日本企業は成功裡に遂行した。もち

ろん、契約金額を大幅に上回るコストを計上して、赤字になるプロジェクトも存在したが、

それでも日本企業の差別化要因は、リスクを引受ける一括受注能力にあった。それを裏付

けるのは、経験に基づくプロジェクトマネジメント能力と言う訳である。 

企業のミッションを企業価値の向上と見なすと、企業価値の向上は継続的な成長と利益

の確保になる。そうすると、エンジニアリング企業の成功は、一括請負プロジェクトの受

注拡大とプロジェクトマネジメント能力の向上による利益の確保にある。 

バランススコアカードによる経営評価では、経営指標を定量化する必要がある。受注拡

大とプロジェクトマネジメント能力の向上を指標化して、これを測定すれば企業の成功に

繋がる経営評価となる。受注拡大は簡単に財務指標に直結して定量化できるが、プロジェ

クトマネジメント能力の向上は、定量化が難しい。エンジニアリング企業は、プロジェク

トマネジメント能力の向上という命題のもとにいくつかの非財務指標を用いて、財務指標

に偏らずに、企業価値の向上を目指してきている。個々のプロジェクトにおいては、アー

ンド・バリューを用いたプロジェクト管理の手法は、既に 1980 年代の前半から日本のエ

ンジニアリング企業において採用されており、プロジェクトの品質管理レベルでは、マネ

ジメント能力の向上は種々図られてきている。 

ただし、これらを、バランススコアカードの概念のもとに纏めたものは今まで用いられ

ていない。 

 

8.3 エンジニアリングプロジェクトと企業戦略 

 

8.3.1 バランススコアカードと戦略 

バランススコアカード導入の目的の一つに、企業戦略と財務指標を筆頭とする各種指標

の整合性を取るというのがある。企業戦略は、中長期の経営計画や単年度の経営計画に落

されて、それらと現状の企業活動のギャップを埋めるようなアクションプランを立て、実

行に移す。これを PDC サイクルに載せて戦略を実行して行くというのが、企業戦略の立

案と実行である。その数値計画と連動させてバランススコアカードを構築すれば、現場レ
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ベルにまで落した戦略の実行が図られるというものである。 

先述した様に、エンジニアリング企業における戦略の実行は、受注の拡大とプロジェク

トマネジメント能力の向上による利益の確保を主体として成されてきた。単年度計画や中

長期計画の売上は、受注プロジェクトの総和で表される。利益は、個々のプロジェクトの

利益の総和からプロジェクト経費に計上されない間接経費を引いたものである。 

ところが、戦略の立案及び実施においては、大型プロジェクト案件の受注が大きな影響

を及ぼす。また、プロジェクトを予算通りに完成させるかどうかで、その企業の収益には

大きな影響がでる。一件、プロジェクト案件が受注できるか出来ないかで、その年の年間

売上が大幅に変わることがよくあるし、大型プロジェクトの赤字はそのまま、企業の赤字

に直結する事もある。企業経営においては、中期的な売上計画を立て、それに基づき企業

経営を行うことが一般的である。しかし、大型プロジェクト案件を売上計画に組み込んで

企業経営を行っているところでは、中期計画の数字を立てること自体があまり意味を成さ

ない。数十件の受注で年間の経営を行っているところでは、一件の受注の成否がその年の

売上に大きな影響を与えるためである。 

戦略とバランススコアカードを連動して経営指標として用いる場合にも、これらの事業

の特徴をよく理解し、設定する必要がある。この観点から、製造業などの企業運営とエン

ジニアリング主体の企業運営との大きな違いは何処にあるか、理解しておく事が企業の経

営指標を決めるうえでも重要である。 

エンジニアリングプロジェクトは、製造業と違って、エンジニアリングサービスを提供

することで、投資案件を形あるものに仕立て上げる仕事である。投資案件は、投資計画を

公表するところも多いので、前もって案件を予想できる場合が多い。しかし、予め分かっ

ていても競争入札の場合、売上の予想は立てにくい。受注すれば、100％売上計上、失注

すれば 0％である。これが売上の増減に大きな影響を与える。受注確率の精度を向上させ

ることにより、70％の受注確率等を用いて、経営計画を立てても計画の精度を向上させる

事には、何の意味もない。エンジニアリングプロジェクトを主体とする企業では、製造業

と比較して、一件の受注・失注が売上に大きな影響を与え、単年度計画や中長期計画と実

際との差異を大きくして、戦略計画策定実行を難しいものにしてきた。 

 

8.3.2 バランススコアカード導入の問題点（リスク評価）   

80 年代の後半以降、海外市場を主なターゲットとするエンジニアリング産業の競争力は、

円高により大幅に低下している。一括請負とプロジェクトマネジメント能力の高さで差別

化を図り、競争力を強化してきたつもりでいたものが、海外の競合企業にコストリーダー
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シップを取られた時点で競争力をなくしてしまい、構造不況業種に陥ってしまった。 

プロジェクトマネジメント能力の高さを過信して、無理して安値で受注して、赤字プロ

ジェクトを多数抱えることになり、経営危機にまで陥る企業も現れた。個々のプロジェク

トの指標からいえば、受注時のプロジェクトのリスク評価が十分出来ていなかったか、あ

るいはプロジェクト実行時のリスク管理を含むプロジェクトマネジメントが上手く行かな

かったかという事になる。リスクにはプロジェクトに内在する契約リスクや技術リスクな

どから、経済リスクやカントリーリスクまであり、各企業は評価指標に基づいてリスク管

理を行っている。  

受注活動時のリスク管理においては、評価指標に基づいて測定されたリスクの一部、あ

るいは大部分をリスクの保有としてコストに転化する必要が生じてくる。競争入札という

実際の場面で、リスクをコストに転化する事はプロジェクトマネジャーのリスク管理能力

をどう評価するかと連動するために、難しい。  

リスクを甘く評価したか、あるいは自社のプロジェクトマネジャーのリスク管理能力を

高く評価したかによって、リスクを低く評価してコストを下げ、プロジェクトの安値受注

にこぎつけた結果、リスクが顕在化して、経営危機に繋がったプロジェクトが多数存在し

ている。 

リスクの評価プロセスは存在しても、実際の適用の場面で上手く機能しなかったという

所が問題である。とはいっても、個々のプロジェクトのリスクを会社のリスクと連動させ、

いくつかあるプロジェクトの受注優先順位を決めるのは容易ではない。特に売上が縮小す

る中において、リスクをコストに転化すると仕事を受注できない。リスクをどう評価し、

売上確保とリスクのコスト転化をどう評価するかは難しい。 

売上の確保は、持続的な成長、ひいては企業価値の向上には欠かせない。 終的な判断

は経営者に任せられるとしても、評価指標はバランススコアカードで与えられる。このよ

うに、戦略と連動した形で、バランススコアカードを構築するのは、現実にはいくつかの

壁がある。 

バランススコアカードを導入する場合には、指標の因果関係を明確にしながら、より下

位の指標に分解して行く必要がある。これらのリスク指標やプロジェクトマネジャーのリ

スク管理能力を明確にして、関係付け、指標とする必要があるが、現状、出来ているとこ

ろはない。先に述べたエンジニアリング企業の成功要因である 2 つの指標の一つであるプ

ロジェクトマネジメント能力の向上を指標としてとると、ここで述べたようなリスク指標

をいれる必要が生じる。このリスク指標を無視して、経営指標を構築しても、それは戦略

と連動しない。即ち、プロジェクトマネジメント能力の向上が企業価値の向上と結びつか
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ない。 

今までの経営指標でも、個々のプロジェクトにおけるリスクをどう評価しプロジェクト

コストに反映させるかという議論は成されている。しかし、現実問題としてプロジェクト

におけるコンティンジェンシーコストは、コストとしてよりも暗黙の利益としてプロジェ

クトマネジャーが手をつけられない費目と見なされていた例が多い。その分、リスクの評

価が甘くなっていた。さらに、企業全体のリスクやプロジェクトマネジャーのリスク管理

能力と連動させて定量化している例はない。このリスク指標を明確にしないとバランスス

コアカードとしての指標の目的は達成されない。 

 

8.3.3 戦略指標と経営の安定 

エンジニアリング企業においては、1 つのプロジェクトの受注、失注が戦略計画に大き

な影響を与えるため、単年度計画は実際と大きくかけ離れることがままある。その場合、

戦略計画にどうやって意味を持たせるかということが重要である。大きく外れる戦略なら

立案しないも同然と見なすか、あるいは年度毎には違っても数年単位で見れば帳尻を合わ

せるようにすれば良いのか、あるいはその他の意味を持たせておくのかを明確にしておく

必要がある。 

ある事業単位（セグメントと読んでも良い）別に事業計画を立てても、一つの受注が事

業計画に大きく影響する様だと、事業単位毎の戦略や計画が意味を持たなくなる。例えば、

エンジニアリング企業で石油化学プラント事業やガスプラント事業、製紙プラント事業と

事業区分を行ってポートフォリオ管理を行なおうとする場合、一件で数百億円のプロジェ

クトが受注できるか受注できないかで、事業単位が存続するかしないかと言う状況に追い

こまれることがある。 

一件の大型案件の受注金額が事業単位の売上にほぼ等しいと、そう言う状況が発生する

し、事業部長の役割と大型案件のプロジェクトマネジャーの役割を区別することは意味が

ない。事業部長に戦略的な役割を負わせても、実務遂行のプロジェクトマネジャーが大き

な権限を持ち、プロジェクトの完成にしか目を向けないで、戦略と合い入れない場合が発

生するからである。 

事業単位をプログラムと見なして、ポートフォリオによる戦略管理を行おうとしても機

能しない。 

過去のエンジニアリング企業においては、受注の拡大とプロジェクトマネジメント能力

の向上が戦略に等しく扱われていた時期がある。どちらの項目でも、現場レベルでの実践

に重きが置かれていた。従って、取り様によっては戦略不在と取られ、企業価値の向上を
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目指していながら、それとは相反する無理な安値受注活動に走る行動が見られた。 

どの業界においても、市場縮小の折には、同様の傾向が見られるが、戦略計画が外れる

のが頻繁に起きる場合は、外れた場合の変更へのアクションが鈍くなったり、遅れてくる

ので、指標が指標としての効力を持たなくなる。 

戦略を PDCA のサイクルでまわす場合にも、外れる事を考慮した評価方法を構築するか、

あるいは、売上の不安定に対処する指標を導入する必要がある。企業価値の向上という観

点からすると、キャッシュフローを基本としておけば、売上の変動には、固定費を抑えて

変動費化するというのが、王道である。これにより、キャッシュフローを基本としておけ

ば、プロジェクトの受注、失注に関わらず戦略計画の指標と実際の乖離を小さくし、戦略

実行に意味をもたせることができる。ただし、企業価値の向上は、売上の拡大かコストの

削減により成されるため、コスト削減だけに頼らないで、売上拡大の方策が必要となる。

売上拡大のためには、戦略的に市場規模の推移と自社の競争力を見ておく必要がある。 

二つ目は、そのような計画と実際の大幅な乖離を早急に他の指標に連動させて、アクシ

ョンに結びつけるような仕組み作りが重要である。 

エンジニアリング企業においては、プロジェクト自体の管理手法は他の業界と比較して

も整備されている。エンジニアリング企業の成功要因も製造業や他のサービス産業と違

い、個々のプロジェクトの成功によるところが大きい。従って、プロジェクト管理の集合

が企業管理と見なされがちである。その点で戦略経営が他の業界と比べて遅れている。 

プロジェクト管理の手法が整備されていて、プロジェクトマネジメント能力の向上を目

指しても、それは戦略的な経営に繋がっているわけではない。プロジェクトマネジメント

能力の高いエンジニアリング企業が経営危機に陥ったのを見ても、プロジェクトマネジメ

ント能力の高さは、必ずしも企業の成功要因とは結びついていない。そういう意味で、バ

ランススコアカードを整備する場合、ここに述べたような企業価値向上に繋がる戦略指標

を整備する事が、現場レベルのプロジェクトの管理指標を整備するのと並行して重要であ

る。 

  

8.4 プログラムマネジメントの指標 

 

8.4.1 プロジェクトマネジメントの指標 

プロジェクトの遂行においては、予算内、納期内に完成させる事が、プロジェクトの業

績に大きく影響する。エンジニアリングプロジェクトにおいてプロジェクトマネジメント

能力の向上が も大きな成功要因である事は述べた。エンジニアリング産業においてはプ
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ロジェクトマネジメント能力の向上を支援するためのプロジェクト管理やエンジニアリン

グ業務遂行のツールや方法論は、 も積極的に利用されている。 

エンジニアリング・サービスの提供を本業とするエンジニアリング専業企業や重機械企

業のエンジニアリング部門と、より製品指向の強い重電機械や通信プラントのエンジニア

リングを主とするエンジニアリング企業においては、組織としてのプロジェクトマネジメ

ント能力において、まだ格差が存在する。プロジェクトの性格上、プロジェクトマネジャ

ーのプロジェクトマネジメントよりも設計者の開発マネジメントを優先する場合があるた

めである。 

そうはいいながらも、多くの企業においては QCD の管理を主体とするプロジェクトマ

ネジメント能力の向上を目指している。P2M においてシステムモデルと位置づけられてい

るプロジェクトのバランススコアカードの指標では、図表 8－1 のように示される。あくま

でも、システムモデルの遂行を主眼とした指標となる。予定と進捗の乖離の分析や進捗管

理を主眼としたアーンドバリューマネジメントも既に 1980 年代から採用されている。 
 

 

学習と成長 

プロセス 

顧客 

財務 

▦ エンジニアリング技術の向上 

▦ プロジェクトマネジメント技術の向上 

▦ ＱＣＤを確保するための、立上げ、計画、管理、 

  遂行、終結のプロセスの確立と運営 

▦ ＱＣＤを確保するための良好な関係の維持 

▦ 進捗維持による予定売上の確保 

▦ 予定利益の確保 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 8－1 プロジェクト業績評価 

 

エンジニアリングプロジェクトにおいては、営業活動や見積もり（プロポーザル）活動、

システムモデル終了後のアフターサービス活動を並行して考える事により、請負企業にお

ける事業の一連の流れをバリュ―チェーンとして捕らえておくことが重要である。P2M で

は、これらの領域もプロジェクト＆プログラムマネジメントの範囲として取り扱っている。

営業や見積もり活動における評価指標をバランススコアカードの指標で表すと、図表 8－2

となる。 
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営業活動  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習と成長 

プロセス 

顧客 

財務 

 

▦営業技術の向上 

 

▦事業分野、ターゲット顧客開拓の 

 プロセスの確立と運営 

▦潜在顧客との関係構築 

▦成長分野での顧客開拓 

▦プロジェクト案件の発掘 

▦営業コストの適正化 

▦提案技術の向

▦ 提案ナレッ

▦見積もり作成

 遂行のプロセ

▦提案活動を通

 

▦見積もり精度

▦リスク評価の向

図表 8－2 営業、見積もり業績評価 
 

P2M の視点では、これにサービスモデルを加える必要がある。サ

ステムモデル終了後のアフターサービスという視点と新しいサービ

である。 

これらの一連の活動を業績評価指標として、組み込むことにより

業のプロジェクト活動が、企業業績の評価と連動する下地が出きる

 

8.4.2 プログラムマネジメントの指標 

専業エンジニアリング企業ではプロジェクトマネジメントが主体

ベルでの戦略マネジメントは難しいことは既に述べた。単に幾つか

ることがプログラムマネジメントとなるわけではない。 

専業エンジニアリング企業において大きく欠落しているのが、既

て戦略マネジメントである。このことがバランススコアカードの導

メントの導入の重要性を増している. 

鉄鋼や重機械などの製品の提供と合わせてエンジニアリング事業

は、エンジニアリング事業の管理指標も異なってくる。この場合は

プログラムマネジメントの役割がより鮮明になってくる。 

例えば、重機械を作っている企業では、一つの製品で小型から大

揃えているところがある。このような企業では数十億円から数百億

負受注方式でプロジェクト型で仕事を進めるが、数千万円から数億

本モデルを持っていて、基本モデルを基盤として客先の要望に応じ
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見積もり活動 

上 

ジの蓄積 

のための、計画、管理、 

スの確立と運営 

じた良好な関係の構築 

の向上 

上 

ービスモデルには、シ

スモデルの開発が必要

、エンジニアリング企

事になる。 

となり、プログラムレ

のプロジェクトを束ね

に述べた難しさも伴っ

入とプログラムマネジ

を展開している企業で

、戦略的判断を伴った

型までのモデルを取り

円までの大型製品は請

円までの中型製品は基

て、プロジェクト型で



製品を製作して行く。これを準量産と呼んでいる。これは、量産型生産とプロジェクト型

生産との混成方式と見ることができる。小型は完全にモデルを量産品として生産販売する。

と言うように種類と製品の規模に応じて生産方式を変えている。 

そうすると、必ずしも一件一件の生産をプロジェクトとして捉えてプロジェクトマネジ

ャーが対応するとは限らない。量産タイプの生産は前もって生産して在庫を抱えて販売し

ていく、通常の工場での生産方式と一緒である。大型あるいは中型にエンジニアリング・

プロジェクト型の受注生産方式を採用することになる。 

バランススコアカードを導入する場合は、単に売上の拡大とプロジェクトマネジャーの

能力向上に焦点を当てるだけではなく、同時にどの領域に焦点を当てて事業を展開して収

益を上げていくかという戦略的な判断が重要になる。それによって、市場の成長の方向を

読み取るとともに、資源をどこに集中的に配分して行くかも考える必要が出てくる。資源

配分の優先順位づけはポートフォリオで捉えることが重要である。 

また、生産方式が異なるために、大型案件のプロジェクトマネジャーと量産品の生産マ

ネジャーでは必要とされるマネジメントスキルも違ってくる。バランススコアカードでは

これらの違いも考慮した指標の設定が必要になる。 

プロジェクト方式による生産と量産方式の生産を束ねるプログラムマネジャーは、全体

としての収益の拡大と成長を目指す必要がある。受注生産型のプロジェクトを束ねるプロ

グラムマネジャーは、プロジェクトマネジメントのスキルや経営指標と同じ類のスキルや

指標でプログラムを管理しがちであるが、違う生産方式の製品を抱えるプログラムマネジ

ャーになるとその戦略的なマネジメントがプロジェクトマネジメントと大きく異なること

が判る。 

大型製品の場合は、一件で売上も大きいし、収益にも大きな影響を与えるので、プロジ

ェクトの管理そのものが、事業の管理と重なる部分が大きい。一件の大型案件の成否が事

業の売上や収益と直結する。しかし、エンジニアリングプロジェクトを含む違う生産方式

の製品を抱える場合は、それらのバランスを加味して経営を安定させることもプログラム

マネジャーに課せられる課題となる。また、長期的な観点に立って違ったスキルを養成す

ることも重要になる。戦略的な判断が重要な経営指標となる。 

 

8.5 バランススコアカードへ 

エンジニアリング企業のプロジェクト活動をバリューチェーンの流れに沿って捕らえる

事により、これを戦略と連動させるようなプロセスを構築すれば、バランススコアカード

として企業の業績評価に用いることができる。エンジニアリング専業企業と生産部門を抱
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える企業のエンジニアリング事業とでは、プロジェクトを束ねる場合の、プログラムマネ

ジメントの考え方に違いがある。 

ややもするとオペレーショナルなプロジェクト管理に焦点を当てがちな所に戦略的な判

断ができる経営指標を盛り込むことがバランススコアカードを導入する場合に重要となる。 

いずれにしても既に３節で述べてきた様に、プロジェクトをシステムモデルとして捉え

る場合のプロジェクト評価の手法は確立している。後は、戦略との連携を確立する仕組み

の構築が必要である。 
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第９章 情報サービス産業とP2BSC 
 

図表 9－3 の翻訳については、下記の承諾を得ている。 

Translated and reprinted by permission of Balanced Scorecard Report. 

From”Enabling the Strategy-Focused IT Organization”, by Robert S.Gold. Boston, 

MA 2001, pp.3-5. 

Copyright © 2001 by the Harvard Business School Publishing Corporation. 

This translation, Copyright © by the Harvard Business School Publishing 

Corporation. 

 

9.1 情報サービス産業とプロジェクト 

 

9.1.1 受注型産業とプロジェクト 

受注型産業には、IT 関連、建設関連、エンジニアリング関連、コンサルティング関連な

どの各種ビジネスが含まれる。プロジェクトマネジメントの技術は、各業界でさかんに研

究され、ノウハウが蓄積されている。しかし、プロジェクトマネジメントの本質的な問題

は、どのような受注型産業であっても驚くほど類似している。 

Ａ社は、大規模な特殊工事を請け負う建設業者であるが、プロジェクトマネジメントと

管理会計とのデータの連携ができずに悩んでいた。業務単位がプロジェクトであるにもか

かわらず、会計データは部門ごと費目ごとにしかトレースできず、しかも管理会計からの

アウトプットは月次単位で、管理サイクルがあまりにも冗長であった。Ｂ社は、地方のエ

ンジニアリング会社であるが、プロジェクトのタイプが一様でなく、資材の手配が煩雑で

営業段階で収益が明確に把握できない、プロジェクト途中での予算の組み換えがうまくい

かないなどの問題が出ていた。Ｃ社は、創業者である現社長が建設関連の高度な計算を行

うソフトウェアパッケージを開発・販売していたが、顧客の増加とともに顧客からのカス

タマイズ要求が増え、顧客別の収益管理が必要になってきた。 

これらの問題は、いずれもプロジェクトマネジメントと管理会計システムが緊密に連動

していないことに起因している。それにひとつのソリューションを与えたのは、ERP

（Enterprise Resource Planning）と呼ばれる統合型業務パッケージである。ERP はプロ

ジェクトをさまざまな切り口から分析し、プロジェクトと管理会計の統合を可能にした。

実際、上記の企業のなかにも ERP の導入に成功しているところがある。 

しかしながら、受注目標達成に注力するあまり短期利益志向に陥り長期的な人材育成な
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どが後追いになる、収益性を向上させるために単価の安い下請けへ発注する傾向が高まり、

社内にノウハウが蓄積できなくなるなど、タイトな管理を目指すほどより困難な問題に直

面することになった。これらの問題の背後には、われわれの強調する「プログラム」に対

する意識の欠如がその根底にある。 

受注型産業の 大の特徴は、受注の背後に必ずクライアントが存在することである。日々

の営業活動で発生するプロジェクトは、クライアント側からみれば一回限りの特命業務で

あるが、受注側からみると繰り返しの多い定常的業務として位置づけられる。専門的知識

や技術をプロフェッショナルなサービスとして提供する受注型産業は、究極的には戦略の

インプリメントを日々のワークとして請け負っていることになる。受注側企業には、自社

の BSC への貢献と同時に、発注側企業の BSC を保証していくという重要な責務がある。 

ところが、受注型産業で自社に対して BSC を適用している企業は、むしろ少ないとい

わざるをえない。それは、自社のビジネスが反復繰り返しのオペレーションの総体である

ため、事業ポートフォリオに対する認識が希薄であることと関係している。 

以上のような観点から、企業内のプロジェクトを戦略的にくくりなおし、事業ドメイン

を再確立と自社の経営資源の 適配分を行うことが重要だとわかる。これは、プログラム

とBSCをセットにしたP2BSCの導入の必要性を示唆するものである。本章では、受注型産

業の例として情報サービス産業注１）を取り上げ、PBSCの適用について検討する。 

 

9.1.2 情報サービス産業とプロジェクト 

経済産業省の「特定サービス産業実態調査」にしたがうと、情報サービス産業は情報処

理サービス、受注ソフトウェア開発、ソフトウェアプロダクツ、システム等管理運営委託、

データベース・サービス、各種調査、その他のように分類される。市場規模（2002 年：売

上高構成比)では、受注ソフトウェア開発が も大きく、約 6.8 兆円（49.4%）、次いで情

報処理サービスが約 2.6 兆円（19.1%）、ソフトウェアプロダクツが約 1.4 兆円（10.8%）

となっている注２）。ここには、大別して特定のクライアントに対してサービスを提供する

ビジネスと、不特定多数の顧客を相手にするビジネスの 2 つが存在している。本章では、

前者を受注型ビジネス、後者を市場型ビジネスとして区別する。前者に属するのは受注ソ

フトウェア開発、アウトソーシングなどのシステム等管理運営委託、各種調査であり、後

者に属するものにはソフトウェアプロダクツの販売、データベース・サービス、ｅビジネ

ス、Web関連サービスなどがある。本章が対象とするのは、主に受注型ビジネスである。 
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9.1.3 プロジェクトマネジメントの困難性 

IT 関連の受注開発プロジェクトのマネジメントは大変難しいといわれている。主な理由

として、次の 3 点が挙げられる。 

（１）ソフトウェアの形成 

IT 関連プロジェクトでは、ほとんどの場合ソフトウェアというインタンジブルな資産形

成が関連している。ビル建設するプロジェクトで進捗度合いをみるには、建設現場に足を

運べばよいが、ソフトウェア開発ではアウトプットを直接見ることはできない。こうした

アウトプットの不可視性が、ソフトウェア開発のプロジェクトマネジメントを困難にさせ

る大きな原因である。ソフトウェア開発の失敗要因としてしばしば挙げられる、初期段階

の工数見積もりの誤り、利用者からの開発途中の仕様変更、無理なプロジェクト計画など

の原因も、このことと密接に関連している。 

ソフトウェア開発生産性に影響を及ぼす要因には、開発ステップ数、作業工程、技術的

難易度、ソフトウェアの種類（事務処理、技術計算など）、開発者の経験や知識、利用す

る開発言語や開発技術（ツール）、システムの規模など多くの要因が複雑にからみあう。

システム開発に先立つソフトウェア開発規模の算定では、よく知られたいくつかのテクニ

カルな手法があるが、これらとて万能ではない。 

進捗管理面では、各人に割り当てられたタスクがどれだけ完成しているのか、当人以外

の把握は困難な状況で、しかも個人の生産性や品質のばらつきは大きい。品質面において

は、仕様の決定やソフトウェアの品質を計る尺度自体があいまいである。 

 

（２）サービスの多様化 

情報サービスが多岐にわたることもまた、プロジェクトマネジメントを困難にする原因

である。それとともに、必要とされる人材も多様化している。システムコンサルタント（な

いしは上級 SE）、SE、プログラマーのような伝統的な分類ではもはや実態に合わず、た

とえば経済産業省がまとめた ITSS（IT Skill Standard：詳細は後述）では、IT 関連の職

種を次の 11 に分類している。 

 

●11 の職種：マーケティング、セールス、コンサルタント、IT アーキテクト、プロジェ

クトマネジメント、IT スペシャリスト、アプリケーションスペシャリスト、ソフトウェア

デベロップメント、カスタマサービス、オペレーション、エデュケーション 

  

なお、ここで上記の職種のひとつにプロジェクトマネジメントがあることを指摘してお
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きたい。これについては、第 2 節で再度取り上げることにする。 

 

(３)業界ヒエラルキー 

受託型ソフトウェア開発には元請け、下請け、孫請け・・・の多段階の強固なヒエラル

キーが構成されている。受注の際の見積もりは、通常システムの有効性（effectiveness）

ではなく、効率性（efficiency）に基づく人月積算によって行われる注３）。これが業界全体

を労働集約的にさせてしまう原因である。 

ソフトウェア開発プロジェクトの全工程のなかの下流部分は、手間がかかり、泥臭く、

単価が安い作業の連続である。そのため、業界ヒエラルキーの上位に属する企業は下流工

程を下請けに回そうとするインセンティブが働く。ところが、下流工程ほど、品質、コス

ト、進捗状況の把握しにくい工程はない。業界ヒエラルキー下層への下流工程の丸投げは、

しばしばプロジェクトを重大な危機に陥れることになる。 

 

プロジェクトの規模が大きくなり、複数のマネジメント上の問題が複雑にからまってく

ると、それが一気に顕在化するケースもある。大きな社会問題にまで発展した、近年の大

手金融機関の巨大システムの相次ぐ障害は、その典型例だといえよう。 

 

9.2 情報サービス産業とプログラム・プロジェクト 

 

9.2.1 プロジェクト 

受注型企業にとってプロジェクトは業務の基本単位であり、類似性の高いプロジェクト

受注が多くなるほど、同様のプロセスが繰り返されることになる（図表 9－1）。しかし、

たとえば、まったく新しい業界や業務のアプリケーション開発を受注したケースを考えれ

ばわかるように、その時点ではその企業にとって未経験の戦略プロジェクトであったに違

いない。また、一回限りの巨大プロジェクトの受注などでも、反復繰り返しは起こらない。

これらの例は、受注側組織にとって、プロジェクトマネジメントの経験やノウハウは段階

的に積み重なっていくことを意味している。また、発注側企業にとって、発注先がどの程

度の実績を有するかは、クリティカルな問題でもある。そこで、プロジェクトマネジメン

トの経験度合いを客観的に測定するための組織の成熟度モデルがいくつか提案されている。

もよく知られているのは、CMMTM（Capability Maturity Model）注４）である。CMMTM

は、ソフトウェア開発にかかわる組織の成熟化モデルで、わが国のIT関連企業でも適用を

検討しているところが少なくない。成熟化には 5 段階あって、次のように定義される。 
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① 初期段階（Initial）：ソフトウェアプロセスは場当たり的で、ときとして混沌として

いる場合もある。プロセスのほとんどは定義されておらず、プロジェクトの成功は、

特定の個人、いわゆる｢スーパーマン｣に依存している。 

② 反復段階（Repeatable）：費用、スケジュール、および機能性をモニタするための基

本的なプロジェクト管理プロセスが確立されている。プロセスが統制されているため

に、過去の類似したアプリケーションを持つプロジェクトの成功事例を再現すること

が可能となっている。 

③ 定義段階（Defined）：管理とソフトウェア構築に関する作業プロセスが文書化され、

かつ標準化されており、さらに組織にとっての標準ソフトウェアプロセスとして統一

されている。すべてのプロジェクトは、組織の標準ソフトウェアプロセスを個々のプ

ロジェクトに合わせて｢仕立て｣たプロセスを、これが承認された後に使用し、ソフト

ウェアの開発および保守を行っている。 

④ 管理段階（Managed）：ソフトウェアプロセスと成果物の品質について詳細な測定基

準が存在している。ソフトウェアプロセスおよび成果物が定量的に把握され、制御さ

れている。 

⑤ 適化段階（Optimizing）：プロセスそのもの、あるいは革新的アイデアや技術の導

入例からの定量的フィードバックによってプロセス改善が継続的に実現されている。 

 

9.2.2 プログラム 

IT に関わるプロジェクトマネジメントの標準の多くは、いずれも個別プロジェクトを対

象にしていて、プロジェクトの QCD 評価や技術者のスキル評価が中心となっている。わ

れわれがここで主張したいのは、情報サービス産業に対するプログラム概念の導入である。 

通常、受注型ビジネスでは業界ヒエラルキーのどこに属するかによって、プロジェクト

内部の位置づけが変化する。元請け企業であるなら、クライアント企業のプロジェクトの

コア・メンバーとして参画し、戦略の策定や実施に直接かかわることができる。ところが、

ヒエラルキーの下層になるとクリエイティブな仕事は与えられず、プロジェクトの受注額

を超えないための QCD 管理に終始してしまう。また、大手企業の情報システム部門から

独立した SE 会社で、親会社からの継続的な受注により収益は安定しているが、コストセ

ンターとしての意識をいつまでも払拭できず、自己変革がなかなか起こせない企業もある。

受注型産業は受身になりやすいため、プログラム概念を浸透させて意識改革を起こし、収

益性、生産性、戦略への貢献、コアとなる人材の育成などを適切に評価するシステムを確

立することが求められる。 
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IT 関連企業は、製造業、金融業など業種ごとのアプリケーション開発支援事業、自らの

ノウハウを商品化したパッケージ事業、欧米の企業が開発したソフトウェアを販売する事

業、ｅビジネスへの参入など、さまざまなサービスを同時並行的に提供していることも少

なくない。このような異なる事業をプログラムとして再定義すればよい。また、自社の主

要ビジネスが受託型であるなら、業種別、機能別、地域別などの切り口で異なるタイプの

プロジェクトをくくり、それをプログラムとして定義すればよい。 

自社の経営戦略と組織に整合させつつ、どのような受注案件を選別し企業を長期的に発

展させていくか、これに明確な指針を与えるものがプログラムである。事業ドメインの決

定と事業ポートフォリオの 適化を行い、それをベースにプログラムが設計されるという

点で、情報サービス産業に属する企業のプログラムもまた、一般企業のそれと大きく異な

るものではない。 

 

9.3 情報サービス産業における BSC と適用の特徴 

本業界に対するBSC適用を理解するうえで重要なキーワードは、IT-BSC注５）というこ

とばである。ここには、IT投資にBSCを適用する意味と、IT部門にBSCを適用するという

意味の２つが包含されている。前者に比べ、後者の議論は比較的新しい。まず、IT-BSC

の議論の流れについて、代表的ものを簡単にレビューしておきたい。 

 

9.3.1 初期の IT-BSC 

1996 年の米国の GSA（General Services Administration）のレポートでは、すでに IT

部門を対象にした BSC の活用が提案されている。IT 部門の BSC は、親組織の BSC の学

習と革新の視点にリンクし、さらに IT の戦略プランを 4 つの視点で変換するものだと述

べている。 

BSC の 4 つの視点との具体的なかかわりについては、顧客の視点は主に組織の事業ドメ

インを表すこと、内部プロセスの視点は事業ドメインによって要求される情報をプロデュ

ースする活動を表すこと、財務の視点は組織に情報を提供し、IT ソリューションを与える

ためのコスト面を表すこと、学習と成長の視点は IT 部門を改善する活動と他の 3 つの視

点のパフォーマンスをドライブする活動を表すことだとしている。また、IT 部門と事業部

門の 2 つの BSC は、シンクロナイズされる必要がある（the IT and business unit BSCs 

need to be synchronized in the future）とした。 

 

 

 224



9.3.2 BSC カスケードと成熟化モデル 

GSA（General Services Administration）のレポートでは、IT 部門と事業部門の BSC

がどのように分割され、同一組織内で統合的に運用されるべきかについて明らかにされて

いない。この点について意欲的な研究を行ってきたのはグレムバーゲンら

（W.V.Grembergen et.al.）である。彼は 1997 年に IT 部門や IT 投資を評価するためのツ

ールとして IT-BSC の適用の方法を述べ、2001 年に IT-BSC の成熟化モデルを提示してい

る。 

 

9.3.2.1 ４つの視点 

IT 部門に対する BSC では、4 つの視点が次のように置き換えられている。 

a）事業への貢献（Business Contribution）：財務的視点に対応注６） 

どのようにマネジメントが IT 部門をみているか。IT 費用のコントロール、新しい IT

プロジェクトの事業価値、新しい事業ケイパビリティの提供を評価する。 

b）ユーザー志向（User Orientation）：顧客の視点に対応 

どのようにユーザーは IT 部門をみているか。アプリケーション提供者の好ましさ、オ

ペレーション提供者の好ましさ、ユーザーとのパートナーシップ、ユーザー満足度を

評価する。 

c）業務卓越性（Operational Excellence）：内部プロセスの視点に対応 

IT プロセスはどれくらい効率的かつ効果的か。効率的かつ効果的な開発努力と運用を

評価する。 

d）将来志向（Future Orientation）：学習と成長の視点に対応 

IT は将来のﾁｬﾚンジに見合うよう位置づけられているか。IT 人材の教育訓練、IT 人材

の熟練度、創発する IT 技術のリサーチ、技術アプリケーション・ポートフォリオの年

数を評価する。 

 

9.3.2.2 BSC カスケード 

複数の BSC をカスケードの形で表すと、(a)IT 開発 BSC、(b)IT 運用 BSC からのパス

が (c)IT 戦略 BSC に合流し、それがさらに(d)事業 BSC に向かうパスとして描かれている。

ここで、(a)と(b)は(c)のイネーブラーで(c)は(d)のイネーブラーだと説明されている。カス

ケードモデルは、IT部門と事業部門の間で分離されたBSCをどのようにリンクさせるか、

その構造をパスで示したところにその特徴がある。 
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9.3.2.3 成熟化モデル 

IT-BSCの組織適用プロセスでは、CMMTMモデルが活用されている。 

① 初期レベル（Initial）：IT 部門が測定システムの必要性を認識する。IT 開発業務、

IT 運用業務を評価するアドホックなアプローチが存在する。 

② 反復レベル（Repeatable）：管理者が IT-BSC の概念を知り、適切な測定指標を定

義するようコミュニケーションがはかられる。データが収集され、スコアカードとな

って管理者に報告されるが、成果指標とパフォーマンスドライバーが一般化され定義

される。それらはドキュメントされ、戦略、オペレーショナルな計画プロセスに統合

化されるが、いまだに正確性を欠く。 

③ 定義レベル（Defined）：管理者はフォーマルな訓練を通して IT-BSC を標準化し、

ドキュメントし、コミュニケーションをはかる。スコアカードのプロセスは構造化さ

れ、事業計画のサイクルにリンクされる。コンプライアンス（準拠性）の必要性が認

識される。管理者は IT と事業との連携のなかに IT-BSC を統合化する必要性を理解

するが、連携は完全ではない。 

④ 管理レベル（Managed）：IT-BSC は、事業と IT の戦略的かつオペレーショナルな

計画および評価システムに完全に統合化される。成果指標とパフォーマンスドライバ

ーのリンケージがシステマティックにレビューされ、結果の分析に基づき改訂される。

組織のあらゆる階層で問題点が完全に理解され、フォーマルな訓練によって支援され

る。IT 投資プロジェクトの長期的なターゲットとプライオリティが確立され、IT ス

コアカードに連携される。事業スコアカードと IT スコアカードのカスケードがすべ

ての従業員で共有されコミュニケーションがはかられる。IT 部門の従業員の個々人

の目標はスコアカードに連結され、インセンティブ・システムが IT-BSC の指標にリ

ンクされる。コンプライアンス・プロセスが適切に構築され、そのレベルは高い。 

⑤ 適化レベル（Optimizing）：IT-BSC が完全に事業戦略フレームワークに連携され、

ビジョンが頻繁にレビューされ、更新され、改善される。内部および外部エクスパー

トが雇用され、業界のベストプラクティスが開発され、採用される。測定結果が経営

管理レポートの一部になり、上級管理者と IT 管理者によってシステマティックに活

用される。モニタリング、セルフ・アセスメント、およびコミュニケーションが組織

内に浸透（pervasive）し、測定、分析、コミュニケーション、訓練を支援するため

に、技術の利用が 適化される。 
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9.3.3 GOLD のモデル 

ゴールド（R.S.Gold,2001b）もまた、IT組織に対するBSC適用について着目している。

彼は、IT組織のパフォーマンス基準を業務コンピテンシーと戦略コントリビューションに

分け注８）、それぞれ２つの指標で評価する。 

① 業務コンピテンシー：生産性に焦点を当て、コスト削減と品質向上を評価指標とする。

これは、主に不満足を除去するための指標である。 

② 戦略コントリビューション：企業の成長に焦点を当て、アジリティとイノベーション

を評価指標とする。これは、事業戦略に対する満足度を実現する指標である。 

 

彼は、さらに IT-BSC 適用の段階（stage）をディフェンシブ、リアクティブ、レスポン

シブ、戦略フォーカスに分類し、4 つの指標がそれぞれの段階でどのように異なるかを明

らかにしている。 

 

9.3.4 P2BSCの設計指針 

IT-BSC に関わる Grembergen と Gold の二人のモデルには、いくつか異なる点がある

ものの、本質的には IT 部門と事業部門の BSC はそれぞれ異なることを前提に、分離され

た BSC 間の構造を示した点、組織適用についての成熟化レベルを明らかにした点で重要な

示唆を含んでいる。ただし、いずれのモデルも、適用範囲が自社内の事業部門と IT 部門に

限定されていて、異なる組織への受発注が想定されていないところ、および個別事業を対

象にしていて、「プログラム」に対する配慮がなされていないところに限界がある。では、

SI ベンダー、ソフトウェア会社など情報サービス産業への発注が行われるときにこのフレ

ームはどのように拡張できるかのだろうか。 

まず考慮すべきは、発注側企業、受注側企業の両者にはそれぞれプログラムが存在する

ことである。プログラムはカスケード内の事業BSCで評価される。第 2 に考慮すべきは、

BSCのカスケード構造である。受注側企業は、発注側企業のカスケードのなかのIT開発

BSCとIT運用BSCをシェアすることになる。このとき、本章の冒頭で述べたように、受注

側企業はプロジェクトのコストや品質を保証しつつ、 終的には発注側企業のIT戦略BSC

と事業BSCへの貢献が求められる。第 3 に考慮しなければならないことは、受注ヒエラル

キーである。元請け企業がさらに孫請け企業に発注すれば、そこにまたBSCカスケードが

生じることになる。このように、情報サービス産業の各企業には事業単位ごとにカスケー

ドが存在し、受託型ビジネスでは発注側企業とシェアするBSCカスケードや受注ヒエラル

キーにしたがったカスケードの連鎖が存在する。こうした多次元的なIT-BSCがP2BSCとし
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て意識されなければならない。 

これを図示したものが図表 9－1 である。図の 上部には発注先企業（ 終クライアン

ト）の IT-BSC が存在していて、複数の事業 BSC はプログラムとして認識されている。 

事業BSCに必ずIT戦略BSCが連結されるかどうかは限らず、IT戦略実施の場合に限って

それが付加される。一方、情報サービス産業側では、開発業務を請け負うときに発注先企

業と元請け企業と間で企業間のBSCカスケードが生じる。情報サービス産業の各企業でも、

やはり複数の事業BSCがプログラムとして意識されている。また、あらゆる収益事業はIT

関連であることから、各事業BSCには必ずIT開発BSCとIT運用BSCが連結されている。さ

らに、情報サービス産業側は自社のIT戦略を実施しているわけではないので、IT戦略BSC

は削除されている。受注ヒエラルキーにしたがって存在するこのような連鎖が、P2BSCカ

スケードの構造である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図表 9－1  P2BSCカスケード 

プログラム

事業ＢＳＣ 事業ＢＳＣ
発注先企業
（クライアント）

(情報サービス産業）

元請け企業

（情報サービス産業）
下請け企業

受注ヒエラルキー

事業ＢＳＣ

ＩＴ戦略ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

受注ヒエラルキー

以下続く

プロジェクト

プログラム

事業ＢＳＣ 事業ＢＳＣ
発注先企業
（クライアント）

(情報サービス産業）

元請け企業

（情報サービス産業）
下請け企業

受注ヒエラルキー

事業ＢＳＣ

ＩＴ戦略ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ戦略ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

事業ＢＳＣ

ＩＴ開発ＢＳＣＩＴ運用ＢＳＣ

受注ヒエラルキー

以下続く

プロジェクト

 

9.4 情報サービス産業における BSC の事例 

情報サービス産業の BSC 導入の先進的な事例として JAL インフォテック株式会社（以

下Ｊ社とする）を取り上げる。Ｊ社には、エアライン事業本部、ソリューション事業本部、

サービス事業本部の３つの事業本部がある。 

① エアライン事業本部：航空旅客システムや航空貨物システムなどＪＡＬの基幹システ

ムの企画、設計、開発を請負う。 

② ソリューション事業本部：JAL グループ及び一般企業の顧客に対してソリューション
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サービスやアプリケーション開発を行う。 

③ サービス事業本部：ネットワーク設備関連のコンサルティング、導入支援、保守など

を行う。 

 

9.4.1 BSC 導入の経緯 

Ｊ社は、1996 年にネットワーク構築、システム運用、フィールドサービスを主体とした

JAL データ通信株式会社と、システム開発を主体とした日航情報開発株式会社が合併して

発足した。2000 年に日本 IBM から資本参加を受け、2002 年７月には出資比率が 51%と

なり、IBM 子会社として新生 JAL インフォテック株式会社に生まれ変わった。JAL と IBM

は、JAL のシステムの開発、運用に関わるアウトソーシング契約を結び、Ｊ社が実際のシ

ステム開発運用を請け負っている。 

BSC は、中期経営計画の策定と同期をとり、2002 年 7 月の企業変革の時期にタイミン

グを合わせて導入された。導入スケジュールは、2001 年 8 月から BSC の研究を始め、2002

年１月に導入決定、4 月に導入、6 月に社内展開、７月に運用開始と、きわめて短期間にな

された。BSC 導入プロジェクトは BSCFT（BSC Function Team）と命名され、企画部、

財務部、人事部がそれぞれ導入計画とプロジェクト推進、財務面からの支援と BSC の指標

作り、人事面からの支援と評価と、プロジェクトのコアとして重要な役割を担った。 

BSC 導入ステップは、次のとおりであった。 

① SWOT 分析：Ｊ社の資源と環境を分析し、ベンチマークを行った。 

② CSF 抽出 ：Ｊ社の重要成功要因（Critical Success Factors）の抽出を行う。CSF

は全社レベルで３～４つほどに絞り込まれた。全社 CSF が３つの事業本部、事業部、

グループ、（個人）へと組織全体へブレークダウンされた。 

③ 戦略マップ作成：CSF 相互の因果関係が把握され、戦略マップが描かれた。 

④ KPI 作成：CSF をブレークダウンして KPI（Key Performance Indicators）のセッ

トを作成する。KPI とは BSC の具体的な評価尺度となるもので、各 CSF から 20～

30 の KPI が定められ、それぞれ目標値が決定された。 

⑤ 展開準備：全社組織へ展開するためのルールブック、フォームなどを作成し、その支

援を行う。ルールブックとは、事業部長が受け取る書類で、そこには BSC 制度の方

針、BSC 導入の承認と作成方法、施策と実施方法、指標値収集方法など、BSC 導入

と運用についての全体が明らかにされている。 

BSC の運用では、2002 年度の 初の年には、月一回経営会議の前に報告されるように

なっていたが、2 年目からはクオーター単位に変更している。BSC 運用ツールとしては、
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パソコンの表計算ソフトウェアを活用している。 

BSC 導入に際しては、「また、新しい指標を導入するのか」、「満足度などの定性的項

目を数値化できるのか」などの意見も寄せられたという。しかし、よく考えてみれば今ま

でも似たような手法は導入していて、BSC は単にこれまでのやってきたことをハーバード

流に整理しただけであること、定性的項目はアンケートを実施してその結果を数値化可能

であることなどを粘り強く説得し、納得してもらったという。また、BSC の評価尺度、目

標値の妥当性などは、はじめから完全なものは不可能であり、運用しながら改善していく

こと、すなわち“To Be refined”が重要だという。 

 

9.4.2 BSC の設計と開発 

9.4.2.1 BSC 導入の目的と範囲 

Ｊ社が BSC を導入したのは、合併後、財務的な健全化の観点に重点が置かれ、それぞ

れの部門が個別に短期的な利益を追求してしまいがちで部分 適化に陥りやすい状況にあ

ったこと、合併によって会社の位置づけが変わり、新しいコーポレートガバナンスが必要

であったことから、社員の価値観を変革し戦略的な事業展開をはかることが必要だったか

らである。同時に、長期的な視野に立って、社員の教育や育成をはかり、顧客の声に即座

に対応することなども期待できた。 

BSC の適用は、組織の業績評価を行うことにあるが、一方で個人の業績評価（MBO：

Management by Objectives）においても BSC と同じ 4 つの視点で目標設定することによ

り、全社－事業本部－事業部－グループ－個人と続く組織のヒエラルキーにしたがい、全

社を横串にして評価する体系を構築することを範囲としている。 

また BSC の評価は報酬にもリンクされる。その方法は年棒制の管理職とそうでない一

般職とで異なるが、例えば管理職について言えば、まず全社の KPI 目標達成度（達成度に

あわせて 3 段階）と部門の KPI 目標達成度（達成度にあわせて 3 段階）をマトリックスに

して 1～9 段階の評価を行い、 低が 0.8、 高が 1.2 の幅で評価係数が決定する。次に、

決定された評価係数(0.8～1.2)に個人業績考課（MBO）に基づき決定した業績年棒（一般

職の賞与に相当）の基礎額を掛けて額が定められる仕組みになっている。 

 

9.4.2.2 BSC の４つの視点と戦略マップ 

Ｊ社の全社 BSC では 4 つの視点が次のように定められていて、これが組織全体に展開

されている 

① 財務の視点：売上高、経常利益、貢献利益 
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② 顧客の視点：品質向上（バグ率、障害率など）、デリバリ納期、満足度向上 

③ 内部プロセス：標準化、生産性、リソース活用（外注比率）、外販比率 

④ 学習と成長：スキル向上（公的資格）、IBM スペシャリスト育成 

あらゆる項目を指標と目標値に落とし込み評価する。4 つの視点の各項目が具体的な指

標に置き換えられ、目標値と達成水準が定められる。財務の視点では、各項目の達成率が

1.2～0.8 の範囲に置き換えられ、評価される。財務の視点以外の項目も、たとえば顧客の

視点ではレスポンスタイム時間、クレーム処理などといった項目が目標値として定められ、

達成度がすべて評価係数（1.2～0.8）に置き換えられるというように設計されている。こ

のとき、品質や満足度などの定性的な項目の定量化が困難な項目がある。たとえば、満足

度などの項目はアンケートを活用して定量化し、また実施したか否かなど ON/OFF でしか

表せない項目は、実施プロセスのなかのマイルストーンを定め、どこまで達成したかを達

成率で置き換えるようにして、定量化する方法をとっている。 

 

9.4.2.3 プロジェクトマネジメントとの関連 

プロジェクトマネジメントとの連携については、まず、BSCでは内部プロセスの視点の

なかの標準化、生産性などの指標にプロジェクトマネジメント上の目標が埋め込まれてい

る。また、Ｊ社ではCMMTMの取得を目指していて、CMMTMの評価項目をBSCに取り込む

予定である。一方、BSCの導入を協力会社にまで展開する予定はない。協力会社の出来ば

えが悪いなどの評価は、プロジェクトマネジャーの評価として取り入れ、協力会社との連

携は、標準化の推進などを行うことにしている。 

 

9.5 P2BSCの導入指針 

IT-BSCに関する文献レビューと導入事例から明らかになった情報サービス産業に対す

るP2BSC導入の指針は、次のとおりである。 

第 1 は、受注型産業の特徴から多次元的なBSCの構造が必要とされるということである。

受注型産業では一般に受身になりやすく、多数のプロジェクトを日々こなすことに追われ、

プログラムに対する認識は十分ではない。プログラム評価にリンクさせ、受注ヒエラルキ

ーを意識したBSCの構造はP2BSCカスケードとして図表 9－5 に示した。 

第 2 は、プロジェクトの評価との連携である。たとえば内部プロセスの視点のKPIとプ

ロジェクトの効率性評価、顧客の視点とプロジェクトの有効性評価などは密接に関連して

おり、両者の整合化が求められる。その際、BSC導入にも成熟化の段階があることを認識

しつつ、CMMTMなどの組織成熟度評価を参考にしながら、BSCをインプリメントしてい
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くことが必要である。 

第 3 に、学習と成長の視点との関連では業績評価システムとの連動が必要である。Ｊ社

の事例は BSC と部門、個人の業績評価と完全な連動が目指されていた。企業構成員のやる

気を引き出し、しかも優れた業績を達成するには、数値化された BSC 上の KPI と業績評

価尺度をどのように置換するのか、評価される側が納得のいくシステムが求められる。 

第 4 は、カスケード化した多元的 BSC をどのように統一管理するか、という再統合の

原理である。この点について、Ｊ社の例を参考して考えてみたい。Ｊ社は企業変革ツール

として BSC を導入し、それに成功している数少ない企業である。3 つの異なる事業をまた

がって、いかに公平感のある評価ができるのか。3 つの異なる事業、これがわれわれのい

うプログラムに相当するが、Ｊ社では事業の違いにかかわらず、KPI ごとの目標値に対し

て 0.8～1.2 の範囲で数値化した「達成度」を等しく割り当て、それを一様に評価すること

で、この問題を乗り越えていた。これが、再統合のためのひとつのヒントになると考えら

れる。なお、BSC の導入に際し、KPI の測定尺度の設計、目標値の設定、評価の方法など

について、 初から完璧な評価システムを望むことはほとんど不可能に近い。Ｊ社の例の

ように、きめ細かいモニタリングと絶えざる改善の繰り返し、そうした地道な努力の積み

重ねが、BSC 導入を成功に導く重要なキーポイントであることがわかる｡ 

 

【注】 

注１）ハードウェア関連メーカーも情報サービス産業に含まれるが、ここでは情報サービ

ス産業を対象にする。 

注２）読者への理解のしやすさを考えて、ここでは経済産業省の分類を使ったが、ITSS

ではプロジェクトマネジメントが必要とされる専門分野を次の 5 つに分類している。①

SI・アプリケーション開発・システム開発、②アウトソーシング、③ネットワークサー

ビス、④ｅビジネスソリューション、⑤ソフトウェア開発 

注３）IT 関連の文献では、ドラッカーやアンソニーの著書をもとにして、Efficiency を入

力から出力に変換するときの評価指標、Effectiveness を出力（成果）の評価指標として

用いることが一般的である（拙稿,2002）。 

注４）CMMTMに調達管理や個人のスキルなどを取り入れたCMMI（CMM Integration）

もある。また、COBIT®（Control Object for Information and related Technology）で

もCOBIT®ではCMMTMとほぼ同一の 5 段階を採用、それに第 0 段階（未存在段階：

Non-Existent）を付加している。また、IT-BSCのカスケードモデルを取り入れている。

なお、COBIT®とは米国情報システム監査人協会（ISACA）のITガバナンス・インステ
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ィチュート（IT Governance InstituteTM）が策定したITガバナンスのためのガイドラ

インをいう。P2MでCMMTMに対応するのは組織成熟度で、そこでは場当たり的、計画

的、科学的、統合的、 適化の 5 段階に分類している。 

注５）①～⑨はPMBOK®の分類と一致している。また、P2Mでは個別マネジメントのテ

ーマとの関連が深い。 

注６）本章では IT-BSC と表記するが、欧米の文献では「IT BSC」のように間にハイフォ

ンを付けないことも多い。また、IT バランススコアカード、IT スコアカードなどのこ

とばも使われる。 

注７）1997 年では「コーポレート・コントリビューション」を使っていたが、2001 年に

「ビジネス・コントリビューション」に置き換わっている。 

注８）Gold（2001a）では competency と contribution、Gold（2001b）では“Basic 

Competency Focus” と“Strategic Contribution Focus”を用いている。本稿ではそ

れぞれ「業務コンピテンシー」と「戦略コントリビューション」とした。基本的に、前

者が効率性（efficiency）、後者が有効性（effectiveness）に対応している。なお、

Grembergen（1997）は効率性がオペレーショナル（エクセレンス）の領域に、有効性

がビジネス・コントリビューションとユーザー・オリエンテーションの領域に適用され

ると述べている。 
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総   論 
 

報告書－3 は、本調査研究の骨子となるプロジェクトマネジメントコンピテンスについて

の委託調査研究の成果を取りまとめたものである。 

内容は、5 つの章から構成されており、第 1 章では、東証一部上場企業を対象に実施した

「プロジェクトマネジメント実態調査」のレポートである。本レポートでは、現状ではプ

ロジェクトマネジメントの浸透は、限られた業種にとどまっているとの報告がなされてい

る。 

第２章では、プロジェクトマネジメントレジスタード（PMR）資格認定ガイドラインマ

ニュアル策定の基礎となった PMR ガイドライン（能力ベース資格認定ガイドライン）の調

査･研究を報告している。 

第３章では、「プロジェクトマネジメントの展望と発展」をレポートしており、プロジ

ェクトマネジメントの歴史をひもとき、P2M 基づく日本版プロジェクトマネジメントと欧

米版プロジェクトマネジメントの比較分析により日本版プロジェクトマネジメントの優位

性を述べ、世界の主流の座につくべき要素を具備していることを実証した。 

第４章では、ビジネスの局面或いは公共団体等で P2M の考え方を実践している具体的事

例を紹介している。P2M の歴史は、新しいが、着実にサポーターが増え、地道に根付いて

いることが伺える。 

第５章では、第 34 回 国際シュミレーション＆ゲーミング学会での P2M 関連の主要な論

文を紹介している。ハードからソフトへ、細分化から統合へという流れの中で P2M の目指

す方向が当を得たものであるということが裏付けられた。 

また、P2M の国際的な拡がりと普及の観点からも大いに成果があり、世界の学者に P2M

を理解してもらうことができた。 
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第１章 プロジェクトマネジメント実態調査 
 

1.1 アンケートの目的 

本アンケートは、主として①企業内のプロジェクトマネジメントに関する実態を把握し、

②P2M 資格制度の普及のための戦略の策定、および③企業内における P2M 資格制度の必

要性を調査し、その結果を分析することによって、今後の PMCC の活動方針の参考資料と

することである。 

 

1.2 アンケート対象企業と有効回答企業 

東証一部上場企業のうち、資本金の大きい企業から順に 500 社を抽出し、郵送方式によ

るアンケートを実施した。そのうち、有効回答のあった企業 29 社を分析の対象とした。 
 企業名 業種 
1 東亜建設工業㈱ 建設業 
2 飛島建設㈱ 建設業 
3 日揮㈱ 建設業 
4 ミサワホーム㈱ 建設業 
5 雪印乳業㈱ 食料品 
6 ㈱ヤクルト本社 食料品 
7 ㈱クラレ 繊維製品 
8 ㈱資生堂 化学 
9 大日本インキ化学工業㈱ 化学 

10 TOTO㈱ ガラス・土石製品 
11 グローリー工業㈱ 機械 
12 ㈱椿本チエイン 機械 
13 NTN㈱ 機械 
14 石川島播磨重工業㈱ 機械 
15 太陽誘電㈱ 電気機器 
16 イビデン㈱ 電気機器 
17 ㈱アドバンテスト 電気機器 
18 TDK㈱ 電気機器 
19 川崎重工業㈱ 輸送用機器 
20 ㈱デンソー 輸送用機器 
21 シチズン時計㈱ 精密機器 
22 ミズノ㈱ その他製品 
23 TIS㈱ 情報・通信業 
24 伊藤忠テクノサイエンス㈱ 情報・通信業 
25 ㈱アイネス 情報・通信業 
26 岩谷産業㈱ 卸売業 
27 キヤノン販売㈱ 卸売業 
28 ㈱東日本銀行 銀行業 
29 ㈱紀陽銀行 銀行業 

図表 1-1 アンケートに有効回答を寄せた 29 社 
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なお、PM に興味のない企業は、回答を見送ることが多いと考えられため、本母集団は、

全産業の平均ではなく、PM に興味を持つ企業群であることに留意すべきである。 

 

業種構成

機械

13.8%

食料品

6.9%

化学

6.9%

輸送用機器

6.9%

卸売業

6.9%

その他製品

3.4%
銀行業

6.9%

電気機器

13.8%情報・通信業

10.3%

ガラス・土石製品

3.4%

繊維製品

3.4%
精密機器

3.4% 建設業

13.8%

 

今後の参考資料として本アンケート結果の送付希望のあった企業は以下のとおりである。

（回答数 29） 

アンケート結果送付希望

送付を希望しない
13.8%

無回答
3.4%

送付を希望する
82.8%

 

 

 

 

 

 242



1.3 アンケート設問項目 

以下に、今回の企業に郵送したアンケートの設問項目及び選択肢を示す。 
番号 設問および選択肢  

貴社では、このアンケート集計結果送付を希望されますか。  
①希望する。 

問

0-1 
②希望しない。 

 

貴社では、プロジェクトチーム制を採用していますか。 
①全社的にプロジェクトチーム制を採用している。 
②一部の部門でプロジェクトチーム制を採用している。 
③プロジェクトチーム制を採用していない。 

問

1-1 

④分からない。 

 

貴社では、プロジェクトマネジメント業務を標準化していますか。 
①全社的にプロジェクトマネジメント業務を標準化している。⇒問 1-3 へ 
②一部のプロジェクトでマネジメント業務を標準化している。⇒問 1-3 へ 
③プロジェクトマネジメント業務は、全く標準化されていない。⇒問 2-1
へ 

問

1-2 

④分からない。⇒問 2-1 へ 

 

貴社のプロジェクトマネジメント標準マニュアルは、定期的に改定されて

いますか。 
①実際の業務に合わせて改定されている。 
②ほとんど改定されていない。 
③全く改定されていない。 

問 １

-3 

④分からない。 

 

貴社ではプロジェクトマネージャーを必要としていますか。 
①現在、必要としている。 
②現在は必要としていないが、今後必要となるであろう。 
③必要としていない。 

問

2-1 

④分からない。 

 

貴社ではプロジェクトマネージャーのキャリアパスはありますか。 
①キャリアパスがある。 
②検討中である。 
③キャリアパス設定の予定はない。 

問

2-2 

④分からない。 

 

貴社ではどの部門にプロジェクト(プロジェクトチーム)が多いですか。 
①研究・開発部門 
②設計・製造・生産部門 
③広報・営業・販売部門 

問

2-3 

④管理部門（総務、労務、人事、購買、経理等） 

 

貴社内で、プロジェクトマネジメントに関する独自の社内資格認定制度は

ありますか。 
既に、導入している。 
導入の予定がある。 
導入するかどうか検討中である。 

問

2-4 

導入を予定していない。 
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以下のⅠ～Ⅳの各公的資格について、現在、どのくらいの人数の方が保有

されていますか。また、その資格は待遇面で配慮されていますか。 
Ⅰ.技術士 （総合技術監理部門：補を含む） 〔社団法人日本技術士会〕 
Ⅱ.プロジェクトマネジメントスペシャリスト（PMS）：〔プロジェクトマ

ネジメント資格認定センター〕 
Ⅲ.PMP（Project Management Professional）：〔米国ＰＭ協会 Project 
Management Institute〕 
Ⅳ.プロジェクトマネージャー：〔財団法人 日本情報処理開発協会 情報処

理技術者試験センター〕 
どのくらいの人数が保有されていますか。 
待遇面で配慮されていますか。 

問

2-5 

①取得後、毎月給与に資格手当てを加算している。 

 

②取得時に一時金を支給している。 
③取得のための講習会費用を補助している。 
④特定の職位に昇格させるための必要資格の一つとしている。 
⑤待遇面で配慮しない。 

 

⑥その他 

 

プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC)が主催している P2M
資格制度を知っていましたか。 
①既に知っていた。 

問

3-1 

②知らなかった。（このアンケートで初めて知った） 

 

貴社においてプロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC)が主催

している P2M 資格制度を社員に奨励していますか。 
①社員に奨励している。⇒問 3-3 
②社員に奨励することを検討している。⇒問 3-3 
③社員に奨励する予定はない。⇒問 3-4 

問

3-2 

④分からない。⇒問 4-1 

 

なぜ、P2M 資格制度を奨励しますか。 
①プロジェクトマネジメント資格制度がこれまでになく、必要になったか

ら。 
②P2Mの体系が他のプロジェクトマネジメント体系より業態に合っている

から。 
③多段階制で、マネジメント層別の教育に合うから。 
④プロジェクトマネジメントに限らず、マネジメント教育の一環として必

要だから。 
⑤経済産業省がバックアップしているから 
⑥講習料、受験料など費用面で負担が軽いから。 
⑦その他 

問

3-3 

⑦「その他」と回答された方は、以下に具体的な理由を記入して下さい。 

 

なぜ、P2M 資格制度を社員に奨励する予定がないのですか。 
①社内においてプロジェクトマネジメントを行う人材を必要としないか

ら。 
②既にプロジェクトマネジメント資格制度が社内にあるから。 
③他のプロジェクトマネジメント体系を社内標準としているから。 
④講習料、受験料など費用面で負担が重いから。 

問

3-4 

⑤業界での認知度が低いから。 
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⑥官公庁等の受注条件に入っていることがないから。 
⑦その他 

  

⑦「その他」と回答された方は、以下に具体的な理由を記入して下さい。 
貴社において、職業人としてのプロジェクトマネジャーの役割イメージは

どのようなものですか。 
①与えられたテーマについて成果をだす専門家 
②初対面のチームメンバーでも指導力と調整力で結果を出せる専門家 
③特定の専門技術をもち、その周辺領域でも業務を遂行できる専門家 
④特定の専門技術が無くても、マネジメント知識と経験で成果を出せる専

門家 
⑤現場のノウハウや経験を基礎にして業務を取りまとめる専門家 
⑥新しい企画事業を取り仕きれる専門家 
⑦海外事業でも少数の部下がいれば、業務の遂行ができる専門家 

問

4-1 

⑧分からない 

 

貴社において、プロジェクトマネジャーとしての職業人はなぜ必要なので

しょうか？ 
①企業内でプロジェクト型の仕事が増加したが、専門家が少ないため。 
②自社の海外事業の展開が増加して、取り仕きれる人材が足りなくなった

から。 
③経営管理者としてプロジェクトマネジメントの知識・経験が不可欠とな

ったから。 
④事業展開にいろいろな専門人材を横断的に取り扱う業務が増加したか

ら。 
⑤自社でエンジニアリング事業を拡大しようとしているから。 
⑥ビジネスエンジニアリングやソリューション事業では必要な人材である

から。 
⑦新事業を展開することが多くなったから。 
⑧人材育成のカリキュラムに導入して、能力拡充を目指しているから。 
⑨複数知識を融合する新規事業や提案事業が増加したから。 
⑩21 世紀に職業人ニーズが増加すると予測されるから。 

問

4-2 

⑪分からない。 

 

問 4-1 のプロジェクトマネージャーの役割イメージに加えて、貴社が期待

するプロジェクトマネージャーの実践力補強についてどうお考えですか。 
①プロジェクトマネジメントに戦略、ファイナンス、情報などより広い知

識が必要とされる。 
②複数プロジェクトを経験しているが、異種プロジェクト事例の知識も持

つ必要がある。 
③より複雑なプロジェクトを遂行するために、応用事例の体系訓練が必要

である。 
④同種のプロジェクトを多数経験すれば、あえて異分野の事例を学習する

必要はない。 
⑤システムの構築ばかりではなく、メンテナンスサービスへの知識、経験

が必要である。 

問

4-3 

⑥システムの構築ばかりではなく、プレプロジェクトへの知識・経験が必

要である。 
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⑦国際プロジェクトが増えるので、提携、異文化、契約、交渉の知識が必

要である。 
⑧状況変化でリスクが増加するので、ファイナンス、代替案意思決定も訓

練する必要がある。 

  

⑨分からない。 
貴社において、仮にプロジェクトマネージャーの職業人実践力を判定する

場合、どのような方法をとりますか。 
①経験履歴書でプロジェクトの実績、役職を事前の参考とする。 
②面接における候補者との質疑応答で、知見や経験を複数の判定者が判断

する。 
③候補者が遂行したプロジェクトをテーマに論文を書いてもらい、内容や

発表で判断する。 
④特定テーマを与えて論文を書いてもらい、その内容や発表で判断する。 
⑤特定テーマを与えて候補者複数で討議してもらい、審査員が観察して判

断する。 
⑥事例や応用知識講座などの実践力訓練を通して判定する。 
⑦公的機関の審査形式に準拠して、半年から 1 年程度をかけて職場で判断

する。 
⑧多数多領域の事例研修後、候補者の知識や経験を再整理、体系化させ判

定する。 

問

4-4 

⑨分からない。 

 

 

 

1.4 アンケート結果 

1.4.1 プロジェクトマネジメントに関する企業実態調査 

問 1-1 貴社では、プロジェクトチーム制を採用していますか。（回答数 29） 

問1-1プロジェクトチーム制の採用について

分からない
0.0%

プロジェクトチー
ム制を採用して

いない

13.8%

全社的にプロ
ジェクトチーム制

を採用している

13.8%

一部の部門でプ
ロジェクトチーム

制を採用している

72.4%

コメント：「一部の部門でプロジェクトチーム制を採用している」が約 7 割と も高く、

「全社的にプロジェクトチーム制を採用している」を上回る一方、「プロジェクトチーム
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制を採用していない」が約 1 割強を占める。 

⇒回答企業の多くで、何らかの形でプロジェクトチーム制の導入については経験がある

と言える。 

 

問 1-2 貴社では、プロジェクトマネジメント業務を標準化していますか。（回答数 29） 

問1-2 プロジェクトマネジメント業務の標準化について

全社的にプロ
ジェクトマネジメ

ント業務を標準

化している

6.9%

一部のプロジェク
トでマネジメント

業務を標準化し

ている

31.0%

分からない
3.4%

プロジェクトマネ
ジメント業務は、

全く標準化されて

いない

58.7%

 

コメント：「プロジェクトマネジメント業務は全く標準化されていない」が約 6 割と

も高い一方で、「全社的にプロジェクトマネジメント業務を標準化している」と、「一部

のプロジェクトでマネジメント業務を標準化している」とを合わせると約 4 割弱を占める。 

⇒プロジェクトマネジメントが存在しても、一部の部門での一時的な利用のため、長期

的、継続的な努力が必要となる標準化の必要性を感じている企業は多くはないことがうか

がえる。 
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問 1-3 貴社のプロジェクトマネジメント標準マニュアルは、定期的に改定されていますか。 

（回答数 11） 

問1-3プロジェクトマネジメント標準マニュアルの定期改定

分からない
18.2%

実際の業務に
合わせて改定さ

れている
36.4%

ほとんど改定さ
れていない

45.5%

全く改定されて
いない
0.0%

コメント：問 1-2 において、「全社的にプロジェクトマネジメント業務を標準化してい

る」と、「一部のプロジェクトでマネジメント業務を標準化している」という企業 11 社か

ら回答があった。人事担当者に対するアンケートであったため、「分からない」と回答し

た企業も約 2 割を占めた。 

⇒標準化と改訂は、標準の実用性を保つ上で不可分のものであるが、半分以上で「ほと

んど改訂されていない」ことが理解できた。プロジェクトマネジメント標準を導入した企

業でも、現場への浸透度はさまざまであることがうかがえる。 

 

問 2-1 貴社ではプロジェクトマネージャーを必要としていますか。（回答数 29） 

問2-1プロジェクトマネージャーの必要性

必要としてい
ない

13.8%

分からない
10.3%

現在、必要と
している

55.2%

現在は必要
としていない

が、今後必

要となるであ

ろう

20.7%

 248



コメント：「現在、必要としている」（55.2%）と「現在は必要としていないが、今後必

要となるであろう」（20.7%）と合わせると約 8 割になる。反対に、「必要としていない」

が 13.8%を占める。 

⇒日本企業ではプロジェクトマネージャーの必要性を認識している数が増えつつあると

いえる。 

 

問 2-2 貴社ではプロジェクトマネージャーのキャリアパスはありますか。（回答数 29） 

問2-2プロジェクトマネージャーのキャリアパスの有無

キャリアパス
設定の予定

はない

34.5%

分からない
17.2%

キャリアパス
がある
13.8%

検討中である
34.5%

コメント：「キャリアパスがある」が 13.8%、「検討中である」が 34.5%を占め、合わ

せて約 5 割弱となる一方、「キャリアパス設定の予定がない」企業も約 3 割強を占める。 

⇒プロジェクトマネジメント職は企業の中で、キャリアパスとして認識はされているが、

確立するまでにはいたっていない企業が多い。 
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問 2-3 貴社ではどの部門にプロジェクト(プロジェクトチーム)が多いですか。（回答数 29） 

問2-3プロジェクトチームの多い部門

研究・開発部門
31.8%

設計・製造・生産
部門

36.4%

管理部門／総
務、労務、人事、

購買、経理等

11.3%

広報・営業・販売
部門

13.6%

その他
4.5%

無回答
2.2%

 

コメント：「研究開発部門」が約 3 割、「設計・製造・生産部門」が約 3 割を占める。

反対に｢管理部門/総務、労務、人事、購買、経理等｣は約 1 割と少ない。 

⇒プロジェクトは、事業部門に多く、管理部門に少ないことが明確である。 

 

問 2-4 貴社内で、プロジェクトマネジメントに関する独自の社内資格認定制度はありますか。

（回答数 29） 

問2-4プロジェクトマネジメントに関する社内資格認定制度の有無

導入を予定して
いない

75.9%

分からない
6.9%

導入するかどう
か検討中である

17.2%

 
コメント：プロジェクトマネジメントに関する社内認定制度は、約 8 割の企業が導入を

予定していない。 

⇒社内認定制度は立案・運営に多大なコストが掛かるため、プロジェクト業務が本業で

ある業種（建設・エンジ、ＩＴ、造船などのプロジェクト型産業）以外では、実施する必
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要がないと考える企業が多いと思われる。 

 

問 2-5 各公的資格について、現在、どのくらいの人数の方が保有されていますか。また、 

その資格は待遇面で配慮されていますか。（複数回答可、回答数 29） 

ＰＭ関連資格保有者数

218

22 24

75

0 0 0 0

29.6

3.4 2.7 6.90

50

100

150

200

250

技術士 ＰＭＳ ＰＭＰ 情報処理
ＰＭ

大値 小値 平　均
 

待遇面の配慮

27.6

3.4

3.4

17.2

6.9

3.4

3.4

3.4

34.5

48.3

51.7

41.4

3.4

3.4

3.4

3.4

27.6

41.4

37.9

34.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

技術士

ＰＭＳ

ＰＭＰ

情報処理PM

取得後、毎月給与に資格手当を加算している 所得時に一時金を支給している　　　　　　

取得のための講習会費用を補助している　　 特定の職位に昇格させるための必要資格の一つとしている　　　　

待遇面で配慮しない　 その他　　　　　　　

無　回　答　　　　　  
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コメント：４種の公的資格のうち、 も人数が多いのは技術士であり、待遇面での配慮

も も充実している。PMS 資格については、平均人数は３位であるが、待遇面での配慮は

も貧弱である。 

⇒PMS 資格は、認知度において比較対象の４つのプロジェクトマネジメント関連資格の

うち、情報処理プロジェクトマネージャー、技術士には及ばず、PMP と同程度である。 

 

問 3-1 プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC）が主催している P2M 資格制

度を知っていましたか。（回答数 29） 

問3-1 PMCC主催のＰ２Ｍ資格制度について

既に知っていた

28%

知らなかった

72%

コメント：「既に知っていた」が約 3 割弱、｢知らなかった｣が約 7 割強を占める。 

 ⇒ＰＭに興味があると思われる回答企業の中でも、P2M 資格制度はあまり知られてい

ない。まず「知っていただくこと」が重要な時期であると思われる。 
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問 3-2 貴社においてプロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC）が主催してい

る P2M 資格制度を社員に奨励していますか。（回答数 29） 

問3-2ＰＭＣＣ主催のＰ２Ｍ資格制度の社員への奨励

社員に奨励してい
る

6.9%

社員に奨励する
予定はない

34.5%

社員に奨励する
ことを検討してい

る

13.8%

分からない
44.8%

 

コメント：「社員に奨励している」、｢社員に奨励することを検討している｣が合わせて

約 2 割と少なく、｢社員に奨励する予定はない｣が約 3 割強を占める。 

⇒問 3-1 で「知っていた」が 3 割弱であり、現在または未来に奨励する可能性がある企

業が少ないのは自然である。ただし今後、各企業にプロジェクトマネジメントが浸透が進

む中で、各資格制度は競合することになる。広報活動のポイントとして、他の PM 資格と

比較した PMS の強みを PR することも重要である。 

 

問 3-3 なぜ、P2M 資格制度を奨励しますか。（複数回答可、回答数 6） 

問3-3 Ｐ２Ｍ資格制度を奨励する理由

1

2

0

5

0

0

0

0 1 2 3 4 5 6

プロジェクトマネジメント資格制度が
これまでになく必要になった　　　

Ｐ２Ｍの体系が他のマネジメント
体系より業態に合っているから　

多段階制で、マネジメント層別の
教育に合うから　　　　　　　　

プロジェクトマネジメントに限らず
マネジメント教育として必要　

経済産業省がバックアップして
いるから　　

講習料、受験料など費用面で
負担が軽いから

その他　　　　　　　
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  コメント：「プロジェクトマネジメントに限らずマネジメント教育として必要」を 6 社

中 5 社が挙げ、｢P2M の体系が他のマネジメント体系より業態に合っているから｣も 3 分の

1 の企業が挙げている。一方、費用、経産省のバックアップ、多段階性制を挙げた企業は少

ない。 

⇒導入に関して、費用や省庁のお墨付きをあげた企業がないことから、「実質的なベネ

フィット」を重視することがわかる。P2M のマネジメント体系の強みを明確にし、企業に

PR するべきである。 

 

問 3-4  なぜ、P2M 資格制度を奨励する予定がないのですか。（複数回答可、回答数 10） 

問3-4 Ｐ２Ｍ資格制度を社員に奨励する予定がない理由

3

0

1

0

3

0 1 2 3 4

社内でプロジェクトマネジメントを行う
人材を必要としないから　

既にプロジェクトマネジメント資格制度が
社内にあるから　　　　

他のプロジェクトマネジメント体系を
社内標準としているから　　

講習料、受験料など費用面で負担が
重いから

業界での認知度が低いから

0

3

官公庁等の受注条件に入っている
ことないから　　　　　　　　

その他　　　　　　　

 

コメント：「業界での認知度が低いから」、｢社内でプロジェクトマネジメントを行う人

材を必要としないから｣をそれぞれ 3 社が挙げている。 

⇒プロジェクトマネジメント人材の必要性を認識していない企業には、プロジェクトマ

ネジメントの重要性をアピールし、認識している企業には、他のプロジェクトマネジメン

ト資格に対する、優位性、または独自性を示さねばならない。 
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問 4-1 貴社において、職業人としてのプロジェクトマネージャーの役割イメージはどのよう

なものですか。（複数回答可、回答数 29） 

問4-1 プロジェクトマネージャーの役割イメージ

16

16

10

8

10

11

8

0 5 10 15 20

与えられたテーマについて成果を
だす専門家

初対面のチームメンバーでも指導力と
調整力で結果を出せる専門家

特定の専門技術をもち、その周辺領域でも
業務を遂行できる専門家

特定の専門技術が無くても、知識と経験で
成果を出せる専門家　　

現場のノウハウや経験を基礎にして業務を
取りまとめる専門家　　

新しい企画事業を取り仕きれる専門家　　　

海外事業でも少数の部下がいれば、
業務の遂行ができる専門家　　

 

コメント：全ての選択肢を８企業以上があげているが、特に「与えられたテーマについ

て成果をだす専門家」、｢初対面のチームメンバーでも指導力と調整力で結果を出せる専門

家｣「新しい企画事業を取り仕切れる専門家」を挙げた企業が多い。 
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問 4-2 貴社において、プロジェクトマネージャーとしての職業人はなぜ必要なのでしょう

か？（複数回答可、回答数 29） 

問4-2 プロジェクトマネージャーとしての職業人の必要性

9

3

10

15

2

10

3

6

7

2

2

1

0 5 10 15 20

企業内でプロジェクト型の仕事が増加

したが、専門家が少ない　　

自社の海外事業の展開が増加し、

取り仕切れる人材が不足した　　

経営管理者として知識・経験が

不可欠になった　　　　　　　　　

事業展開にいろいろな専門人材を

横断的に取り扱う業務が増加した

自社でエンジニアリング事業を

拡大しようとしている　　　　　　

ビジネスエンジニアリングや

ソリューション事業では必要な人材　

新事業を展開することが多くなった

人材育成のカリキュラムに導入して、

能力拡充を目指している　　

複数知識を融合する新規事業や

提案事業が増加した　　　　　　　

２１世紀に職業人ニーズが

増加すると予測されるから　　　　　　

分からない

無　回　答

 

コメント：「事業展開にいろいろな専門人材を横断的に取り扱う業務が増加した」がも

っとも多く、次いで｢経営管理者として知識・経験が不可欠になった｣、｢ビジネスエンジニ

アリングやソリューション事業では必要な人材｣、「企業内でプロジェクト型の仕事が増加

したが、専門家が少ない」を挙げた企業が多い。 
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問 4-3 問 4-1 のプロジェクトマネージャーの役割イメージに加えて、貴社が期待するプロ

ジェクトマネージャーの実践力補強についてどうお考えですか。（複数回答可、回答数 29） 

問4-3 期待するプロジェクトマネージャーの実践力補強

20

5

9

1

5

4

7

15

2

0 5 10 15 20

戦略、ファイナンス、情報など、より

広い知識が必要とされる　　

複数プロジェクトを経験しているが

異種プロジェクトの知識も必要

より複雑なプロジェクトを遂行する

ため応用事例の体系訓練が必要

同種プロジェクトを多数経験すれば

異分野の事例の学習は不要　　

システム構築以外にメンテナンス

サービスへの知識・経験が必要　

システム構築以外にプレプロジェクト

への知識・経験が必要　　　

国際プロジェクトの増加で提携、

異文化、契約、交渉の知識が必要

状況変化のリスク増加でファイナンス、

代替案意志決定訓練が必要

分からない

 

 

コメント：「戦略、ファイナンス、情報などより広い知識が必要とされる」がトップ、

次いで｢状況変化のリスク増加でファイナンス、代替案意思決定訓練が必要｣「より複雑な

プロジェクトを遂行するため応用事例の体系訓練が必要」をあげた企業が多い。 
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問 4-4 貴社において、仮にプロジェクトマネージャーの職業人実践力を判定する場合、どの

ような方法をとりますか。（複数回答可、回答数 29） 

問4-4 プロジェクトマネージャーの職業人実践力判定方法

19

22

6

3

4

3

2

1

2

0 5 10 15 20 25

経験履歴書でプロジェクトの実績、

役職を事前の参考とする　　　

面接での候補者との質疑応答で

知見や経験を複数の判定者が判断　

候補者が遂行したプロジェクトを

テーマにした論文の内容等で判断

特定テーマを与え論文を書いて

もらい、内容や発表で判断　　　　

特定テーマを与え候補者複数で

討議してもらい審査員が観察、判断

事例や応用知識講座などの実践力

訓練を通して判定　　　　　　　

公的機関の審査形式に準拠して、

半年～１年程度で職場で判断　　

多数多領域の事例研修後、候補者の

知識や経験を再整理、体系化　　

分からない

  コメント：「面接での候補者との質疑応答で知見や経験を複数の判定者が判断」が も

多く、次いで｢経験履歴書でプロジェクトの実績、役職を事前の参考とする｣を挙げた企業

が多い。 
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1.5 まとめ 

1.5.1 報告の前提 

ここではまず、本報告の前提を示す。 

・ 対象が一部上場企業であることから、大企業側からの視点であること 

・ プロジェクト型産業、非プロジェクト型（≒オペレーション型）産業があり、「プロ

ジェクト」という言葉が指すものとして、前者は主に社外（顧客向け）プロジェクト

と、後者は社内プロジェクトという違いがある。 

・ 「プロジェクトマネジメント」自体が、日本で注目を浴びてから日が浅く、P2M も

2001 年に初版作成とまだ新しい。 

・ 回答率が低く、かつ業種が偏っているため、これをもって全産業のモデル回答とは考

えにくい。 

 

1.5.2 日本におけるプロジェクトマネジメントの実態 

ここでは、日本におけるプロジェクトマネジメントの実態について、その浸透状況、プ

ロジェクトマネジメント人材の必要性・育成状況、PMS 資格に対する認知・導入状況、現

在の各企業でのプロジェクトマネージャーの必要性、イメージについて説明する。 

 

■ プロジェクトマネジメントの浸透は、限られた業種にとどまっている。 

１つめの論題、プロジェクトマネジメントの浸透状況については、限られた業種にとど

まっていることを指摘するべきである。これは、500 社送付して、回収数は 30 社のみ（回

収数は 6.0％）であることから導かれる。内訳は、建設業・製造業・情報通信で回答企業の

過半数を占める。 

また、調査の結果から、導入した企業においても、プロジェクトマネジメントが標準化

され、常時活用されているケースは限定的である。 

 

■ 職業人としてのプロジェクトマネージャーは確立途上である。 

２つめの論題、プロジェクトマネジメント人材の必要性・育成状況については、プロジ

ェクトマネージャーを必要としている企業は多いが、プロジェクトマネジメントを、キャ

リアとして確立している企業は少ないことがわかった。 

   

■ PMS 資格に対する認知度は、技術士、情報処理プロジェクトマネージャーには及ばず、

PMP と同程度である。 
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３つめの論題、PMS 資格に対する認知・導入状況については、PMS 資格は日本のプロ

ジェクトマネジメント関連資格の中で比較すると、低いレベルにとどまっている。これは、

回答企業の中でも、約４分の 1 しか認知していないこと、技術士、情報処理プロジェクト

マネージャーと比較しても、待遇面での配慮が少ないことからいえる。 

 

■ 広範囲にわたる知識を持ち、多様な人材をまとめる経営管理者としてのプロジェクトマ

ネージャーが求められている。 

後の論題には、現在の各企業でのプロジェクトマネージャーの必要性、イメージがあ

る。ＰＭＲ資格立案に関わる論題である。 

まず、多くの企業でその必要性を認識しているのは、1 つ目の浸透状況で指摘したとおり

である。この理由は、要求が高度化・複雑化し、単一機能内では解決できない課題が増え

てきたこと、多様な知識・経験を有する人材構成されるチームが多用されるようになって

きたことがある。特にソリューション事業などでは、顧客の個別ニーズの解決には、分析、

対応策立案・実施に多面的なアプローチが必須であるためだ。また、プロジェクトには不

確実性がかならず存在するため、リスクヘッジの素養も重要視している傾向も調査によっ

て得られた。 

一方、プロジェクトマネージャーのイメージとしては、以下の二つが挙げられた。まず

「経営管理の基礎知識を押さえているプロフェッショナルの管理者の育成」である。これ

は、P2M がターゲットとする「複雑・高度・不確実なプログラム＆プロジェクト」に限定

されず、ビジネスを管理するマネージャーを育成する教育に対するニーズが高いことがう

かがえる。次に、「経営のミッションを達成する人材の必要性」がある。特にその能力要

件として、「多様な人材、しかもこれまでは面識もなかったメンバーをまとめる」「関係

する広範囲の基礎的な知識スキル」「様々な人材を『チーム』として機能させる対人スキ

ル」が挙がった。プロジェクトマネージャーは、まとめ役として、全社的観点から、しば

しば対立する利害を調整し、プロジェクトの目標を達成する重要な役割を有する。オペレ

ーション、経理・財務から人事まで広い範囲に目配りする必要があるという認識がうかが

える。 

また、待遇の調査からは、調査対象の４つの資格について｢特定の職位に昇格させるため

の必要資格の一つとしている｣企業が皆無であったことから、キャリアパス、社内資格制度

の未整備から合わせて考え、プロジェクトマネージャーを務めるために必ずしも公的資格

は必要ないと考えている企業が多いことが理解できた。その能力の診断方法としては、「口

頭試問」と「経歴書」という回答が多く、この二つの併用という回答が も多かったこと
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もあり、プロジェクトマネージャーの選任に当たっては、知識よりも、経験・人間性を重

視することが理解できる。 

また、待遇については、以前の多くの企業に見られた「資格を取ったら給料が上がる」

というシステムは減り、あくまで研鑽の結果、業績が上がったことに対して報奨する、と

いう考え方に移行していることが理解できた。より実効性のある教育プログラムが重要に

なっている。 

 

1.5.3 普及戦略 

ここでは、この結果から得られた、P2M の普及戦略について提案する。 

■ 現段階では、まず一般的な「プロジェクトマネジメント」を浸透させる。 

新しい商品やサービスを市場に紹介する際には、「市場を拡大する時期」と「市場を分

け合う（取り合う）時期」がある。日本における「プロジェクトマネジメント」の歴史は

まだ浅く、かつ回答業種および数が限られていることから、前者の段階にあるといえる。

産業界に対して、P2M や PMBOK という範囲他の協会、組織、企業と協力し、アピールす

べきである。 

そのポイントとしては、ＩＴや建設・エンジニアリング業の手法というイメージが強い

ため、全業種に浸透させるためには、「成果達成型」、つまり、様々な経営課題の解決の

有効ツールであること、「部門横断型」、部門利害でなく、全社の観点から様々な専門家

をまとめる手法であること、ゆえに「ビジネスリーダーに必須の能力」である、という位

置づけがアピールするであろう。 

 

■ P2M の「強み」を明確にアピールする。 

プロジェクトマネジメントの認知、ゆえに市場の拡大の中で、いかに P2M および PMS

の認知・評価を高めるか、である。これは、既にプロジェクトマネジメントに興味がある

業界・企業へのアプローチである。 

重要なことは、訴求ポイントをより明確に示すことである。P2M は、 

① プログラム」という戦略性 

② 上流（スキームモデル）・下流（サービスモデル）への拡大 

③ ファイナンスや情報マネジメントなど、知識分野の拡大 

という３つのポイントがあるが、特に、①と関連する組織全体の戦略との整合性および

②に関連するビジネスの組成フェーズの包含という二つの強みが差別化のポイントである。 
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■ 教育投資の「選択と集中」に対応する。 

ただし留意すべきは、「選択と集中」というリストラクチャリングの流れの中で、企業

内で研修を設定し、多くの社員に一斉に実施することは少なくなってきた。将来の幹部社

員のみをターゲットとした、高度かつ実践的な教育プログラムといった商品開発が必要で

あろう。今回の調査の知見は、個人に対するアピールとしても利用可能である。「成果達

成型」、「部門横断型」のマネジメント手法として、これからのリーダーに必須の手法で

あることを示し、企業側の声としてアピールすることは、P2M とその資格制度の有効性を

示す証左となる。 

 

1.5.4 資格制度 

■ PMR 資格試験では、複数の手段での審査が望ましい。 

今回の調査結果は、PMR 資格試験検討のインプットとしても扱われる。残念ながら、回

答数が少なく、PMRという特定の資格制度の必要性について示唆するまでは至っていない。 

理解できたことは、（繰り返しになるが）企業におけるプロジェクト自体は増加してお

り、プロジェクトマネージャーの必要性が高まっているのは確か。また、審査方法からは、

実践力を問う PMR については、ペーパーテストのみでの実施は望ましくなく、口頭試問や

経歴も審査に加えることで、企業にとって評価が高まると考えられる。 

 

1.5.5 今後のアプローチ 

■ 定期的な調査および深堀りが必要である。 

上記の考察は、調査結果に基づいてはいるが、仮説の域を出ない部分もある。今後、ア

クションを取る場合に、その裏づけをとしてさらに行うべきこととしては、 

・ 定期的な調査の実施：プロジェクトマネジメントや P2M・資格制度の浸透は、継続

的にモニタリングしていく必要があり、同様な調査を定期的に実施してゆくべきであ

る。 

・ 対象を絞ったアンケート調査：今回解答率が高かった、建設・エンジ、ＩＴ、製造業

などプロジェクトマネジメントが浸透している業種からは、より深い示唆が得られる

と考えられる。目的としては、上記に示した仮説の裏づけ、当該業種へのマーケティ

ング・リサーチ、などが有効である。 

・ 回答企業へのヒアリング調査：標準化が進んでいるなど、注目すべき取り組みを行っ

ている企業については、直接導入担当者やプロジェクトマネージャーにヒアリングの

機会をいただくことにより、より詳細に企業での導入実態を理解することができる。 
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第２章 PMR のガイドライン（能力ベース資格認定ガイドライン）

Capability Based Professional Certification Guideline  
“CPC Guideline” 

 

はじめに 

世界はミレニアムに入り複雑で困難な社会的課題を抱えその解決を求めている。地球温

暖化やデジタルデバイドのようなグローバルな課題から国内の人口の老齢化や産業の空洞

化など枚挙に暇がない。課題解決は人間と知恵により実現されるが、伝統的な狭くて深い

専門家だけでは実現できない。広い知見と豊かな経験を持つ「使命達成型」の人材認定と

育成が急務である。 

例えば、地球温暖化は気象変動と資源枯渇問題を引き起こし、貧困と紛争は世界経済全

体の安全を脅かしている。この資本主義による負の遺産を解消するには、先進国と途上国

が「工業化による富か環境による生態系維持か」について利害対立を調整し合意しなけれ

ばならない。リオ会議で「持続的発展」ビジョンがグローバルに確認され、「循環型社会」

が方針化されたのは周知のとおりである。  

 

このビジョンと方針は、実行されねばが絵に描いた餅で社会に影響力は持たない。また

ビジョンが反映されねば資源の無駄使いになる。P2M 標準ガイドブックが主張するように、

大方針は「使命」に展開され必要な法律制定、行政政策、企業戦略における多数の「プロ

グラム」が策定されてきた。しかし、プログラムを効率的効果的にマネジメントできる人

材は少ない。その結果、無限の「プロジェクト」が分散的に実行され限定効果しか出して

いない。 P2M はプログラムやプロジェクトをマネジメントする「高い視野と広い視野を

持つ」実践力人材をキーワードにして、新しい「まとめ役」人材を提案している。プログ

ラムやプロジェクトを推進するには法律、技術、会計、営業などいろいろな専門家を束ね

て知識を結集できる横断的知識とチームを指揮する能力が必要だからである。 

 

経済産業省の支援を得てプロジェクトマネジメント資格認定センターは、人材育成の重

要性を認識し資格認定のコンピテンス開発委員会を設置し 2 年にわたり調査、討議、実験

を重ねて、すでに４巻の調査報告書を提出している。本書はその成果を集約した「能力ベ

ース資格認定ガイドライン」である。 
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2.1  資格認定制度 

2.1.1  P2M 標準ガイドブック 

プロジェクト・プログラムマネジメント標準ガイドブック（Project & Program 

Management for Enterprise Innovation）（以下「P2M ガイド」と呼ぶ）は、経済産業省

製造局国際プラント推進室の支援を受け、財団法人エンジニアリング振興協会の開発委員

会が３年間の調査、討議、研究を通じて２００１年１１月に開発された日本版実践力体系

である。特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センターは、２００２年

１月より P2M ガイドの普及活動を開始した。P2M ガイドは、先進的な内容に高い評価を

受け、内外組織のプロジェクトマネジメント学習、研修に導入されている。また大学院の

MBA（Master of Business Administration）コースや MOT（Master of Technology）コ

ースにも採用されて、学生の実践的教材に役立っている。すでに P2M ガイドは英訳されグ

ローバルなユーザーも増加している。 

 

2.1.2  プロジェクト資格認定センター 

特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センターは、P2M ガイドに準拠

した専門職業人を試験審査し、「資格認定」する中立機関（会長吉川弘之前東京大学総長）

である。その使命はグローバルに通用するプロジェクトマネジメント人材を育成すること、

実践豊かな知見と経験者を資格認定し成長領域の新たな活躍の場を提供する２つの役割で

ある。 

 

2.1.3  資格認定制度 

特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センターは、プロジェクトマネ

ジメント実践力を定義してその達成水準により、３種類の専門職業人の資格認定制度を運

営する。 

① プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（Project Management Specialist  PMS） 

② 実証プロジェクトマネジャー（Project Manager Registered PMR） 

③ プログラムマネジメント・アーキテクト（Program Management Arachitect PMA）

である。 

PMS は「知識ベース」による筆記試験で、PMR と PMA は「能力ベース」の審査である。

能力ベースの審査は、社会的要請が高いが客観的能力の証明には、複合知識の応用、複数

審査員による長期間の行動審査、実務実証など多数の手続き、方法手段が必要である。 
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2.1.4  能力ベース資格認定ガイドライン 

センターは、経済産業省の支援を受け２年の歳月をついやして、世界でも注目される「能

力ベース資格認定ガイドライン」（Capability based Professional Certification Guideline  

CPC Gudiline）を発刊した。 

CPC は、図表 2-1 のような９節の内容から編集されている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
目  的  

第  ２  節  

 
 

機 関 と 方 針  
第  ４  節  

 
必 要 性  

第  ３  節  

 
 

職 業 人 と 倫 理  
第  ５  節  

 
 

実 践 力 解 釈  
第  ６  節  

 
 

認 定 対 象  
第  ７  節  

 
 

認 定 方 式  
第  ８  節  

 
実証プロジェクト 

マネジャー 
第  ９  節  

 
認 定 制 度  
第  １  節  

 
実 習 試 験  

第  １ ０  節  

 

図表 2-1  能力ベース資格認定ガイドラインの内容 
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2.2  資格認定の目的 

特定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター（以下センターと呼ぶ）

は、経済産業省の支援を得て 2001 年 11 月に「プロジェクトとプログラムマネジメント標

準ガイドブック」（以下 P2M ガイドと呼ぶ）を開発し発刊した。P2M ガイドの特色は、

伝統的に技術システム中心に適応されたプロジェクトマネジメントを複雑な企業レベルの

ビジネスモデルやシステム、あるいは行政や地域の社会システムにまで適用できるように

発展させたことである。この意図は、先進国に固有の産業構造の変化対応にあり、成熟化

社会、産業の知識サービス化、ブロードバンド環境における「新しい高度職業人」（以下

P2M 職業人と呼ぶ）の育成である。わが国は行政や産業において多くの優れたプロジェク

トマネジメントの実績がある。P2M の知識体系と資格認定制度が発足してその期間は浅い

が、世界で先進的な制度として注目されている。この「実証プロジェクトマネジャー能力

ガイドライン」（Project Manager Registered Capability Guideline）（以下ガイドライン

と呼ぶ）は次のような 5 つの主要な資格認定の目的を持っている。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

2.3 

2.3.1

わ

築に留

集を図

の開発

で拡張

絞られ

① 

② 

③ 

 

 

P2M 職業人の役割を社会的に認知させ社会発展に貢献する。 

P2M 職業人の能力を認定して地位や処遇の向上を図る。 

P2M 職業人の知的資産を維持し次世代に教育や研修を通じて継承する。 

P2M 職業人の知的能力を向上して複雑な仕事に挑戦できる事業機会に適合させる。 
P2M 職業人の認定組織を充実に推進し拡大する。 

 資格認定の必要性 

  資格認定の必要性 

が国のプロジェクトマネジメントの適用は、エンジニアリング産業の技術システム構

まってきた。プロジェクトマネジメントの本質的な強みは、学際、業際で「知の結

る」チームワークと潜在力を引き出す「リーダーシップ」形成の２つのである。P2M

によって、その能力は一層充実強化されて、適用領域は行政、地域、経営領域にま

されて、応募者の挑戦機会は増大している。資格認定の必要性は次の 3 つの対応に

る。 

知的人材のエンプロイヤビリティ向上への対応 

ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応 

知識サービス社会における企業改革への対応 
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■ 知的人材のエンプロイヤビリティ向上への対応 

終身雇用性から成果主義へ大きく変貌する過程で、リストラクチャリングによる人材シ

ーズとニーズのミスマッチが発生している。とりわけ、知的資産の空洞化抑止対策は、長

期視点で戦略的な政策課題である。その意味でもセンターの認定制度は、知的人材のエン

プロイヤビリティー（employability）を高める意義は深い。この制度によってシーズ人材

が就業適応力を高め、次世代に暗黙知を継承することが可能でになる。センターの役割は

「能力は高いが判定が困難である」というディレンマの解決に一歩前進している。「もの

づくりと知的サービス」を共有してきたエンジニアリング、建設、製造業は、かなりの人

材がプロジェクトマネジメントタイプの技術やビジネスノーハウを蓄積している。この企

業固有の知的資産を共有化するために、P2M 標準ガイドによる再整理と実践力達成度によ

る資格認定が必要である。 

 

■ ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応 

ブロードバンド時代を迎えて、行政、産業、企業は、「ユビキタス社会」ビジョンを掲

げ「いたるところで、だれでも、いつでも」低料金で高速、大容量の高度の情報技術の恩

恵を受ける時代を告げている。 

このような環境整備によって、地理、業種、組織を超えて無限の知識融合型のプログラ

ムとプロジェクトが産みだされ、P2M 職業人材ニーズが産まれる。しかも、その使命は「複

雑問題の解決」である。例えば、行政では電子政府によるサービスの提供と合理化による

質的向上を両立する任務がある。また、地域では老齢化に向けて介護と医療サービスの連

携と情報システム利用が課題となる。産業界でもマルチメディア市場における事業開発、

商品開発にリードタイムの短縮と投資回収の複雑な対立問題を解決できる人材の研修、育

成、認定ニーズが増加する。 

 

■ 知識サービス社会における企業改革への対応 

企業資産を大別すれば物的資産と知的資産に大別される。知的資産は、管理者が持つビ

ジネスモデル発想であり、技術者が持つ技術ノーハウや営業マンが持つ顧客関係で組織の

知的資源である。新事業開発などは、将来に向けた価値創造プロジェクトであり、その統

合にプロジェクトリーダーを必要とする。企業業績は「勝ち組」と「負け組」が二極化す

る傾向にあるが、その岐路は知的資産の利用と人材育成である。停滞企業が形式的な輸入

経営を導入している間に、優良企業は環境変化にタイムリーに適応してオンリーワン型の

「新しい仕組み」を創り出している。 組織を横断してチームを編成し、市場価値を高め
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る P2M 人材の育成を意識し強化せねばならない。 

 

2.3.2  人材育成の基本プロセス 

そこで認定センターは、エンプロイヤビリティ向上、ブロードバンド時代、および知的

企業への変革を意識して P2M 職業人の資格認定への挑戦を推奨している。プロジェクトマ

ネジメントに「豊かな経験のある人材」や「若い資質のある人材」は、成果主義や人材流

動化の潮流にあって自己の能力を上司、人事担当者に積極的に証明する時代が到来してい

る。そのためには環境変化に適応してタイムリーに P2M を学習し、個人は自己の能力を第

三者が判別できるように実務経験を公的資格必要がある。企業は戦略に適合した組織能力

を図り、個人は「移動や処遇」で機会を見逃さないよ努力が重要である。図 2 に示す人材

育成制度プロセスは企業内外の人材ニーズに応える制度として高い評価を獲得している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機会を逃がさない 経験を可視化する 

人材ニーズ 

   

環境変化に適応する 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2M を学習する
 

 
 シーズ人材 
            
知的資産を活す
図表 2-2 人材の基本

     

268
公的認定
プロセス 
能力を証明する
資格試験を受ける



2.4  資格認定機関と方針 

2.4.1  組織機能と活動 

センターは、2002 年３月、東京都から認可されたプロジェクトマネジメント職業人に向

けた「P2M 標準ガイドブックの発行とそれに関係する資格認定」の２つの主要な役割とす

る特定非営利活動法人である。その役割を達成するためには一体的な次の５つの活動と運

営が必要である。 

① P2M に関する標準確立と資格認定標準ガイドの開発、改定、発行を行う 

② P2M ガイドに関する知識、事例、実践の研究と教材の編集、出版、販売を行う 

③ P2M ガイドに関する知識、事例、実践内容の紹介、普及、利用のユーザー拡大を図る 

④ P2M に関係する内外機関と交流、協調を通じてデファクト化を推進する 

⑤ P2M 職業人の資格認定を実施する 

⑥ 資格認定機関の経営を実施する 

 

2.4.2  認定組織と業務 

常設組織 

資格認定組織は、センターの主要な１つの資格認定事業部門として設置運営される（図

表 2-3 参照）。その事業範囲は、「PM スペシャリスト」資格認定、「実証プロジェクトマ

ネジャー」資格認定、「アーキテクト」資格認定である。この３種の資格は実践力達成水

準による基準で審査されるので、その内容と判定方式が異なる。判定方式の差異は、「知

識ベース判定」と「能力ベース判定」に分割して組織化する。業務運営は効率化のため事

業部門内で業務課が担当する。「能力審査機構」は、長期多段階方式の能力審査を実施す

る実証プロジェクトマネジャーとアーキテクトの審査機関として業務課が策定した資格計

画にしたがって、第 3 者による審査員、審査問題の作成、解説講師の手配、実施業務を遂

行する。 

 

資格認定事業部長の任命 

資格認定部長はセンター運営部会で協議し資格別委員会責任者の合意を経てセンター理

事長が任命する。 

 

委員会組織 

中立性、秘匿性、公平性を要求される各種試験問題の作成、 終審査試験の実施は、第

三者委員を任命しセンターと共同で委員会組織により業務を遂行する。 
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業務部組織 

資格認定業務は、資格認定計画、試験実施要の作成、領試験問題の作成、試験の実施、

試験の評価、認定書の発給、資格取得者の登録、更新、サービスの提供、情報連絡などの

業務を担う。資格認定事業の業務遂行、委員会の事務運営すべてを実施する。 

 

 

PM スペシャリスト認定

課 
 
認定事業部長 

認定 1 課 PMS 担当 

認定２課  PMR 担当 
       PMA 担当 

資格別 終審査委員会 

筆記試験問題作成委員会 

業務課 

 
資格認定機構 コース試験教材開発部 

P2M プロフェッショナルクラブ 

図表 2-3 認定機関の組織図 

 

2.4.3  方針 

センターは P2M 職業人の資格認定を実施する上で、特定非営利活動法人としての使命と

役割を認識して、基本方針を確立し職員に浸透させて、センターの組織、機能、運営、改

革、改善に 大限の努力を払わねばならない。その基本方針と運営方針は次のとおりであ

る。 

 

基本方針 

① センターは、資格認定の「公益性、効率性、継続性」の３つの経営原則を認識して努

力する 

② センターは、資格認定機関として自立存続と持続発展を図ため経営改善に 大限の努

力する 
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③ センターは、応募者の便宜、審査人材の確保、資格取得者の登録などの機能基盤を整

備する 

④ センターは、審査過程で要求される「中立性、正当性、専門性」の３つの運営原則を

尊重する 

⑤ センターは、社会的信頼性の獲得、人材育成への貢献を図るために改革と改善に常時

注力する 

⑥ センターは、グローバル標準を目指して国際機関との連携や普及に努力する 

⑦ センターは、応募者や資格取得者のプライバシーを尊重し、秘匿を守る 

 

運営方針 

① センターは、環境変化への適応とサービス向上のために年度毎に運営ビジョンを発表

する 

② センターは、年度計画と重点目標を発表し、認定制度に対する関連情報を公開する 

③ センターは、資格認定に関する内容、手続き、変更をホームページ、文書て常時提供

する 

④ センターは、毎年３－４回程度の知識ベースによる「PM スペシャリスト試験」を実

施する 

⑤ センターは、毎年３－４回程度の能力ベースによる「実証プロジェクトマネジャー試

験」を実施する 

⑥ センターは、毎年複数回の能力ベースによる「アーキテクト試験」を実施する 

⑦ センターは、資格取得者を登録し、能力向上の機会や情報提供サービスを実施する 
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2.5  職業人の倫理と責任 

2.5.1  職業倫理 

倫理は、人間が社会的活動で遵守を要請される規範である。倫理の本質は、人間の社会

における活動や成果が「善」として社会受容され遵守される規律である。そして、善の内

容は宗教、文化、風土、民族、国情、生活習慣、職業などにより容認され、歴史的に受容

されてきた人間の知恵による「慣習規律」である。その国民的受容が、公正、公平、責任

の倫理規範であり、罰則で違反を抑制する形態が「法律」である。規範には拘束力が乏し

く、法律には強制力がある。職業人が法律や規律を遵守する行動憲章を 近では「コンプ

ライアンス」（compliance）と呼ぶが、広義には社会的規範が含まれている。職業人がコ

ンプライアンスを維持し遵守するのは当然の責務である。 

 

2.5.2  P2M 職業人の倫理責任と制度 

倫理責任と制度 

P2M 職業人の倫理責任は２つある。第１は、仕事に対する「社会受容に対する責任」で

あり、第２は仕事の「ステークホルダーに対する成果責任」である。P２M 職業人はこの２

つの責任を遵守することが要請され、その実現によって認定制度と職業人の「社会的信頼

度」が向上し組織的に発展することを認識しなければならない。 

 

コンプライアンス要件 

社会受容に対する責任は、基本的には「コンプライアンス要件」を充足することである。

しかし法律制定が社会進歩に遅れたり、事情により法律制定が遅れたり、法律に明記され

ない規範を悪意に利用しない職業人としての倫理姿勢が大切である。 

 

ステークホルダー責任 

ステークホルダーの成果責任これを充足しない場合は、プログラムやプロジェクトに重

大なリスクと影響を与える。ステークホルダー間の利害対立発生は、一般的であるが対立

の調整解決には公平、公正の基準が求められる。また地域文化や生活慣習の尊重が特定目

的よりも優先して取り扱う倫理責任が重要である。 
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P2M 職業人 

資格認定制度 社会 コンプライアンス 

ステークホルダー 
受容責任 

成果責任 

信頼性向上 

 

図表 2-4 職業人の倫理と制度の関係 

 

2.5.3  P2M 職業人の倫理誓約 

 

P2M 職業人の倫理コード 

現代的な職業人の倫理課題は、組織的な反倫理圧力や法律規定の空隙を意図した反社会

行動における組織と個人の対立である。P2M 職業人は確固たる態度で倫理基準を確保しな

ければならない。センターは、資格取得者に対して、次の「職業人倫理条項」の遵守を次

の 10 か条で「誓約書」として要請する。 
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① P2M 職業人は、プロジェクトマネジ

② P2M 職業人は、公正と公平の精神

③ P2M 職業人は、社会貢献や倫理

④ P2M 職業人は、センターの職業人

⑤ P2M 職業人は、コンプライアンス

⑥ P2M 職業人は、法律に記載がな

⑦ P2M 職業人は、仕事の行動、プロ

⑧ P2M 職業人は、ステークホルダー

⑨ P2M 職業人は、組織と個人の対立

⑩ P2M 職業人は、仕事を通じて、セ

 
 

P2M 職業人がコンプライアンス要件

倫理コードに違反し、著しく社会的、

ターの定める倫理審査委員会で検討し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓約 
メントを通じて社会に貢献すること 

と姿勢で行動すること 

姿勢の成果を定期的に実績報告すること 

倫理規定を遵守すること 

の精神を維持し、職業行動で保証すること 

くても、それを利用して倫理に反しないこと 

セス、成果に対して説明責任を持つこと 

に対して、確固たる倫理基準で意思決定を行うこと 

の際にも、倫理基準で意思決定ができること、 
ンターの職業倫理コードの充実に貢献すること 

、ステークホルダー要件もしくはセンターの定める

職業的な損失あるいは名誉を損傷した場合は、セン

該当者は資格停止や撤回を行う。 
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2.6  実践力の解釈 

2.6.1  実践力の定義 

「実践力」（capability, practical capability）とは実務に必要な知識、経験、姿勢、資

質、倫理要素に裏付けられ一体化された実務で価値を生み出す総合能力を意味する。つま

り実践力は、５つの実践要素の一体化とプロジェクトチームでの実証力に意味が込められ

ている。学生は知識を習得しているが、実務経験はない。新入社員は知識と経験もあるが

姿勢まで形成できない。実践力は個人に体得（embody）されるが、研究者や弁護士のよう

に個人能力（competency）ではなく、チームの潜在能力を引き出す能力を意味している。

個人能力としてコンピテンシー（competency）の概念がある。その意味は「高業績者によ

って実証された有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力」であり、行動特性

で知識、経験、姿勢、資質の一体化する解釈では重複する部分がある。コンピテンシーは

タテ型組織における特定職能の 高業績を達成した個人特性をモデルとした評価もしくは

ベンチマークである。P2M が意図する実践力は「チームワークの潜在力」を引き出す能力

を強く意識しており、「チームメンバーの充足感」と「チームメンバー全体の向上心」を

狙っている。その意味で P2M の実践力は個人と組織の中間的概念である。 

 

2.6.2  実践力の向上の循環過程 

専門職業人への道は、専門知識を利用した実務経験から始まる。しかし、専門職業人と

して地位を確立し適正な処遇を受けるには、第三者による実践力審査を受け資格を獲得し

なければならない。また専門職業人はキャリアアップの機会獲得に強くなることが重要で

ある。実践力は同種あるいは周辺職域で通用し、「使える」「役に立つ」「成果を出す」

といった評価に応える柔軟力でもある。業界が異なり職域理解や職種適応が素早く「飲み

込みが良い」という迅速適応力もある。実務家は豊かな経験を持つが、知識範囲に限定や

偏向があると、柔軟で迅速な適応力が弱くチーム潜在力を発揮できない。実務家は実践力

向上によって新たな知識を獲得し、得去に蓄積した経験を整理し深化させることができる。

また、実践力が向上すると機会へ挑戦意欲を持つ姿勢が形成され資質が開花する。実務で

問題の本質を洞察し、解決を提案し、実行をリードする使命達成能力を体得できるのであ

る。別の言葉で表現すれば、暗黙知と形式知が循環して進化し、問題発見能力、予知能力、

意思決定能力、人間関係力などが状況に適応して発揮されるスパイラルプロセスがある。

P2M 職業人への第一歩は、図表 2-5 に示される実践力向上の循環過程を意識することであ

る。 
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実務を経験する 

問題に直面する 

解決に限界がある 

知識を広める 

実践力を向上する 

実務を経験する 

知識と経験が融合する 

問題を解決する 

新問題に挑戦する

図表 2-5 実践力向上の循環過程 

姿勢が変わる 

 

2.6.3  実践力向上の持続的努力 

実践力の向上は、知識と経験の融合を図る計画的で持続的な場と努力が必要である。そ

の P2M 標準ガイドブックは、職業人世界が必要と認めた規範、原理、知識、実践を体系的

に編集している。資格認定制度は、実践力達成水準を３種の階級別に分類し、計画的なキ

ャリアトラック形成への場を提供している。認定制度は資格者に対して社会的証明を保証

するので資格取得後も次ぎの要件が義務付けられる。 

① P2M 職業人は価値を生み出す実践力が発揮できる 

② P2M 職業人は行動と成果に説明責任ができる 

③ P2M 職業人は実践力を維持するために学習と実践を持続する 
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2.7  資格認定の対象 

センターの資格認定制度（以下認定制度と呼ぶ）は、「実践力基準」による資格認定を

運営する。実践力は実務に必要な知識、経験、姿勢、資質、倫理要素に裏付けられた実務

で価値を生み出す総合能力を意味する。認定制度は、応募者に対して次の３階級の「P2M

職業人の資格」（以下３種全体を職業人資格と呼ぶ）を用意している。 

① プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（PMS  Project Management 

Specialist） 

② 実証プロジェクトマネジャー（PMR  Project Management Specialist） 

③ プログラムマネジメント・アーキテクト（PMA） Program Management Architect） 

 

2.7.1  プロジェクトマネジメント・スペシャリスト 

人材像 

プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（Project Management Specialist）（以後

PM スペシャリストまたは PMS と呼ぶ）は、実務を理解できる 小限の知識を習得し、メ

ンバーと専門用語を使って十分に意思疎通を果たし、プロジェクトチームに貢献できる役

割を発揮できる人材を意図する。 

 

審査方式 

P2M ガイドに準拠した内容と範囲で「知識ベースの筆記試験方式」で知識要素の実践力

達成水準を判定し資格を付与する。プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメント

の体系的知識の獲得が要求される。 

 

応募要件 

応募要件で学歴、実務経験を問わない。 

 

資格取得者の特典 

センターは PM スペシャリストとして登録し、P2M クラブ会員となる。資格更新は 5 年

間ごとに行い、実践力向上維持のためにクレディットポイントの獲得に努める。資格取得

者は、資格を保持している限り、次の段階の「実証プロジェクトマネジャー」への知識要

素の応募要件を充足できる。 
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2.7.2  実証プロジェクトマネジャー 

人材像 

実証プロジェクトマネジャー（Project Manager Registered）（以後、実証プロジェクト

マネジャーまたは PMR と呼ぶ）は、プロジェクトの中核人材としてチームをリードし進捗

管理と障害や対立に問題解決の提案を行い、メンバーに動機付けし人間関係を維持しなが

ら粘り強くプロジェクトを完遂する役割を果たせる人材を意図する。 

 

資格認定 

P2M ガイドに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要素の達成水

準を判定し資格を付与する。能力ベースの判定試験方式については第 X 章 Y 節を参照す

ること。 

 

 

 

 

 

 

応募要件 

① PM スペシャリストの資格を獲得していること、 

② 応募要件は、４年以上のプロジェクト実務経験、2 種類 50 人以上のチーム、3 種類

3 人以上のチーム、５種類 10 人以上のチームのいずれかのプロジェクトマネジャーあ

るいは中核メンバーとして実務経験があること 

 

資格取得者の特典 

センターは資格取得者を実証プロジェクトマネジャーとして登録する。資格更新は 5 年

間ごとに行い、実践力向上維持のためにCPU(Continuing Professional Development Unit)

ポイントの獲得に努める。資格取得者は、資格を保持している限り、次の段階の「プログ

ラムマネジメント・アーキテクト」への能力要素の応募要件を充足できる。資格取得者は

センターの PM スペシャリスト試験出題委員の候補者に登録される。 

 

2.7.3  プログラムマネジメント・アーキテクト 

人材像 

プログラムマネジメント・アーキテクト（Program Management Architect ）（以後 PM

アーキテクトまたは PMA と呼ぶ）は、プロジェクトマネジメントにおける実績を蓄積して、

プログラムに属する大規模なプロジェクト、開発リスクの高いプロジェクト、複雑な多重

システムを形成するプロジェクト、複数の大規模組織間のプロジェクトのオーナーマネジ

ャー、プログラムマネジャーあるいはコンサルティングマネジャーなどの中核人材として
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経験を持ち、プログラムの創案、実行、事業運営に直接携わり障害や対立に問題解決の提

案を行い、異種領域や組織間関係性を創造的に構築しプログラムの実現にリーダーシップ

果たせる人材を意図する。 

 

資格認定 

P2M ガイドに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要素の達成水

準を判定し資格を付与する。 

 

資

と

イ

査

 

 

 

 

 

応募要件 

①実証プロジェクトマネジャーの資格を獲得していること。 

②応募要件は、10 年以上のプロジェクト実務経験、５種類 300 人以上のチーム、10 種類 100

人以上のチーム、15 種類 50 人以上のチームのいずれかのプロジェクトマネジャーあるいは中
 

 

核メンバーとして実務経験があること。 

 

 

格取得者の特典 

センターは資格取得者をプログラムマネジメントとして登録する。資格更新は 5 年間ご

に行い、実践力向上維持のために CPU(Continuing Professional Development Unit)ポ

ントの獲得に努める。資格取得者はセンターの実証プロジェクトマネジャーの講師と審

員の候補者に登録される。 
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2.8  審査認定方式 

2.8.1  審査認定方式 

センターは審査認定方式の運営に際して、基本方針、運営方針準拠し（第２章参照）、

公平性、公正性、中立性、継続性を維持しつつ、さらに正確性、客観性、知識専門性、実

務専門性のある判定と認定に 大限の努力と工夫を行う。「審査認定方式」（以下認定方

式と呼ぶ）は、P2M 職業人に挑戦する応募者の実践力達成水準を提出書類、試験、審査、

判定、認定などによって資格を付与するに至る全体構成と内容を指す。ここで「判定」と

は中間審査段階における審査結論を指し、「認定」とは 終段階における審査結論を指し、

資格付与の条件充足を意味する。具体的には次の５点を指し関連させて解説する。 

 

 

 

 

 

 

 

① 資格対象者の種類と応募条件（第７節を参照） 

② 試験審査形式 

③ 審査内容 

④ インターン実証審査（第９節を参照） 

⑤ 個別認定プロセスと全体プロセス 

 

2.8.2  試験形式 

試験形式は、知識ベースと能力ベースの試験に大別できる。 

 

知識ベース試験 

 

 

 

 

 

「PM スペシャリスト（PMS）」審査は知識ベース試験を採用する。 

 

「知識ベース試験」は、実践力の構成要素である P2M ガイドに準拠する範囲内で規定さ

れた知識獲得の達成水準を筆記試験によって審査する形式である。知識ベース試験の方針

は基本方針に加えて客観性、正確性、知識専門性を重視する。知識ベース試験は問題解答

式により正解率あるいは得点による客観指標を基礎にする。 

 

能力試験ベース 

「能力ベース」試験は、実践力における知識、能力、姿勢、倫理全般にわたる総合能力

の達成水準を審査する形式である。「能力ベース」試験方針は、基本方針に加えて客観性、
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正確性、実務専門性を重視し、センターが開発した試験モデル（次節参照）を使用して審

査する。 

 

 

 

 

 

 

「実証プロジェクトマネジャー（PMR）」の審査は能力ベース試験を採用する。 

「PM アーキテクト（PMA）」の審査は能力ベース試験を採用する。 

 

2.8.3  能力ベース試験モデル 

 

能力ベース試験モデル 

センターは、試験方針を維持するために実践力評価で提起された「多段階審査、多種混

合試験、複数審査員方式、コース審査、インターンシップ実習審査」の５要件を組合わせ

て図表 2-6 に示す「能力試験モデル」（Capability Verification Model CVM）（以下 試

験モデルまたは CVM と呼ぶ）を開発した。 この試験モデルとは、センターにおける能力

ベース試験の資格認定者が、自己職場で実証する「能力ベース」認定を要する実証プロジ

ェクトマネジャー（PMR）と PM アーキテクト（PMA）の認定方式には、この「試験モデ

ル」を使用する。 
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能力ベース試験 

多段階審査 多種混合審査 コース審査 複数審査員審査 

第１次資格認定 

インターンシップ実習 

    実績審査 

   第２次資格認定 

図表 2-6 能力ベース試験モデル 

 

第１次と第２次の資格付与 

センターは、試験モデルに準拠し能力ベース試験に第１次資格認定と第２次資格認定制

を採用する。 

 

①資格補の認定 

第１次資格認定はセンターの「資格別審査コース標準形式」（以下審査コースと呼ぶ）

により、合格者に対して「実証プロジェクトマネジャー補」と「PM アーキテクト補」の認

定資格を付与する。 

 

②正式資格 

第２次資格認定は、「インターンシップ実習」（以下実習と呼ぶ）により、実習業績証

明による審査認定で「実証プロジェクトマネジャー」と「PM アーキテクト」の正式資格を

付与する。 
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③資格解除 

第１次資格認定者は、５年以内に第２次資格認定に実習証明書類を付して審査志願し、

受理後１年以内に審査を受けなければならない。この期限に志願や審査応募がない場合は、

センターは資格を解除する。 
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2.9  実証プロジェクトマネジャー（PMR） 

 

2.9.1  ３段階試験による審査方式 

応募者は第１次「総合試験」、第２次「コース試験」、第３次「実習試験」の３段階審

査を経て「実証プロジェクトマネジャー（PMS）」の正式資格を取得する審査プロセスを

採用している。（参照 付表２、実証プロジェクトマネジャーPMS 審査プロセス） 

 

 

第１次 総合試験 
   ２日間 
基礎能力審査 

第２次コース試験 
３ヶ月間 

PMR 補資格認定 
 

第３次実習試験 
  １２ヶ月間 

PMR 資格認定 

 

「第１次総合試験」（以下「総合試験」と呼ぶ）は総合審査の内容は、書面審査、個人

面談審査、課題論述試験の３種類混合試験形式で複数審査員による判定を行う。 

 

 

総合試験の内容 
 

 

 

 

総合試験の内容は次のとおりである。 

① プロジェクト実績と実績論文から構成されるによる書面審査 

② 職歴と実績論文の「発表形式」による個人面談審査 
 
③ 課題論述試験 
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総合試験の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合試験は次のように実施される 

① 応募者は、センターの「応募形式」に従い書類を提出する 

② 総合試験は、応募締め切り後、３週間以内に実施される 

③ 総合試験は、2 日間、土曜日、日曜日の休日を利用して実施される 

④ 第１日目は、職歴と実績論文の発表形式による個人面談審査である 

⑤ 第 2 日目は、課題論述試験である 

⑥ 総合試験の合格者は第 2 次のコース試験に進むことができる。 

⑦ 総合試験の対価は、6 万円で一括前払いとし、受験しなくても返還しない。 

 

2.9.2  第２次総合試験の内容 

 

１、コース試験 

■ コース試験とは 

 

 

 

 

 

「コース試験」は、「カリキュラム」形式による「事例ケース中心」の審査である。

カリキュラムとは、審査と能力強化のために科目単位で編成されるコースの審査計画内

容表である。カリキュラムは、第１次合格者に提示され一般公開されない。カリキュラ

ムは、コース審査の都度編成替えすることを原則とする。 

 

■ カリキュラム 

 

 

 

 

① カリキュラムの内容は、「ケース試験」と「能力強化」の意図で編成される。          

② カリキュラムの内容は、ケースの「産業領域」（産業別ケース）、「ドメイン審査」（状況と対応

難度）、「複合能力様式」（利用能力）の視点でバランス注目して編集される。 
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■ カリキュラム事例 
日程 ケース プロジェクト領域 
第１週 火曜日 情報システム構築 情報系 
第２週 火曜日 ソリューション型事業 情報系＋経営系 
第３週 火曜日 社会系情報システム 情報系＋事業開発系 
第４週 火曜日 国際協力型生産 経営系＋エンジニアリング系 
第５週 火曜日 大型プラント建設 建設系＋エンジニアリング系 
第６週 火曜日 国際協力公益事業 建設系＋エンジニアリング系 
日曜日 中間審査  

第７週 火曜日 製品開発事業 製造系＋経営系 
第８週 火曜日 中小企業の経営改革 経営系＋情報系 
第９週 火曜日 サプライチェーン事業 経営系＋情報系 
第 10 週 火曜日 PFI 事業 経営系＋金融系 
第 11 週 火曜日 サービス事業 経営系＋金融系 
第 12 週 火曜日 地域開発事業 行政系＋経営系 
 日曜日   終審査 12 モジュール 

図表 2-7 カリキュラムの１事例 

 

■ コース試験の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 審査期間とコース選択 

審査期間は、毎週火曜日か水曜日の２コース（定員 15 名以上 25 名まで）を設置し、１８：３０

から２１：００まで１モジュール（150 分）の演習審査を消化する 

② カリキュラムモジュール数 

３ヶ月間に１２モジュールを予定し、１０モジュール以上出席しない場合は資格を取得できな

い。（センターが認める特殊事情がある場合は、追加料金２０％を支払い次の試験コースに持

ち込みが可能である） 

③ 中間特別審査と期末特別審査 

2 ヶ月目の第 3 週日曜日と３ヶ月目の最終日曜日に実施する 

④対価 

  40 万円を一括納入前払いとして、申し込み 10 日以降は返還を認めない。 

 

 

 

 

 286



２、審査ドメインのケース選定 

■ ドメイン審査 

■

 
 

 
能

 
基

 
戦

 
戦

 

 

 

 

 

 

 

ドメイン審査（domain appraisal test ）とは、実践力を状況ニーズと能力シーズの２つ

の基準で分類した領域審査を言う。これはコース試験の審査員と受験生が「コース試験

のケースワークショップ」の位置づけに主に利用する。ドメイン審査は、センターが開

発した「状況・能力ドメインモデル」（Situation Capability Domain Model SCD）（以
 
下ドメインモデルと呼ぶ）を使う 

 

 産業系ケース 
 

 

 

コース試験には、産業系統別のプロジェクトマネジメントのケース試験を時間内でバランス良く

複合編成する。情報系、中小経営・ベンチャー系、エンジニアリング系、国際プラント系、建設
 

 

系、地域系、行政系、金融系などでカリキュラムを定期的に変更してする。 

 

このモデルは実践力審査で次のような利用価値がある。 

① プロジェクトで高頻度に発生する現象とマネジメント能力の関係を分類できる 

② 審査に必要な「ケース試験」の９種分類と準備が可能である 

③ 複合問題は、複数セルによりカバー領域が確認できる 

   状況ニーズ 

力シーズ 

 
進捗達成状況  A 

 
要請変更状況 B 

 
問題解決状況 C 
 

礎志向水準 L1 
 

術志向水準 L2 

略志向水準 L3 

 

 

  情報システム系ケース試験 X の範囲 
ケース X の試験範囲 
 
 

 

図表 2-8 状況
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 中小企業系ケース試験 Y の範囲 
  
社会交通システム系ケース試験 Z の範囲 

・能力ドメイン 



■ ドメインモデルの説明 

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトで直面する「状況ニーズ」（Situationneeds  

Sn) に対応して、実践力という「能力シーズ」（Capability seeds Cs）によって対応する。

１つの軸である「状況ニーズ Sn」は、プロジェクトマネジャーの状況認識力に依存し、

それは「進捗達成状況 A」「要請変更状況 B」、「問題解決状況 C」の３種のに難度

（difficulty）カテゴリーに大別される。 

もう１つの軸である「能力シーズ」は実践力に代表される「状況対応能力」水準で大別

される。その「能力シーズ」は、進捗達成のスキル中心の「基礎志向水準 L１」から、要

請変更による影響予測と対応をミックスした「戦術志向水準 L2」、そして 後に使命達

成の視点で問題解決を図る「戦略志向水準 L3」で対応する。図表１１に示されるこのよ

う状況ニーズと能力ニーズ適応の分類法を「状況・能力ドメインモデル」（Situation 

Capability Domain Model SCD）と呼ぶ。 

L1 は、目的達成能力を意味して計画、指揮、動機づけ、コントロールなど進捗マネジメ

ントに関する能力とスキルを必要とする。L２は、不確実性対応能力でリスクマネジメント

に関する能力とスキルが中心となる。L３は、ミッション達成能力とも重なる領域である。

問題認知、問題の分析、解決提案、優先順位、 適案の意思決定など戦略マネジメントが

必要になる。 

 

３、実践力における複合能力の審査 

審査形式 

実践力における複合能力は、コース期間中に混合形式で審査する。審査にはセンターが

開発した「複合能力様式法」（次項参照）を利用する。審査時期と形式は必要に応じてセ

ンターで検討し、試験方針に基づき 善案に変更する。全ての審査形式を含まないが、そ

の代表形式は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

 

 

 

ケース事例ワークショップにおける宿題 

中間時の個人面談審査 

期末時個人面談審査 

期末時課題論文審査 
論文発表における質疑応答 
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■ 複合能力様式法 

実践力の正確な審査は、専門家が長期間にわたり仕事に随伴して行動を観察し、高い業

績との関連性を確認する行動特性検出法があり実証性が確認されている。多数のすべての

応募者が適正な時間とコストの範囲内で審査を希望する環境の中で、実証性のある審査法

を研究するなかでセンターは「複合能力様式法」（compound capability pattern model 

CCP）を開発し実践力審査に適用する。この方法は広いプロジェクトマネジメント領域に

おいて多数の専門家が自己の仕事経験を通じて P2M 標準ガイドに関連して指摘した「高い

業績に関連する行動」を絞り、図表 14 のように 100 要素に絞り込み、さらに 10 グループ

の「複合能力様式」（以下様式法と呼ぶ）に整理したものである。 

 

したがって、知識、能力、姿勢が一体化されている。この「複合能力様式」（capability 

patern）は、図表 9 に表示される全体思考様式、戦略思考様式、統合思考様式、リーダー

シップ様式、計画行動様式、実行行動様式、調整行動様式、人間関係様式、成果追求様式、

生活様式に分類される。データベースの増加により様式は定期的に変更し公表される。こ

の「能力様式」はさらに能力要素（capability element）として細分化され、審査判定要素

分類体系（taxonomy）として整備されている。この体系では能力要素別に、５段階評価が

可能であり審査に定量化指標を与える利点も与えている。 
 複合能力様式 基準 
I 全体思考様式 ミッション追求型基準（Mp   Misson pursuit） 

問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる 
II 戦略思考様式 成功要素認識基準（Sk  Strategic key perception） 

戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ 
III 統合思考様式 価値追求型基準（Vp  Value pursuit） 

変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する 
IV リーダーシップ様式 リーダーシップ型基準（Li   Leadership for innovation） 

改革に挑む、、決定ができる、状況打破ができる 
V 計画行動様式 計画行動型基準（Mp  Management  in planing ） 

目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める 
VI 
 

実行行動様式 実行行動基準（Me Management in execution） 
契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる 

VII 調整行動様式 調整行動基準（Mc  Management in coordination） 
進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる 

VIII 人間関係様式 コミュニケーション型基準（Hc Human communication ） 
チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 

IX 成果追求様式 成果追求の姿勢（Aa  Attitude of achievement） 
成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、対外
組織説得力、価値を考える、結果をフィードバックする 

X 生活様式 個人姿勢型基準（Ac Attitude of self control） 
自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢が
ある 
図表 2-9  複合能力様式法 
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図表 2-10 実証プロジェクトマネジャー（PMR）複合能力様式 

 

この「様式法」は、審査に次の利点を持っている。 

 

 

 

 

 

 

 

思考 

   行動 

姿勢 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

 

４、

応

果追

り修

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審査員は実践力を構成する複合能力様式の範囲と内容を共有できる 

審査員は複合能力様式でさらに細分化された構成要素を認識する 

審査員は応募者の複合能力を質問形式で引き出し確認評価できる 

審査員は応募者の複合能力の構成分布の偏りを確認できる 

審査員は統一指標で共通した定量的評価が確保できる 
審査員は事前に審査能力を共有できる 

自己採点 

募者が自己採点形式で提出する複合能力様式に、個人資質と姿勢に密接に関連する「成

求様式」と「生活様式」がある。審査員は応募者の自己採点を尊重しつつ、質疑によ

正も可能である。この２つの様式は、20 項目にわたり次の基準で定量化採点ができる。 
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評価法 

項目別に 5 段階法を採用して採点する。質問形式で書いてありますが、自信を持って説明が

できれば、5 点です。 説明は十分ではないがプロジェクトマネジメントの行動では示せるが 4

点です。 

実感もなく、行動にも思い当たることがなければ、3 点です。 

5点    非常に優れている 

4 点   優れている 

3 点   能力を向上する必要がある 

2点   経験が不足している 

1 点   未熟である 

 
 

■ 成果追求様式（10 項目） 

この成果追求様式は、プロジェクトマネジメントで必要とされる事業家のような成果を

徹底的に追求する個人のマインドやエネルギーがチームの牽引力になることは疑いがない。

また職務を通じてプロジェクトマネジャーとして成長するために、共感形成力、責任感、

説得力などについても自己評価が必要である。 
基準 質問 評価点 

成果追求マインド 事業家に必要な資質は何ですか？  
 資質が発揮された経験事例を解説して下さい  
成果追求エネルギー あなたはどのようなタイプのリーダーですか  
 心理的エネルギーはどこから産まれるか  
共感形成力 チームの共感を産出すには何が必要ですか？  
 共感が得られない場合はどうしますか？  
成果責任 成果責任とは何でしょうか？  
 リーダー個人の責任達成に必要な資質は何？  
説得力 チーム内説得力について説明してください  
 対外組織説得力について経験を述べなさい  
合計   

図表 2-11 成果追求様式 

 

■ 生活様式（10 項目） 

プロジェクトマネジャーは、職業人として職業規範の維持、信頼が基礎である。その基

礎は個人としての日常生活様式にあり、自己規律、職業倫理、社会通念、責任行動、自主

積極姿勢の研鑽が必要である。  
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基準 質問 評価点 
信念を貫く 自己の生活または職業信念は何か？  
 反対勢力に屈せずに実現した行動を示せ  
職業の規範 この職業で最も大切な規律は何でしょうか？  
 規範維持のために何を日常していますか？  
指導力 指導力を自己事例で説明してください。  
 指導力の自己評価をしてください  
自己抑制 自己抑制の方法について実例で説明しなさい  
 感情を押さえる工夫について述べなさい  
自主積極姿勢 仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい  
 打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明  
合計   

図表 2-12 生活能力様式 
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2.10  第３次実習試験 

 

2.10.1  実習試験 

 

 

 

 

 

「実習試験」（インターンシップ、Internship）は、実務実証のための第 3 次試験である。 

「実証プロジェクトマネジャー（PMR）補」は、プロジェクトマネジメント活動を通じて、具体的な

経験事実を「業績証明」として「実証論文」としてセンターに提出しなければならない。所定の

審査を受けて「実証プロジェクトマネジャー（PMR）」の資格を取得する。 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

「実習試験」は、次の手順で実施される。 

①「実証プロジェクトマネジャー（PMR）補」は、資格取得後５年間以内に「実習試験」に挑戦す

る。 

②「実証プロジェクトマネジャー（PMR）補」の審査は、年間２回 3 月と 9 月に実施される。 

③「実習試験」審査は、論文、論文発表、質疑応答で審査し、実施後２週間で公表する。 

④合格者は、「実証プロジェクトマネジャー（PMR）」資格を認定する。 
 

 

⑤不合格者は、３回まで再挑戦ができる。 

 

 

.10.2  実習試験の応募 

 

 

 

 

 

 

 

①「応募者」は、毎年３月と 9 月の締切日に応募書類を提出する 

②応募書類は、「第 2 次試験合格書」と「実習計画書」である。 

③実習試験料 ５万円を支払う。 

④「応募者」は、6 ヶ月後に、実習の中間報告（10 枚）を提出する。 

⑤「応募者」は、１年後に、プロジェクトマネジメント実務における「業績証明論文」（３０枚）を提

出する。論文は、実務内容、業績貢献、自己の実践力を記述する。 
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付表 

 

公開 TAXONOMY 
 複合能力様式 基準 
I 全体思考様式 ミッション追求型基準（Mp   Misson pursuit） 

問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる 
II 戦略思考様式 成功要素認識基準（Sk  Strategic key perception） 

戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ 
III 価値思考様式 価値追求型基準（Vp  Value pursuit） 

変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する 
IV リーダーシップ様式 リーダーシップ型基準（Li   Leadership for innovation） 

改革に挑む、、決定ができる、状況打破ができる 
V 計画行動様式 計画行動型基準（Mp  Management  in planing ） 

目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める 
VI 
 

実行行動様式 実行行動基準（Me Management in execution） 
契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる 

VII 調整行動様式 調整行動基準（Mc  Management in coordination） 
進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる 

VIII 人間関係様式 コミュニケーション型基準（Hc Human communication ） 
チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 

IX 成果追求様式 成果追求の姿勢（Aa  Attitude of achievement） 
成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、

対外組織説得力、価値を考える、結果をフィードバックする 
X 生活様式 個人姿勢型基準（Ac Attitude of self control） 

自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿

勢がある 
 

 

公開 TAXONOMY－パーソナル 

 

Ⅰ  成果追求様式 
基準 質問 評価点 

成果追求マインド 事業家に必要な資質は何ですか？  
 資質が発揮された経験事例を解説して下さい  
成果追求エネルギー あなたはどのようなタイプのリーダーですか  
 心理的エネルギーはどこから産まれるか  
共感形成力 チームの共感を産出すには何が必要ですか？  
 共感が得られない場合はどうしますか？  
成果責任 成果責任とは何でしょうか？  
 リーダー個人の責任達成に必要な資質は何？  
説得力 チーム内説得力について説明してください  
 対外組織説得力について経験を述べなさい  
合計    10 項目  
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Ⅱ  生活能力様式 
基準 質問 評価点 

信念を貫く 自己の生活または職業信念は何か？  
 反対勢力に屈せずに実現した行動を示せ  
職業の規範 この職業で最も大切な規律は何でしょうか？  
 規範維持のために何を日常していますか？  
指導力 指導力を自己事例で説明してください。  
 指導力の自己評価をしてください  
自己抑制 自己抑制の方法について実例で説明しなさい  
 感情を押さえる工夫について述べなさい  
自主積極姿勢 仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい  
 打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明  
合計      10 項目  
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「応募書類」 

 書式１．PMR 受審応募申込書 

 
PMCC 受付欄 PMCC 再受付欄 平成 16 年度 PMR 受審応募申込書 
  

受験番号 受験者区分 性別（○印で囲んでください） 
（この欄は記入しないでください） （この欄は記入しないでください） 
＊ 
 
 
 
 
 

＊      男      女 
 

(顔写真添付) 
 
 
 
 
 

PMS 資格認定番号  資格取得年月 年  月(西暦)  
フリガナ 生年月日(西暦) 
氏名 

 
 

年  月  日 
 

フリガナ  電話番号 
現住所 〒  

フリガナ  
勤務先 
（学校名） 

所属部・課・係(又は、専攻科、学年)も記入して下さい 
 
 

フリガナ  電話／携帯 FAX 
勤務先住所 
（学校住所） 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

勤務先  E-mail 
ご自宅  

最終学歴・専攻学科  
現在の専門職務  
過去の職務暦  主要なものを 3 つご記入ください 
 ① 
 ② 
 ③ 
プロジェクトマネジメント活動暦           年 
プロジェクト実務活動  別紙のプロジェクト実務活動報告書に主要なものを 3 つ選んで概要をご記入ください 

 記入上の注意 
1. 必ず申込者本人がご記入ください 
2. ＊印のある欄は、記入しないでください。太線内は、全て記入する。 
3. 日本国籍を有しない方は、外国人登録書に記載されているとおり書いてください。(外国籍の方で郵便の宛先等に通称名

を希望する場合は通称名を括弧つきで併記してください。  
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書式２．プロジェクト実務経歴書 

 
 (注)プロジェクト実務経歴書の記入要領 
    ･経験プロジェクト一件あたり用紙 1 枚に記入      
    ･経験プロジェクト 2 件目以降の記述の場合の用紙は各自コピーの上使用する 
 

                    作成年月日          年  月  日 
 PMS 登録番号 

氏名 
                       プロジェクト実務経歴書 
プロジェクト名称  
顧客先  
金額規模                                      百万円 
プロジェクトのタイプ(○印をつけてください) スキームモデル  システムモデル  サービスモデル 

価値創造のタイプ 資産価値   イノベーション価値   調和価値  知的資産価値 

プロジェクトおける貴殿の職位 
該当のところにチェック 

□プロジェクトマネジャーあるいはリーダー 
□プロジェクトマネジャーあるいはリーダーの補佐 
□プロジェクトメンバー 
□プロジェクトスタッフ 

部下の人数(○印をつけてください) 1～５人   6～10 人  10～20 人  20～100 人  101 人以上 
プロジェクト開始年月              年

月  
プロジェクト終了年月(予定を含む)           年

月 
申請者のプロジェクト従事開始年月     年

月 
申請者のプロジェクト従事終了年月(同上)       年 
月                                   

プロジェクトの概要と貴殿の果たした役割 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プロジェクトの特徴  該当の項目にチェック 
□複雑なプロジェクトを遂行した                □難度の高いプロジェクトを遂行した 
□新規性・創造性のあるプロジェクトを遂行した    □企業貢献度の高いプロジェクトを遂行した。 
□社会的影響度の高いプロジェクトを遂行した     □大規模なプロジェクトを遂行した。 
□その他顕著な実績効果を伴うプロジェクトを遂行した 

上記に対するチェック理由 
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書式３．エントリー論文要領 
 

① プロジェクト実績所に記載したプロジェクトの事例について(一つあるいは複数で

も可)記述のうえ提出する｡ 

② エントリー論文に織り込むべき内容 

当論文には以下の諸点を織り込むものとする｡ 

ⅰ) 目  的 

ⅱ) 達成目標 

ⅲ) プロジェクトで果たした役割 

ⅳ) 計画と実績の結果 

ⅴ) プロジェクトの戦略的位置づけ  

ⅵ) プロジェクト遂行に当たっての障害と解決手段 

ⅶ) 組織運営の留意点 

ⅷ) コミュニケーション上での苦労点 

ⅸ) リーダーシップの発揮 

ⅹ) バイオデータ記載の価値創造の観点からどのような成果を生み出したか｡ 

ⅹⅰ) その他 

 

③ 作成要領：Ａ４サイズ、10 枚 
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付表 用語解釈 

 

■ 実践力（capability） 

P2M「実践力」は実務に必要な知識、経験、姿勢、資質、倫理要素に裏付けられた実務

で価値を生み出す総合能力を意味する。英語では capability または、,practical capability

と翻訳している。実践力は、専門職業人への道は、その世界で必要と認めた規範、原理、

知識の体系である標準ガイドブックに示された体系的な知識獲得から始まる。実務家は経

験を持つが、知識は部分習得で潜在力を発揮できない。実務家は新たな知識獲得によって

不足知識を補完し、過去に蓄積した実務経験を整理し深化させることができる。またこの

努力によって、実務家は新たな実践機会に挑戦する意欲を湧きたたせ、職業人への知識、

経験、それに も重要な姿勢や倫理観を体得するのである。つまり、実務で問題の本質を

洞察し、解決を提案し、実行をリードする使命達成能力を体得できるのである。この実践

力は、米国のコンピテンシー(competency)の概念である「高業績者によって実証された有

効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力」と実務の有効能力が知識、経験、資

質の一体化する領域で解釈重複する部分がある。しかし、コンピテンシーは個人特性のベ

ンチマークであり、実践力は「チームワークの潜在力」を引き出す能力を強く意識してお

り、形式知と暗黙知の相互融合と進化をプロジェクトの場で顕在化させる意味で異なって

いる。 

また米国では capability を組織能力の意味合いで解釈しているので注意が必要である。

プロジェクトマネジメントを組織全体の能力として組織成熟度（capability maturity）とも

呼ぶので解釈の違いに注意が必要である。 

 

■ コンピテンシー(competency) 

米国国務省は知力テストによって選抜された外交官が必ずしも業務上優れた成果をあげ

ていない事実から、心理学者Ｄ.Ｃ.マクレランド博士に依頼し、優れた成果をあげた外交官

の要件調査を依頼した。調査、分析の結果、高業績者には共通した行動パターンがあり、

高業績者によって実証された有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力をコン

ピテンシーと名づけた。ただし、高業績者とは常に有効な行動をとることのできる人で、

有効な行動を再現でき、有効な行動の生起を予測させる能力をコンピテンシーと定義した。                

 

■ ケース試験 

「ケース」とは、実務実践事例を教育や研修を目的として編集し、文書化した教材の１
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種である。ケースには実務実践で適用された多様な知識、知恵、経験が適用されている。

また実務者が、問題の認識、課題の設定、課題の分析、課題への解決などがプロセスを含

め記述されている。したがって、ケースは、実務の部分的であるが、有益な再現描写であ

る。「ケース試験」とは、ケース教材を利用して、実践力の多角的な側面を審査する試験

法である。ケースに絶対的な真理や正解があるわけはないが、判断プロセスを学習、討議、

検討を通じて推論、論理力、説得力など多面的、多角的な審査を実現する。 

 

■ ワークショップ 

ワークショップは、チームによる提案分析型の討議方式である。この方式は、講師ある

いはケースやテーマを対象にして討論し､課題を識別するので、参加者は討議を通じて自己

の見解を発表し、提案するので能力強化や多角的審査に有効である。さらに参加者の相手

の論旨を理解し､相手の意見に影響を受けながら､結論を導きだすことがき。当事者意識を

高めることが可能である。 

 

■ 場の実践力 

P2M 職業人は、ステークホルダーの利害対立を解消し、調和的に活用する実践力が求め

られている。プロジェクトマネジャーは個人が全てを実践するのではなく、人材を集めて

「場」を設定し、チームメンバーの能力を相乗効果的に活用し、価値創造に結びつけるマ

ネジャー実践力として評価している。新規事業開発などの固有の困難を打破するには、

「場」における姿勢・資質が実践力発揮に重要である。 
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P2M 職業人応募領域 

 

行政系人材ニーズ 

組織機関                
行政 政府系機関 政策立案と推進 
 独立行政法人 開発事業、ODA 事業 
地域行政 地方自治体 政策立案と推進、 
 事業法人 PFI 事業、活性化事業 
 事業法人 地域活性化事業 
行政組織間協力 教育事業 国内戦略プロジェクト 
  研究開発プロジェクト 
  プロジェクト評価 
  人材研修 

 

システムエンジニアリング系人材ニーズ 

産業 領域・業種 主たる事業領域の人材 
エンジニアリング産業 専業エンジニアリング 石油、ガス、自動車、医療 
 鉄鋼系エンジニアリング 鉄鋼、海洋、橋梁、構造物 
 機械系エンジニアリング 素材、発電、水、原子力 
 化学系エンジニアリング 石油、石油化学、肥料 
 制御系エンジニアリング 自動制御、 
 環境系エンジニアリング 省エネ事業、廃棄物処理、 
電力・ガス産業 電力エンジニアリング 発電コンサルティング 
 事業サービス オペレーション、メンテナンス 
インフラ産業 建築・土木 建築物、不動産、管理事業 
 都市計画 都市開発、 
 地域開発 地域振興 
 交通事業 鉄道事業 
情報・通信産業 情報機器メーカー 情報システム 
 通信機器メーカー ネットワークシステム 
 コンピュータメーカー コンピュータシステム 
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経営系人材ニーズ 

産業 領域・業種 主たる事業領域の人材 
製造産業 メーカー 人材育成、 
 製薬 製品開発 
  企画事業、事業開発 
中小企業産業 ベンチャー 経営改革、海外拠点 
  製品開発 
サービス産業 医療機関 PFI 事業、人材育成 
 介護サービス 事業開発管理人材育成、 
 物流 物流改革 
教育産業 教育サービス 人材研修 
 大学院 MBA、MOT コース、 
 大学 経営、経営工学、情報 
知識産業 シンクタンク コンサルティング 
  事業開発 
金融業 銀行 投資事業 
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参考付属 P2M 標準ガイドブックの実践力要約解説

 

１．まえがき 

 プロジェクトマネジメントを専門とする職業人資格を認定するにはプロジェクトマネジ

メントに携わる人の職務を明確に規定する実践力基準に基づいての評価が必要である。 

 実践力とは体系的知識とプロジェクト業務の実務経験から獲得される実務能力とプロジ

ェクトに取り組む個人的な資質・姿勢から成り立つ。 

 

実務能力 

資質・姿勢 

体系的知識 

実務経験スキル 

実践力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  従って実践力の評価にあたっては、実務能力基準と個人的な資質・姿勢の基準の作成が

必要となる。 

 

実務能力基準 

 実務能力基準の作成にあたってベースとなるのは、プロジェクトマネジメント資格導入

開発委員会で作成したプロジェクト&プログラムマネジメント標準ガイドブック（Ｐ２Ｍ）

である。ここではプロジェクトマネジメントの実践に要求される共通観、複合マネジメン

ト、個別マネジメントが解説されている。この中で必要不可欠なものを列挙し、Ｐ２Ｍ実

務能力基準として取り上げた。    

 このＰ２Ｍ実務能力基準は、プロジェクトマネジメントを次に示す９つの領域に分けて

それぞれいくつかの要素を取り上げ、要素の定義付けを行ったうえで、プロジェクトマネ

ジャーに期待される代表的な行動モデルの事例を実務能力基準として示している。 

  １）プログラムマネジメント 

２）プロジェクトマネジメント全般 

３）プロジェクト組織マネジメント 
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４）プロジェクトマネジメント技法 

５）プロジェクト遂行環境のマネジメント 

６）関係性マネジメント 

７）バリューマネジメント 

８）プロジェクト･ファイナンス･マネジメント 

９）コミュニケーションマネジメント 

 

   

２．実務能力基準詳細 

１）プログラムマネジメント 

（１）プログラムマネジメント 

＊定義 

プログラムは、全体使命を表現する複数のプロジェクトが有機的に統合された事業であ

り、複数のプロジェクト間の境界、結合、ライフサイクルの複合などで生じる複雑性を持

ち、実現するまでに長期間を要するので、環境の変化による不確実性に直面しているのが

通例である。 

プログラムマネジメントとは、プログラムの全体使命を達成するために、プログラムを

遂行する複数のプロジェクト組織を外部環境の変化に対応しながら適応させてマネジメン

トする実践的能力である。 

 

＊実務能力基準 

①全体使命に基づくプログラムの基本的枠組みを理解している。 

②プログラムの取り組みに必要な共通観を持っている。共通観とはプログラムの基本的枠 

  組みとプログラムを遂行する複数のプロジェクトを効率的に、かつ効果的にマネジメン 

  トするための共通理解である。 

③共通観に基づいて複数のプロジェクトを統合してマネジメントしている。 

 

（２）プロファイリングマネジメント 

＊定義 

プロファイリングとは、プログラムの初期過程で現状の複雑現象から洞察力によって見

抜いた問題をミッションとして明確に規定するプロセスである。 

プロファイリングマネジメントは、「ありのままの姿」から洞察した全体使命の意図を
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多元的に解釈し、幅広い価値体系に表現し、「あるべき姿」を追求してミッションを実現

可能なシナリオ形式にまで展開する実践力である。 

 

＊実務能力基準 

① プログラムの意図を正確に表現するミッション記述を行うとともに、ミッションのコ

ンテクストを可視化して正確にミッションを表現している。ま た、このコンテクス

ト分析からミッションをロジックツリーで分解して目的・目標の連鎖を読み取ってい

る。 

② ミッションのコンテクストを解釈して全体と部分、協力関係、制約関係、  利害関

係の関係性分析を行っている。 

③ 問題設定、問題解決の教示、実現の道筋、方法論、効果を網羅したプログラムのミッ

ションのシナリオをストーリーとして表現している。 

 

（３）プログラム戦略マネジメント 

＊定義 

プログラム戦略マネジメントは、プログラムのミッションの価値を戦略的水準で解釈し、

テーマ、目的、目標、手段の相互関連性を明らかにすることにより、その基本的枠組みを

策定して重要な制約を特定する活動であり、プログラム遂行の全ての過程でミッションの

実現を 優先する意思決定を行う。 

＊実務能力基準 

① 環境変化の予測判断を行っている。 

② 戦略要素の識別を的確に行っている。 

③ 目標と成果とのギャップの評価を行っている。 

④ 代替案の評価・選択を適切に行っている。 

⑤ 適案への意思決定を行っている。 

 

（４）アーキテクチャアマネジメント 

＊定義 

 アーキテクチャアマネジメントは、環境の変化に対応するばかりではなく、使命に基づ

き、革新を自ら具体的に創造するマネジメントであり、次の５つの任務がある。①使命を

戦略プロセス化すること、②プロジェクトモデルを創ること、③構造を与えること、④構

造に機能をあてはめること、⑤情報装備すること。 
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＊実務能力基準 

① プログラムのスキーム（構想計画）モデルを立案し、基本構想文書、基本方針書、基

本図面を策定している。 

② スキームモデルを具現化するシステムプロジェクトモデルの構築をマネジメントして

いる。 

③ システムモデルを利用して財を生産するしサービスモデルを検証し、品質、安全性、

ノウハウ、データなどの新しい資源を蓄積し、新たな事業機会へ利用している。 

 

（５）プラットフォームマネジメント 

＊定義 

プラットフォームとは、プログラムを推進するために、人間系、文化系、情報系におけ

る情報、コミュニケーション、知識獲得のため形成された協働作業のために用意される特

定のコミュニケーションの場である。 

プラットフォームマネジメントとは、人間系、文化系、情報系の総合的な視点によりプ

ラットフォームを定義し、認識し、設計し、立ち上げ、改良し、プログラム全体の組織的

なコンピタンスを強化し、価値基盤を強化する活動である。 

 

＊実務能力基準 

① プログラムやプロジェクトの構想を検討したり、プログラムを円滑に推進する場とし

てプラットフォームを構築している。 

② プラットフォームの目的を明確にし、運用ルールを決定し、コミュニケーションを円

滑に進め、プログラムやプロジェクトのマネジメントに活用している。 

 

（６）プログラムライフサイクルマネジメント 

＊定義 

プログラムライフサイクルとは、構成体としての個別プロジェクトの合成であり、その

始まりから終わりまでの連続的な変化を表現している。プログラムライフサイクルマネジ

メントとは、プログラム全体をライフサイクルの視点から判断して、環境や状況変化によ

る価値の増減を意識しながら、ミッションの価値を維持するために、プロジェクトの結合

による構造的な解決やオプションの選択による状況的な解決を目指して、不確実性を克服

してプログラム資産の価値を 大限に生かす管理活動である。 
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＊実務能力基準 

① プログラムのライフサイクルをコストの視点から把握し、各プロジェクトモデルを立

案・実施している。 

② プログラムのライフサイクルを環境負荷の視点から把握し、各プロジェクトモデルを

立案・実施している。 

③ プログラムのライフサイクルを経済性の視点から把握し、各プロジェクトモデルを立

案・実施している。 

④ プログラムのライフサイクルを不確実性の視点から把握し、各プロジェクトモデルを

立案・実施している。 

⑤ プログラムの計画時、計画後の実行過程において、構造的、機能的、状況的変化に対

してオプションを行使し、ライフサイクルへの影響を評価し、 

⑥ 価値の維持を図っている。 

 

２）プロジェクトマネジメント全般 

（１）プロジェクトとプロジェクトマネジメント 

＊定義 

プロジェクトとは、特定使命を受けて始まりと終わりのある特定期間に、資源、状況な

ど特定制約のもとで達成を目指す､将来に向けた価値創造事業（value creation 

undertaking）である。プロジェクトマネジメントとは、使命を達成するために有期的なチ

ームを編成し、プロジェクトを公正な専門手段を用いることによってプロジェクトを効率

的、効果的に遂行して確実な成果を獲得する実践的能力の総称である。 

 

＊実務能力基準 

① 全体的な視点からプロジェクトを把握している。 

② プロジェクトの目標を洞察し、プロジェクト遂行が自組織の戦略にマッチしているか

どうか判断している。 

③ プロジェクトマネジメントの現状について把握し、問題意識を持っている。    

               

（２）プロジェクトマネジメント実践力 

＊定義 

プロジェクトマネジメントは主体者、参加者、協力者など多数の関係者によって、多く

の目的に対し、種々の要求を満足させるための実践力であり、価値活動でなければならな
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い。この実践力を発揮させるためには、知識および実務経験により体得した豊富なプロジ

ェクトマネジメントスキル駆使するとともに、専門能力をプロジェクト遂行に活用し、十

分なプロジェクト管理を実行することが要求される。 

 

＊実務能力基準 

① プロジェクト遂行を効率的、効果的に推進するためのマネジメントスキルについての

知識･経験を有し、適切に応用している。                          

② プロジェクト遂行に正しい方向性を与え、プロジェクト組織を活性化し、組織の人的

能力を 大限に発揮している。 

    

（３）プロジェクト戦略マネジメント 

＊定義 

プロジェクト戦略マネジメントは、企業（公共団体、非営利団体も含む）戦略とプロジ

ェクトの関係を明確にし、プロジェクト活動を効果的に企業の価値創造に導入する仕組み

であり、二つの大きな仕組みがある。一つは企業としてのプロジェクト選択の仕組みであ

り、もう一つはプロジェクトを効果的に遂行するための環境整備の仕組みである。企業に

とってプロジェクトの選択は投資そのものであり、企業戦略に基づいた正しい選択が必要

である。また、プロジェクトの実施環境の良し悪しは、プロジェクトの成果に大きな影響

を及ぼす。 近のプロジェクト環境の下では、リソースを外部に求めることは不可欠で、

如何に外部のパートナーと良い相互信頼関係の中で協力関係を保ちながらプロジェクトを

遂行することが要求される。アイデア構想から企画､設計､製造､販売のような関係だけでな

く、更に進んで､リスク分担、異業種の相互協力などまでいろいろな枠組みが考えられる。 

 

＊実務能力基準 

① 経済性、資金面、技術面、ステークホルダーとの関係、環境影響評価、人的リソース

などの観点からプロジェクトを評価し、プロジェクト実行を判断している。            

② 投資評価の手法について知識を有し、投資の評価を判断している。 

③ 技術動向や業界動向などの外部環境を常にウォッチしており、外部との適切な協力関

係を構築している。 

④ ビジネス環境の変化に対応して資源を外部に求め、外部とのアライアンスを築いてい

る。 
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（４）プロジェクト･システム･マネジメント (システムズアプローチ) 

＊定義 

プロジェクト活動及びその管理にあたっては多くのことがあいまいであり、予想外の事

態に遭遇することが多くある。このような予想外の問題を可能な限り回避するためにシス

テムズアプローチを行う。この方法はプロジェクト活動だけでなく、プロジェクトの成果

物やサービスも含めて、実際の業務の仕組みを「システム」として捉えようとする方法で

あり、プロジェクトの課題と範囲を明らかにし、プロジェクト活動を計画し、管理するこ

とを可能にしようとするものであり、対象とする範囲の諸要素すべてを関連付けて、シス

テムとして表現することが重要である。 

 

＊実務能力基準 

① 問題解決技法についての知識と経験を有し、問題局面にマッチした手法を適用してい

る。  

② 問題事象の中から規則性や関係性を見いだし、モデリングを行い、問題点や原因を突

き止めている。 

 

（５）ライフサイクルマネジメント 

＊定義 

「プロジェクト」には「はじまり」と「おわり」がある。プロジェクトの遂行において、

大きな区切りとなる過程の局面を「フェーズ」と定義する。この「フェーズ」という言い

方も、業界によって「ステージ」「ステップ」「段階」などと言う呼び方もある。 

一般的には、プロジェクトのライフサイクルは、フェーズⅠ(構想)、フェーズⅡ(計画)、

フェーズⅢ(実施)、フェーズⅣ(終結)とされている。プロジェクトライフサイクルは、プロ

ジェクトの性格によっても変わる。例えば、新製品開発プロジェクトの場合、基礎研究、

応用研究、技術開発、製造、販売、製品の撤退がライフサイクルとなり、建設プロジェク

トの場合、コンセプト構築、設計、調達、施工、試運転、検収・引渡しがライフサイクル

となる。IT 関係プロジェクトでは、企画、開発、運用・保守、廃棄が大くくりのライフサ

イクルとなる。 

一つのプロジェクトを特徴のあるフェーズに分けて、その特徴にあわせた管理をするこ

とで、全体を 適化することをライフサイクル・マネジメントという。 
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＊実務能力基準 

① プロジェクトの内容に応じたプロジェクトライフサイクルをイメージし、プロジェク

ト遂行計画を作成している。   

② プロジェクトライフサイクルの特徴を把握し、資源配分を行い投資効率をあげている。 

③ ライフサイクルコスティングの手法を用いてプロジェクト評価を行い、コストの 小

化を図っている。 

 

３）プロジェクト組織マネジメント 

（１）プロジェクト組織の構築 

＊定義 

プロジェクトが高度・複雑化した使命達成型になると、それぞれの役割を持った複数の

プロジェクト組織が全体としての価値創造のためにネットワーク を構成し、プロジェクト

を遂行することになる。 

このような場合、プロジェクト組織は、他のプロジェクト組織との相互関係の中で、自

身の組織デザインと運営をすることが重要になる。また、プロジェクト組織は時限的に新

たに形成されるため、メンバーには他の組織から参画する者、新たに雇用される者などが

含まれるので、前に所属していた組織の文化の差があるので、意思決定方法の確立、コミ

ュニケーション基盤の形成を十分行なうことによって、組織運営が円滑化するよう配慮さ

れなければならない。 

 

＊実務能力基準 

① プロジェクトスコープ、規模、期間、技術的な難易度、契約の形態などを考慮し、プ

ロジェクトチームを編成している。          

② チームメンバーのスキルと適性を判断し、プロジェクト遂行にマッチした配 置計画と

責任分担表を決定している。 

 

（２）プロジェクト組織の維持・運営 

＊定義 

プロジェクト遂行の中心は組織化された「人」の集団、チームである。プロジェクトマ

ネージャーを中心としたプロジェクト組織は、プロジェクトマネージャーの知識・経験・

技量・態度・所作・人格、及び組織を構成するプロジェクトメンバーの文化の差によって

大きく影響される。これらの環境の中で、プロジェクトマネージャーがプロジェクトメン
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バーを動機付けし、組織化し、個人及び組織の能力を 大限に発揮させることがプロジェ

クトの成功につながる。 

プロジェクトチームにおいては、時と場合によって形態・命令系統・マネジメント階層・

職種・委員等が 適になるように変化すべきものであり、プロジェクトチームの運営で大

切なことは、プロジェクト遂行責任・権限の明確化及び情報の一点化・集中化である。ま

た、プロジェクト遂行において、プロジェクトチーム員に対してプロジェクトスコープに

よる WBS に対応した組織構成が決められ、それぞれの役務に対する責任分担を明確にする

必要がある。チームビルディングはプロジェクトチームの共通目標を統合し、意識の高揚

を図り、プロジェクト遂行を効果的に行うことを目的としている。チームビルディングの

進め方は開始時のキックオフミーティング、プロジェクトに関する全体討議、毎日の状況

報告ミーティングなど様々な形で実施される。 

 

＊実務能力基準 

① プロジェクトチームメンバーに対してプロジェクト目標の共通理解を進めるためのキ

ックオフミーティングなどを行い、意識高揚を行っている。 

② 情報システムを構築し、メンバー間のコミュニケーションを促進している。 

 

（３）プロジェクト要員マネジメント（リーダーシップ） 

＊定義  

リーダーの要件は、十分組織化されていないプロジェクト環境において、チームメンバ

ーをリードしていく能力である。プロジェクトチームメンバーに対して自己の地位と権威

を行使することなく、駆け引きが出来ることである。また、リーダーシップには、常に変

わりつつあるプロジェクト状況の中から有効な情報を選別し、方針決定を行い、プロジェ

クト全体の効果を高める情報コントロールスキルやチームメンバーからの個々の要求を統

合し、問題を解決する能力も要求される。 

 

＊実務能力基準 

① リーダーとしての権威を行使することなくチームメンバーを統率している。    

② 有効な情報を選別し、プロジェクト全体の成果を高めるため、情報をコント  ロー

ルしている。                          

③ 全体の意思統一能力、統率力、マクロ的判断力がある。 

④ プロジェクトの成果を上位のマネジメントにプレゼンテーションしている。 
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４）プロジェクトマネジメントの技法 

（１）プロジェクトスコープ 

＊定義 

スコープの定義は､プロジェクト予算､スケジュール､資源などの計画を立てるに当たり､

初に実施しなければならない作業であり､正確に定義することがプロジェクトの成功に

つながる重要な作業である。 

プロジェクトにおけるスコープは次の２つに分けられる。 

① スコープ･オブ･サプライ：提供する製品またはサービスに含まれる機能や構成要素。

基礎､建築､機器､配管､電気など 

② スコープ･オブ･ワーク ：製品またはサービスを提供するために実施される作業。プ

ロジェクト管理､設計、調達､検査、建設、据付､試運転など 

 

スコープの定義に使われる技法がＷＢＳ(Work Breakdown Structure)作成であり､スコ

ープの定義作成には次の項目に留意する必要がある。 

① コスト､作業所要時間､資源所要量の正確な見積もりができること 

② コストコントロール､スケジュールコントロールのベースラインが定義できること 

③ 当該作業の責任と権限の所在を明確にできること 

 

＊実務能力基準 

① ＷＢＳを活用してスコープの定義をしている。       

② スコープの変更を余儀なくされる事態が生じたとき、原因を分析し、迅速に対応して

いる。  

     

（２）タイムマネジメント 

＊定義 

タイムマネジメントは、プロジェクトの目標を達成するために必要な全ての作業・資源

を、時間という制限条件の中で 適化し、プロジェクトの遂行を計画通りに実行するため

のプロセスである。 

タイムマネジメントとは、プロジェクトに含まれる製品あるいはサービスに対し、時間

という軸上で も効率の良い業務手順を計画し、計画に従って実際の作業をコントロール

し、計画変更を予見・管理することである。 
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＊実務能力基準 

① プロジェクト関係者を招集し、プロジェクトの実現性や経済性を考慮して日程計画を

立案している。  

② ＣＰＭやネットワークスケジューリング手法の知識、経験を有しており、日程計画立

案に活用している。 

③ プロジェクトの進捗の管理や評価の枠組みを構築している。           

④ Earned Value などの管理手法の知識、経験を有しており、差異分析などにより、問題

点を見つけ出し、所期の目標を達成すべく対策を講じている。 

 

（３）コストマネジメント（プロジェクトコストの見積、予算策定） 

＊定義 

コストマネジメントとは、プロジェクトを完遂するために必要な予算を策定し、その予

算を目標にして、プロジェクトの全ての作業・資源をコストという指標で 適化する一連

のプロセスである。プロジェクトに含まれる製品あるいはサービスに対し、コストという

指標をもって、積算、収支検討、予算配分、進捗管理等の手順に従って、業務を統制し、

プロジェクト遂行上の課題を解決するとともに、予算の変更を起こす因子を予見・管理す

ることである。 

コストマネジメントを実践するためには、コストの３変数に係わる概念を理解する必要

がある。 

① 数量(物量･作業量) 

実績データ－を収集･分析し､物量･作業量の相関関係を見出し､類推したり､検証する 

② 単価 

物や人には単価があるが、同じ物・人でもその量や生産性の違いによってそれらの単

価は異なってくる。これらの違いを工学的･統計的に分析して理論的に答えを推算する 

③ 効率 

組織や企業により作業効率は異なる。また、プロジェクトにおいても、そのフェーズ

によっても効率は異なる 

 

＊実務能力基準 

① 見積の目的、精度、集めた情報、時間的な条件を考慮し、見積手法を使い分けている。 

② コンティジェンシー、アローワンス、ジェネラルオーバーヘッド、エスカレーション

を考慮し、的確な見積を行っている。 
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③ コストに影響を与える変動因子に配慮し、見積に必要な補正を加えている。 

④ コストコントロール方針を確立し、プロジェクトチーム内にコスト概念を植え付けて

いる。 

⑤ コストコントロール技法を適用し、現状分析を行い、 終コスト予測を常に把握して

いる。 

⑥ 予測と目標コストの差異分析を行い、問題点を見つけ出し、目標コスト達成の施策を

講じている。 

 

（４）品質マネジメント 

＊定義 

品質マネジメントとは、顧客の要求に合った品質の製品またはサービスを経済的に作り

出すための一連の業務プロセスで、顧客が要求する品質の製品またはサービスを経済的、

効果的に調査し、設計・生産・販売して顧客に安心かつ満足して貰うことであり、経営方

針やプロジェクトの方針（計画･契約など）に基づき、あらかじめ定められた品質システム

のもとで、品質計画、品質保証、品質改善などを通じて、計画された品質の製品あるいは

サービスを提供するためのマネジメント機能である。 

プロジェクトにおける品質管理は、そのプロジェクトの 終製品(ハードウエア、ソフト

ウエア、サービス、これらの組み合わせなど)の品質確保のみならず、プロジェクトの実施

の仕方、管理手順等を客先に明示し、品質を保証することが重要である。 

 

＊実践能力基準 

① 顧客および利害関係者のニーズおよび期待を明確にし、それに合った組織の目標を設

定している。 

② 品質目標達成に必要なプロセス、責任、必要な資源を明確にしている。 

③ 各プロセスの有効性および効率を測定し、判定している。 

④ 不適合を予防し、またその原因を除去する手段を決めている。 

⑤ 品質目標の達成に必要なプロセス及び責任を明確にし、必要な資源を確保している。       

⑥ 品質のトラブルを予防するとともにトラブルの原因を除去するための手段を決定して

いる。      
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（５）アーンドバリューマネジメント 

＊定義 

アーンドバリューマネジメントは、プロジェクトの状況を定量的に把握する手法であり、

スコープ、コスト、スケジュールの進捗を同一の測定基準で統合的にとらえ、プロジェク

トの進捗状況、効果を評価する。 

＊実務能力基準 

① プロジェクトを評価するために出来高、予定・実績評価の計画ベースとなる管理基準

線をコストアカウント単位に作成している。 

② 作業内容に応じた測定方法を用いて出来高を算出している。 

③ 管理基準線と出来高の乖離に焦点をあてプロジェクトの評価を行い、プロジェクト終

了時のコスト・期間を定期的に推定している。 

 

（６）リスクマネジメント 

＊定義 

プロジェクトには必ず｢不確実性｣と｢リスク｣が伴う。従って、プロジェクトにおいては

リスクマネジメントが不可欠であり、これを実施することでプロジェクトを成功裡に導く

ことが可能になる。 

リスクマネジメントは、プロジェクト方針(計画･契約)などのプロジェクトがおかれた環

境から、まずプロジェクトに対するリスクマネジメント基本計画を策定することから始ま

る。次に、プロジェクト全体の方針･契約等からその中に存在する制約条件や不確実性を解

析して、リスク事象を特定し、それらの対応策を準備する。プロジェクトライフサイクル

に渡って、プロジェクト状況を監視･評価し、必要があればリスクを回避する対応策を執行

する。 

＊実務能力基準 

① リスク分析評価手法を有し、リスクの特定ができる。 

② プロジェクトにおける方針、計画、契約などの状況を把握し、不確実性を洞察し、ど

のようなリスクが存在するか特定している。 

③ プロジェクトのライフサイクルにおけるリスクの性格を把握している。 

④ 確率と統計の手法を用いて将来発生するであろうプロジェクトにおけるプラスとマイ

ナスの事象を評価して定量化して予測している。  

⑤ それらのリスクに対し対応策を準備している。 

⑥ プロジェクトの状況を監視し、リスクの予兆を逃さず見つけ、回避手段を講じている。  

 315



（７）報告・変更管理 

＊定義 

プロジェクトにおいては、開始から終了に至るまで、数多くの情報が交換されている。

プロジェクト遂行においては、これらの情報の、創出･収集･伝達(配布)･蓄積(保管･管理)そ

して 終的な処理を如何に組織的に、無駄なく、漏れなく行い、管理するかが重要である。

要は、必要な情報が必要なところへ、時間の遅れなしに確実に伝達され、有効に利用され

るかである。 

プロジェクトにおいては、業務の進捗に伴って、不明確･未決定部分等が明らかになった

り、また、プロジェクトの状況が変化したりするため、当初の計画からの変更が余儀なく

されることが多い。従って、それらの変更を確実に、手際よく処理することはプロジェク

トの成功の鍵を握ることにもなる。 

変更の内容は様々であるが、プロジェクト遂行計画に大きな影響を与えるものであるた

め、変更管理システムに基づきシスティマティックに文書で関係者に確実に伝達されなけ

ればならない。 

変更管理システムは次の業務プロセスで構成される。 

① プロジェクトベースラインの設定 

② 変更項目の監視と登録 

③ 変更項目の評価と影響分析 

④ 適切な権限に基づく変更の承認または却下 

⑤ プロジェクト計画の更新 

⑥ 変更追跡システム(change tracking system) 

 

＊実務能力基準 

① 変更が生じたとき、評価と影響分析を的確に行っている。 

② 承認された変更が必要な関係部署へ的確に伝達されている。 

③ 変更に基づく対応策がきちんととられているかどうか追跡されている。  

    

（８）資源マネジメント 

＊定義 

プロジェクトにおいては、人、物、金、時間等の経営資源や技術、情報などの知的資源

を統一された思想のもとで、計画･立案し、組織化し、調整し､統制することが重要である。

これらを司るのが資源マネジメントである。資源マネジメントにおいては、そのプロジェ
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クトの遂行に必要な資源を出し、優先順位をつけて資源一覧表を作成し、必要な資源を、

必要な量、必要な時期に入手するかが記入された資源計画書を作成し、この資源計画に基

づき、資源を適切なコストで調達する一連のプロセスをマネジメントする。また、資源計

画が計画通り実施されているかどうかモニタリングし、遅れが生じた場合、それを修正す

る。 

 

＊実務能力基準 

① プロジェクト方針に基づいて的確に必要な資源を認定している。 

② 資源の調達方法を検討し、決定している。また、代替案を準備している。  

③ 外部調達計画を検討し、決定している。 

④ 調達の契約管理を行っている。 

⑤ 調達した機材や役務の品質管理を行っている。     

⑥ 計画と実績を比較し、差異の分析を行うと共に評価を実施している。 

⑦ プロジェクトのスケジュール・コストに影響のある問題点がある場合には、資源計画

を見直し、修正策をとっている。 

 

（９）引渡し管理 

＊定義 

プロジェクトの完了と引渡しは決まった方法があるのではなく、契約によってプロジェ

クトごとに定められる。契約に定められたコントラクターの責務範囲の完了を、コントラ

クターと顧客の双方が確認し、製品の管理責任を顧客に移行することで引渡しが終わる。 

引渡しに先立って、初期の目標が達成されたかどうかの確認が必要である｡プロジェクト

の製品がプラントであれば、その製品、副製品の品質および生産量、生産過程のプロセス

性能、ユーティリティ消費量など契約仕様書を満足するかどうかが判定基準になる。また、

ソフトウェア開発における引き渡しは、合意された確認書で定められた責務範囲の完了を

顧客側と供給者側が双方で確認したうえで行われる。 

 

＊実務能力基準 

① 契約書、確認書作成においてプロジェクトの性能保証について遺漏のないように取り

決めている。      

② プロジェクト完了時において契約書、確認書に基づいて性能保証をチェックしている。  

③ 引き渡し時点で問題が発生した場合、関係部門と折衝し、迅速な対応をしている。          
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５）プロジェクト遂行環境のマネジメント 

（１）環境マネジメント 

＊定義 

プロジェクトの遂行においても環境マネジメントを適用することが要求される。プロジ

ェクトにおける環境マネジメントは次のような構成が考えられる。 

① 環境リスクマネジメントの明確化 

② 環境マネジメントプログラムの作成 

③ 環境会計計画 

④ 環境マネジメント変更管理 

⑤ 環境会計管理 

⑥ 運用報告 

⑦ 緊急事態の特定と対応手順 

⑧ マネジメントレビュー 

 

＊実務能力基準 

① 環境マネジメントの体制・役割分担を決定する。                         

② 環境リスクマネジメントを明確にし、プロジェクトの環境への影響を評価する。   

③ プロジェクトの環境マネジメント計画を策定し、実行管理する。                 

 

（２）プロジェクトマネジメントにおける IT 技術 

＊定義 

プロジェクトマネジメントにおけるＩＴ技術の活用は、各マネジメント業務処理を支援

し、業務の目的が効率的かつ効果的に実施されることである。また、プロジェクト遂行中

に得られた成果を共有し、かつ蓄積し、後日利用できるようにすることでもある。 

特に 近のＩＴ技術の進歩はすさまじく、この活用の良し悪しはプロジェクトの成功に

大きな影響を与える。 

 

＊実務能力基準 

① プロジェクトの目的、規模、複雑さ等を判断してプロジェクト情報システムの構築に

ついて再利用或いは新規導入の意志決定をしている。                       

② 情報システムを適用するプロジェクト管理業務を決定し、どのような方式にするかを

決定している。 
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③ 新のＩＴ技術を導入し、その活用を図っている。    

                     

（３）プロジェクトをとりまく法的な及び倫理的な側面 

＊定義 

プロジェクト遂行のあらゆる局面においてプロジェクトに関連する関係法規の遵守を徹

底し、社会倫理に適合した行動をとる。また、プロジェクトに関係する技術者は技術者倫

理をわきまえていることが必要である。   

 

＊実務能力基準 

① プロジェクトに関わる法令や適用される標準について認識している。 

② 法令に関わる重大な疑義が生じた場合、関連部門や法律の専門家と連携をとり、迅速

に対応する。 

③ プロジェクトの遂行において公衆やプロジェクトチーム関係者、依頼者に対して公正

かつ公平に義務を果たす。 

④ プロジェクトチーム内に高い倫理観を醸成する。 

 

６）関係性マネジメント 

＊定義 

関係性マネジメントとは、プロジェクトに関与する関係者(Stakeholder) 間を良好な関係

に保ち、プロジェクトが成功裡に終わるように行う一連の業務を指す。関係性マネジメン

トの業務処理として、関係性の｢設計｣・｢維持｣・｢再構築｣の 3 段階が考えられる。 

 ｢設計｣とは、プロジェクト関係者がどのような顔ぶれで、各々どのような係わり方をす

るのかを定めることであり、｢維持｣とは、プロジェクト遂行中、定めた係わり方を円滑に

実施することであり、「再構築」とは、構築された関係性を同様のプロジェクトに適用し

たり、継続して保守サービスなどのサービスモデルに結びつけたりすることである。 

 

＊実務能力基準 

① 契約など関係者の係わり方を定めたものを基準に、プロジェクトに関わるステークホ

ルダーをリストアップし、誰がどのような役割で関わるかを定めている。 

② ステークホルダーとの間に生じる種々の利害が絡む軋轢を調整して、プロジェクトを

円滑に予定通り遂行している。   

③ プロジェクトを取り巻く関係性が設計され、特定された後、良好な関係を維持し、契
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約に結びつけている。 

 

７）バリューマネジメント 

＊定義 

プロジェクトにおける価値創造とは、顧客を中心とするステークホルダーがプロジェク

トに求めるもの、すなわち価値とは何かを認識し、それを定量的に評価し、自身の保有す

る経験・情報・データ、その他の経営資源と組み合わせることによって実現することであ

る。 

バリューマネジメントとは、企業の定型的な活動やプロジェクト活動において派生する

知識、経験などを価値の源泉として蓄え、プロジェクトにフィードバックする価値循環の

プロセスであり、「価値の認識と評価」、「価値の源泉」、「価値の提供」の３段階に分

けられる。 

 

＊実務能力基準 

① 価値評価の手法を適切に活用し、定量的に価値を評価している。 

② 個人、外部の情報･知識を組織的知識体系として昇華できる(暗黙知→形式知)。 

③ カイゼン活動を啓蒙し、価値の源泉を高めている。 

 

８）プロジェクト･ファイナンス･マネジメント 

＊定義 

プロジェクト･ファイナンス･マネジメントとは、プロジェクトを実行する際に必要な資

金調達の枠組みを創出することを目的としたプロジェクの管理手法である。 

初にプロジェクトの基本構想(プロジェクト･デザイン)を練り上げる。これはプロジェ

クトの目的を達成するために、プロジェクトに関係する全ての利害関係者(ステークホルダ

ー)との関係の大枠を明確にし、どこまで自らの資源を投入するのか、あるいは市場から資

源を調達するのか、これらの関係をどう設定するかかの基本的な枠組みを設定する。 

次に、基本構想に基づきプロジェクトを実現するための資金調達の大枠を企画する。こ

の資金には当初見込まれる費用と予想し得ない超過費用とを合計したものとなる。さらに、

プロジェクトとその利害関係者にとって 許容でき、かつまた、負債の拠出者が納得し得る

担保のあり方を同時にデザインすることが必要である。 

プロジェクトファイナンスは、複数の出資者が関係するため、種々の要素を勘案して

適な仕組みを作り上げることが重要である。これらの調整の結果、融資契約、担保契約を
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関係者間で結ぶことになる。 

 

＊実務能力基準 

① コーポレートファイナンスとプロジェクトファイナンスの違いを理解している。  

② プロジェクトファイナンスの基本構想を企画し、担保設定構想をデザインしている。 

③ 資金拠出者の要素を分析し、プロジェクトファイナンスの実行可能な枠組みと 適な

仕組みの創出を行っている。  

④ プロジェクトファイナンスにおける利害関係者間の調整を行い、リスク分担を取り決

めている。 

⑤ 財務会計分析・評価を行い、プロジェクトの 事業性・経済性評価を行っている。 

⑥ プロジェクト関係者間の融資契約、担保契約を結ぶことができる。 

 

９）コミュニケーションマネジメント 

（１）コミュニケーションマネジメントの意義 

＊定義 

プロジェクトには始めがあって終わりがある。プロジェクトはチーム編成の都度多様な

人々によって構成され、それらの人々の出身母体によって文化は勿論のこと、場合によっ

ては言葉も異なる。これらの人々の集団のなかで重要なことはコミュニケーションであり、

この良し悪しで成果が左右されることもあり得る。プロジェクトにおいて、必要な情報を、

必要なときに、必要な関係者に、漏れなく伝達することが重要であり、これを正確に、効

率的に進めるのがコミュニケーションマネジメントである。  

  

＊実務能力基準     

① 各種ミーティングを開催し、プロジェクト関係者間のチームメンバーの相互理解と成

功への動機付けを行っている。    

② プロジェクトチームのコミュニケーションルートを確立し、情報一元化を行い、プロ

ジェクト業務の遂行を確実に効率よく行っている。 

③ 計画的で組織だった文書管理システムを構築している。 

④ 変更管理システムの構築により変更の影響をプロジェクト関係者に周知徹底している。 

⑤ 情報技術の活用により、コミュニケーションを阻害する問題の解決を図っている。   
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（３）異文化コミュニケーション 

＊定義 

人間は、言語や非言語を使って意思疎通を図っているが、意思疎通の手順、方法は生活

習慣に根ざした文化と深く関わりを持っており、情報、意志、気持ちなどの伝達の仕方は

その文化によって大きく異なっている。国内でも、企業文化が存在し、企業によって伝達

の仕方がことなり、地方によっても異なる。海外に目を向ければ、それぞれの国々が長年

の歴史とともに育まれた文化が存在し、伝達の仕方が全く異なるといっても過言ではない。 

このように異なる文化を持つ人々がコミュニケーションを図るということが如何に難し

いかということを認識することが重要である。特に日本は周りを海に囲まれ、隣国との接

触も極めて少なく、また、江戸時代の鎖国もあり、海外との接触が全く無い時代を経て現

在にいたっており、外国人の考え方、伝達の仕方、特に宗教に対する考え方が日本人とは

大きく異なっていることへの気づきが弱いという状況にある。これからますます、海外と

の付き合いが多くなる状況下で、異文化コミュニケーションは極めて重要になっている。 

 

＊実務能力基準 

① 各国にはそれぞれの歴史、文化があり、コミュニケーションはそれぞれの文化を反映

しており、コミュニケーションの仕方は国によって大きな違いがあるということをき

ちんと理解している。 

② ローカル・コンディショニング（地域的特殊事情）を把握している。    

③ 異文化の価値観や通念とその文化的・社会的背景をとらえている。 

 

 

 

 

コンピテンス委員会代表 

代表執筆者  シドニー工科大学 小原重信 
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第３章 プロジェクトマネジメントの展望と発展 
  ―日本版と欧米版の比較分析― 

 

はじめに 

プロジェクトマネジメントの世界で影響力を持つ標準ガイドは、米国の PMBOK [1]、欧

州の ICB [2]、オーストラリア ASPM、英国の Prince２、APMBoK の 4 種類と日本の P2M[3]

がある。日本は米国に比して 10－15 年の後陣を拝してきたが、複合型のプロジェクトマネ

ジメント（プログラムマネジメント）を提唱して欧米版に先行しトップフロントに位置し

ている。その要点は技術システム構築に限定したプロジェクトマネジメントをビジネスモ

デルと融合して、ビジネスやコミュニティモデルの価値創造に拡張した視点である。本論

は、ユーザーの要望に応えて欧米版と日本版の主要な差異について解説する。 

 

 

3.1  プロジェクトマネジメントの展望 

3.1.1  エンジニアリング産業とプロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメントの対象は、大型工場、大型施設、空港、道路、橋梁などの社

会基盤それに建築物を含むエンジニアリングシステムの建設である。エンジニアリング産

業の中核能力はプロジェクトマネジメントであり、「複雑なニーズ」を 適な技術システ

ムにデザインし、構成物を効率的に調達し建設することである。この能力を業界では EPC

（Engineering, Procurement, Construction）と略称し、その仕事の内容を簡潔に説明して

いる。つまり、伝統的プロジェクトマネジメントは要素技術を結集したシステム構築能力

（delivery oriented project management）と言える。しかし、このタイプのプロジェクト

マネジメントには成熟した知識体系の「強み」もあるが、領域がエンジニアリングに限定

される「弱み」もある。 

 

3.1.2  情報産業とプロジェクトマネジメント 

エンジニアリング産業が転換期を迎えたのは 1980 年代である。コスト競争力に陰りを見

せ、日本の労働集約型産業は工場の海外移転を加速化させた。いわゆる空洞化現象の発生

である。1990 年代に入ると国内市場の減少や競争力向上のために、産業界に情報技術革新

が浸透し始めた。エンジニアリング、設計の CAD/CAM 化、デジタルドキュメント化と管

理、製造の自動化や知能化、物流配送の効率化、それに決済のオンライン化などのニーズ

が発生した。IT エンジニアリングの主役登場である。複雑なハードシステムとソフトシス
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テムを融合する知識横断型の仕事の進め方は、エンジニアリング産業のプロジェクトマネ

ジメントにある。情報産業の強みは、知識と情報を加工した経済省の統計によると知的サ

ービスは過去６年の間に倍増し、12 兆円の規模に達している。そこで大型情報システム産

業にもプロジェクトマネジメントの導入と人材育成が認識され始めたのである。 

 

3.1.3  PMBOK ブーム 

筆者は 1984 年米国の PMI（Project Management Institute）会員になったが、当時 PMI

の規模は 3000 人程度でその 70％は建設、エンジニアリング系であった。今日では会員は

12 万人に激増して 70％は情報系の会員が占めている。日本にはプロジェクトマネジメント

知識体系と資格制度が無かったので、エンジニアリング、建設に引き続き情報産業が米国

版 PMBOK に飛びついた。多くの会員は米国版ガイドを信奉する。人気の原因は「わかり

やすい」、「システムで書かれている」、「知識が体系化されている」、「明確なプロセ

スがある」、「グローバルである」の５つに集約される。それが PMBOK ブームを引き起

こしている。 

初の２つの言葉は、明確なシステムという構造、しかも閉じられた構造（closed system 

structure）の対象を指摘している。後の２つの言葉はマネジメントにおける 小限の知識

範囲（BOK－Body of Knowledge）の提示 と手順化（process）記述である。つまり、タイ

ム、コスト、品質、範囲を主要なマネジメントの対象として、組織、コミュニケーション、

リスク、調達を範囲としてマネジメントに関する説明をプロセスで説明している。プロセ

スとは、仕事の開始から簡潔までの一連仕事の手順の形式化である。シンプルな米国文化

と英語はグローバルを実現する標準を加速する。 

 

3.1.4  欧州 PM 連合のガイド 

欧州 PM 連合（IPMA－International Project Management Association）は、ICB（IPMA 

Competence Baseline）を発刊して、３つの点で米国 PMBOK と差別化している。 

その１つが米国の knowledge「知識」ベースに対して、competence 「能力」重視であ

る。欧州は能力の源泉を「知識＋経験」であるとして、知識と経験を分離せず一体化した

42 のコンピテンス・エレメントを ICB に策定した。28 がコアで 14 が追加エレメントであ

る。また姿勢の判定については 18 のエレメントを規定している。コンピテンス・エレメン

トは、内容について説明しており、仕事の形式化は一切ない用語の定義集である。したが

って、仕事の知識、プロセス、スキル、ツールのような解説はない。仕事の領域や環境に

より、一律に知識を規定できないとする思考を採用しているからである。 
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その２は、attitude「姿勢」の重視である。プロジェクトマネジャーは、職業人として適

性、規律、倫理、資質が関係する。ICB は 18 のエレメントの評価基準を提示している。 

その３は、culture「文化」の尊重である。地域には文化・風土・歴史があり、仕事の進

め方や手順は仕事文化に根ざしている。欧州内でも地域で思考、言語、習慣も異なり、ま

たその差異特性が競争力の源泉になっている事実が重要である。ICB ガイドは 42 エレメン

トの 大 20％は国別文化により個別選択を容認している。 

 

3.2  日本版プロジェクトマネジメント 

3.2.1  プロジェクトマネジメントの強み 

2001 年 11 月に公表された日本版プロジェクトマネジメントは「P2M」と呼ばれる。講

演会では「プロジェクトマネジメントの学習で何が有益か？」、「欧米版を勉強すべきか？

日本版か？」という質問が多い。「日本版も欧米版もプロジェクトマネジメントの３つの

共通の強みを維持しているから、実務体験を整理する意味でどちらからでも学習を始めな

さい」と筆者は解答している。 

１つ目の強みはシステムズ・アプローチを基礎にしていることである。システム分析、

システム設計、システムマネジメントの体系を背景に、システム構築の実務を知識・能力

体系化しているので視野が広がる利点がある。 

２つ目の強みは組織横断性である。組織は定常的にライン組織で動いており、プロジェ

クトは少数で部分的であった。ライン組織は分業による生産性を向上させるが、プロジェ

クト組織は機能の壁を越えて、特定テーマに取り組む協働作業であるから、メンバーの視

野を拡張し組織を活性化する役割を担う。 

そして３つ目の強みは、 も重要な知の融合である。特定テーマの期待するシステムを

構築するには、多様な領域の専門家が目的のために知恵を出す努力であり、知識サービス

社会の到来で期待される知識体系である。日本版では、この共通の強みが維持され、強化

されている。 

 

3.2.2  基本的思考領域 

「日本版と欧米版はどこが違うのか？」という質問は も多数である。その多くは認知、

思考、領域に関する質問に大別できる。それを比較整理したのが表１である。伝統的なプ

ロジェクトマネジメントは、基本要求や基本仕様の指定を受けて、エンジニアリングシス

テムを「どのように効率的に作るか」（How）を目指してきた。「システム構築がなぜ必

要か」という事業動機（Why）や「システムがどのように使われるか」資本回収について
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は、責任を負わない姿勢を貫いてきた。プロジェクトマネジメントの典型は、プラント建

設である。入札時には基本仕様、性能、範囲、予算、納期が指定され、資金は出来高で支

払われるから契約内容を確保すれば、コントラクター（建設者）の責務は達成できる。IT

産業のシステム構築も同類の認知・思考が働いている。このパラダイムでは資金獲得が潤

沢な時期には、事業主は楽観的構想でプロジェクトを建設する。構想には時間やコストを

かけずに、安易に建設を優先する傾向がある。 

 

表 3-1  基本的思考領域の差異 
 欧米版 PM 日本版 PM 

認知 技術システムを考える 投資事業の仕組みを考える 
思考 プロジェクトは与えられる プロジェクトは創るものである 
領域 技術システム構築に限定する 事業モデル構築に拡張する 
最適化 システム構築の部分最適 事業として全体最適 
定義 成果物を獲得する 価値を創造し獲得する 

 

地方自治体が楽観的な需要予測で大型施設を建設し不良債務に苦悩する現状は周知の事

実である。事業主は投資意欲を失い、建設者も市場停滞に苦慮している。 

日本版 P2M の認知は事業全体の仕組みを考え Why や What を重視して、自らをプロジ

ェクトの創始者の立場に置く。欧米版は、投資事業者の思考が希薄であり、現場の建設者

の責任者を重視する。投下資金は適確な事業構想とプラントのオペレーションによる収益

から回収される。したがって、プラント建設の完成は「部分 適」でしかない。日本版は

建設者と事業主が、システム構築を継承し包括しながら共存共栄できる事業モデルに拡張

して「全体 適」を追求する。このような思考領域ギャップは も重要なプロジェクトマ

ネジメントの定義にも現れる。米国版はシステムを「成果物の獲得」が目的であるが、日

本版はプロジェクトマネジメントを「価値の獲得」と定義している。 

 

3.2.3  事業改革ニーズと不確実性 

講演会で「事業領域にまで拡張して意味があるのか？」という質問が技術者に多い。そ

のような場合には「プロジェクトマネジメントで期待利益は確保しているか？」と尋ねる。 

「過当競争で利幅は薄く、努力して納入してもクレームが多い」との反応は多い。プロジ

ェクトマネジメントの世界は、建設環境に限定した不確実性には注目するが、事業投資の

不確実性には注目せず範囲外として取り扱ってきた。 

この背景には、事業構想をビジネススクールの MBA、建設をプロジェクトマネジャーで

シェアする暗黙の役割分担がある。MBA はビジネス構想や資金調達や回収に目を向けるが、
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プロジェクトマネジャーは物的資源、技術資源、労働資源にしか関心を示さない。しかし、

欧米も IT を利用した事業改革や金融や投資の合理化で、ビジネス領域の不確実性に対処す

るために知的資源や金融資源が重要であることを感知しはじめている。欧米では MBA と

PM の職業人が定着し経営や契約で明確化しているが、日本を含めてアジアでは組織上の責

任や役割が不明確なのが実態である。それに加えて現代のプロジェクトマネジメントに対

するニーズは、IT システム、ソフトウェア、製品開発、事業開発、事業再生などに拡大し

ている。欧米版オリジナルを事業領域に適用する解説本が見られるが、ニーズ対応はもち

ろん制度慣習と知識体系を誤解する危険がある。 

 

表 3-2  ニーズと環境認識の差異 
 欧米版 PM 日本版 PM 

職業人の役割慣習 MBA と PM で分担 PM 地位、能力、責任負担は多様 
ニーズ 構造物、IT システムに限定 IT システム、投資事業、事業創造、 
不確実性 建設環境中心 建設環境＋事業投資環境 
事業環境 安定環境を前提としている 不安定環境を前提としている 
資源 物的資源、技術資源、労働資源重

視 
６つの資源を定義し、金融資源、知

的資源、制度資源を重視 
リスク 契約リスク、技術リスク 契約リスク、技術リスク、事業リスク 
組織上の責任 プロジェクトマネジャー プロジェクトマネジャー＋プログラム

マネジャー 
 

事業領域へのプロジェクトマネジメントでは経営と実行が一体化しており、事業投資環

境の不確実性を看過できない状況にある。アジア新興国の成長型「安定環境」を前提とし

てプロジェクト内部のリスクだけに注目する思考は、発想転換する必要がある。とりわけ、

日本を含む先進国は、成熟経済における変化が速い「不安定環境」に直面している。不安

定環境とは、劇的な技術革新が次々と起こり、またそのスピードが速いために、勝者と敗

者が二極化するリスクが高い環境である。日本版は事業領域への適用に備えて知識を拡充

したうえで、プログラムマネジャーとプロジェクトマネジャーを階層化して、経営方針、

企画、実行の関連と責任関係を明確にしている。 

 

3.2.4  使命認識と方法論 

「欧米版は目標の明確化か入るので分かり易いが、日本版は使命を起点として分かりに

くい？」という質問も結構多い。欧米版は技術システムの建設を優先して、社会問題や経

営問題を意図的に対象から削除してきた。技術システムは概念設計ができていれば、予算、

納期、性能、範囲を目標にしているから明確である。しかし、「システムをなぜ創らねば
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ならないか？」は、不問である。 近は投下資金や失敗リスクのシェアが、プロジェクト

受注時に条件化する案件が出現し始めている[4]。事業経営に利用する IT システムプロジェ

クト需要が増加するなかで、技術と事業システムの融合思考は避けて通れない時代となっ

た。 

 

欧米版の学習者には「日本版にはシステムズ・アプローチを軽視して、ファイナンスを

知識に入れている」という批判的質問も多い。「システムズ・アプローチはシステムの経

済性分析があり、投資収益や便益効果も分析も範囲にいる。米国版はプレプロジェクトで

取り扱う。欧州版にはファイナンスは範囲内である。プロジェクトは資源投入の意思決定

を起点にする。あなたは銀行に事業構想計画を見せて審査を受けたことがありますか？構

想が説得できないと資金獲得ができず、プロジェクトは消滅する。」と疑問を投げかける

と絶句してしまう質問者も見掛ける。プロジェクトマネジメントの始めと終わりは、シス

テムの構築と引渡とする事例も多数だが、IT 産業について生き残れるのはオンリーワン型

の企業だけで、多くは投資効果の相談にまで応じる「ソリューション事業」に移行する。 

その先行課題にメスを入れたのが、mission「使命」概念に先鞭をつけた日本版である。

システム工学では明確に定義できる良構造問題（well defined issue）を優先して体系知識

や方法論を完成[5]させたので、欧米版のプロジェクトマネジメントも前者における実務で

この恩恵を受けている。しかし、「あいまいで定義しにくい」悪構造問題（ill defined issue）

への進化が少なかったので、プロジェクトマネジメントで手付かずであった。 

 

表 3-3  要求定義システムと使命認識フレームワークの差異 
 欧米版 PM 日本版 PM 

プロジェクト起点 要求定義による技術システム 使命定義による問題解決 
課題設定 明確な構造を持つ課題 あいまいな構造を持つ課題 
全体像 システムモデルで説明 フレームワークモデルで説明 
方法論 独立単数のプロジェクト 複数のプロジェクトモデル結合 
マネジメント プロジェクトマネジメント プログラムマネジメント 
プロジェクト終結 技術システムの完成 問題解決による価値創造 
ライフサイクル 受注から建設まで 構想から投下資金回収まで 
解決意図 人工構造物 人工構造物＋ソリューション 

 

「欧米版はシステム方法論があるが、日本版には方法論がない」との批判もある。その

質問には「日本版のプロジェクトマネジメントもシステム方法論を基礎にしている。複雑

であいまいな問題には、ソフトシステムズアプローチか、フレームワークアプローチをケ
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ースバイケースで採用している」と説明している。伝統的には全体像を把握するのに論理

的なシステムの枠を 初から被せてきたが、それでは「 初に構造と論理ありき」の死ん

だ世界しか写しだすことはできない。生きた人間社会や事業世界では、バーチャルモデル

を現実世界に写像しながら、探索するソフトシステムズアプローチが出現した[6]。 

しかし、全体像を把握するには、人間の「視野を拡大し、視点を高めた」フレームワー

ク認知に勝る方法はない。フレームワークは、システム認知を超えて全体の構成、関係性、

相互影響性、変化挙動などを創造的な仮説推論で読み取る認知科学的方法論[7]である。こ

の全体像を読み取る能力が洞察力であり、表現が現状から将来の期待像への要求を教示す

る使命である。 

「その洞察力は特別の人しか持たない。どのように訓練するのか？」という本質的質問

もある。「ユニークな中小企業の経営者には、豊かな洞察力を持つ人が多い。企業の命運

をかけて、明日をかけて社会、政治、経済、市場、技術、競争者の動きを真剣に深く変化

を読み取っている。だから全体の動きで経営での対応を考えている。全体変化が組織や事

業にどのように影響するか知識学習とケースで訓練する方法が有効である。欧州版は洞察

力とは言っていないが、問題解決（problem solution）エレメントを入れている」。ＭＢＡ

コースや技術経営コースでも同類の訓練を推進しており、プロジェクトマネジャーの能力

検定でも重視する。 

「洞察力に関する参考文献はあるのか？」と研究熱心な質問もある。「洞察力を養成す

る問題発見や問題解決に関する参考本は多数書店で入手できる。稲崎宏治著 問題解決力

ダイヤモンド社、斉藤嘉則著 問題発見プロフェッショナル ダイヤモンド社は、推薦で

きる参考書だ」 

日本版はトップ経営層の方針から出される「使命」に将来の期待像と価値源泉を認識す

る。そして、シニアミドルやスタッフが、使命に包含（harness）される価値を解釈して、

多数の目的、仮説、課題と関係、期待価値を複数のセット[8]に分類する。この作業がフレ

ーム（frame）単位への読取分解（unbundling）であり、シナリオまでの記述をプロファ

イリング（profiling）あいまいな全体像の記述化へのマネジメントで努力と時間をかける必

要がある。フレームとは概念的な全体像の認知単位であり、人間の問題解決に適用される

「思考」や「心の社会」[9]に準拠している。経営現象にいきなりシステム思考で構造の枠

を当てはめるのではなく、問題設定により洞察力で把握した全体像を緩やかなフレームの

結合状態でもれなく的確に描写する取り組みをここではフレームワークと呼ぶ。 
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3.2.5  日本のタテとヨコの潜在力の再構築 

「日本版では欧米版に比べて、日本の強みがどのように組み入れられているか？」とい

う好意的な質問も多い。「良い意味での企業忠誠心、勤勉、ものづくりへのこだわりは、

プロジェクトマネジメントの組織化でこそ活きる。日本版は失われた 10 年の逆風環境で、

プロジェクト発想で経営し業績を向上させたオンリーワンタイプの企業モデルの類型で、

それを検証し形式化に努めた。日本が開発した場の理論[10]やナレッジマネジメント[11]も

P2M に盛り込まれている」のが調査と分析の実感である。 

 

1993 年日本の競争力は世界のトップに輝いていた。世界人口のわずか 2％強の日本人が

世界 GDP の 15％を産出したのは「ものづくり」であった。本田宗一郎のビジョンは三現

主義で「現場で現物を見て、現状を理解せよ」である。つまり「ありのままの姿」から「あ

るべき姿」への意識改革を徹底させた。これがタテの潜在力を発揮させた一例である。 

トヨタのジャストインタイム方式[12]はシニアミドルの大野耐一が中心になり、現場に入

り「ムダ」を徹底して、トップ、ミドル、現場が一体でシステムの関係性を転換した。ヨ

コの強みは、チームワークである。作業領域を限定せずに敢えて重複を許しながら協調す

るラグビー型組織のチームは現場の突発事態に対応力を発揮した。またチームによる 5S（整

理、整頓、清潔、清掃、躾）活動はアジアに浸透し現場の知恵と言われている。日本企業

のタテとヨコの潜在力は未だに健在であることは、これらの代表企業が世界でトップクラ

スの業績を達成することで検証される。将来の問題は分離していたタテとヨコの潜在力を

P2M 導入で全社組織に浸透させることである。 

欧米版はプロジェクトマネジメントを全社戦略レベルと連動していないが、日本版 P2M

に刺激されて企業モデル（Enterprise Project Model）[13]やプロジェクトポートフォリオ

によるプロジェクト選別論が浮上しているが、ＧＥのシックスシグマやビジネスプロセス

エンジニアリングは、経営学から出されプロジェクトマネジメントレベルから生まれては

いないのが実情である。 

表 3-4  組織環境視点でのプロジェクトマネジメントの比較 
 欧米版 日本版 

全社戦略 企業モデル、ポートフォリオ 全社方針と使命の一体化 
人的資源の育成 実行力 洞察力、提案力、実行力の一体化 
意識改革 現場のベンチマーク意識 経営のカイゼンと改革意識 
組織領域 プロジェクト実行力と計測 組織全体の総合改革を狙う 
コミュニケーション グローバルなプロセス標準 合意形成型の場のマネジメント 
知の活用 形式知重視 暗黙知重視ナレッジマネジメント 
階層風土 上下の役割・機能が明確 上下の役割・機能が重複 
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過去 10 年の逆風環境のなかで「勝ち組企業」は、日本のタテとヨコの強みを継承して、

新たなビジョンのもとに再構築[14]している。その基本的理念は、松下電器に見られる「破

壊と創造」や日産の「リバイバルプラン」の理念による戦略プログラムの策定と実行であ

る。「素早く、大胆に対応して、効果を発揮すること」はプロジェクトマネジメントの特

色であるが、P2M では全体使命に表現し、その使命を方針に展開して、戦略的に複数のプ

ロジェクトに分割し統合するように「仕組み」を形式化している。 

その１つはトップの洞察力による意識改革であり、ミドルが自ら改革テーマを創りだし、

プロジェクトとして確実に現場をリードして成し遂げる仕組みである。つまり、洞察力に

よる使命を、ミドルが提案力によりプロジェクト化して、現場で確実に実行する改革意識

一体型の日本型人間システムである。この強みを再構築するためには、少なくとも３つの

対応が必要である。第１には全社レベルで P2M 発想を導入し、組織全体の総合改革を意識

したプロジェクト思考に転換すること、第２には全社方針や戦略に連動させプロジェクト

の場をデザインし暗黙知[15]を引き出すこと、そして第３にはプロジェクト組織を人事制度

と連結して報償制度を導入することが大切である。 

 

3.2.6  複雑な問題への取り組み 

「欧米版が先行するなかで、日本版 P2M にグローバル標準の可能性はあるか？」という

質問もある。2004 年 8 月ではリール大学院のプロジェクトマネジメントの国際賢人会議の

テーマは「プログラムマネジメント」であり、中心的テーマになっている。そのリーダー

格であるフランスのリール大学の Bredillet 教授、ロンドン大学の Morris 教授は、プログ

ラムマネジメントの講義を開始している。シドニー工大の Crawford 教授[16]は、プログラ

ムマネジメントの名称はあってもプロジェクトを全体で関係付ける「統合マネジメントは

日本の P2M だけが提唱している」と説明する。このような潮流を考えれば欧州との相互交

流が進展するが、欧米も研究を進めるので共感はあるが楽観は許さない。 

 

「欧米版と日本版の複雑な問題の取り組みについてどう考えるか？」という質問は本質

的問題を含んでおり、大学院学生やコンサルタント、研究者に多い。「複雑な問題は、構

造的な複雑さと現象的な複雑さの２種類があるが、日本版は双方を取り扱ったために適用

領域を拡大できた」と説明できる。前者の方法論がハードエンジニアリングであれば、後

者の方法論はソフトエンジニアリングである。P2M[17]は、この工学的論理モデルと認知的

概念モデルの結合を取り扱う。認知的概念モデルは、複雑現象の問題的側面あるいは解決

的側面を意図的に状況説明する方法論である。 
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表 3-5  組織環境視点でのプロジェクトマネジメントの比較 
 欧米版 日本版 

複雑問題の解釈 主に構造的問題 構造的問題＋現象的問題 
方法論 ハードエンジニアリング ハードエンジニアリング＋ソフトエン

ジニアリング 
モデル 工学的論理モデル 認知的概念モデル＋工学的論理モ

デル 
問題的側面 フィードバック情報による修正 状況的問題からのブレークスルー 
意思決定 科学的根拠＋実践的根拠 科学的根拠＋実践的根拠 
姿勢 実践的行動重視 実践的行動重視 

 

したがって、問題解決への道筋は、まず現実世界を探索学習して基本認知モデルを同定

して、支配条件を変えて期待世界にモデル化して次段階で工学モデルを構築すればよい。 

その融合調査のために文献や P2M は逆境のなかで好業績を示すオンリーワン型を選定

し、企業実態思考形式、プロジェクトへの導出、マネジメントスタイルに関する枠組みを

導出して、プログラムマネジメントを提唱した。プロジェクトマネジメントが科学か実務

かという議論がある。科学の世界は 100％の論理性、再現性、一貫性のルールを追究するが、

実務の世界では 70％は将来予測が確実にできない意思決定を迫られる。つまり 30％を知り

ながら利益や便益を追求する実務である。プロジェクトマネジメントは、意思決定ギャッ

プを経験、教訓、支配ルールで支援し、成功を確実にする実践体系である。したがって、

製品開発、事業開発などニーズは高いが「複雑で不確実」[18]な問題を取り扱う領域に挑戦

することは１つの使命である。 

 

「欧米版と日本版の知識内容の差異について解説して欲しい」という質問は、実務家で

さらに能力検定による資格に挑戦する人材に多い。P2M の本質的意図は、複雑な問題を有

機的に相互関係のある複数のプロジェクトを統合して使命価値を実現することである。プ

ログラムマネジメントの定義は、欧米版にもあるが。紙面がないので文末参考文献解説を

参照して欲しい。また、「ある小規模メーカーの企画部長ですが、会社の収益が低下し事

業再生計画を委託されています。P2M を使ってどのようにものづくり再生したらよいので

しょうか？」という切実な質問もある。「それはビジネスコンサルティングの仕事です」

というのが答えであるが、全体像をつかむプロファイリングマネジメントや成功要因を検

討する戦略マネジメントは密接に関係するので解説する。 

 

コストで勝負するか差別化で勝負するかは、戦略における業界の自社の判断でどちらも
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可能性はある。しかし、さらに全体を観れば、日本は「ものづくりの経済」で生産におけ

る 適化を求めてきたが、「サービスづくりの経済」で生産の 適化原理はすでに働きに

くいという事情もある。P2M のプロファイリングで時間をかけると、タテとヨコの対話が

始まり、認識が深まる。OS などコンピュータソフトの 1 枚の製造コストが 1000 円でも世

界に１つであれば、10 万円でも１億円の価格設定もできる。また、市場標準による独占的

基盤をねらって無料の戦略ビジネスの事例も話題に上る。 

ものづくりの経済では収穫逓減の原理が働くのでシステムの 適化が要求されるが、サ

ービスづくりの経済では収穫逓増の原理が働く。ビジネスモデルが市場適合すれば、価値

創造は無限であるが、スピードと不連続的変化のなかでライフサイクルも短縮するのが実

情である。新しいものづくりは、「サービス製造業」とも呼ばれ、ものとサービスの融合

である本質が見える能力が養成される。 

 

表 3-6  知識体系の比較 

 
 欧米版 PM 日本版 PM 

プログラム 米国を中心に企業モデルへ 認知モデル＋システムモデル 
マネジメント 独立型プロジェクト 独立型プロジェクト 

複合型プロジェクト 
統合マネジメント 議論と開発の段階で特になし 

全社戦略マネジメント 
ポートフォリオマネジメント 

プロファイリングマネジメント 
プログラム戦略マネジメント 
アーキテクチャマネジメント 
プラットフォームマネジメント 
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾗｲﾌｻｲｸﾙマネジメント 
価値指標マネジメント 
 

知識体系 プロジェクト統合マネジメント 
コストマネジメント 
タイムマネジメント 
スコープマネジメント 
品質マネジメント 
人的資源マネジメント 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝマネジメント 
リスクマネジメント 
調達マネジメント 
 
欧州版では 42 の能力エレメントで

表現している 

プロジェクト戦略マネジメント 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌｧｲﾅﾝｽマネジメント 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ･ｼｽﾃﾑｽﾞマネジメント 
プロジェクト組織マネジメント 
プロジェクト目標マネジメント 
（コスト、タイム、品質、ｽｺｰﾌﾟ） 
プロジェクト資源マネジメント 
リスクマネジメント 
情報マネジメント 
関係性マネジメント 
バリューマネジメント 
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝマネジメント 

知識か能力か 米国は知識体系、 
欧州は能力 

日本は知識＋能力＝実践力 
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アーキテクチャ[18]とは、グランドデザイン（設計思想）を意味する。その役割は、スキ

ーム（構想）モデル、システムモデル、サービス（運営）モデルに区別し、実践のための

機能、構造、操作をデザインすることである。このデザインは、プログラムによる「プロ

ジェクト結合価値連鎖」の仕組みと、プログラムによる「プロジェクト結合のライフサイ

クル」という 2 つの側面を持つが、共通して重要な認識は、プログラム全体が外部環境の

不確実性にさらされるので、どのようにマネジメント対応するかである。 

その１つは総合的、協調的、創造的、提案的、迅速的なコミュニケーションのための共

有する「場」である。この「場」の具体的な実現形式をプラットフォーム[19]と呼び、具体

的なプログラムへマネジメントにおける使命、環境、分担に関する情報やデータ共有し問

題解決に対応する。 

もう１つの対応が外部変化に対する変更である。変更は代替案の採用になるが、その視

点は「投資に対する将来資産を比較した意思決定」であり、プロジェクトの差し替えで専

門的にはリアルオプション[20]と呼ばれる。この２つに対応が伝統的プロジェクトマネジメ

ントに見られない外部対応への特色である。 

プログラムを達成すると物的資産はもちろん問題解決を実現したイノベーション価値、

利害関係者が獲得できる調和価値、それに実行ノーハウやデータなどの知的資産価値が獲

得できる。これを価値評価[21]のために事前、中間、事後でモニターするための多次元の指

標化が必要である。その１つの有効な手段がバランス・スコアカード手法の利用である。

欧米版は、これまで「価値ある」とか「価値を産む」という形容詞が入っていない。つま

り、プロジェクトあるいはプログラムマネジャーは、２つの責任を持っている。それは効

率（efficiency）、効果(effectiveness)である。効率とは能率を意味し生産性である。効果と

は、将来価値である。 

この効果については研究の余地があり、P2M で開発に貢献したのは確かである。プロジ

ェクトマネジメントでは、新たにプロジェクト戦略マネジメント、プロジェクトファイナ

ンス、情報マネジメント、関係性マネジメント、バリューマネジメントが新たに追加され

ている。この追加は学習者にとって負担となるが、経営、事業、製造に関る IT 産業、開発

事業を重視する製造業、不動産投資を成長分野とする建設産業、大学講座の技術経営（MOT）

スクールでは必修の知識内容である。 
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3.3  結論 

後に全体見解を述べる。米国版の強みは「シンプルで理解しやすい」実務性である。

その構造と機能は汎用的なシステムズ・アプローチを基礎に、システム分析や評価を削除

して構築部分に特化した。またプロジェクトマネジメントでも「進捗マネジメント」を重

視して 小限の知識範囲に限定し、領域別の標準プロセス解説を施している。これに対し

て、欧州版は知識でなく「総合能力」を重視し能力範囲を用語で定義する方式を採用して

いるので構造や内容が見えない「弱み」がある。しかし、能力判定の基準を明示しプロジ

ェクト環境文化風土を重視する「強み」もある。このような差異はあるが欧米版を総括す

ると、「効率的にシステム成果物を獲得する」方向性は一致している。  

 

現代のプロジェクトマネジメントに対するニーズは、技術システムから経営システム、

社会システムへと拡大している。欧米版は技術システムに特化し、この拡張ニーズに十分

に応えていないが、日本版は３つのプロジェクトマネジメントの開発進化で道を開いた 

第１は「価値創造」思考の導入である。使命価値の全体像をシナリオ化する方法や事業

やプロジェクト価値を計測する知識やスキルを導入している。 

第２は、事業に付随する外部環境変化による「不確実性」への対応である。敢えて総体

的な弱みを指摘すれば、欧米版のパラダイムは、「始めたら終わりまで止めない」硬い構

造を持ち、「なぜプロジェクトをやるのか」について疑問を向けない体系になっている。

日本版は外部変化により、プログラムライフサイクルの中で、プロジェクト結合の組み換

え、拡大、縮小、延期、中断オプションの選択評価を入れている。 

第３が「あいまいで複雑な問題」への取り組みである。その中心的展開が、複数の有機

的プロジェクト関係を統合するマネジメントと組織能力開発である。 
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第４章 P2M 実践事例 
 

4.1  技術移転プロジェクトのポイント 

      せき自作ロボット研究所  関 淑子 

社会により善悪の基準が異なる 

私は 1971 年から 1998 年までの間にスペイン、エルサルバドル、ベネズエラ、米国と４

つの外国に暮らして、土木・建築、製鉄、IT など様々な産業の様々なプロジェクトに関わ

りましたが、痛切に思い知らされたのは、社会が異なれば善悪の基準そのものが異なると

いうことでした。 

日本の過去を振り返っても江戸時代、明治維新から太平洋戦争中、敗戦後、現在と大き

く価値基準が変わっています。江戸時代の価値基準が現代の日本と異なる以上に、外国の

価値基準は日本社会の基準から異なっている場合も多いのです。 

価値基準が異なることは、当然、仕事上の行動にも反映します。従って、外国で仕事を

するためには、その国の価値基準を理解することが極めて重要ですが、日本人の多くは日

本とは異なる価値基準があるということ自体を理解していないようです。 

特に、日本人は宗教心が希薄ですが、殆どの外国では宗教の影響が非常に強く、社会の

価値基準は宗教に基づいていることを肝に銘じるべきでしょう。外国でのプロジェクトに

関わる人々は、その国の宗教や歴史、文化、経済、政治などについて学ぶことが絶対に必

要だと思います。 

幸い、日本には世界中のあらゆる国々や社会についての書籍が出版されています。特殊

なものはインターネットで検索すると見つかります。この書籍への投資はたかだか数万円

程度でしょうが、現地に行くと数十倍以上の価値を持つようになります。 

米国のイラク攻撃により今後の世界の宗教的対立は激化し、イスラム圏を中心とする発

展途上国では反米感情が非常に高まっていくと思われます。また、欧米の環境主義者の行

動を見ると、反科学技術主義が濃厚です。冷戦時代よりも難しい時代になって来るでしょ

う。 

この人々がどういう背景を持っているのか、過去にどういう行動をしたのか、今後どう

しようとしているのかを理解するには、日本から持ってきた書籍が非常に役立ちます。国

際プロジェクトや技術移転に携わる人々は、このような一つの価値観だけに固執し、多様

な価値観を認めない原理主義者達の攻撃の対象になる可能性があります。また、マフィア

や国によっては軍隊などが豊かな人々を狙った誘拐ビジネスを営んでおり、日本人は身代

金の支払いが良いし、危険というものを理解していないために、誘拐ターゲットになりや
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すいのです。 

従って、情報をできるだけ沢山収集し、現地に味方を大勢作り、万一の事態をシミュレ

ーションして、対策を立てておくということが必要不可欠になってきています。 

 

情報ネットワークの構築 

「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」と言います。「敵を知る」ためには情報が

不可欠です。日本から持ってきた宗教や歴史、文化、経済、政治の解説書は、教科書であ

り、参考書です。もっと重要なのは現地の情報です。 

まず、土地の言葉を学ぶ。これは鉄則です。日本にいる時に少しでも学んでおくべきで

すが、無理だったら、文法書と辞書だけは必ず入手すること。特殊な言語でもインターネ

ットで探せば見つかるでしょう。現地に行ったら、その土地の言葉を教える教室や個人を

探すこと。殆どの言語は、1 ヶ月毎日少しでも勉強すれば、だいたい日常会話ができるよう

になるものです。 

現地へ行ったら、英語と現地の言葉で書かれた新聞の両方を購読しましょう。毎日、同

じニュースを英語と現地語で読む時間を短時間で良いから、必ず作りましょう。表題を眺

めるだけでも、どんな事件が起こっているかは分かります。 

米国である日本の大学のプロジェクトに関わっていたことがあります。この大学が取得

した土地は、開発が数年後まで禁止されている地域でしたが、大学や病院などは、市の開

発委員会の許可があれば、期限よりも前に開発できることになっていました。 

私は別の街に住んでいたのですが、大学建設予定地を訪れる度に地元の新聞を買ってい

ました。ある日、環境主義者たちがこの土地の開発に反対しているというニュースが出て

いました。大学の開発許可は既にでていたため、プロジェクトの日本人トップはこのニュ

ースを重視しませんでした。 

しかし、環境主義者たちの勢力が強くなり、とうとう新条例を作って、この土地の開発

を期限まで事実上できないようにしてしまいました。米国では日本と異なり、過去に遡っ

て法律を適用することがあるのです。既に出ていた開発許可も駄目になりました。不遡及

の原則という世界に通用するはずのものでも、社会が異なれば変わるのですね。 

地元民の反対を押し切って、外国人が仕事を強行することは、絶対にやってはいけない

ことですから、このプロジェクトは開発許可が有効でも中止となったでしょう。しかし、

このニュースを知ったその時から調査を開始して、対策を考えておけば、中止となっても

コストも少なかったし、顧客の信頼も大きくなったでしょう。この場合、トップが法科出

身だったことがあだになったかも知れません。 
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地元の新聞を読んでいると、そのうちに現地語が少しずつ理解できるようになります。

家庭教師がいれば、解説してもらうと良いと思います。ニュースは土地の習慣が分からな

いと理解できないことがあります。エル･サルバドルでは毎朝ラジオで「父親たちよ、子供

に対する責任を取りなさい」と放送していました。実は、エル・サルバドルは日本の平安

時代のような状態で、庶民の間では結婚制度が確立していないのです。男性は女性の家に

住む。男性は光源氏のごとく、次々と別の女性と付き合う。子供は女性が育てる。 

一般的に発展途上国の庶民レベルでは、女性の経済力のほうが男性よりも高いのです。

女性のほうが働き者だということもありますが、商業を女性が担当しているからだと思い

ます。農業は農閑期がありますが、商業は一年中営むことができるため、安定した収入を

得られるからです。 

概して、何処の国でも貧しい層の人々では、女性のほうが責任感があり、正確な情報を

提供しますから、男性と女性が異なる情報を伝えた場合、他に判断材料がない場合は、女

性の情報を信じることをお勧めします。道を聞くというような簡単なことでも、女性、特

に若いしっかりした女性が良いようです。知らない場合は知らないと答えますから。反対

に中年男性は、知らなくてもでたらめな道を教えることが多いのです。 

テレビではニュース番組と歌番組、それにラブ・コメディーのような番組を見ることを

お勧めします。現地の歌を覚えると、現地の人々との付き合いが非常に楽になります。ラ

ブ・コメディーはストーリーが単純なので、理解が簡単だからです。 

現地の人々、仕事仲間と交際するだけでなく、できれば交際範囲を広げましょう。私は

必ず、現地の大学で学ぶか、大学がなければ何かの学校で学んでいましたし、公開セミナ

ーにも出かけるようにしていました。この結果、様々な専門家たちと知り合いになれて、

有益な情報も入ってくるようになったし、分からないことはすぐに尋ねることができるよ

うになりました。 

秘書、事務員、運転手、女中といった人々の家族とも交際しましょう。この人々の好意

を得られるかどうかで、日常生活が快適になるかどうかが決まるだけでなく、誘拐が企て

られているとか、クーデターがありそうだ、などの情報も入ってきます。 

立体的に理解する 

外国を理解すると同時に、「己を知る」つまり、日本の価値基準を理解する必要があり

ますが、この点で 良の手引書は故きだ みのる著「にっぽん部落」（岩波新書、1967）で

しょう。きだ みのるは青春時代にアテネ・フランセ創立者に養われ、慶応中退後パリ大学

で古代社会学を学び、第 2 次世界大戦前のフランス人民戦線内閣の要人たちとも付き合っ

ていた経験から、日本を日本人とフランス人、都会人と地方人と、複眼的に眺めることが
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できました。 

彼は太平洋戦争中から東京郊外の農村に住み、周りの人々と付き合いながら学んだ日本

農民の行動様式について、フランスに紹介するために「にっぽん部落」を書きました。こ

のために、平明な比較文化論になっており、刊行後 40 年近く経っても、この本を上回る日

本文化論はないと思います。 

きだ みのるによると、日本の村は 3 つから 4 つの部落から構成されており、部落は 10

軒から 15 軒ほどの世帯から構成され、親方と呼ばれる世話役が纏めています。この部落の

行動様式が、実は自民党の派閥や中央官庁の課など都会の小集団にも当てはまるというこ

とを、例を挙げて説明しており、今の企業組織の理解にも役立ちます。 

また、義理というのは、結局のところ、Give and Take のことであり、世界に通用する

概念だと指摘しております。「日本人の良心」とは「自分の中の他人の目」であるとも言

っており、これは殆どの日本人がうなずくところでしょう。 

この本は絶版になっていますが、古書店などでは入手可能ですし、図書館にはあるでし

ょうから、是非一読して頂きたいと思います。 

外国の個々の組織や個人の考え方、組織の行動様式などは、個々の現象だけを見ている

と理解できないことがあります。私は、こんな時に、ある個人の行動や発言をその時の状

況と関係して記憶し、3 つほど異なった状況での行動や発言を組み合わせて理解するように

しています。芝居の登場人物を眺めるように理解するのです。 

少し距離を置くと、目の前の現実に捕われずに、客観的に眺めることができるため、そ

の人物の価値観、行動様式が理解しやすくなります。これは組織の行動原理を理解する手

法としても使えます。複数の人々の行動や発言を状況と関係づけて記憶して、全体として

のパターンを理解するのです。 

きだ みのるは、部落の人々の性格や言動が浮かび上がってくるような描写をしています。

そして、その言動を部落の持つ規範と結びつけて解釈しています。同時に中央官庁の役人

や自民党の派閥の行動と比較して、パターンを呈示しています。 

外国でも、この分析は当てはまる場合が多いように見受けられます。全然、異なる場合

でも、日本人マネジャーは 10 人から 15 人しか管理できないが、米国人マネジャーは 30 人

も 40人も管理できる。どんな方法を取っているのだろうかと、考える手がかりができます。 

 

仮説とシミュレーション 

「百戦危うからず」ということは、相手の言動を予見して、対抗策を考えることができ

るということでしょう。予見するためには、行動や発言のパターンを理解して、この人は、
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又は、この組織はこんな価値観を持っているに違いない。それでは、A という状況の時には

αという行動に出るだろう。B という状況ではβとなるだろうと、仮説を立てて考えること

も重要です。 

永世棋聖の米長邦雄は「人間における勝負の研究」（NON Book 1987）で、「仮説は

読みの裏付けのあるカンであり、仮説がなければチャンスを活かせない」と言っています。

立てた仮説と結果が異なる場合には、理由を分析して修正していくと、段々精度が向上し

ていきます。 

私は仮説を立てるのは大好きなのですが、米国人の心理学専門家に「あなたは仮説を立

てると、それが正しいと信じこむ傾向がある。しかし、全員に仮説構築能力があるわけで

はない。他の人々は、あなたの仮説を使って検証することができる」と言われたことがあ

ります。仮説を作る人、事実を見て仮設を検証する人と、役割分担をすることが望ましい

ようです。 

仮説に従ってシミュレーションをすると、対策が立てやすくなります。映画に出てくる

戦争の作戦本部などでは、地図の上に部隊の模型を配置して、相手の出方を考えながら、

作戦を目に見える形でシミュレーションしています。 

現実のプロジェクトでも、似たようなものを作って、シミュレーションすると良いので

はないでしょうか？天災が起こったら、ストライキが起こったら、クーデターが起こった

ら、前もって考えておくと、似たような事態が生じた時に対応が非常に楽になります。 

私は 100 年に 1 度の大寒波とか、30 年に 1 度の洪水などに遭遇したことがあります。統

計上 100 年に 1 度しか起こらない天災とか事故は、100 年後に来るのではありません。も

しかしたら、今日来るかも知れないのです。確率的に低いものでも、起これば極めて深刻

な結果を招くような要素は、多少は考慮しておいたほうが良いと思います。 

神戸の大震災のような事態は、ビジネス的には中々考慮が難しいでしょう。しかし、他

国だったら、あれだけうろたえたでしょうか？ミサイルに爆撃されたら、テロリストが巨

大爆弾をしかけたらと、常日頃から行政や企業や個人が考えていたら、もう少し、適切な

対応が迅速に取れたのではないでしょうか？ 

子供の頃、新宿の名画座で映画を見ていたら、隣のキャバレーから出火したことがあり

ます。昼日中だったので、あまり恐怖は感じませんでしたが、キャバレーの 3 階からロン

グドレスを着た女性が身を乗り出しているのを見た時以来、火事の時、どう逃げるかをし

ばしば考えるようになりました。 

私は旅行すると、ホテルの非常口を調べておき、バスタブに水を入れておくようにして

います。地震にあった人から、一番困ったのは水道から水が出なくなったことだと聞いた
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からです。勿論、非常時にパスポートや現金、健康保険証なども持って出られるように準

備しています。 

ところで、仮説を立て、物事を分析し、シミュレーションする時、なるべく先入観を持

たないほうが好ましいことは確かですが、人間は偏見の塊なので色メガネをかけずに物事

を見ることは難しいでしょう。それなら、一つだけでなく、幾つかの色メガネをかけたり、

はずしたりして見ると、割合に正確に見られるのではないでしょうか。 

具体的に言うと、「米国人だったら、どう思うだろうか？」「エル･サルバドル人なら？」

「スペイン人なら？」と考えます。できるだけ具体的な人物を思い浮かべて、その人の目

で見る訓練をすると面白くて役立ちます。 

  

可視化する 

どんなプロジェクトでも、新しい概念を相手に説明する場合、言葉では限界があります。

特に通訳を介すると、恐らく 50%程度しか相手に伝わらないでしょう。従って、簡単なこ

とでも別々の表現で 2 回以上伝えることが望ましいと思います。 

欧米人のエリート達は文章で緻密な表現をする訓練を小学校の低学年から受けておりま

すが、日本には、緻密で正確な文章を書く訓練をしてくれる学校はありませんから、日本

人の文章による表現能力はかなり低いと思います。文章の表現能力を磨くことはビジネス

人として必須ですが、なるべくグラフ、表、図などを多用してメッセージを可視化するこ

とをお勧めします。 

可視化することは、言葉の壁を乗り越える優れたコミュニケーション手段ですが、それ

以上に、作成した人間の分析能力を高め、全体としての仕事の能力を大きく高める可能性

があります。文章だと、誰が何処で何を何時どうしたかが不明確になりがちですが、絵を

描いて見ると、あいまいな点が見えてくるのです。 

私は米国の建設業界で働いていたことがあります。1987 年ごろ UCLA（カリフォルニア

大学ロサンゼルス校）で建設管理について学んだ時に、スケジュール管理手法としてパー

ト方式のクリティカル・パス作成ソフトウェアを学びました。 

当時、働いていた日本の建設会社に、豊富な経験を持ち、現場を熟知しているのに、英

語が下手なために、米国人の業者達とうまくコミュニケーションが取れない日本人のプロ

ジェクト・マネジャーがいました。 

コンピュータに触ったこともない彼に、このソフトウェアを教えたところ、劇的な効果

が出ました。当時、彼が担当していた 3 ヶ月の内装工事で 2 週間も工期を短縮してしまっ

たのです。その後、彼はどんどん大きな工事を担当するようになり、スペイン語も出来な
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いのにメキシコまで行って大プロジェクトを遂行してしまいました。 

彼は豊富な経験を活かして、工事に関わる全てのプロセスを分析し、サプライヤーや下

請け業者にもスケジュール表を渡していました。彼の偉いところは、毎日アップデートし

てクリティカル・パスをリアルタイムで掴んでいたことです。これは専用の PC があり、自

分でソフトウェアを使えたからこそ可能になったのです。 

米国人やメキシコ人の業者も理解しやすいスケジュール表が出てくるため、自分たちの

担当業務の遅れが他社の仕事のスケジュールにどんな影響を与えるか一見して分かり、非

常に協力的でした。 

クリティカル・パス方式の良いところは、一つのプロセスの進行が下流のプロセスにど

んな影響を与えるかすぐに分かることです。シミュレーションを行って、問題点を前もっ

て掴んでおき、対策を考えておくこともできます。 

この人は、現場経験は豊富でしたが、特別に優秀ではなく、普通の人でした。しかし、

たった一つのソフトウェアを使いこなした結果、持っていた経験や知識などを十分活用で

きるようになり、プロジェクト管理遂行能力が飛躍的に高まったのです。 

しかし、可視化ツールは、複雑な情報を整理し、条件が変わることによる影響を予見す

ることには役立ちますが、持っていない能力をつけることは出来ません。やはり、基本的

には専門能力を継続的に向上させていくことが大切だと思います。 

私の限られた経験に基づいた独断的な意見ですが、皆様の参考になれば幸いです。 
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4.2  P2M、CMM に則ったプロジェクトマネジメント 

株式会社 東 芝  IS センター 水野  隆 

私が所属している部門では、CMM プロセスに則ったプロジェクト管理を実践している。

プロジェクト運営において、P2M（及び PMBOK）の知識体系が非常に有効であったので、

報告する。 

１．CMM とは 

CMM とは、米国カーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所が開発したソフトウェ

ア能力成熟度モデルである。CMM はソフトウェアプロセスの成熟度を、レベル 1（初期段

階）からレベル 5（ 適化段階）までの 5 つのレベルに分類している。 

各レベルに対してキープロセスエリア（KPA）を定義している。KPA は、企業又は組織

が特定のレベルとして認定される際に満たすべき領域である。 

なお、ソフトウェア開発を対象とした SW-CMM に、システムエンジニアリング（ソフ

トウェアを含む・含まないにかかわらずシステム全体の開発を対象）等を統合したモデル

として CMMI が開発された。 

CMM と CMMI の違いを図１に示す。CMMI の特徴として「決定分析と解決」、「妥当

性確認」、「検証」、「リスク管理」等のプロセスがレベル 3 の KPA として追加されてい

る。これらはレベル 4・5 を達成するのに必要な定量的プロジェクト管理・統計的プロジェ

クト管理の実現、QCD（品質・コスト・納期）の管理における自律的な改善の実現の基礎

である。 

東芝 IS センターは 2001 年 6 月に CMM レベ

ル 3 認定、2003 年 6 月 CMMI レベル 4 認定を

受けた。 

 

 

 

 

 

 

                                           

図１．CMM と CMMI の KPA 
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2. 組織に合った CMM プロセスの実装 

CMM はあくまでもモデルである。個々の組織でそのまま使用できるプロセスを定義して

いるわけではない。組織のおかれたビジネス環境、成熟度レベル、文化等を考慮し、CMM

プロセスを実装する必要がある。 

ビジネス環境であれば、世界を意識したグローバルビジネス用システムを考慮する必要

があるか、QCD（品質・コスト・納期）で特に優先すべきものはあるか（例えば、金融関

連業務等非常に高い品質を考慮すべきシステムが存在するか）等である。 

成熟度レベルであれば、現状がレベル 3 であり、レベル 4 を目指しているのであれば、

レベル 4 までを含んだ組織としてのプロセスを実装する必要がある。 

組織に合った CMM プロセスとは何であろうか？ 

「プロジェクト計画プロセス」、「トレーニングプロセス」、「リスクプロセス」等の

ソフトウェア開発を実施するための手順書がまず挙げられる。組織の文化や組織で育んで

きた様々な教訓・グッドプラクティス（良い事例）を盛り込むことが重要である。 

「プロジェクト計画作成テンプレート」、「標準 WBS テンプレート」、「トレーニング

実施記録フォーム」、「議事録フォーム」、「リスクガイドライン」等のツールも必要で

ある。これらはプロジェクト管理上のツールとして効率向上を意識したものであることが

重要である。 

これらのプロセス、テンプレート、フォーム、ガイドラインを維持管理する必要がある。

この役割を果たすのが、SEPG（Software Engineering Process Group）という専門組織で

ある。 

プロセスを用意しただけでは絵に描いた餅になりかねない。組織に浸透させる必要があ

る。その役割を果たすのが、SQAG（Software Quality Assurance Group、SQA と略して

いる）である。当部門の特徴として、SQA の傘下に QR（Quality Representative：品質代

議員）を各プロジェクトに必ず置いている。QR は各部課から選出されたプロジェクトマネ

ジメント経験者である。各プロジェクトにはプロジェクトと独立した部の QR が選ばれ、

プロセス適用に関するアドバイスや効率的なプロジェクト運営に関するアドバイスを実施

する。また、QR は内部監査者としての機能もあり、プロセスを遵守しているかを監視し、

品質保証・品質向上を支援している。 

典型的なプロジェクト体制を図２に示す。 
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顧客 プロジェクト体制

SQAＧ

QR

協力会社

シニアマネジメント

プロジェクトリーダ

プロジェクトマネージャ

プロジェクトチームＡ プロジェクトチームＢ

シニアマネジメン
ト

構成管理担当
リーダ

顧客側メンバ

図２．プロジェクト体制 

 

3.  CMM と P2M のプロセスの共通点､相違点 

CMM、CMMI が定義しているプロセスを図１に示したが、P2M のプロセスと同じもの

はあまり多くない。ただし、プロセスの内容を比較すると縦割り・横割りの違いはあるが、

重なり合っている。特に、P2M のプロジェクト組織マネジメント、プロジェクト目標マネ

ジメント、プロジェクト資源マネジメント、リスクマネジメントの内容は CMM のプロセ

スとの相違点が多い。 

P2M のプロジェクト組織マネジメントの４節に組織成熟度がある。レベル 1（場当たり

的）からレベル 5（ 適化）までについて、戦略・プログラム・プロジェクト・タスクを定

義している。CMM のレベル 1 からレベル 5 とは視点が違うが、組織としての戦略をいかに

実行していくかは非常に参考となる。 

P2M のプロジェクト目標マネジメントは 8 節から構成されている。ライフサイクルマネ

ジメント、スコープマネジメント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネ

ジメント、アーンドバリューマネジメント、報告・変更管理、引き渡し管理である。これ

らは、CMM のプロセス内にほとんどが埋め込まれているが、各節に記述されているツー

ル・具体例等は活用可能である。PMBOK にも同様のプロセスがあるが、日本の文化・ビ

ジネスを考慮した P2M の方が我々の仕組み作りに合っている項目が多い。 

 

4.  プロジェクトの場を考慮したリスク把握 

プロジェクトマネジメントはリスクマネジメントであるとよく言われる。リスクは QCD

（品質・コスト・納期）により評価されることが多い。進捗管理ではこれらのリスクを追

跡することが重要であり、リスクを管理することがプロジェクト管理に直結する。 
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リスクはプロジェクトライフサイクル上の全てで発生しうる。リスクをいかに早く特定

できるかはプロジェクト成功を大きく左右すると言っても過言ではない。プロジェクトの

初期段階でできる限り多くのリスクを把握し、リスク緩和策・リスク対応策を予め作成し

ておくことが重要である。 

リスクの特定において、P2M の「プロジェクトの場」や「プラットフォームマネジメン

ト」が非常に有効だったので、紹介する。 

プロジェクトにはいろいろな場がある。開発ライフサイクルにおける各ステージの場、

顧客や協力会社との交渉の場、組織内での予算確保交渉の場、プロジェクト活動中に起こ

るプロジェクトメンバとの様々なコミュニケーションの場。いろいろな場を想定すれば、

自ずとリスクは浮かんでくる。中規模開発プロジェクトなら少なくとも数個、大規模開発

プロジェクトなら十個以上のリスクが必ず存在する。 

P2M・PMBOK・CMM でリスク管理が強調されているのは、プロジェクト成功におい

ていかにリスクが重要であるかを示したものである。 

プロジェクトマネジャーやプロジェクトリーダの実力を確認するのに も簡単な方法が

ある。担当しているプロジェクトのリスクは何かを聞くことである。リスクが特定され、

リスク緩和策・リスク対応策が出てくるようであれば、かなり信頼できる。リスクを特定

できないようであれば、ほとんど頼りにすることはできないと言ってもいい。プロジェク

トマネジメント能力がない、プロジェクトを真剣に考えていない、又はプロジェクトを理

解していないと考えられるからである。 

とはいいながら、組織が未成熟なケースも多い。優秀なプロジェクトマネジャーを短期

に育成することは簡単ではない。特効薬はないが、P2M のプロジェクト組織マネジメント

にあるプロジェクトオフィスは有効である。PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)と

呼ばれることも多いが、このような専門部隊を設け、リスクを特定する際の支援を組織的

に実施することができれば、組織全体のプロジェクト成功確率は確実に向上する。リスク

を管理するナレッジデータベースを構築し、過去に発生したリスクを組織全体で共有する

ことは非常に有効である。実際に私が担当しているプロジェクトでは約 20 のリスクを列挙

したが、半分以上のリスクについて組織で保有しているリスク一覧を参照した。 

 

5.  定量的プロジェクト管理の実践 

CMM のレベル 4 においては、定量的プロジェクト管理が実現されている組織（単にプ

ロジェクトではないことに注意）である必要がある。P2M であれば、アーンドバリューマ

ネジメントにあるようにプロジェクトの状況を定量的に把握し、コントロールすることで
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ある。 

定量的プロジェクト管理として、まず必要なことは有効な数値（メトリクス）を収集す

ることである。ただ単純にメトリクスを収集しても意味はない。プロジェクトとしてどの

ようなメトリクスが必要であるかの意志を持ち、戦略的に収集・活用することが重要であ

る。 

先ほど CMM レベル 4 では組織として定量的プロジェクト管理が実現されている必要が

あると述べたが、簡単に説明する。優秀なプロジェクトマネジャーが組織に多数いれば、

それに越したことはない。実際はそんなケースは稀である。それでは、どうすればよいか。

組織としてのプロジェクト管理上のメトリクス（組織メトリクス）を持つことである。組

織メトリクスが存在すれば、経験の少ないプロジェクトマネジャーでもプロジェクト成功

確率を高めることが可能である。 

それでは組織メトリクスをどのように活用すればよいだろうか。1 万行のプログラムがあ

ったとする。テストにおいてどれくらいの欠陥を抽出すべきであろうか。経験豊かなプロ

ジェクトメンバであれば、大体の数値は出てくるであろう。経験のないプロジェクトメン

バはどうするであろうか。他のプロジェクトメンバや有識者に聞くことが多い。 

私が所属している部門では、CMM に則り組織メトリクスを用意している。ただし、その

まま組織メトリクスをプロジェクトに適用しても意味はない。プロジェクトの特徴を考慮

し、プロジェクトとしてのメトリクスを設定することが必要である。設定したメトリクス

計画に則り PDCA サイクルを回す。たとえ組織メトリクスの範囲内に入っていても、プロ

ジェクトとしては異常であることもあり得る。 

例） 

①組織メトリクス 

・組織で蓄積してきた値 

平均値 100 

分散σ 20 

意味 ±1σである 80-120 に 68.3%が存在 

   ±2σである 60-140 に 95.5%が存在 

②プロジェクトメトリクス 

・経験や同種のプロジェクトでのデータ分析から組織メトリクスを考慮し、設定する。  

σはプロジェクトに特化しているため、組織メトリクスのσより小さくなることが多い。 

平均値 110 

分散σ 10 

 353



意味 ±1σである 100-120 に 68.3%が存在 

   ±2σである 90-130 に 95.5%が存在 

③定量的プロジェクト管理 

プロジェクト遂行過程において、プロジェクトの上位管理者に警告サインを出すべきメ

トリクスは何であろうか。 

±2σで管理していたとする。組織メトリクス上では 60-140 の範囲内（95.5%が存在）

である。プロジェクトは固有のものであり、組織メトリクスで管理すべきではない。プロ

ジェクトメトリクスで管理することが必要であり、90-130 の範囲に収まらない場合、警告

サインを出すべきである。上位管理者は警告に対し、必要な対応をタイムリーに指示する

ことが可能となる。 

 

組織メトリクス組織メトリクス

ビジネス目標
組織の実績

ビジネス目標
組織の実績

プロジェクトメトリクスプロジェクトメトリクス

プロジェクト
品質目標

プロジェクト
品質目標

図３．組織＆プロジェクトメトリクス 

 

6.  統計的プロジェクト管理の実践 

品質の良い製品は良いプロセスから生み出される。品質マネジメントでは、製品だけで

なくプロセスそのものについてもコントロールする必要がある。 

CMM のレベル 2 のプロセスに品質保証があるが、P2M にも品質マネジメントがある。

品質を保証することは顧客満足に直結することであり、非常に重要である。 

ソフトウェア開発ではバグ成長曲線を用いてバグ（欠陥）の収束分析をすることが多い。

ソフトウェアのテストをプロセスと考え、管理図によるプロセス安定状況を確認する方法

がある。 

東芝グループでは経営変革としてシックスシグマを導入しているが、統計的プロジェク

ト管理として非常に有効である。 
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Seq テスト
実施日

テスト仕様書番号 テスト
項目数

発見
欠陥数

テスト単位欠
陥密度

1 2003/1/9 UTC_A01 5303 203 0.0383
2 2003/1/16 UTC_A02 3954 39 0.0099
3 2003/1/23 UTC_A03 4521 48 0.0106
4 2003/1/30 UTC_B01 5020 81 0.0161
5 2003/2/6 UTC_B02 4886 298 0.0610
6 2003/2/13 UTC_C01 3769 56 0.0149
7 2003/2/20 UTC_C02 5125 66 0.0129
8 2003/2/27 UTC_C03 4765 45 0.0094
9 2003/3/6 UTC_C04 3867 38 0.0098
10 2003/3/13 UTC_D01 4572 29 0.0063
11 2003/3/20 UTC_D02 5340 87 0.0163
12 2003/3/27 UTC_D03 3911 54 0.0138
13 2003/4/3 UTC_E01 4731 28 0.0059
14 2003/4/10 UTC_E02 4698 30 0.0064
15 2003/4/17 UTC_F01 5001 57 0.0114
16 2003/4/24 UTC_F02 4397 30 0.0068
17 2003/5/1 UTC_F03 3679 21 0.0057

平均 0.0150
標準偏差 0.0141

図４．テスト実施表 
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図５．テスト管理図 
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管理図を用いた統計的プロジェクト管理について紹介する。ソフトウェアに関するテス

トを実施する際に図４のようなテスト実施表を作成している。テストがうまく実施されて

いるかについて、この表でも多少理解することは可能である。 

ただし、安定したテストが実施されているかを保証することはできない。テストをプロ

セスと考え、図５に示す管理図が必要である。図５における５週目で管理上限を超えてい

ることが分かる。何がテストで起こっているのかを分析し、改善することが必要である。

原因を分析した結果、新規メンバーが入り、プロジェクトの標準を理解しなかったため、

品質が下がった等が分かることがある。タイムリーな是正策を講ずることができ、品質を
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確保できたという事例もある。 

組織として様々な管理データを定義しておくことが重要である。テスト単位欠陥密度や

設計書等に関するレビュー単位欠陥密度等である。 

なお、日頃からプロジェクトにおける各種データに関する感度を高めておくことが重要

である。プロジェクトメンバが持っている感覚値（暗黙知）を定量化（形式知）していく

ことにより、プロジェクト成功への確率を高めることができる。 

 

7.  PM 知識能力体系の重要さ 

プロジェクトマネジメント知識体系はプロジェクト運営上非常に有効であることは確か

である。知識を活用し、効率的なプロジェクト運営を実現できることも多い。 

ただし、P2M も PMBOK も単なる「知識」である。知識を持っているだけでは意味がな

い。プロジェクトの現場において、実際に適用して初めて生きたものとなる。 

プロジェクトの現場で本当に必要なのは、プロジェクトマネジメント評論家ではなく、

実践力を持った問題解決者である。 

 

8.  まとめ 

CMM はモデルである。組織に合った CMM プロセスをまず実装する必要がある。 

どんなに良いプロセスに実装したとしても、プロジェクトの成功を保証するものではな

い。やはり、プロジェクトを実践するプロジェクトマネジャー、プロジェクトリーダの手

腕にかかっている。P2M や PMBOK 等のＰＭ知識体系を習得し、実践でうまく活用するこ

とが重要である。 

CMM、P2M、PMBOK の良いところを集め、相乗効果を引き出し、実践力を高めるこ

とが、プロジェクト成功の確率を高めると確信する。 

先月顧客、協力会社、プロジェクトメンバ総勢約 100 名でプロジェクト完成パーティを

実施した。長期におよぶプロジェクトをプロジェクト関係者と共に祝うことができること

は至福の喜びである。 

更なるプロジェクト成功に向け、新たな気持ちで挑戦していきたい。 

 

 

【参考文献】 

1.「P2M プロジェクト＆プログラムマネジメント」 PM 資格認定センター 
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4.3  社内プロジェクトマネジメント基盤強化活動 

富士電機株式会社  マーケティング推進室  芦原 哲哉 

弊社にプロジェクトオフィスが創設されたのは、アジア通貨危機・ＩＴ革命等によるプ

ロジェクト環境変化が顕著化した、2000 年４月のことであった。これがプロジェクトオフ

ィスというものであるとの認識は当時無かったものの、大型プロジェクトでの予期せぬ損

失が相次ぐ中、専門組織による管理体制の必要性がクローズアップし、ともあれプロジェ

クト管理部（以下、「プロ管」と略す）という名前で船出を果たす事となった。 

部といっても、専任者は海外営業出身の筆者のみで、ＰＭに関する系統立てた知識は持

ち合わせておらず、一から手探りのスタートとなった。 

 

管理型プロジェクトオフィスの挫折 

プロ管の使命をプロファイリングしてみると（当時、プロファイリングという認識はし

ていなかったが）、「大型請負プロジェクトの不確実性を可視化して、経営判断に資する

こと」という結論に達し、まず大型案件の問診表のようなものを作って、管理しようと試

みた。即ち、いわゆる管理型のプロジェクトオフィスを目指すことになった。 

しかし､実施にあたっては、社内の反応は誠に冷ややかなもので、前途容易ならざるもの

を感じた｡プロジェクト管理部という名前からして、ライン部門からは「また新しい管理部

門ができた」と鬱陶しがられたものである。すなわち、プロ管は複数のビジネスユニット

の外に位置する組織であり、各ビジネスユニットのライン担当者としては、自分のプロジ

ェクトの決裁に関して、自分の意図するところと異なった意見がマネジメントに出される

と困る、あるいは痛くない腹を探られて、作成資料が増えるだけということで、できるだ

け距離を置いておこうという反応が見て取れた。 

そうこうしている一方で、当初は社内ＰＲも行き届かず、プロジェクトの決裁の段階に

なって、「プロ管に相談したか」と言われて、慌てて相談に来るというケースもあった。

しかし、その段階では、商談は既にレールの上を走っており、方向転換が難しい状況で、

適解を執れない結果となったことが惜しまれた。 

受注予算の達成を使命とする事業部門・営業部門の中には、「リスクを恐れてコンティ

ンジェンシーを積んでいては、仕事が取れない｡受注してなんぼである。」という根強い意

識があり、決裁するマネジメントにしても｢失注しても可｣とは決して言わない。そういう

筆者も営業部門出身であり、そういうライン部門の思いは痛いほど理解できた。 

支援型プロジェクトオフィスによるプロジェクト基盤作り 

そこで、社内のプロジェクト基盤を各部門が自発的に築いていく風土作りに寄与したい
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と考え、管理型ではなく支援型のプロジェクトオフィスを志向することにした。 

すなわち、ライン部門と一体となって目先のプロジェクトの不確実性をマネージする一

方で、長期的な視点での社内のＰＭレベル向上をプロ管の一つの目標とした。 

 

プロジェクト管理マニュアル発行 

支援型のプロジェクトオフィスと言っても、単にサービスを提供しているだけでは組織

成熟度の向上は期待できない。当時、プロジェクト関係者の中には、「プロ管に任せてお

けばリスクを取ってくれる。」あるいは「責任を取ってくれる。」というような、誤った

理解をしている人が意外と多かった。裏返すと、責任を取らないのに横から口を出してほ

しくないという本音も見え隠れする。そういう認識では、プロジェクト基盤はいつまで経

っても築けないとの危機感を覚えたものである。   

そこで、プロジェクトマネジメントを遂行する上で、部門を超えて共通的な考え方をレ

ッスンズラーンドから抽出して、プロジェクト関係者が自ら判断を下せるような手引書を

提供したいと考えた。縦割り組織の弊害と申しましょうか、部門・担当者が変わると同じ

失敗を平気で繰り返しているという事実を目の当たりにしてみて、ナリッジマネジメント

の重要性を痛感したものである。 

特に海外プロジェクトでは、知識の共有化の重要性を強く感じた。海外ビジネスについ

ては、過去には海外営業本部という専門家を結集させた組織を有していたが、徐々に事業

部門単位で細分化されて、それぞれが小さな組織の中で独自の文化を築き始めていた。と

は言っても、海外営業という専門組織を有しているのは、昔ながらの電力・産業分野のみ

で、事業構造変革の流れに沿ったビジネスのグローバル化への阻害要因となっていた。す

なわち、これまで海外に縁遠かった事業部門もいやおうなく海外進出を考えざるを得ない

状況下にあって、これらの部門では、海外ビジネスにおける一般的なハザードの認識すら

持ち合わせない状態で、凍結した山道を無灯火で運転するようなリスクを犯そうとしてい

た。 

そこで、筆者の海外営業の経験と､エンジニアリング業界団体による各種ＰＭセミナーで

の経験談および各種成果物の内容を参考にして､「プロジェクト管理マニュアル（プラント

建設版）」を発行したのが、創部翌年の 2001 年 3 月のことであった。（その後、2 回の改

訂を経て、現在第 3 版となっている。） 

内容は、以下の 10 章から構成した。 

１．プロジェクト戦略 

２．リスク管理の手引き 
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３．契約管理の手引き 

４．エンジニアリング管理のあるべき姿 

５．調達管理のあるべき姿 

６．建設管理のあるべき姿 

７．交渉の手引き 

８．保険付保の手引き 

９．プロジェクト組織のあるべき姿 

10. ナリッジマネジメントの薦め 

中でも、特に力点を置いたのが、リスク・契約・交渉の 3 点である。 

 

リスクマネジメントの重要性 

リスクマネジメントに関しては、建設プロジェクトにおけるリスクが浮き彫りになるよ

うに、以下のテンプレート類を用意した。 

①リスク管理マニュアル 

リスク要素を細かく分類し、それぞれの要素に対する考え方を示したもので、チェック 

リストとして利用できる。 

②リスク管理計画表 

リスク分析表とリスク評価表で構成し、各プロジェクトのリスク管理にあたって、プロ 

ジェクト関係者間でプロジェクトのリスクを共通認識するために作成するものである。 

・リスク分析表 

プロジェクト概要を纏めるためのテンプレートとして使用し、確認すべきリスク事象を 

漏れなく網羅することができる。 

・リスク評価表 

リスク要素毎の評価を記すためのシートで、チェックした時点・リスク負担元・調査方 

法・対応策等を簡潔に纏めることができる。 

  

契約管理の重要性 

プロジェクト遂行の 初のプロセスがスコープ定義であるが、これが契約という形で確

認されていなければ、プロジェクトは砂上の城ということになる。 

海外案件のみならず、国内でも事業性の高い案件（PFI／ESCO 等）では、契約が価値判

断の基準となること、その一方で契約が万能ではないことを強調した。万能でない部分は

不確実性のマネジメント、すなわちリスク管理に委ね、人間系に関わる問題は交渉という
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手法に委ねることとなる。 

 

交渉による優位性確保 

プロジェクトのあらゆる場面で交渉事項がでてくるが、筆者がこれまでに経験してきた

交渉において、成功の度合いは残念ながら 50％に到底満たないレベルであろうと認識して

いる。社内には､交渉力を営業力と結び付けて認識する傾向があるが、現実的には、戦略・

方針･戦術をそもそも間違っていたということの方が圧倒的に多い。 

社内を向いた戦略・方針・戦術で交渉する。相手先とコンフロントして協議に時間を掛

けるが、そもそも無理筋を押していたということで、交渉の基盤が崩れると、綱引きで腰

が浮いた如く崩れ落ちてしまう。慌ててメディテーティングしようとするが、時すでに遅

しということで、結果的に勝ち取れるべき条件まで失ってしまっていたということになっ

てしまう。また、西洋人にとっては Win-Win の逆で Lose-Lose として否定されている｢妥

協（コムプロマイジング）｣を下手に前面に出して、失敗するケースもある。 

マニュアルの中では、そのような交渉戦略・方針・戦術に関する考え方を示している。 

 

プロジェクト管理マニュアルの社内反響 

プロジェクト管理マニュアルを社内に展開するにあたって、まず組織を通じて配布した

が、末端までは行き届かなかった。社内ホームページにも掲載したが、反応は薄かった｡   

総頁数 150 にも及ぶ巨編となり、各種テンプレート類は小さな文字で書かれているため、

日常業務で問題意識の低い部門からは注目を引くことができなかったものと考えられる｡ 

大型プロジェクトに取り組んでいる人にしても、職務に追われてそれどころではない（泥

縄をやっている場合ではない）という反応を強く感じた。 

一方で、不確実性の高い案件に経験が浅く､新規プロジェクトへの対応で苦労している担

当者、あるいは実際にプロジェクトで失敗を経験した人からは、｢自分の失敗を見て書いた

のではないかと思う程一致する点が多くて驚いた。このマニュアルに事前に出会っていた

ら、失敗をせずに済んだか、あるいは損失を軽減できただろう｡｣という感想も聞かれた｡し

かし、実際に事前に出会っていたとしても、その状況で重要性に気が付いてくれたかどう

かというと疑問ではある。 

現在、できる限り多くのプロジェクト関係者に、このマニュアルの存在を認識してもら

うべく、社内の PM 講習会で講師を引き受け、プロジェクト管理マニュアルを名詞代わり

に配布して概要を説明することによって、地道な普及を行っている。 
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PM 知識習得 

一方で、社内で指導的な立場を築くためには、効果の実証された体系的な PM 知識を取

り入れる必要があると考え、エンジニアリング振興協会（ENAA）・日本プロジェクトマネ

ジメントフォーラム（JPMF）等の活動に参加して、エンジニアリング業界での 先端の

PM 手法の学習に務めてきた。 

PM の体系的知識を求めていた筆者は、まず世界的なＰＭ標準として、米国プロジェクト

マネジメント協会（PMI）発行 PMBOK のシステマティックな PM（プロセス志向）の考

え方に興味を覚えた。システムズアプローチを用いてモデル化された第 4 章から 12 章まで

の各マネジメントエリアにおける合計 39（96 年版は 37）のプロセスの結合関係が、すば

らしく整合性を維持しているのに関心を覚えたものである。 

ENAA の部会に 2001 年度に初めて参加し、常時出席されていた方々とは今もプライベ

ートでお付き合い戴いているが、その中で２名の方が PMI 認定資格 PMP を取得されてお

り、酒の席であったか、筆者も年度内に PMP を取ると宣言してしまって、後に引けず、

PMBOK を一読して試験に臨んだ。合格ラインは 200 問中 137 問（１σ）のところ、コン

ピュータテストの終了ボタンを押すと、Score：136 (fail)と出て来た。翌 3 月から試験問題

が 2000 年改訂版に切り替わるということで、慌てて再受験の申し込みをして、2002 年２

月末に運良く合格を果した｡  

 

PM による企業革新 

上述の ENAA 部会では、「EPM（エンタープライズプロジェクトマネジメント）の研究」

という題材で成果を纏めた。この活動を通じて、EPM に関する文献を手当たり次第に探し

たが、考え方としては理解できるものの、具体的にこれが EPM だというものは発見できな

かった。しかし、全ての企業活動をプロジェクトマネジメントで行うという考え方に、更

に PM の可能性の広がりを認識することができた。 

全ての企業活動に PM 手法を用いてマネージする。経営企画・研究開発・事業構造改革

といった大それたものから、マーケティング・大小イベント企画、果ては個人の業務目標

レベルまで PM の考え方を取り入れるとは、目から鱗であった。 

 

P2M の社内普及 

2001 年 11 月、EPM の研究半ばの頃、P2M が発行された。早速ガイドブックを購入し、

冒頭から読み始めたがなかなか理解が追い付かず、ＰＭＰ取得が先決問題ということで、

第Ⅲ部「プログラムマネジメント」の半ばで書棚の中に眠らせてしまっていた。 
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翌 2002 年度には PMS 試験がスタートしたが、社内の PM 普及をどうしていくべきか、

筆者自身考えを纏めきれずにいた。米国 PMP 試験については、手続きが面倒なことと、何

より国内ビジネスとの繋がりが低くモチベーションが湧いてこないということで、社内展

開には踏み切れないでいた。一方、PMS はまだ実績が無い状態での投資ということで、気

の弱い筆者は取り敢えず様子見を決め込もうとしていた。 

ところが、社内の技術管理部門のリーダーが積極的な方で、公共事業分野での必要性を

技術部門にアピールし、補助金を付けて社内の向学心の強い有志を募り、第一回試験から

挑戦することとなった。社内研修所とプロ管が協力する形で社内特別講座を開設し、筆者

自身も眠っていたガイドブックを取り出し、講師を務めながら受験に臨むこととなった。 

その結果、2002 年度の第１回と第２回試験合わせて、富士電機グループ(100%出資子会

社含む)から筆者を含め 56 名が挑戦し、38 名の合格者を輩出している。第１回は環境部門

中心であったが、第２回では環境・電力・交通・情報と合格者層も広がりを見せてきてい

る｡また、技術部門中心から、筆者の出身母体である営業部門への拡大も図っており、8 名

が挑戦し全員合格した｡ 

 

プロ管理の今後の方向感 

プロ管は一昨年 4 月の改組で、マーケティング推進室という組織に組み込まれ、その中

で本年 2 月より、PFI･環境エネルギープロジェクト管理グループという名前に変わってい

る。新組織がスタートした時は、「どうしてプロ管がマーケティングという括りの中に入

るのか？」という素朴な疑問を拭えなかったが、ビジネスモデルを考えるということは、

実は P2M の重要な対象（スキームモデル）となっているということで、時代を先取りした

組織構造であろうかと勝手に納得している次第である。 

新組織の名が示す如く､プロ管の使命は、従来型の請負プロジェクトマネジメントから脱

皮して、PFI あるいは ESCO といった事業性の高いプロジェクトへの対応にウェイトシフ

トすることを求められている｡ すなわち、PFI 等の案件にも、もはや傍観者ではいられない

状況と認識しており、実案件に取り組むと同時に、社としての進むべき方向を示すべく、

プロジェクト管理マニュアルの続編「事業プロジェクト編」を近々発行しようと計画して

いる。 

PMS の社内普及は今後も続けていく。今年度からは社内の定期講座に組み入れられ、よ

り充実した内容で進めている。一方、本社部門を対象に、仕事への影響を配慮し、就業後

の勉強会もスタートした｡ 

筆者自身も P2M の内容の奥深さに魅せられているが、資格を取得された方々からは異口
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同音に「試験勉強は大変であったが、仕事のやり方を考え直す良い経験であった。」とい

うことで、決して否定的な声は聞こえてこない。また、P2M の思想を実際のプロジェクト

に当てはめて実践しているという話しも聞く。 

一方で、受験を薦めている社内の第一線で活躍している人達の間からは、「資格を取っ

てどうなるのか」という声が聞こえてくる。これに対して、「試験が無ければこれだけの

知識を習得することは不可能であろう。資格取得は目的ではなく手段である。」というの

が筆者からのメッセージである。 

いずれにしても、地道に PMS を増やすことが、社内のプロジェクト基盤を着実に強固な

ものとしていくものと確信している。 

 

後書き 

筆者は､受験前に 3 回､受験後に 3 回の計 6 回ぐらい P2M を読み返した。これだけ読んで

も、読む度に新しい発見があるのが不思議である。一方で、長期的な視点からは、現在の

P2M が完成版ということではなく、時代の要請に従って進化していくものと期待している。

また、そのために微力ながら PMCC に協力を惜しまない所存である。取り敢えずは、胎動

し始めたばかりの P2M であるが、我々PMS がその輪を広げることによって自走力を付け

なければ、ワーストシナリオ（自然消滅あるいは新しい考え方に取って変わられるという

こと）もありうるというのは取り越し苦労であろうか。 
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4.4  コンサルタントグループ活動の中での「展博出展プロジェクト」の推進 

(社)日本経営士会会員  ISU 代表 植野 俊雄 

１．はじめに 

私がちょうど P2M プロジェクトマネジメントガイドの理解を進めるのと並行して、私が

所属するコンサルタントグループの(社)日本経営士会の神奈川県会(以降は当組織と呼ぶ)か

ら、展博プロジェクトの推進役を 2002 年 8 月に委嘱された。その後、2003 年 2 月の展博

開催及びその後の関連作業を含めて、展博プロジェクトの推進を行った。 

展博プロジェクトを推進するに当たって、私は P2M プロジェクトマネジメントガイドの

適用を図った。その適用結果を報告する。 

 

２．P2M プロジェクトマネジメントの適用 

展博プロジェクトを推進するに当たって、P2M のプロジェクトマネジメントのガイドの

適用を図った。その過程で、意識してガイドを適用した所と意識しないが結果としてガイ

ドを適用した所があるが、それらを区別しないで、 終的なプロジェクト適用状況を、ガ

イドに対応した形式で表１に纏めてみた。個々については７章で説明する。 

 

表１ P2M プロジェクトマネジメントガイドの展博プロジェクトへの適用 

Ｐ２Ｍのプロジェクトマネジメント 

の実践力体系 

主要マネジメント 

（関係分） 
実 施 策 

Ⅰ．プロジェクトマネジメントエントリー   

①定義、基本、枠組み   

②プロジェクトマネジメント 

共通観 

システムズアプローチ､ 

プロジェクトライフサイクル

③複合マネジメント 

④個別マネジメント 

Ⅱプロ

ジェク

トマネ

ジメン

ト 

⑤複合マネジメントスキル 

 

プロジェクトワークプロセス

 

 

展博プロジェクトワーク 

プロセス 

①定義、基本、枠組み   

②プログラム基盤 使命､アーキテクチャ､ 

価値評価､コミュニティ､ 

知的資源 

社会の要請、 

新たな価値創造に向けた

活動のシフト 

③プロファイリングマネジメント ミッション､関係性､ 

シナリオ 

変革のシナリオ 

④プログラム戦略マネジメント 戦略と統合､意思決定､ 

SWOT 分析､ポートフォリオ

月例会､変革のシナリオ 

⑤アーキテクチャマネジメント シナリオからの展開､ 

プロジェクトモデル 

研究会の新たな役目･活動 

⑥プラットフォームマネジメント コミュニティ グループウエア､月例会 

⑦プログラムライフサイクル 

マネジメント 

プロジェクトライフ 

サイクル 

成果活用､他の展博､ 

翌年も実施 

Ⅲプロ

グラム

マネジ

メント 

⑧価値指標マネジメント バランススコアカード アンケート 

１．プロジェクト戦略マネジメント バランススコアカード､ 

ポートフォリオ､ドメイン 

月例会､実行委員､展博プ

ロジェクトワークプロセス 

Ⅳ個別

マネジ

メント ２．プロジェクトファイナンス 

マネジメント 

経済性 予算､低コスト調達､ 

経費節減 
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 ３．プロジェクトシステムズ 

マネジメント 

システムズアプローチ  

４．プロジェクト組織マネジメント 組織デザイン､プロジェクトチーム､

プロジェクトリーダー 

月例会メンバ､実行委員 

５．プロジェクト目標マネジメント ライフサイクル､スコープ､ 

ＷＢＳ､スケジュール､ 

コスト､品質､進捗 

ＷＢＳ､進捗管理､ 

コスト見積､レビュー、 

ツール(MS-Project) 

６．プロジェクト資源マネジメント 資源計画､調達 展博立会い計画 

７．リスクマネジメント リスク分析評価､対応策  

８．情報マネジメント 情報システム グループウエア 

９．関係性マネジメント ステークフォルダー 展博主催者､組織会員､ 

来訪者 

10．バリューマネジメント 価値評価､ 

ナレッジマネジメント 

グループウエア 

 

11．コミュニケーション 

マネジメント 

ミーティング､情報一元化､

コミュニケーション､ 

月例会､グループウエア 

 

３．当組織の構造 

 (社)日本経営士会は、会員約 1900 名を抱える個人コンサルタントの会で、本部と各地域

の 11 の支部で構成されている。支部は、活動単位を更に県ごとの地区組織に分けられる。

小単位の地区組織としては、神奈川地区であると神奈川県会になる。 

各組織での活動を目的別に大別すると、組織とその組織内の会員についての活動である

「会員活動」と、地域への貢献活動である「経営支援活動」の二つになる。（図―１） 

「会員活動」としては、各種研究会、研修、フォーラム、その他行事の推進がある。「経

営支援活動」としては、公開セミナー、中小企業相談会の開催、公的機関への講師派遣な

どがある。 

                        

社団法人なので、収

益事業や営業活動その

ものはない。そのため、

個人コンサルタントと

して個人のチャネルで

活動している人が多い。

「経営支援活動」の公

開セミナー、中小企業

相談会などで、中小企業の経営者からコンサルタン

トの紹介依頼があったときに、会員を紹介する程度

の営業活動であった。組織を経由したコンサルタント活動が少ないため、組織としての知

名度が上がらないという問題があった。 

図―１ 組織構造 
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４．展博プロジェクト発足の経緯と目的 

(1) 経緯 

組織の活動として、「会員活動」と「経営支援活動」の二つがあるが、後者の「経営支

援活動」が低調であった。そのため、会員の 終的な目的である、“会の一員としての個

人コンサルタントとしての成功”への道筋が見えないことについて、期待への失望を感じ

る会員も居た。また、「経営支援活動」の実践面が少ない状況では、「会員活動」も実践

に直結する内容より知識習得面(勉強会)の方が多かった。 

このような状況を改革して、組織の活動の中心を「経営支援活動」に置くべく、まず展

博出展による対外的なデビューを計画した。そして、各種組織活動への波及効果を狙った。 

(2) 目的 

上記の経緯から展博出展の目的を下記の四つとした。 

①組織の知名度アップ 

②経営支援活動の対外デビュー 

③確かな経営支援活動の定着への道筋作り 

④組織の活性化 

 

５．展博プロジェクトの概要 

(1) 展博プロジェクトの使命 

使命は知名度向上のための下記出展である。 

(a)ブース展示の実施 

・パネル展示(コンサル商品のメニュー) 

・当組織のホームページ 

・経営相談コーナー 

・配布物(コンサル商品のパンフレット、組織の紹介等) 

(b)セミナーの実施 

・会場内セミナーコーナーでの「経営支援」についての 50 分のセミナー 

(2) 出展の準備及び事後フォローの手順 

展博プロジェクト発足に当たって、ＷＢＳ化とスケジュール決定を行った。 

主なマイルストーンは下記通りである。 

①出展と費用の予算承認 

②コンサル商品の整備･開発、セミナーの方針決定 

③ホームページによる情報発信の方針決定 
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④準備のキックオフ 

⑤整備･開発するコンサル商品のメニュー決定 

⑥展博主催者との打合せ 

⑦コンサル商品と商品パネル、商品パンフレットの作成、レビュー 

⑧組織のホームページにコンサル商品を掲載 

⑨開催のお知らせを各メディア(会報､ホームページ)に掲載 

⑩セミナーのプレゼンテーション内容作成 

⑪展博開催(展示実施､セミナー実施) 

⑫訪問御礼(ホームページ掲載､メール送信) 

⑬訪問者からの引き合い案件フォロー 

 

６．展博プロジェクトのプロジェクトワークプロセス 

P2M では、「効率的な視点でのプロセスの見直しと改良」と「効果的な視点でのプロセ

スの見直しと改良」の２種類が提示されているが、当組織ではその目的から「効果的な視

点でのプロセスの見直しと改良」を採用した。 

プロジェクトは有期性で、一定の期日でその使命を終えるが、プログラムのライフサイ

クルに沿って、その成果をプログラムの別のプロジェクトで活用したり、一定期間毎に同

一プロジェクトを繰り返し実行することがある。当組織の今回のプロジェクトでも、その

成果を利用するプロジェクトがあり、また同一プロジェクトを翌年も実施することになっ

た。そのため、プロジェクトワークプロセスは、関連プロジェクトを強く意識したものと

した。また、 後に「プログラム全体の成果の確認､対策」を加え、それを「個々のプロジ

ェクトの業務の遂行」にフィードバックするようにした。当組織の今回のプロジェクトに

ついてのプロジェクトワークプロセスを図－２に示す。また、組織全体の活動のプログラ

ムとの関係を図－３に示す 
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図―２展博プロジェクトのプロジェクトワークプロセス    図―３展博プロジェクトとグループの活動プログラム 

 

７．展博プロジェクトでの各種取組み 

(1) 複合マネジメント 

展博プロジェクトワークプロセスで関連するプロジェクトやプログラム全体の方向性を 

調整した。展博プロジェクト自身の推進と同じくらい労力を要した。 

(2) プログラム基盤 

社会や会員の要求・期待、新たな価値創造に向けて、組織の活動のシフトを明確に打ち 

出し、各プロジェクトがその方針に基づいて活動した。 

(3) プロファイリングマネジメント 

組織の首長が変革のシナリオを描き、それを予算方針に掲げて、推進した。 

(4) プログラム戦略マネジメント 

月例会(神奈川の役員の会合)にて変革のシナリオに基づく予算方針に沿って、活動の取組 

みを議論した。 
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(5) アーキテクチャマネジメント 

研究会に対して、コンサルの商品やツールの開発への取組みを要請し、研究会としての 

新たな役目､活動を開始させた。 

(6) プラットフォームマネジメント 

グループウエアでの連絡､情報共有を図り、月例会での議論を効率化した。 

(7)プログラムライフサイクルマネジメント 

成果を新しいコンサルティングの開始へ活用した。また、来訪者の公的機関の催しへの 

展示参加要請を受けて、展示を行い更に知名度向上、引き合いの機会を得た。 

(8) 価値指標マネジメント 

推進メンバーや組織の一般会員の意識について、アンケートを実施して、今後の活動へ 

のフィードバックを行った。 

(9) プロジェクト戦略マネジメント 

展博プロジェクトワークプロセスにて、関連するプロジェクトの影響、施策について検 

討を行い、定例会に提案し、審議を行い、必要なものは実施した。また、展博プロジェ 

クトの詳細計画、方法論、進捗について、月例会で検討、審議、報告を行った。また､定 

例会への報告内容・提案事項･決定事項については、グループウエアで推進メンバーや実 

行委員メンバー間の情報共有を図った。 

(10) プロジェクトファイナンスマネジメント 

当初に予算設定を行い、詳細化に伴って、随時見通しを定例会に報告して承認を得た。 

またインターネットで調達先を探し、価格比較を行い、コスト削減を図った。 

(11) プロジェクト組織マネジメント 

月例会メンバ全員を推進メンバとし､その他各研究会の中から実行委員を任命してもら 

い、意思決定と実行の両者含めた体制とした。 

(12) プロジェクト目標マネジメント 

ＷＢＳ化し､スケジュールを決定し、工程をＰＭツール(MS-Project)を使って､工程図にし 

て、日程の徹底を図った。進捗管理､コスト見積､レビューについては、月例会で実施し 

た。 

(13) プロジェクト資源マネジメント 

設備は主催者へ申込、プロジェクト内では展博立会い計画を策定した。対応分野と日毎 

  の人数の偏りがないように計画した。 

(14) リスクマネジメント 

各研究会でのコンサルテーションの開発遅れに対して、対応策を準備しておいた。 

 370



(15) 情報マネジメント 

グループウエアを活用し、情報共有を図った。 

(16) 関係性マネジメント 

展博主催者､組織会員とのコミュニケーション､来訪者とのコミュニケーションを図った。 

(17 )バリューマネジメント 

ナレッジは、グループウエアで蓄えられた情報を再活用する。 

(18) コミュニケーションマネジメント 

月例会での活発な議論､グループウエアでの情報共有を図った。しかし、時には電話での 

会話を補完的に使った。 

 

８．おわりに 

今回の展博プロジェクト推進では、プログラム全体の使命に立ち返って、関連プロジェ

クトを含めた関係マネジメントを意識的に実施した。組織の首長のリーダーシップのお陰

で、必要なことは即決してもらって、月一回の定例会での打合せだけで、当初目標を上回

る使命を果たすことが出来た。 
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4.5  公共事業マネジメントの課題（Public Enterprise Management） 

株式会社 建設環境研究所 沖縄事務所  本間 克三 

 

まえがき 

私は旧建設省に 20 年在籍し現在建設コンサルタント 12 年目の技術者である。PMCC（特

定非営利活動法人プロジェクトマネジメント資格認定センター）の PM コンピテンス委員

会の委員を勤めさせていただいている。以下の文書は、国土交通省におけるプロジェクト

マネジメント（PM）の流れと課題についてまとめたものである。 

PMCC の委員会や JPMF の講習会などわが国の PM 先端情報に接していても、国土交通

省の PM 施策は、建設業以外の業種の方々には驚かれると思うほど法律、制度の PM 化が

進行している。しかし、現場の PM 基礎知識の普及が遅れがちなため現在ではアンバラン

スな状況である。 

以下の記述は国土交通省の関連機関の方々にお話ししている PM の重要性をまず

PMBOK レベルから展開しているもので、もちろん PMBOK は P2M の導入部であり、土

木公共事業において基準となるのはP2Mであることを、順を追って展開するつもりである。 

 

・公共事業の事業評価が厳しく問われる時代になっている 

・公共事業の概念が変化してきており民間事業との基本的相違が無くなってきている 

・既に契約制度改革など公共事業のマネジメント化の流れができつつある 

・全ての技術がそうであるように公共事業のマネジメント技術も現場で築き上げるこ 

とが重要だと考える 

・公共事業は長期にわたるため事業の全体統合マネジメント計画が重要であり、公共事 

業独特のＰＭシステムの構築および組織構造、コンピテンスが課題である 

 

1. 公共事業の事業評価が問われる時代となった 

現在は、公共事業の予算要望においては費用便益効果の算定などにより事業の必要性、

事業効果を説明しなければならない。それには 2 つの理由がある。 

一つは道路建設などの公共事業による直接的な景気刺激効果が以前より薄れていること

と、もう一つは社会が公共事業の無駄を許さなくなってきていることであり、事業の選定

も厳しくなっている。 

完成までに長期間を要するのが公共事業であり、利害関係者との調整に予想以上の期間

を要したりしてスケジュールオーバー、コストオーバーになることもある。そこで 近で
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は、事業期間中に事業効果の再検討、事業予算、事業工期の再見積もりをし事業継続の再

評価を実施するようになってきている。 

 

2. 民間事業との差異が無くなってきた 

景気対策は別として、公共事業と民間事業との相違は、公共事業の事業対象が社会資本

の基盤整備であり収益を得るための企業活動でないことであるが、事業（プロジェクト）

を予算内で工期までに完了させるマネジメントの重要性は変わらないと思う。 

スコープ、品質、コスト、スケジュールを管理するためのプロジェクトの要件を米国 PMI

の PM 世界標準である PMBOK（Project Management body of Knowledge）では「独自の

成果物又はサービスを創出するための有期的活動で、完了を判断する方法とステークホル

ダーの満足度を測る方法が明確であるもの」としている。 

例えば大規模なショッピングセンターを建設するプロジェクトでは、出店地が異なれば

全く同じ条件ということはありえないので独自性があり、明確な開始日と完成日があるた

め有期性がある。また建物、内装設備、販売商品などが緻密に計画されるため完了も明確

である。また、ショッピングセンターのオーナーの要望事項は文書化されるので満足度も

計れる。では公共事業に PMBOK のプロジェクト要件をあてはめてみると、例えば同じよ

うなバイパス建設事業でも地形、周辺道路網、土地柄などが異なり同じものはないので独

自性はある。また数量スペックの詳細設計もあるので完了、満足度も明確である。 

つまり、公共事業も民間事業と同質のプロジェクトであり、プロジェクトマネジメント

の導入により、多くの民間プロジェクトで実証されているマネジメント効果が期待でき、

事業投資の早期経済効果の発揮や無駄の排除など今公共事業に求められている課題に対処

できる方法を見つけ出すこともできると考える。 

 

3. 既に契約制度改革など公共事業のマネジメント化の流れができつつある 

平成10年建設省の時代に「公共事業におけるプロジェクトマネジメント導入のビジョン」

が発表されている。内容は日本の公共事業の果たしてきた役割を述べた上で新時代の公共

事業の進め方に米国等で行われているプロジェクトマネジメント技術を導入する方針を明

らかにしたものである。 

またアカンタビリティ、パブリックインボルブメント、Ｂ／Ｃ、建設 CALS／EC など既

に導入されている PM の概念や技術もあるが、公共事業システム自体の改革も進んでおり

特に顕著なのが契約制度の改革である。 

公共事業契約制度の改革の内容は、プロポーザル方式を主体とした発注方法、電子入札
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制度、技術者評価制度の導入などである。技術者評価制度はコンサルタントの技術者の遂

行能力を 5 つの項目で評価し、評価点を TECLIS にデータバンクさせ以後の透明性、公平

性を重視した技術者評価型プロポーザル契約の選定基準に活用するシステマチックな制度

である。この評価のお手本となる理想的な事業遂行方法はプロジェクトマネジメントで重

要視するプロセスアプローチであり、わが国における PM の導入事例でもある。 

 

4. 公共事業の PM 技術は現場で築かれる 

プロジェクトマネジメント（PM）とは、計画を策定し、実行に移し、進捗状況を管理し、

目的成果を達成するプロセスであるといわれている。米国 PMI の PMBOK には実行すべき

作業を記述し組織化しモニターするためのツールと技法が基準としてまとめられている。

公共事業以外のプロジェクト（海外の大型プラント建設、大規模ショッピング建設、ＩＴ

業界のソフト開発等）では今や PM を用いない事業は無いといってよいくらい普及してい

る。特にＩＴ業界においては開発競争の激化から PM 技術導入の勢いは強い。 

欧米でも公共事業に PM を導入しているがそれは主に CM 方式（コンストラクションマ

ネジメント）や PFI や契約制度であるようで公共事業実施機関の PM 技術についてはあま

り紹介されていない。 

日本でも公共事業の事業立案・選定から事業計画策定、実施進捗管理、供用サービス管

理までの各フェーズごとに公共事業の PM 技術が育っていくだろうがその技術を開発し実

践し改良していくのは、日本が創り上げた QM（クオリティマネジメント）がそうであった

ように現場であることは間違いないと考える。 

 

5. 公共事業マネジメントの課題 

日本の公共事業にはプロジェクトマネジャー制度が存在しないこと、単年度予算である

ことなど幾つかの特徴があり、今後公共事業遂行に PM を導入するための課題がある。 

第一は、対象地域を何時までにどのようにするかという政策目標を明確にすることによ

り単一の公共事業の整備目標だけでなく複合する事業としてマネジメントするという全体

統合マネジメントの考え方が重要であるということである。 

第二には、公共事業は数年間長いものは十数年間を要する長期プロジェクトであるため

プロジェクト管理者が交代することを前提にした継続的な管理システムの構築である。 

第三は、公共事業の実施機関がプロジェクト管理に相応しい組織構造を導入することと、

なによりも職員および関係企業の PM 能力を高めることである。 
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・公共事業には民間事業と異なる特色があり、プロジェクトマネジメント（PM）導入に 

  当たって考慮すべきことがある 

・公共事業の現場に PM を導入する必要性を理解するには、契約支払い方式が「出来高 

  部分払い制度」に変更される段階が判りやすく、施工管理技術のマネジメント化が必 

  要である 

・国土交通省は「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に基づき新政策評価システ 

  ムを実施しているが、政策目標となるアカウント指標は事業の複合効果とし表現さ 

  れるものである 

・公共事業は数年間長いものは十数年間を要する長期プロジェクトであるため、単年度 

  予算、一括請負契約方式の日本の公共工事に PM を導入するために、国土交通省は 

  「日本型 CM 方式」を開発した 

・公共事業の実施機関がプロジェクト管理に相応しい組織構造を導入することと、なに 

  よりも職員および関係企業の PM 能力を高めることが必要である 

 

6. 土木公共事業の特徴と PM 導入時期（部分払い制度） 

公共事業を遂行する機関がプロジェクトマネジメントを導入するための留意点がある。

それは現行事業システムに適合したマネジメントシステムを業種毎に独自に開発すること

が重要だということである。土木公共事業でいえば、「出来高部分払い制度」に対応でき

る PM 普及レベル（事業の進捗状況を把握するシステムの構築とその技法の開発）を目標

にすることが PM 導入の初期目標として、皆が理解でき、しかも組織総体としてのマネジ

メント能力が向上する効果も期待できる。 

なぜ部分払い制度かというと、日本の公共事業の特色が一括請負契約方式、前払い制度

清算方式、単年度予算から発しているからである。今後日本でも、諸外国では一般的な公

共事業の部分払い制度、が導入される方向にある。それは 2 ヶ月毎とかに出来高を支払う

制度であるため、[事業計画の作業分解と見積り]に対する[実際の出来高]を日常的に管理す

ることが必要である。 

つまり、部分払い制度の導入は PM 技術の普及が必要なのである。PM 導入の初期目標

は技術施工管理の高度化（マネジメント化）ということが目標になる。 

 

7. 国土交通省は新政策評価システムを政策のマネジメント改革と位置付けている 

2002 年 4 月全ての行政機関に対し「行政機関が行う政策の評価に関する法律」が施行さ

れた。国土交通省は他省庁に先立ち政策評価に取り組んでいる。 
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それは、政策アセスメント（事前評価）、政策チェックアップ（政策の体系別に業績指

標の達成度を評価）、政策レビュー（テーマ別にプログラムを評価）で構成される。政策

評価の意図は、公共事業が明確な達成目標のもとに投資されているのか、またその進捗状

況および達成度を管理することにより公共投資のアカンタビリティ（達成責任）を情報公

開し無駄のない公共事業を推進するというものである。この法律を現場の公共事業実施機

関で実行するときの着目点とキーワードは、「複合効果のマネジメント」である。 

複合効果のマネジメントとは、個別事業または関連する事業群の実施によって国民生活

のどの部分がどのように改善するかをマネジメントするものであり、そのためには施策戦

略の立案、個別事業の計画的実施、そしてアウトカム指標による中間時、終了時、供用時

における評価といった一連のプログラムマネジメントシステム（プログラムをプロジェク

トの集合体という意味で用いている）が必要となるのであり、今後そのプログラムマネジ

メントシステムの開発を公共事業実施機関および関係企業が現場のシステムを尊重し創意

工夫を重ね、力をあわせて取り組むことではじめて実効性が高いシステムとなる。 

 

8. 単年度一括請負契約における公共事業のマネジメントシステム（日本型 CM 方式） 

PM で重要な働きをするのがプロジェクトマネジャーである。米国の PM 世界標準であ

る PMBOK でも、プロジェクトマネジャーを中心にしたプロジェクトチームがプロジェク

トを遂行するもとのしている。 

日本の公共事業の特色である単年度、一括請負契約方式では、例えば完成までに 5 年必

要な橋梁工事でも基礎工事、下部工事、上部工事ごとに単年度に切り分けて発注されるの

で各請負業者の代理人は PM でいうプロジェクトマネジャーではない。発注者側の監督官

が橋梁工事の変更管理の責任者でありプロジェクトマネジャーといえるが 5 年かかる橋梁

工事の完成までの全責任を負っている訳でもないところに日本のPMシステム導入の組織、

実施体制、制度上の特色があるので、それらの特色を踏まえて公共工事に新しく導入され

た PM 制度が日本型 CM 方式である。 

日本型 CM 方式とは、従来は設計者、発注者、施工者がそれぞれに担っていた設計・発

注・施工に関する各種のマネジメント業務を発注者側で実施することとし、その全部又は

一部を発注者の下で CMR（コンストラクションマネージャー）に委ねる公共工事のマネジ

メント制度である。 

国土交通省は 2002 年 2 月に「CM 方式活用ガイドライン」を発表し日本型 CM 方式の導

入を促しているが、その基本とするマネジメント技術は PM であり、PM の基礎技術を発注

者側の職員も関係企業側の技術者も習得し、共通の知識基盤のもとにコミュニケーション
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（指示、報告、変更要求などの意味）することが重要である。 

 

9. プロジェクトマネジャーの能力（コンピテンス） 

組織構造や業務分野によって異なるが、プロジェクトマネジャーに期待される能力は、

PM 知識、企画力、倫理観、実践力、責任感、問題解決能力などかなりの能力が必要である。

国土交通省が公共事業に PM 技術を導入している状況は PM 時代の幕開け的な初期段階で

あるが、今後一番重要なことは PM 知識を共有する基盤（プラットフォーム）を築くこと

である。 

そのためには公共事業に携わる人々が PMBOK などで PM の基本的知識や技術を習得し、

そのうえで日本が開発した PM 世界標準である P2M（Project & Program Management for 

Enterprise Innovation）を学習し、現場で実践することにより、政策プログラムのマネジ

メントや同時進行するプロジェクト群の 大整備効果マネジメントなどの複雑系の公共事

業マネジメントが可能な時代になると考えます。 

今回は課題抽出の報告ですが、機会があれば、公共事業マネジメントの P2M 的展開につ

いてご紹介させていただきたいと思います。 

honma@kensetsukankyo.co.jp 
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4.6  情報セキュリティマネジメントシステムと P2M 

松下電器産業株式会社 パナソニック システムソリューションズ社  黒川 信弘 

 

1. はじめに 

入社後、システム開発部門に配属され、ソフトウェア開発を基点に、AVCC システム、

ニューメディアシステム、マルチメディアシステム、デジタル情報家電システムなどのシ

ステム開発 SE として多くのプロジェクトを担当して来た。システム開発プロジェクトのマ

ネジメントは、納期・品質・コストという大命題を計画通りに達成することであった。SDEM

というウォータフォール型工程管理手法に従い、各フェーズの成果物を確認しながら、情

報、人、物、金という経営リソースを 大限に活用するスタイルである。 

昨年初めて P2M に出会い、今までに経験したマネジメントを体系的に整理できたと同時

に、21 世紀の時代に即した新たな概念を目の当たりにして衝撃的であった。 

本稿では、 近の筆者のテーマである「情報セキュリティビジネス」における P2M の活

用実績について報告するとともに、IT 業界における P2M の可能性を論じる。 

 

2. 情報セキュリティの現状 

テロや犯罪が我々の身の回りに現実味を帯びて忍び寄ってくる現代社会においては、

様々に多くのリスクが蔓延している。2003 年 8 月の MS ブラストという新型ウィルスによ

る騒動は記憶に新しい。インターネットを活用したオークション詐欺やネット掲示板での

脅迫行為、銀行口座への不正アクセスによる預金窃盗や個人情報の漏洩などハイテク犯罪

の急増、その技術の巧妙化は甚だしい。 

このようなリスクからコンピュータネットワーク社会に散在する多様な情報資産を守る

ことは喫緊の課題である。情報セキュリティとは、機密性・完全性・可用性という観点か

ら情報資産の健全性を確保することである。 

一方、コンピュータシステムは交通、流通、金融、電気・水道・電話などのライフライ

ンなどをコントロールしており、社会を支えるインフラとしての位置付けを確立している。 

このように情報セキュリティが社会的な必要性を高めるにつれて、2002 年度に 1800 億

円足らずのセキュリティ市場は、2004 年には 5 倍弱の 8170 億円の市場に成長すると言わ

れている。当社の“社会システムソリューション”、“ｅサービスソリューション”、“ブ

ロードバンドソリューション”、“ＡＶ＆セキュリティソリューション”という４つの事

業ドメインにおいても高度な情報セキュリティ機能が必須であり、その重要性は益々高ま

りつつある。 
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3. ISMS 認証制度について 

ウィルスや不正侵入は日々巧妙化し、膨大な個人情報の管理は益々複雑化する。そのよ

うな状況で情報セキュリティ対策は、思いつきやその場しのぎでは効果を発揮しない。

ISMS とはこれらのセキュリティインシデントに対して体系的、網羅的な対策を実施するた

めの組織的な取り組みを言う。所謂、PDCA のサイクルをまわす情報セキュリティのため

のマネジメントシステムである。 

JIPDEC1では、「個別の問題毎の技術対策の他に、組織のマネジメントとして、自らの

リスク評価により 必要なセキュリティレベルを決め、プランを持ち、資源配分して、シス

テムを運用することである」2と定義している。ISMS認証制度については、グローバルには

英国規格のBS7799-23、日本国内ではJIPDECのISMS適合性評価制度4が存在している。い

ずれも情報セキュリティマネジメントシステムの第三者評価制度であり、それぞれ、全世

界で 270 社以上、国内で 170 社5以上の事業体が認証を取得している。 

 

4. ISMS 認証取得プロジェクト 

インターネットを活用したｅビジネス事業においては、ネットワークの安全性とシステ

ムの運用における機密性・完全性・可用性を確実に維持管理することが重要である。即ち、

IT サービス事業者としての顧客の信頼を勝ち得ることが事業拡大につながる。そのため情

報セキュリティの第三者認証制度である ISMS 認証を取得することで事業の安全性・信頼

性をアピールすることになった。将来的には全社的展開を構想して、以下のような認証取

得の目的を設定した。 

①安心と信頼のブランドの構築 

②効果的、効率的な情報セキュリティ対策の実装 

③情報セキュリティ人材の育成 

ISMS認証取得に向けて図1．のような全社的な ISMS認証取得プロジェクトを構築した。

経営者をトップに、情報セキュリティのフォーラム組織としての情報セキュリティ委員会、

セキュリティ内部監査部門、ISMS 推進チーム、そして適用範囲部門の総勢 75 名のプロジ

ェクトである。 

                                                  
1 日本情報処理開発協会 ISMS適合性評価制度の認定機関 
2 ISMS情報セキュリティマネジメントシステム適合性評価制度の概要(2002 年 4 月)による 
3 英国規格協会の策定した情報セキュリティマネジメントシステム。PART1 がISO17799 として国際標準である 
4 経済産業省の推進する情報セキュリティマネジメントシステムの第三者評価制度(BS7799-2 がベースとなっている) 
5 2003 年 7 月時点 
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図１．ＩＳＭＳ認証取得の組織マネジメント
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当社の情報セキュリティの課題解決
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情報セキュリティの内部監査を行なう
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実際の認証取得業務を推進し責任を持つ
タスクフォース的な組織

リアルなライン組織リアルなライン組織各組織から選定したメンバーによるタスクフォース各組織から選定したメンバーによるタスクフォース

バーチャルな独立組織バーチャルな独立組織

委員会組織委員会組織

リアルなライン組織リアルなライン組織

ISMS 認証取得プロジェクトの概要をまとめると次のようである。 

①プロジェクトの目的：ISMS 認証取得(JIPDEC-ISMS,BS7799-2) 

②プロジェクトの内容：ISMS 構築、ISMS 運用、内部監査実施、マネジメントレビュー 

実施、審査受審 

③プロジェクト期間：2002 年 9 月～2003 年 3 月末 

④プロジェクトメンバー：経営者、適用範囲部門、情報セキュリティ委員会、内部監査 

部門、ISMS 推進チーム 

 

5. P2M の活用 

5.1 戦略マネジメント 

真のプロジェクトの目的は、情報セキュリティの企業ブランド構築である。また、それ

に付随して新たなビジネスプロセス作りや人材育成などといった企業戦略に基づいた活動

の一環である。プロジェクトの立ち上げにあたって企業戦略との整合性確保の面から経営

トップの意思確認を十二分に行った。投資部分だけで無くバランススコアカード的な発想

でこのプロジェクトの評価点を明確にしたことが大きな成功につながったと考える。 

 

5.2 組織マネジメント 

今回の ISMS認証取得を推進するためのプロジェクト組織は複合型の組織形態であった。

中心になってプロジェクトを動かしたのは、ISMS 推進チームであり、実際のスタッフ組織

から選定したメンバーで構成されるタスクフォース的な組織として運営した。ISMS 認証取
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得というプロジェクトの目的を達成するための組織であり、そのリーダはセキュリティ専

門組織の責任者である筆者である。 

このプロジェクトにおけるリアルな組織は、適用範囲の事業部門組織のみであり、ISMS

を構築して実際に運用していく部門である。情報セキュリティ委員会は、全社の組織代表

から構成される経営者の諮問委員会的なものであり、セキュリティ課題の審議と審議案の

採用可否を経営者へ答申する機能を持つ。 

経営者直下の独立した組織として存在するべきである内部監査部門は、今回の ISMS 認

証取得のためのバーチャルな組織として位置付けた。もちろん、監査員は他の組織とは独

立した人材をアサインした。   

今回のプロジェクトにおいては、このように一見複雑な組織形態を採用しているが、現

実には、ISMS 推進チームが主導権を持ってプロジェクト目標に向けて強力にプロジェクト

を引っ張った。恐らく僅か半年の限定された期間のプロジェクトであったために大きな問

題も発生せずに目的を完遂できたものと思う。ISMS の運用は適用範囲部門において、継続

的な維持・改善を実践して行く。今後当社における ISMS が拡大展開するに合わせて、ISMS

推進チームのライン組織化と内部監査組織の常設化を検討していきたい。 

 

5.3 目標マネジメント 

ISMS は PDCA のサイクルをまわしてスパイラルアップを目指すマネジメントシステム

である。つまり ISMS の構築・運用自体が PDCA サイクルをまわすことによって成り立つ

ものだ。実際の作業工程は図 2．に示すとおりであったが、これらは、まさに図 3． に示

すように PDCA サイクルのライフサイクルマネジメントであった。 

次に、ISMS 適用範囲の決定はスコープマネジメントと言える。当初、プロジェクト運営

推進体制全体を ISMS 適用範囲とする予定であったが、リスクアセスメント対象の問題で

終は図 1．に示す組織が適用範囲となった。プロジェクト当初のスコープ計画が変更され

たことになるが、リスク、タイム、コスト、品質などと整合性を取りながら 終無事着地

した。 
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第２図　ＩＳＭＳ構築のステップ

 

進捗管理については WBS レベルに落とした詳細作業分担表に基づいて、毎週の進捗会議

をベースにタイムマネジメントを実施した。文書規程類の作成に計画以上の時間を費やし

たがレビューを確実に実施することで後工程の作業を手戻り無く効率的に完了した。定量

的な進捗量報告と遅れに対するフォロースケジュール確認という手法を繰り返すことで進

捗を計画通りに進めることができた。 

 

図３．ＩＳＭＳ構築におけるライフサイクルマネジメント
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5.4 関係性マネジメント 

ISMS認証取得プロジェクトにおけるステークホルダー間の関係のあり方を図4.に示す。

適用範囲部門の事業はB to B to Cであり、プロジェクトの 終目標はISMS認証を取得する

ことで顧客の信頼を勝ち得ることである。顧客以外にもiDC6などの外注先も関係しており、

ISMS構築においては契約書に基づく情報セキュリティ確保の依頼などに注力した。  
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第４図　適用範囲の関係性

Ｂ
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Ｃ
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ISMS認証取得は当社の信頼のブランド構築のために推進しているので、経営的な観点か

らのステークホルダーを挙げれば図5．のようになる。全ては当社の経営拡大及び全ステー

クホルダーへの貢献ということになる。つまり21世紀社会における企業は、関係性マネジ

メントにおいて安全・安心と言うブランド作りを目標とすることになると考える。  

 

 

 

 

 

                                                  
6 Internet Data Center顧客のサーバを預かって顧客に必要なネットワーク運用サービスを提供する設備 
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図５．　ステークホルダー関係性マネジメント

当社
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外注外注 外注外注

外注外注

顧客顧客

顧客顧客

顧客顧客

顧客顧客

顧客顧客
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終ユーザ
（ＡＳＰ利用者）
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次の
適用範囲部門

次の
適用範囲部門

次の
適用範囲部門

次の
適用範囲部門

今回の適用範囲部門
（ｅｂｂｍサービス事業部門）

今回の適用範囲部門
（ｅｂｂｍサービス事業部門）

ＩＳＭＳ
推進チーム

ＩＳＭＳ
推進チーム

株主株主

従業員従業員

ＩＴ業界

情報セキュリティ業界

ステークホルダーネットワークが複雑に絡み合い、安全・安心がキーワードとなるステークホルダーネットワークが複雑に絡み合い、安全・安心がキーワードとなる

 

5.5 リスクマネジメント 

ISMS構築において、リスクマネジメントの手法に基づいてリスアセスメントを実施した。

情報セキュリティの確保がリスクマネジメントそのものであるので、今回のプロジェクト

はリスクマネジメントを実践した絶好の事例である。まずは、セキュリティポリシーを作

成しリスク対応方針を決定する。その後、リスク分析手法の決定、情報資産の洗い出し、

評価、脅威と脆弱性の洗い出しと評価、リスク評価の実施、コントロール策の決定、残留

リスクの決定、リスク対応の実施ということでISMSの運用に至る。（図6.5）参照） 

リスク対応方針リスク対応方針

行動指針 基本目的

リスクの特定リスクの特定

保有

削減

回避

移転

設備投資　　運用改善
組織改革　　教育訓練
マニュアル作成など

保険

リスクアセスメント

リスク分析

リスク評価
（対策方針の決定）

リスク対策

シナリオ分析シナリオ分析

リスク算定（発生確率・被害規模）リスク算定（発生確率・被害規模）

弱点分析弱点分析

対策効果算定対策効果算定

図６．　リスクマネジメントの実施例

セキュリティポリシーの策定セキュリティポリシーの策定

情報資産の洗い出しと分類化情報資産の洗い出しと分類化

情報資産の評価情報資産の評価

脅威と脆弱性の洗い出し・評価脅威と脆弱性の洗い出し・評価

リスク分析手法の決定リスク分析手法の決定

リスク評価の実施リスク評価の実施

コントロール策の決定コントロール策の決定

残留リスクの承認残留リスクの承認

リスク対応の実施リスク対応の実施

 

図7．にリスクの定量化について示す。グルーピングした情報資産毎にリスク値を算出す
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る。これらパラメータについては客観的な定量化が、今後の大きな課題である。 

図７．リスクアセスメント

リスク値＝情報資産の価値×脅威の発生確率×脆弱性の大きさ

①情報資産の洗い出しと分類化
②情報資産の評価
③脅威と脆弱性の洗い出し
④リスク評価手法の決定
⑤リスク評価の実施

ＣＩＡ毎に評価する
　１：低い
　２：中程度
　３：高い
（Ｃ＋Ｉ＋Ａ）／３

１：低い
２：中程度
３：高い

１：安全
２：改善の余地あり
３：脆弱

リスクアセスメントの手順

Ｃ：機密性
Ｉ ：完全性

Ａ：可用性

 

リスクマネジメントについては、現代社会の企業経営においては基本的かつ必須の部分

であるので、情報セキュリティの確保と言う領域から、より広い視野にたったノウハウの

蓄積・活用を進めて行きたい。 

 

5.6 プロジェクトの結果 

今回のプロジェクトの結果を目標マネジメントの観点からまとめると次のようになる。 

目標     達成度合い 

タイム    ○（計画通り） 

コスト    ◎（半減） 

品質     ○（計画通り） 

スコープ   △（計画変更） 

  

当初のスコープを変更せざるを得なかった割には目標の殆どを計画通りに達成できたと

評価できる。その理由は次の通りである。 

①経営者の全面的なバックアップを得た 

②QMS,EMS7というマネジメントシステムの運用ノウハウの下地があったこと（マニュア

ル作り、流用できる基本規程類、マネジメントシステム構築） 

                                                  
7 QMS:ISO9001 品質マネジメントシステム 
  EMS:ISO14001 環境マネジメントシステム 
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③ISMS関連の十分な準備ができたこと（ISMS審査員資格の取得、社内のセキュリティ啓

蒙活動の推進） 

④高品質な内部監査を実施できたこと（有資格者が十分な準備とパワーをかけた） 

 

6. IT業界におけるP2Mの役割 

多くの業界でプロジェクトは巨大化し、複雑化、多様化しつつある。また、物事が従来

に増して加速度的に高速化している。このような社会・産業界になると従来のような一つ

の専門領域の専門家だけでは事業やプロジェクトが立ち行かなくなってきた。全体をより

高い立場にたって俯瞰し、横断的に物事を進めるプロジェクトマネジメントの役割が重要

視されてきたのだ。P2Mはまさに、時代の要請によって生まれてきた救世主と言えよう。 

今回は、情報セキュリティのISMS構築・運用というプロジェクトにおいてP2Mを実践し

てきたが、IT業界全般においてもP2Mの役割は高まって行くに違いない。特に、次のよう

なIT業界独特な部分についての活用が考えられる。（図8．参照） 

①ソリューションビジネスのインキュベーション 

②ソフトウェア開発 

③システム運用 

図8．ＩＴ業界におけるＰ２Ｍの役割
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ビジネス
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資金的な
枠組み創出

資金的な
枠組み創出

開発プロジェクト
管理

組織を機能させる
リーダシップ

完成に向けての
開発管理

一定の制約のもと
での起業管理

制約条件下での
目標管理

必要な経営資源
を調達する

必要な環境・ツール
を調達する

必要な設備・環境
を準備する

経験したことのない
リスクに対する備え

ＩＴの活用

ステークホルダーとの
良好な関係構築

新たな
付加価値創造

ノウハウ・知財
の活用

ノウハウの活用

メンバー管理
外注管理

ＩＴ業界

 

従来からソフトウェア業界では、前時代的な徒弟制度もどきのマネジメントスタイルや

教育が横行していた。ソフトウェアやシステムの領域は工学分野とは言うものの、ソリュ

ーションと言う人間に対するサービスと、ITと言うコア技術の間の開きが大きすぎて、そ

の合間を埋める定量的、客観的業務の管理スタイルの構築に困難を極めてきた。P2Mの個

別マネジメントにまとめられていることは、経験や本能から何となく分かっていたそれら
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の曖昧な部分を体系的に分かりやすく整理されたものだ。また、随所に散りばめられた定

量的な手法を体得して応用していけば、IT業界も人月商売という大雑把な管理のあり方か

ら脱却できると信じる。さらに、プログラムマネジメントなどの新たな概念も提起されて

いるので、その具体的な実証が今後の課題である。 

 

7. おわりに 

ISMS認証取得プロジェクトにおけるP2Mの実践例を報告した。今回は、戦略、組織、目

標、関係性、リスクのマネジメント例を中心にした内容であったが、実際はP2Mの全範囲

のマネジメントを活用したのは勿論である。また、ISMSプロジェクト全体をプロジェクト

として捉えたが、ISMS推進チームをプロジェクトとして捉え、ISMS運営推進体制全体を

プログラムとしての位置付けで論じることもできる。今後もISMSの維持・改善を継続し、

さらなる拡大展開も図って行く予定であるので、次回の論文ではプログラムマネジメント

について論じてみたい。 

以上 

＜参考文献＞ 

1)（財）日本情報処理開発協会 「ISMS情報セキュリティマネジメントシステム適合性評 

   価制度 －ISMS認証基準（V2.0）－」(平成15年4月21日) 

2) British Standards Institution「Information security management system –  

  Specification with guidance for use」  (2002.9.5) 

3)（財）日本情報処理開発協会 「ISMSガイドV1.0」(平成14年4月1日) 

4) プロジェクトマネジメント導入開発調査委員会「Ｐ２Ｍ プロジェクト＆プログラムマ 

  ネジメント標準ガイドブック」2002年  

5) 日本技術士会 「技術士制度における総合技術監理部門の技術体系」H13.6 
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4.7  ソフトウェア開発を失敗させないプロジェクトオフィス活用法 

(株)日立製作所 ソフトウェア事業部  佐佐木 秀貴 

ＩＳＵ 代表   植野 俊雄 

 

１．はじめに 

ソフトウェア開発プロジェクトの成否はプロジェクト管理の質に大きく影響される。多

くのプロジェクトでは，プロジェクトマネジャが様々な苦労を重ねながらプロジェクトを

管理しているが，経験や個人的な手法に左右されるため，各プロジェクトで同じような失

敗を繰り返すことが多い。組織の中で過去の失敗事例を次のプロジェクトに適切に生かす

ためには，事例を知識として集約し，知識に基づく予防処置を指導する専門の組織として，

P2M のプロジェクトオフィスによる支援が有効である。 

本報告では，筆者の所属するソフトウェア開発プロジェクトにおいて，プロジェクトオ

フィスの支援を受けた結果を元にその効用を報告し，ソフトウェア開発プロジェクトにお

けるプロジェクトオフィス活用の重要性を提案する。 

 

２．なぜソフトウェア開発は難しいか 

コンピュータビジネスシステムは，多くのソフトウェアの組み合わせによって実現され，

企業等のビジネスを支えている。 

ソフトウェアの開発は，総て試作＝製品である。一人の人間が，機能設計－方式設計－

実装設計－製品試作－検証－修正－是正－試験の全工程を実施して，更に製品になるまで

磨き上げていく必要がある。ソフトウェアでは，ハードウェアのように標準部品を用いた

り，既成の半製品を活用したり，試作検証後は製造部門に任せる，というようなことがで

きない。ソフトウェアの開発は，複数人で小説を執筆するようなものである。当然文章(部

品)の流用などなく，総て一から手作り。何十編にもなる小説を，編毎に著作者を割り当て

て，構想から，あらすじ，草稿，仕上げ，脱稿，枠組み，校正までを各人が並行に進める。

全体の整合性のために，全員相互のコミュニケーションも欠かせない。一人の遅延者，脱

落者があってもならない。当然人の代替ができないから， 初の人の投入を誤ると，あと

からの挽回は難しい。 

また，コンピュータビジネスシステムのデザインは，それを利用する組織の業務がどの

ように遂行されるのか，例外事項に対して担当者や上司はどのように判断して，対処して

いる(しようとしている)のか，それらの総てをヒアリングすることが大事である。そして，

その業務をコンピュータ上で実現するために，既存のソフトウェアを組み合わせて利用し
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たり，不足するソフトウェアを作成したりする。つまり，コンピュータビジネスシステム

は企業ごとに異なり，総てオーダーメイドである。 

このようにソフトウェアの開発には，使用顧客の使い方の研究分野とそれに応えるソフ

トウェアの作成分野の二つの仕事が含まれている。これらの知識・技術を習得し，習得し

た知識・技術を数多くのソフトウェア開発プロジェクトで実践した経験を積んだ者でない

と，プロジェクトを上手くマネジメントすることは難しい。 

技術の進歩が早いこの業界において，業務理解， 新技術習得，実戦経験の三つを個人

が同時に積み上げていくことは非常に困難である。 新技術を採用した規模の大きなプロ

ジェクトになると，誰がプロジェクトマネジャーになっても，実戦経験が不足したままプ

ロジェクト開始せざるを得ない。このような場合，新技術に対する実戦経験不足をどう補

うかの作戦次第でプロジェクトの成否が決まると言っても過言ではない。 

多くのソフトウェア開発では，新技術を使ったシステムを試作しながらその延長で実際

のビジネスシステムに使用できる製品レベルまで磨き上げて行くという，試行錯誤的な要

素が多く含まれている。これらの要素は不確実性を伴っており，コントロールするために

は高いリスクマネジメント力が要求される。また，ソフトウェア開発のリスクマネジメン

トを行うためには，ソフトウェア技術の経験の裏付けが必要である。結果として，ソフト

ウェア開発のプロジェクトマネジャーは，高い技術力と高いマネジメント力の両方が要求

されることとなるのである。 

 

３．担当プロジェクトの概要 

筆者は，あるミドルウェア製品の開発プロジェクトにおいて，コアコンポーネントを開

発するチームに所属し，チームリーダの補佐を務めている。開発したコアコンポーネント

は他の開発チームに提供するため，機能やインタフェース，日程，品質などいずれも調整

が難しく，問題が発生した場合のプロジェクト全体への影響範囲も極めて大きい。担当プ

ロジェクトの体制の概要を図 1 に示す。図中のプロジェクトオフィスは，P2M の管理型プ

ロジェクトオフィスに分類される。 

このミドルウェア製品の開発プロジェクトは，計画，設計・作成，テスト・試験・検査，

完了・保存・提供，運用・保守・改善の各フェーズに分類される。このプロジェクトのラ

イフサイクルを図 2 に示す。これは，SLCP-JCF98 (SLCP-JCF98 委員会：「共通フレー

ム 98(SLCP-JCF98)」),通産資料調査会,1998 年)と同様である。 
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ＰＭ：プロジェクトマネジャ
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図 1 : 開発体制の概要 
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図 2 : 担当プロジェクトのライフサイクル 

 

４．当プロジェクトでのプロジェクトオフィスの関わり 

当プロジェクトにおける，各フェーズでのタスクと，各フェーズに対するプロジェクト

オフィスの支援状況を表1に示す。 
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表1 : 当プロジェクトのタスクとプロジェクトオフィスの支援例 

 

機能 

の設計 

実現方式

の設計 

ソ ー ス プ

ロ グ ラ ム

作成 
設
計
・
作
成 

 

 
○機能の設計を行う。 
○実現方式の設計を行う。 
○ソースプログラムの作成を行う。 
○スケジュールと実績を対比させ，

遅延作業について対策を施す。 

○作業状況と進捗状況を定期的に

プロジェクトオフィスに報告する。 
○プロジェクトオフィスから発せられた

警告について対策を施す。 

 
○プロジェクトの各チームから定期

的に作業状況と進捗状況の報告
を受け取り，スケジュールと実績
を対比させ，ギャップを抽出す
る。 

○目標と実績のギャップを定量的
に分析し，傾向とリスクの分析を
行う。 

○潜在的なリスク，具現化した問

題点について，プロジェクトマ

ネジャから見解と対策をヒアリ

ングする。 
○上記の結果，リスクを予想し，予
想されるリスクについての警告をプ
ロジェクトマネジャ及び部門長に発
するとともに，必要に応じて幹部へ
エスカレーションを行う。 
 

 
○監視 
○リスク分析 
○リスク判断 
○リスク対応 

テ
ス
ト
・試
験
・
検
査 

 

プログラム

テスト 

 
○開発者が，テスト計画を作成し，プロ

グラムテストで設計検証(試験)を行う。
○開発者が，テスト完了したプログラ

ムについてシステム統合を行う。 
○品質保証担当者が，製品の妥当性確

認(検査)を行う。 
○製品検査の結果，品質不十分(不合

格)と判定された場合，開発者と品質
保証担当者で協議して議論し，品質
向上施策・目標を決定する。 

○開発者は品質向上施策・目標に

基づき，プログラムの見直し・修

正・改善・再テストを行う。 
○上記のタスクを，製品の出荷水準を達

成して，検査合格になるまで繰り返
す。 

 

 
○プロジェクトの各チームから定期
的に作業状況と進捗状況の報告を
受け取り，スケジュールと実績を対
比させ，ギャップを抽出する。 
○開発者，品質保証担当者の両方
の品質に対する意見を聞き，品質・
納期が顧客の要求に照らして最適
となるように，施策の選定と目標・ス
ケジュールの決定の調整役を務め
る。 
○具現化した問題点について，必
要に応じて適切なポストのマネジャ
に投げかける。様子をみて更に上
位マネジャや幹部へとエスカレー
ションを行い，問題点の早期解決を
促す。

 
○顧客要求の確認
○作業計画レビュ

ー 
○リスク対応 

プロジェクト プロジェクトオフィス フ ェ

ーズ プロセス タスク 支 援 内 容 種別 

計
画 

 
開発計画

の立案 

 
○技術動向，市場動向，顧客要望

等を踏え，開発計画を作成する。 
○開発計画を幹部に提案し，承認を受

けて予算とする。 
○承認された開発計画をもとに，開

発項目，スケジュール，品質等の達

成目標を明確化し，プロジェクト計画

を作成する。 
○プロジェクトオフィスから提示された

情報を元に，過去のプロジェクトとのギャ

ップ分析と対策を行う。 

 
○承認された開発計画について，

原価管理番号を採番し，承認され

た目標予算数値(工数，原価)を目標

原価として入力する。 
○プロジェクトメンバに原価管理

番号を周知させ，工数実績，製

造原価の測定を開始する。 
○過去の類似プロジェクトの工

数，原価の情報との対比を行

い，プロジェクトマネジャにギャッ

プ分析と対策を要求する。 
○プロジェクトマネジャの分析・対

策結果の妥当性を検証する。 
 

 
○事務 
○測定 
○ナレッジ 
○プロジェクト計画

レビュー 
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製造物 

の保存 

製品提供 
プロジェク
ト完了後 
レビュー 

完
了
・
保
存
・
提
供 

 

○作成したドキュメント，プログラムを保
存する。 

○製品を顧客に提供し，運用に供する。
○プロジェクト完了後レビューを実施し，

プロジェクトの問題点，改善点を洗い
出す。摘出された問題点について対
策を施し，改善を図る。 

○プロジェクト完了条件の検証を行
う。 
○原価管理番号を閉じ，集計する。 
○プロジェクト完了の事務手続きを
行う。 
○プロジェクト完了後レビューを実
施し，プロジェクトの問題点，改善
点を洗い出す。摘出された問題
点，改善点を各部門に指導してプ
ロジェクトの改善を図るとともに，他
プロジェクトへ共有できる知識形態
として蓄積する。

○プロジェクト完了
後レビュー 

○測定 
○事務 
○改善 
○ナレッジ 
 

運
用
・
保
守
・
改
善 

運用 ○顧客運用中の製品について，障

害などへの対応を行う。 
○必要に応じて製品の改善版を作成

し，顧客に提供する。 

○顧客障害などの状況報告を開発
部門から受け，次期開発サイクル
との同期をとりながら，管理支援
を継続する。 

○具現化した問題点について，必
要に応じて適切なポストのマネジ
ャに投げかける。様子をみて更
に上位マネジャや幹部へとエス
カレーションを行い，問題点の早
期解決を促す。 

○関連プロジェクト
影響レビュー 

○リスク対応 

 

５．プロジェクトオフィスの効用 

P2M で述べられているプロジェクトオフィスの主なタスクを，当プロジェクトの事例で

整理すると，下記の 4 つとなる。 

(1) ナレッジの蓄積と改善支援 

図 1 に示すように，プロジェクトオフィスは，複数のプロジェクトに対して横断的な支

援を行う。この支援結果は全てナレッジとしてプロジェクトオフィスに蓄積され，他のプ

ロジェクトにフィードバックされる。プロジェクトは同じような失敗を繰り返すものであ

り，これを単一プロジェクトの経験のみで予防することは難しい。プロジェクトオフィス

が収集したナレッジを利用して各プロジェクトに予防処置を指導して改善することは，プ

ロジェクトにとって強力な支援となる。 

(2) 計画と計画変更に対するレビューア 

納期を守るために，優先順位をつけた作業の絞込みや人員の集中投資を行わなければな

らない場合等，計画を変更してスコープを再設定する必要に迫られる場合がある。このよ

うな判断を行う場合，プロジェクトオフィスがレビューアとして参加することによって，

プロジェクトマネジャの経験のみに依存した判断ではなく，過去の事例に基づいたより適

切な判断を行うことが可能となる。 

(3) 実行フェーズの測定・監視・評価の基準統一 

プロジェクトを運営するうえで，プロジェクトの定量的な評価は欠かせないタスクであ

る。プロジェクトオフィスが統一された測定・監視・評価の基準を提示してその活動を支
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援することで，プロジェクトはより精度の高い評価を行うことができる。 

(4) リスクマネジメント支援 

プロジェクトは不確実性を伴っており，不確実性はリスクを発生させる。前述のとおり，

プロジェクトオフィスはプロジェクトの測定・監視・評価の基準を提供し，定量評価を支

援する。この過程で，プロジェクトから報告された評価結果の予実績ギャップをチェック

し，リスクを予測する。またプロジェクトオフィスは，リスト化された過去の失敗事例か

らプロジェクトを独自に評価し，プロジェクト内で放置され，埋没しているリスクを掬い

上げる。 

これらの支援の結果リスクを摘出した場合は，プロジェクトマネジャと部門長に警告を

発し，問題点が具現化した場合には必要なポストのマネジャへ投げかけ，解決を促す。い

ずれの場合にも，必要に応じて幹部へのエスカレーションを行い，リスクの放置と隠蔽を

予防する。 

 

６．プロジェクトオフィスによるプロジェクト支援モデル 

5 章で述べたように，プロジェクトオフィスは複数のプロジェクトに対して横断的な支援

を行い，個々のプロジェクトで得た経験をナレッジとして蓄積し，そのナレッジを他のプ

ロジェクトへと提供している。プロジェクトオフィスによるプロジェクト支援モデルを，

図 3 に示す。このモデルでは，プロジェクトオフィスが各プロジェクトの核となって複数

プロジェクト間を横断的に支援することにより，ナレッジの蓄積と提供を繰り返す様子が

示されている。 

図 3 のモデルから，プロジェクトオフィスは，管理的な面と支援的な面の両面からプロ

ジェクトに作用していることがわかる。すなわち，プロジェクトオフィスがプロジェクト

のパフォーマンスの向上に寄与するためには，P2M で述べられている管理型プロジェクト

オフィスと支援型プロジェクトオフィスの双方の特性を併せ持つプロジェクトオフィスが

理想である。 
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図 3 : プロジェクトオフィスによるプロジェクト支援モデル 

 

 

管理型の特性と支援型の特性を併せ持つプロジェクトオフィスとなるためには，プロジ

ェクトオフィスに優秀なメンバーを配置することが肝要である。そして，各プロジェクト

の経験からナレッジを蓄積して，そのナレッジを，同時並行している他の開発プロジェク

トに提供して，活用することである。 

 

７．おわりに 

筆者のプロジェクトにおけるプロジェクトオフィスの支援状況から，プロジェクトオフ

ィスの効用，ソフトウェア開発プロジェクトでのプロジェクトオフィスの必要性へと展開

した。 

複数のソフトウェア開発プロジェクトを抱える事業組織で，まだプロジェクトオフィス

を適用していない場合，本報告と提案を検討の参考にして頂けると幸いです。 
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4.8  P2M による企業年金の再構築 

中央三井インフォメーションテクノロジー株式会社 取締役法務監査部長 平井 一志 

 

「企業年金」の危機は“マネジメントの危機”である。年金運用の失敗を投資環境や投

資理論のせいにしてはならない。問題解決のキーワードは“ゼロベースの発想”と“全体

適の枠組み”である。 

 

● ゼロベースの発想 

運用の基本方針策定プロセスのインプットである「制約条件」や「前提条件」の分析を

ないがしろにして、過去の成功体験に引きずられたことが失敗の本質であり、ゼロベース

の発想よってリスクを特定できなかったマネジメントの失敗である。具体的には成長神話

の呪縛から逃れられずデフレスパイラルを想定できなかった。極論を吐けばデフレ下の有

価証券投資は無意味である。 

（図表１）基本方針策定プロセス 
インプット ツールと技法 アウトプット 

目的 

‥‥‥ 

過去の情報 

制約条件 

前提条件 

最適化手法 基本方針 

 

 

● 全体最適の枠組み 

いまひとつの敗因は年金運用を退職後の所得保証という全体使命から解き起こす全体

適の枠組みが存在せず、運用利回り確保の部分 適に終始したことである。したがって「企

業年金」を再構築するためにはマネジメントスキルと組織の成熟度レベルの向上が必要不

可欠であって、対応策として P2M の導入が有効である。長らく信託銀行において資産運用

業務に従事したものとして以下私見を述べさせて頂きたい。 

 

1. 始まりと終わり 

代表的な確定給付型の「企業年金」である厚生年金基金制度がスタートしたのは、今か

ら３７年前の昭和４１年（１９６６年）１１月であった。単独あるいは共同して厚生年金

基金と呼ばれる公法人を設立し、企業独自の年金部分（プラスアルファ）および公的年金

である老齢厚生年金の一部を国に代わって管理運用し代行給付する。制度内容は運用規制
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の緩和ほか逐次変更されたが、３５年目の平成１３年（２００１年）に至って抜本的な見

直しを余儀なくされた。折りしも株式相場の低迷などから積み立て不足に陥り、給付減額

や解散に追い込まれる基金が相次いだことから、受給権を保護するための制度整備が不可

避となったのである。平成１３年確定給付型の企業年金制度を再編成する「確定給付企業

年金法」と転職時の資産移換に対応する「確定拠出年金法」が成立した。 

ところで今から８年前の平成７年当時、行政改革委員会の規制緩和小委員会において運

用規制の緩和をめぐり次のような議論があった。 

「バブル崩壊後これまでに国内株式の市場収益率が非常に低調であったため、その間株

式の組入比率が相対的に高ければ相対的に低い収益率しかあげられなかったことは否定で

きないが、年金資産運用は数十年にわたる極めて長期のものである。リスクの高い株式の

収益率がリスクの低い債券等の収益率に比べて、長期的に高くなることは明らかであり、

‥‥‥」 

しかし制度スタートから３５年を経て「企業年金」は転機を向かえたのであり、一つの

フェーズが終了したのである。「年金資産運用は数十年にわたる極めて長期のものである」

との認識は誤りであった。３５年ものタイムスパンを考慮すればその管理運用業務が定常

化して機能分化が進み全体感が乏しくなることは致し方ないことであるが、“始まりと終

わり”がある以上、企業年金制度をプロジェクトとして再認識する必要がある。 

さらに企業年金制度は退職一時金制度と相俟って退職給付制度を構成することから、退

職給付制度をプログラムと認識することができる。「企業年金」を取り巻く全体構造を図

示すると次頁の図表４のようになる。 

 

2. リスクマネジメント 

2-1 リスクマネジメント中核プロセス 

企業年金制度をプロジェクトとして捉え、サブプロジェクトである資産運用業務につい

てリスクマネジメントの中核プロセスを検証してみると、失敗プロジェクトの多くが機能

不全に陥っていることが明らかになる。 

（図表３） リスクマネジメント中核プロセス 

１．方針策定 

２．リスクの特定 

３．リスクの分析評価 

４．リスクの対応策準備（計画） 

５．対応策執行 

６．実施状況の評価・監視 
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まずリスクマネジメントの基本方針を策定し、リスクを特定してのち、リスクの分析手

法を選定すべきであるが、失敗プロジェクトの多くは分析評価をパッケージソフトに依存

し、リスクマネジメントプロセスではなくオペレーションに終始している。 

不特定多数を対象とするパッケージソフトはその商品性から一般論を前提として設計さ

れており、ゼロベースの発想による大胆な条件設定や柔軟な条件変更はできない。「年金

資産運用は数十年にわたる極めて長期のものである。リスクの高い株式の収益率がリスク

の低い債券等の収益率に比べて、長期的に高くなることは明らかであり、‥‥‥」が一般

論であった。すなわちパッケージソフトはデフレスパイラルのようなパラダイムシフトに

は対応できないのである。しかし多くの年金基金はその限界に無頓着であり結果を鵜呑み

にして失敗した。 

 

2-2 制約条件の明確化 

（図表４）企業年金を取り巻く全体構造 

 サブプロジェクト プロジェクト プログラム 

業務範囲 資産運用業務 企業年金制度 退職給付制度 

全体使命   老後の所得保証 

特定使命 目標収益率 受給権の確保  

リスク 投資リスク 債務超過 積み立て不足 

・委託運用機関 ・委託運用機関 ・委託運用機関 

・自家運用 ・自家運用 ・自家運用 

 ・年金基金 ・年金基金 

 ・受給者 ・受給者 

ステークホルダー 

  ・企業 

・投資期間 ・投資期間 ・投資期間 

・過去の情報 ・過去の情報 ・過去の情報 

 ・流動性 ・流動性 

 ・規制・法務 ・規制・法務 

 ・税務 ・税務 

 ・成熟度 ・成熟度 

 ・積立水準 ・積立水準 

 ・掛金負担能力 ・掛金負担能力・ 

  ・経営状況 

制約条件 

  ・企業会計原則 
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投資ﾘｽｸ 

ｼｮｰﾄﾌｫｰﾙ･ﾘｽｸ 

ｱﾝﾀﾞｰﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ﾘｽｸ 

退職給付制度 

退職一時金 企業年金制度 

年金財政 資産運用 

証券投資 

プロジェクト 

ｻﾌﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

プログラム 

母体企業 年金基金 運用機関 

自家運用 

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

 

 

今日わが国の投資技術は欧米に引けを取るものではないが、プロジェクトマネジメント

のレベルには格段の差がある。とりわけわが国においてはプロジェクト計画プロセス群の

インプットである「制約条件」や「前提条件」の重要性に対する認識が希薄である。日本

証券アナリスト協会編の「証券投資論」につぎのような記述がある。 

「投資の意思決定プロセスは階層的な構造を持っている。わが国では必ずしも定着した

投資実務とはなっていないが、このような階層的な投資決定プロセスはアメリカでは実務

の中に定着している。階層的な投資決定プロセスの第一段階は投資目的の明確化であり、

第二段階は投資を実行する上での制約条件を明確化することである。そして 終の第三段

階には、投資目的と制約条件の双方を踏まえた上で個別具体的な投資方針を設定すること

になる。」 

（図表５）投資の意思決定プロセス 

第一段階 投資目的 

第二段階 制約条件 

第三段階 投資方針 
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また平成９年４月２日付厚生省年金局長から都道府県知事あて通知「厚生年金基金の資

産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて」にはつぎのような記述があ

る。 

「運用の基本方針は、基金の成熟度・積立水準、事業主の掛金負担能力・経営状況等、

基金の個別事情に応じて、基金自らの判断の下に策定されなければならない。政策的資産

構成割合については、ＡＬＭ分析（資産と負債の関係の分析）等による将来にわたる資産

及び負債の変動予測を踏まえ、基金の個別事情に応じて許容できるリスクの範囲内で 大

のリターンを得るような資産構成を求める手法等の合理的な方法により、適切に定められ

なければならない。」 

しかし未だ自己責任原則が確立しておらずかつ横並び意識の強いわが国においては、

「制約条件」や「前提条件」について突き詰めた議論がなされた例をあまり耳にしない。

突き詰めた議論があればパフォーマンスにもっと差が出るはずであるが際立った差を目の

当たりにしない。資産運用業務に関わる「制約条件」の たるものは「投資期間」である。

ところが大勢は「年金資産運用は数十年にわたる極めて長期のものである」との先入観か

ら「投資期間」を「制約条件」として意識することなく株式投資に走ったのである。 

 

2-3 リスクの特定 

リスクマネジメント方針策定プロセスにおいて「制約条件」の明確化がお座なりである

ということは、とりもなおさずゼロベースの発想によってリスクを特定していないことを

意味する。 

「企業年金」をめぐっては三つの業務範囲を特定することができ、おのおのがミッショ

ンおよびリスク概念さらにステークホルダーを異にする（前頁図表４参照）。まずは資産

運用業務についての投資リスクである。つぎに企業年金制度をプロジェクトとして捉え、

資産運用および年金財政を業務範囲とする債務超過（ショートフォール）のリスクである。

いま一つは退職給付制度をプログラムとして捉え、企業年金制度に加えて退職一時金制度

を業務範囲とする積み立て不足（アンダーファンディング）のリスクである。 

① 投資リスク 

証券投資の世界では収益率のバラツキをリスクとして捉え、統計量として分散ないし標

準偏差を用いる。非常に高い収益率のときもあれば非常に低い収益率のときもある場合に

リスクが高いとする。実務においてはポートフォリオの収益率そのもののバラツキである

絶対リスクのほか、対ベンチマークの超過収益率のバラツキである相対リスク（トラッキ

ングエラー）を管理指標とする。このようなリスク概念に基づく資産配分の 適化手法を
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平均－分散アプローチと呼ぶ。 

② 債務超過のリスク 

企業年金制度の特定使命は受給権の確保であることから債務に見合った資産がないこと

がリスクであり、資産収益率の変動性のみならず負債の変動性にも注意を払う必要がある。

剰余金不足を「制約条件」にした資産配分の 適化手法をショートフォールアプローチと

呼ぶ。実務としては年金ＡＬＭとしてその定着が図られており、ショートフォールアプロ

ーチに加えてシミュレーションアプローチが採用されている。ショートフォールアプロー

チが平均－分散アプローチの発展型であり均衡モデルであるのに対して、シミュレーショ

ンアプローチは離散化モデルである。離散化モデルは均衡モデルほどには「前提条件」や

「仮定条件」を設定の必要がないものの、ゼロベースの発想によってアウトプットを洞察

しないかぎり実用に供することはできない。 

③ 積み立て不足のリスク 

平成１２年（２０００年）４月以降開始する事業年度から企業会計に退職給付会計基準

が導入された。 

それまで企業年金制度に積み立て不足があっても企業会計には反映する必要がなく、ま

た退職一時金制度も要支給額の一部を引き当てるだけでよかった。すなわち退職後の所得

保証という全体使命達成のために、リスクを可視化して統一的に把握する全体 適の枠組

みは存在していなかったのである。新たな会計基準においては積み立て不足を償却しなけ

ればならず、アンダーファンディングが一挙に顕在化して母体企業の経営を脅かす事態に

まで発展してしまった。そもそも厚生年金基金は母体企業が破綻した場合に影響を被らな

いように別法人とされたが、現代的課題は退職後の所得保障のための母体企業を中心とす

る全体 適の枠組みづくりである。 

このような複雑系問題を解決するためには組織の成熟度レベルを引き上げる必要がある。

またリスクマネジメント中核プロセスにおいてはリスクの特定から対応策執行までをプロ

ジェクトマネジメントサイクルとして捉え、継続的にプロセスを改善して行く必要がある

が、プロセス改善を軌道に乗せるためには組織成熟度の引き上げが不可欠である。 
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3. プロジェクト組織マネジメント 

3-1 組織の成熟度レベル 

（図表６）成熟度モデル 

レベル１組織 場当たり的 

レベル２組織 計画的 

レベル３組織 科学的 

レベル４組織 統合的 

レベル５組織 最適化 

９０年代コンピューターの処理能力が飛躍的に向上したことに伴ない金融工学が発達し

た。と同時に規制緩和によって市場の効率性が高まった。にもかかわらず定量モデルを用

いた年金運用が失敗したのはなぜであろうか。定量モデルを使いこなすだけのマネジメン

トスキルが備わっていなかったからであり、組織の成熟度がツールや技法の限界を知り意

思決定プロセスを継続的に改善するのに十分なレベルに達していなかったからである。複

雑な社会経済現象をモデル化するためには一定の「前提条件」や「仮定条件」を設定の必

要がある。したがってモデルの利用者は「前提条件」や「仮定条件」の変化の予兆を早期

に察知して対応策を講じなければならない。たとえば統計処理に適う国内資本市場のデー

タは高度経済成長期以降のものであり、どのような均衡モデルもデフレスパイラルには対

応できない。しかしパッケージソフトの利用者の多くはモデルの「前提条件」や「仮定条

件」に無関心であり、さらにＩＴのブラックボックス化がそれに拍車をかけた。 

およそモデルの利用に際してはその限界を知り洞察力によって間隙を埋める継続的なプ

ロセス改善が必要不可欠であって、そのようなポジティブスパイラルを実現出来る組織の

成熟度レベルが要求される。一般的に年金基金の組織の成熟度レベルは高くない。大半が

成熟度モデルレベル１（組織としてプロジェクトの認識が低く、場当たり的なプロジェク

トマネジメントが実践されている）と思われる。なんとなれば金融機関と同様に長らく護

送船団方式が採られていたからである。 

 

4. まとめ 

以上のとおり「企業年金」を取り巻く全体構造をプロジェクトおよびプログラムとして

捉えてみると問題点の所在が明らかになってくる。 近の「企業年金」をめぐる論議は特

別掛け金徴収あるいは給付額引き下げ、給付年齢の引き上げなど対症療法に集中しており、

根本的な問題解決にはほど遠い。キャッシュバランスプランなど新たな取り組みもまた対

症療法の域を出ていないように思われる。「企業年金」の危機を招いた根本原因はわが国

組織のマネジメントレベルにあるのであって、マネジメントスキルとともに組織レベルの
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プロセスの成熟度を引き上げないかぎり、デフレスパイラルのパラダイムシフトを見誤っ

た同じ過ちを繰り返すことになる。 

「企業年金」を退職後の所得保障という全体使命に則って再構築するためには、「あり

のままの姿から洞察した全体使命の意図を多元的に解釈し、幅広い価値体系に表現し、あ

るべき姿を追求してミッションを実現可能なシナリオ形式にまで展開する実践力」、すな

わちP2Mのプログラム統合マネジメントとりわけプロファイリングマネジメントの導入が

必要不可欠である。「企業年金」の再構築はとりもなおさず企業価値向上の戦略的な「仕

組みづくり」であり、P2M の開発趣旨そのものである。したがって現代的課題であり複雑

系問題である「企業年金」の再構築を、実効あるものにすべく P2M の導入を提案致したい。 

おって年金基金のすべてが積み立て不足に陥っているわけではなく、本稿は一般的な傾

向に対する私見である。 

 

○参考文献 

厚生年金基金連合会ホームページ・河村健吉著「企業年金危機」中央公論新社・日本証

券アナリスト協会編「証券投資論第３版」日本経済新聞社・ＰＭＣＣ「P2M 標準ガイドブ

ック」 
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4.9  政策評価の研究 

熊本県 阿蘇地域振興局土木部維持管理課防災係 増村 壽一 

 

政策評価とは、政策の効果について、事前、事後に厳正かつ客観的な評価を行い、それ

を政策立案部門の企画立案作業に反映させることである。 

1993年に成立したGPRA（government performance andresults act政府業績評価法）が

アメリカにおける政策評価の基本法である。この法律は、連邦政府のすべての行政庁に対

し、①戦略計画（strategic plan）の策定 ②年次業績計画（annual performance plan）の

策定  ③年次業績報告（annual performance report）の公表の3業務を義務づけている。 

 

（1）戦略計画 

戦略計画ではまずミッション、ビジョンを提示する。ミッションとは、組織の不変の使

命、存在目的であり、その組織が実現しようとしている社会的価値を示す。これに対し、

ビジョンとは、組織が、こういうものになりたいと目指す願望である。 

戦略計画を策定するにあたり、 も重視することは、ミッションにのっとり、ビジョン

を実現するための組織マネジメント戦略である。 

我々のミッションは、国民の生活の質の向上の実現であり、各部局の業務のベクトルが

同じ方向を向いてはじめてそれを強力に推進することができる。そのため、ビジョンを共

有するとともに、全職員が一体となってミッションの実現に取り組むということを 大の

マネジメント戦略として位置づける。 

人口の高齢化、経済の国際化、高度情報化と社会経済環境が変化する中で、さまざまな

変化や新しいニーズに的確に対応していかなければならない。こうした課題に対して、各

部局が一緒に、より良く取り組もうというのが戦略である。各部局の仕事を円で描くと、

互いにオーバーラップするところが出てくる。この分野では、各部局の力と専門知識を統

合し、協同で取り組もうというものである。 

（例）戦略的目標に対して全施策を横断的に整理する 

①安全（safety） 

②移動性（mobility） 

③経済成長(economic growth)  

④生活･自然環境(human&natural environment) 

⑤安全保障(national security) 
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（2）業績測定・業績評価（performance measurement） 

戦略目標の下にすべてを整理し、それぞれに国民の視点での成果（アウトカム）目標を

設定する。 

（例）安全･･･高速道路の死亡事故率 

             （億台ｋｍ当たり） 

   移動性･･･目的地遅延時間 

             （時間／千台ｋｍ）  

   環境･･･60db以上の道路騒音を被る人数 

 

これらのアウトカム指標の実現のために、関係部局が連携して、さまざまな施策・事業

を実施していくことになる。 

このように、あらかじめ業績に関するアウトカム指標を設定し、それを事後的に測定し

て結果を公表することを業績測定、業績評価と呼ぶ。この場合の目標はメジャー（measure

業績基準）とよばれ、それを実現するための方策（施策、事業）はイニシアチブ(initiative）

とよばれる。また、ある一つの目的実現に向けたイニシアチブを総称してプログラム

(program）とよぶ、 

行政改革とは、行政の仕事の仕方を根本的に見直すことである。我々は、明確なミッシ

ョンの下、成果をベースにした行政運営を行い、顧客満足度(CS）で業績を測定することに

より、国民主導の組織をつくっていく。 

明確な目標を設定し、成果を測定し、結果を顧客に説明することである。第一に重要な

事は、成果に焦点をあてることである。顧客に何が重要であるか尋ねることである。行政

がいい仕事をしているかどうか、顧客に尋ねることである。第二に、行政庁が共通の目標

を持つことである。それにより、省庁の立場を超えて、顧客の立場で錯綜する問題に対応

することが出来る。 

この顧客志向及び成果志向の考え方を全面的に導入することが重要であり、目的である。

整理すると、まずミッション、ビジョンを組織全体で共有し、その上で、組織全体で取り

組む横断的・総合的な戦略計画を立てる。その上で、戦略を実施するに当たり、顧客の立

場に立ってどのような成果をあげることを目標とするかを明らかにする。そして、その目

標実現に向けた施策、事業の展開を図る。当然、施策、事業の企画立案段階において、施

策、事業が目標実現に資するかどうかのチェック（事前評価）が行われることになるが、

業績測定、業績評価を制度化することの効用の一つは、この事前評価（少なくとも、常に

目的意識を持って仕事に取り組むこと）を日常化させることにある。 
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まず全職員が自分のしている仕事に対して、5つの何故（five whys）を自問自答すること

から始めるべきである。業績目標の設定は、既存の施策体系に拘泥せず、アウトプットベ

ースをはなれてアウトカムベースで行うことが重要である。 

業績目標を設定して、これが達成されたかどうかを測定して、その結果を公表するとこ

ろまでが業績測定、業績評価であり、この段階では、いい、悪いの判断は行わない。成果

をだすように求めた雇い主（国民）に対して、結果を報告・説明する責任がアカウンタビ

リテイーの意味である。 

そもそも、行政組織は、組織に与えられた組織目標（政策目標）を有する。これらの組

織では、政策目標を達成することが組織の第一の任務であり、責務である。当然のことな

がら組織は、その目標達成度を明らかにして、任務を果たしていることを証明、説明する

責任（アカウンタビリテイー）を負っている。 

アカウンタビリテイー以外に政策評価は、政策目標の選定に貢献する。さらに、政策評

価は、目的・対象に応じた手法を柔軟に選択し、使用することができる。それは、国民が

何を求めているかという視点から、縦割り行政にとらわれない、関連した諸プログラムの

包括的な評価を可能にする。 

 

（3）プログラム評価（program evaluation） 

測定された結果に対し、具体的なプログラムの寄与度（因果関係）の分析を事後的に行

い、実際の効果や有効性を示すことをプログラム評価とよぶ。 

 

（4）マネジメント・サイクル（management  cycle） 

ミッション、ビジョン、戦略に基づき、顧客の立場で成果目標を設定し、そうした問題

認識のもとに施策・事業展開を図り、その結果を測定し、必要に応じて分析（評価）を行

い、さらにそれを次の企画立案に活かすという、一連の流れを政策のマネジメント・サイ

クルとよぶ。 

政策評価の目的について、我が国では、透明性向上と結びつけたり、見直しを図る修正

行動に力点が置かれている。しかし、評価は事後に限られないから、政策・合意形成の確

保、政策の妥当性を示す手段としての機能も含めて検討するのが適切である。 

例えば、過疎地と都市部の公共投資をめぐる地域間対立や道路騒音問題のように、国民

の間で利害対立が生じる。政策の採択時には、誰が受益者で誰が負担するのかという関係

を評価を通じて明らかにする必要がある。 

また、妥当性の担保についても、我が国では公共事業の採択時に費用便益分析を実施し
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ているが、費用を上回る便益は必要条件のひとつにすぎない。 

 

（5）今後の展望 

①組織の戦略と現場のイニシアチブ(initiatives)が十分に連携していない。 

既存のinitiativeが先にあって、それを評価するmeasureを考えることになりがち。つま

り、戦略にあった形でinitiativesが変更されていない。initiativesが変わらなければ、改善

されるのは効率性のみ。成果主義が組織全体のマネジメントに根付いてない。 

②行政の分野で顧客主義をあてはめるのは簡単ではない。 

民間企業では、財、サービスをchoose、pay、receiveする顧客は同一人物であり、顧客 の

視点からの評価は一元的である。ところが、行政活動の場合、payする人（納税者）と receive

する人（受益者）は基本的には別人で、その利害も同一ではない。また、choose する人、

すなわち政策判断をする人は、様々な非市場的要素も加味して判断する。 

顧客（国民）の視点からの評価といっても、誰の立場に立つかで異なるものになるし、 

成果（アウトカム）が大事だといっても、何が望ましい成果であるかを決定（choose） す

ること自体が難しい。 

そうしたものをバランスさせて調整するのがビジョンであり戦略である。そうしたビジ

ョン、戦略をもとに行政の仕事が整理される必要がある。業績評価基準は、現場職員が 目

標達成に向けてやる気を起こすような性格のものにしなければならない。結果だけで、 行

政活動のすべてを評価することは酷であるばかりか、有害である。 

つまり、payする人はコスト削減を求める。もともとの欧州の行政改革（ニュー・パブ リ

ック・マネジメント＝ＮＰＭ）はここからスタートした（民営化、エイジェンシー化）  

choose（政策判断）する人は、市場の論理だけでは説明できない事情をカウントする（マ

イノリテイ対策、地域バランス、政策間の政治的プライオリテイ）。こうしたことすべて

をバランス良く判断、整理することが組織の戦略である。今やっているinitiativeに目標を

明示するだけでは戦略ではない。measureは、戦略的に重要な選択結果を示すものである。

政策判断に基づきmeasureが先にあって、それを も効果的・効率的に実現すると思われる

initiativesを検討することになる。 

③職員との一体感を忘れている。 

 chooseされた政策目標をいかに効果的に（receiveする人に対して）、かつ効率的に（pay 

する人に対して）実現するかが、求めるべき成果であり、組織目標である。成果実現の た

めに、どのようなinitiativesをとり、それらに対しどのように予算、人員等の資源を 配置

するかが行政マネジメントである。 
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このマネジメントを行う際に、職員のやる気をいかに引き出すかがポイントである。つ 

まり、職員の努力と組織全体の目標とのベクトルが一致していないといい業績はあげら 

れない。 

いわゆるテイラー主義による経営管理では、業績目標がトップにより詳細に規定され、 

それをいかに効率的に実現するかが現場の評価尺度とされる。 

ところがＮＰＭは、執行部門の裁量を大幅に認めることを提唱している。業績評価を職 

員のネガティブチェックとして用いるのでは生産性は逆に上がらない。事後的に過去の 

業績を振り返り、結果論で評価することよりも、組織全体が明日の目標達成に向けて前 進、

成長することの方が大切ではないか。 

つまり、業績目標は、職員ひとりひとりが、よし、これの達成に向けて頑張ろうと励む 

ための目標であるべきで、民間企業のマネジメントの分野ではこれを業績の向上の推進 

力（パフォーマンス・ドライバー）とよんでいる。 

そのために、業績目標を上からトップダウンで与えるのではなく、ミッション・ビジョ 

ンに始まる組織全体の戦略を職員ひとりひとりがきちんと認識し、そこで整理された達 

成目標に対して、それぞれの内部組織が何に対してどの程度貢献するかという各内部組 

織ごとの業績目標と具体のinitiativesを自発的に打ち出すという形態が理想的だと考える。 

組織のトップが策定した戦略を個々の担当者レベルの具体的な責務まで落とし込むこと

を、cascading（滝のように上から下まで流れる）という。行政の場合は、戦略が利用者 の

満足度を高める、安全性の確保を 優先するといった国民の視点レベルで当初は語られる

ので、そうした戦略をどう具体化するかはトップの一存で決定できない。 

総括して言えば、業績測定、業績評価を評価として行うのが第一段階。この段階では、

測定対象となる既存の個々のプログラムの業績改善にしか役立たない。仮に業績が改善し

たとしても、so what？ということになる。つまり、それが組織全体にとってどういう意味

を持つのかが明らかでない。 

第二段階は、単に測定するだけではなく、業績を改善するための組織全体としての戦略 

を策定し、その戦略にそって、業績改善のための努力を組織をあげてすること、すなわち

initiativesや予算配分等の見直しを含め、業績改善に向けたマネジメントを総合的に確立す

る。（performance measurement から performance managementへ） 

ところが、第二段階の取り組みでも、問題の解決、現状よりも少し良くなるという意味

での漸進的改善が実現するだけで、今より少し効率的、今より少し効果的になるというこ

とで、組織の成長とは言えない。 

民間企業では、ＣＳを満足させるだけでは市場で生き残れない。しかし、今日では、顧
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客の期待を上回るexceeding customer expectationsすなわち大胆な目標を掲げ、それに

向けて組織を変化changeさせることが成長企業として評価される。(stretch targets) 

業績の抜本的改革breakthrough performanceを実現するためには、組織全体が戦略目

標達成に向けて自発的に取り組む、つまりトップが押しつけなくても、個々の担当組織レ

ベルにとっても戦略目標が業績改善の推進力として共有化されているような状態を戦略的

組織（strategy－focused organization）とよぶが、これを目指すのが第三段階である。 

行政も今や漸進的改善のみが戦略目標であるため、アウトソーシング等の検討対象とさ

れる時代であり、いかに高い志を持った組織であるかをアピールすることが必要である。 

第三段階では、戦略そのものも総合的視点で策定する必要があり、バランス・スコアカ

ード方式が有効ではないかと考える。 

 

（6）おわりに 

私は、行政サイドの土木技術者として、今、 も重要な事は、説明責任であると考える。

倫理とか、合理とかに普遍性はなく、理解は主観によるところが大きい。単に情報を公開

し、説明するだけではないことを承知した上で理解させる事が重要である。 

説明責任を果たすためには、我々１人１人が物事を十分に考えるしくみ作りが重要であ

り、そのためにはプロジェクトマネジメント能力が必要不可欠である。単に知識のみでは

なく、知識を理解し実践に移行する能力が必要だと考える。 

特に、公共事業発注者側の立場として、ステークホルダーは不特定多数の国民であり、

その中で何に重点を置いて事業遂行を行うか非常に難しい問題である。 

 

 

＜参考文献＞ 

・雑誌ＭＣＭ2000 年４月号「政策評価の動向」澁谷 和久氏 
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4.10  第三者品質評価機関としての取組と考察 

日本ユニシス・ソフトウエア株式会社 ソリューションシステム統括部  宮崎 英樹 

 

１．はじめに 

ＩＴ産業における『品質』に対する考え方は、『形の見える物』を作る産業、例えば製

造業や建築業などに比べて、業界全体として未だ成熟しておらず、様々な品質管理手法や

規定は有るものの、無形物（ソフトウエア等）に対する品質管理の実務は試行錯誤を繰り

返しながら、やっと取組始めた企業が多いと考える。弊社の様なソフトウエア開発産業に

おいて、ＰＭＢＯＫ，ＰＭＰを軸としたプロジェクトマネジメントメソドロジーを利用し

て品質管理スキームを体系立てて実施し始めたのは、まだ５年ほど前と日は浅いのが現状

である。 

本論分では、筆者が経験した他社におけるパッケージ開発に対して、第三者品質評価機

関として職務を遂行した経験を基に、具体的な品質管理手法と、その留意点について述べ

る。 

 

２．『品質』の考え方 

ＩＴ産業ではソフトウエアと言う無形製品（利用者の視点で見た場合にソフトウエア自

体は目に見えないと言う意味）を主に取扱っているため、一目で品質を見極める事は難し

く、品質を確保するためには試験（テスト）やレビュー（仕様や機能の確認を行うための

会議体等）を繰り返す事により、品質を向上させる手法を取るのが一般的である。 

また、一般的な認識として製造者および利用者ともに不具合（仕様に対する間違えを指 

す）や障害（ソフトウエアに対する間違え、バグと言われるものを指す）が出ない方が『品

質が良い』と考える傾向にある。完成品に対する評価はそれで良いが、製造途中での品質

管理プロセスの中でこの認識を持つ事は非常に危険である。例えば、ソフトウエア開発で

プログラマが、不具合や障害を報告する際に全てを明らかにしない場合がある。すぐに直

ってしまうものや、自分の手違いによる障害は、内的リスクとして処理しようとする意識

が働き、障害が少ないまたは、重度な障害が無いなど、品質を良く見せようとする事例が

生まれる事になる。 

この様な現状を踏まえ、弊社の品質管理プロセスでは、不具合や障害は必ず発生するも

のであり、それらを明示し発生傾向を統計的に分析する事で早期に対策を打ち、 終的な

品質確保を行う事を目指している。 

品質の確保は設計が始まった時点から納品までの間に継続的に行われる品質管理プロセ
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スの中で実現されるものである。 

 
要
件
定
義 

設
計
工
程 

製
造
工
程 

試
験
工
程 

納  

品 
要件定義～納品まで一貫して品質管理を行い、納品後も

品質確保の状況をトレースする事が肝要 

 

 

 

 

 

 

図１．品質管理プロセス 

 

３．品質管理手法の概要 

他社パッケージ開発事例を紹介する前に、今回第三者品質評価機関として導入した、弊

社の品質管理手法について簡単に述べたいと思う。 

図２に示す通り、品質管理プロセスを大きく 3 つに大別してそれぞれの工程において、

不具合・障害の計測と統計的分析を行い是正措置を講じて行く事を基本概念においている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要
件
定
義 

設
計
工
程 

製
造
工
程 

試
験
工
程 

納  

品 

追跡 

○ 納 品 物 に

関して品質状

況を確認する

製造品質 
○試験結果の障害とそ

の傾向に関する管理・

分析を実施し製造品質

を確保する 

設計品質 

○各仕様書に関するレ

ビューを実施し不具合

に関する管理・分析を行

い設計品質を確保する 

図２．品質管理プロセスの基本概念 

 

実際の品質管理に際して、まず 初に実施する事は製造するシステムの規模を明確にす

る事である（規模算定は従来の製造ステップによる規模やファンクション・ポイント法、

などを用いる）。 

次に品質を計測する対象の成果物を特定し、その成果物毎に達成すべき品質目標を設定

する。目標の例としては、ドキュメントの場合、その成果物のボリューム（開発規模に対
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するドキュメント作成工数や完成予想ページ数など）に対して、今までの開発実績より想

定される不具合件数を割出す事により、発見しなければならない不具合の目標値を設定す

る。同様にプログラムの場合は同等規模の同一言語における開発事例より、障害発生件数

を算定して発見目標となる障害件数を導く。ここまでのプロセスが品質管理における準備

プロセスであり、その後は決められた品質計数計測ルールに従って品質確保のために不具

合と障害の検出状況をトレースする事になる。 

ここで重要な事は、設定された目標値をクリアする事が重要なのではなく、その発生原

因を特定して品質劣化の元となる問題を発見し、解決する事および不具合・障害の発生が

収束を向かえているか否かを確認する点である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開発規模の特定 

納品物の特定 

品質目標の設定 

品質計数の計測 

品質計数の分析 

品質計数の評価 

問題点特定と改善 

○繰返し 

○開始 

○準備 

図３．品質管理手法の流れ 

 

終的に、品質確保が出来ているかを有識者を中心としたレビューアによって、リリー

ス判定を行い納品となるが、その品質状況について納品後も計測し続ける事により、より

一層品質を向上させる活動も行っている。 

そして、様々な事例をデータベース化する事により今後の品質目標をより一層現実に近

いものにし、かつ傾向分析の統計的基数の精度を向上させる事も、品質管理の重要な作業

である。 

 

４．第三者品質評価の具体的事例 

今まで述べてきた品質管理手法を具体的な例を挙げて説明する。事例となるプロジェク

トは本論文のテーマである『第三者品質評価機関としての取組』として筆者が携わった、
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他社のパッケージ開発における品質評価活動であり、開発者や利用者という直接的なステ

ークフォルダーとは異なる、第三者機関としての試みを紹介する。 

 

4.1 事例の背景 

弊社と協業関係にある大手ソフトウエア開発会社（以下Ａ社）は大規模なパッケージ開

発に着手した。同時にファーストユーザーとなる企業に対してのパッケージ適用およびカ

スタマイズ作業も受注し、平行して要件定義を開始する事になった。２つの開発プロジェ

クトは別々に構成されたが、お互いが密接な関係を持っており、様々な内的・外的要因に

よりパッケージ開発のスケジュール遅延が出始め、パッケージの品質劣化が懸念される状

況となった。弊社はＡ社との協業関係から、パッケージ開発の製造工程における品質管理

作業をサポートし、品質確保の一助となるべく『第三者品質評価機関』としてチームを発

足した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４．品質評価チームの位置づけ 

開発ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ 

ﾚﾋﾞｭｰ・試験 

結果報告 

分析・評価結果報告 

是正措置依頼 

必要な改善要求 

品質状況報告書 

Ａ社 

品質管理 

ﾏﾈｰｼﾞｬ 

弊社 

品質評価チーム

 

4.2 品質管理に対する見解の相違 

  まず 初に筆者らのチームが実施した事は、品質管理手法についての考え方および現在

の管理状況の調査を行い、品質管理システム（手法・制度およびそのルール決め）の確認

であったが、弊社とＡ社との品質管理に関する制度・見解に乖離（かいり）がある事が判

明した。具体的には、 

①Ａ社の品質管理 

■ レビュー体制、基準が確立しており、レビューの実施は充実している 
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■ レビューによる指摘に全て対応することが完了基準となっている 

■ 成果物単位の完了予実績のみで進捗 

  管理している 

②弊社の品質管理 

■ レビューのみではなく、品質メトリックス（後述）を用いて品質状況を把握し是

正措置につなげる 

■ 品質管理目標を策定し、これを達成することが完了基準となっている 

■ ＷＢＳに基づく達成率により進捗を管理している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品質管理

目標策定 

レビュー

結果集計 

品質目

標達成

評価 

レ ビ ュ

ー実施 

是正措置 

品質結果

分析評価 課題・問

題 点 解

決 

Ａ 社 品 質 管

理範囲 

図５．見解の相違のイメージ 

 

上記見解の相違に加えて、両社の文化の違いや品質管理活動の制度の相違による齟齬に

ついても顕在化した。具体的な内容としては、 

■ 第三者による品質保証プロセスという概念が初めてであった 

■ 経験と過去の実績から、品質状況の可視化の必要性を感じていなかった 

■ 品質の可視化によるコストに対して、効果があるのかの懸念があった 

■ 品質記録からの集計や分析といった管理作業を見込んでいなかった 

■ 製造する外部委託先の作業・品質管理は各委託先の管理に一任していた 

この見解の相違、文化の違いを融和させてプロジェクトとしての統一した品質管理手法

を合意すべく、Ａ社の品質管理マネージャおよび現場で実際に作業に従事している担当者
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の方々と共に、以下の様な説明会や勉強会を行い、品質管理の重要性・必要性を理解して

頂く事により、弊社の考える品質管理プロセスを実施するに至った。 

 ■品質目標設定から、目標達成評価に至るプロセスの流れ 

 ■品質メトリックス、完了基準等の品質管理項目と基準 

■品質メトリックスによる傾向分析手法と評価に関する具体例 

■Ｖ＆Ｖによる工程の関係とコストの関係 

■品質管理活動による作業的及びコスト的なメリット 

■A 社の記録する品質資料から分析できる範囲での評価の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標ﾃｽﾄ密度 

 全体 A ｻﾌﾞ B ｻﾌﾞ C ｻﾌﾞ 

目標ﾃｽﾄ件数 

目標障害検出率 

目標障害検出数 

実績ﾃｽﾄ件数 

テスト密度 

ﾃｽﾄ密度達成率 

障害件数 

障害検出率 

5.0 5.0 5.0 5.0 

4032 1414 623 1393 

0.30 0.30 0.30 0.30 

242 85 37 84 

6008 2579 549 2854 

7.45 9.12 4.40 10.3 

149 182 88 205 

214 89 58 62 

0.27 0.31 0.47 0.22 

14 74 155 105 88.5 

0.04 

5 

4.3 

0.22 

26 

36 

0.30 

602 

5.0 

障害検出達成率 

D ｻﾌﾞ 

表６．テスト工程の品質メトリックス例 

 

4.3 品質評価と傾向分析の具体例 

（１）準備作業 

  まず、品質目標設定を実施し表６の品質メトリックスを作成した。品質メトリックスは

製造規模（単位はKLOC：キロラインオブコード）に対してテストの密度及び障害の検出目

標を設定し、その目標値に達するまでのプロセスを通して、障害発生傾向やその原因分析

を行う事で品質を向上させ、かつ確保するための管理指標として位置づけている。 

（２）計数の収集と集計 

  実際の開発プロセスの中で発見された不具合や障害について、Ａ社の開発担当者より、

プログラム毎に以下の項目について週次で報告を受け傾向分析を実施する事で、現在の品

質状況と問題点、及び是正勧告を実施した。 

■ 障害発生日と是正完了日 
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■ 日毎の障害発生件数と解消件数 

■ 障害分類・原因分類・原因工程 

■ 文章による現在状況 

（３）傾向分析と問題点の発掘 

  傾向分析には、不具合・障害の発生原因の傾向分析と、不具合・障害の収束傾向分析の

２つがある。 

発生原因の傾向分析は、プログラム毎に測定される不具合・障害の発生理由とその発生

基となる開発工程を特定する事により、上流工程の不具合を発見し仕様の再レビューなど

の是正措置を取る事が出来る。（表７参照） 

 
障害分類集計表 障害分類 (全体)

機能漏れ

4%

規約違反

4%

漏れ

17%

誤り

32%

その他

5%

手順不良

13%

その他

4%

その他

4%

設計誤り

9%

説明誤り

8%

 

 

 

 

 

 

 

表７．障害分類グラフの例 

 

また、障害の収束傾向分析では、プログラム毎及びプログラム群（サブシステムなど）

や担当者別、開発ベンダー別などの切り口で不具合・障害が収束傾向にあるのか、発散傾

向にあるのかを分析し、テストの重点施策・再テスト及びコードレビューなどの必要有無

を顕在化させるのに役立っている。（表８，９参照） 

表８の品質メトリックス分析グラフでは、プログラム群毎の品質目標達成状況を把握す

る事が出来る。本事例ではＸ軸にテスト密度の達成率、Ｙ軸に障害検出率の達成率を置き、

斜線部分および直線Ａの近傍にプロットされるサブシステムは品質的に許容範囲にあり、

それ以外が重点トレース範囲と考えている。勿論、プログラムの特性（画面、処理、帳票、

オンライン、バッチ等）により、品質が確保されているプログラム群のプロットされる位

置は変わってくるが、今までの数多くの測定・分析結果より、ある傾向を示してプロット

される事が判明しているため、それら統計計数も加味して品質状況を判断している。 
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また表９の信頼度成長曲線では、プログム群のテストの進捗状況、不具合・障害の収束

状況を見る事が出来る。本事例ではＸ軸を経過日数、Ｙ軸をテスト実施・終了残件数及び

障害発生・解決の累積件数を示しており、直線Ｂを当日とした場合、 

■ テスト実施予定残件数よりもテスト実施残件数が上回っている  →① 

■ テスト終了予定残件数よりもテスト終了残件数が上回っている  →② 

■ 障害発生傾斜角よりも障害障害対応傾向角がなだらかである    →③ 

この事より、プロジェクトの状況が以下の様である事が、分析の結果として導き出された。 

PKGシステムテスト(BUC別)

0%

50%

100%

150%

200%
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300%

0% 50% 100% 150% 200% 250% 300%

テスト密度（達成率）

表８．品質ﾒﾄﾘｯｸｽ分析グラフの例 
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信頼度成長曲線図

表９．信頼度成長曲線の例 
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①テスト進捗に遅れが出始めている 

②障害発生が増加傾向にある 

③障害の対応力に不足がある 

これらの問題に対応する是正策としては、    

■ テスト要員、障害対応要員の追加投入を速やかに行う 

■ 障害の発生を収束させるために、障害の多いプログラムやプログラム群の仕様の

再レビューを行う 

などの是正措置が必要と判断した。 

  この様に様々な品質計数を、統計的に蓄積された過去の実績を基にして分析する事によ

り、システム開発の状況を可視的・客観的に評価する事が可能となる。 

今回紹介する事例においても、筆者ら第三者品質評価機関のメンバーは、パッケージの

仕様は熟知していない事に加えて、実際の開発担当者との面識も少なかったため、計数的・

客観的な評価となった。その結果、筆者らの評価結果とＡ社品質管理マネージャ及び現場

担当者の認識とが合致している事を見ても、今回の試みは実を結んでいると考えている。 

 

５．第三者品質評価機関の経験を踏まえて 

今回の事例での経験を通して、品質管理の重要性と必要性を改めて実感することができた。

特に、品質管理について第三者が品質状況を把握して分析することで、一歩引いた客観的

な目線での分析・評価が可能となり、利益を被らない立場として是正勧告をおこなえるこ

とから、第三者品質評価機関は今後も様々なプロジェクトで実践する大きな価値のある試

みと考える。 

第三者品質評価機関のメリットは、 

■ 開発作業に追われることなく冷静な目・客観的な目で事実を分析できる 

■ 現場担当者と直接的に利害関係が無  いため、隠された現状を発見しやすく、実

状把握がおこないやすい 

   一方、デメリットとしては、 

■ 評価結果、是正勧告が理想論になる場合がある 

■ 開発当事者（作業者）との感情的な論争が起きやすい 

■ 現場管理者が作業を優先するためや、実状を良く見せようとするために、事実を

隠してしまう事がある 

これらの点を考慮して、今後第三者品質評価機関メンバーの作業における改善点・留意点

としては以下の事が挙げられる。 

 417



■ 開発当事者に品質管理の重要性と必  要性・有用性を充分理解させる 

■ 是正勧告を行うことで、開発当事者にとってメリットを提供する 

■ 第三者品質評価機関は、開発当事者との連携を良好に保ち、感情的な論 

  争の防止に努める 

■ 報告書類の細かい部分まで詳細に分析し、行間に書かれている担当者の感情や隠

された事実を推測する必要がある 

 

また、第三者品質評価機関を組織的に推進していくための留意点としては、 

■ 専門的な第三者品質評価機関として、プロジェクト化し複数の開発案件の品質評

価を一括しておこなうことにより、知識と経験を十分持った組織体を作る 

■ 第三者品質評価機関の知識と経験を、ナレッジ･データベースとして共有化し、現

場の品質管理担当者のノウハウを補強する 

以上が、本事例での第三者品質管理機関の試みで得られた教訓であった。 

 

６．おわりに 

  今回紹介した第三者品質評価機関の試みは、弊社のプロジェクトマネジメントや開発方

法論を体系的に組立てた TEAMmethod（ティーム・メソド）を基本概念として遂行したが、

筆者のＰ２Ｍで得た知識、特にプロジェクト目標マネジメントが非常に参考になっている。

スコープに対するタイム・コスト・品質（一般的にはＱＣＤ）の各マネジメントプロセス

の関わり合いや、それぞれのプロセスにおける考え方は、実際の開発作業において活用が

出来、今回の事例はその実践例と言っても良いと考える。 

 

【参考文献】 

①P2M プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック  

      著者：プロジェクトマネジメント導入開発調査委員会 

②ソフトウエア品質特性（ＩＳＯ／ＩＥＣ９１２６）の解説 

      ＵＲＬ：http://www.cam.hi-ho.ne.jp/adamosute/ 

③「ＳＥＳＳＡＭＥ  ソフトウエア設計」 

     ＵＲＬ：http://www.sessame.jp/knowledge/software/ 

④日本ユニシス・ソフトウエア株式会社  技術論文 

⑤日本ユニシス株式会社  ＴＥＡＭｍｅｔｈｏｄ概説 
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第５章  国際シミュレーション＆ゲーミング大会 
 

5.1  大会概要 

第34回国際シミュレーション＆ゲーミング大会が千葉県かずさアカデミアパークに於い

てメインテーマ「シミュレーション＆ゲーミングの社会的貢献と責任」を掲げて開催され

た。 

この大会は日本学術会議と日本シミュレーション＆ゲーミング学会が開催し、当 PMCC

他 130 余の学会が後援して開催されたのである。日本では 1991 年に京都で同じく日本学術

会議と日本シミュレーション＆ゲーミング学会がホスト開催し今回が２度目の開催である。

参加者は海外 50 余ヶ国 150 名、当日登録者を含めて計 450 名程度であった。シミュレーシ

ョン＆ゲーミングと P2M は取扱う分野に類似点が多く、同学界新井潔会長から PMCC の

積極的に参加してはどうかとのお誘いがあり、参加をしたものである。 

本大会は 8 月 25 日の開会式を皮切りに 8 月 29 日まで 5 日間にわたり開催された。8 月

28 日は特に PMCC／P2M に焦点を当ててのプレナリーセッションと発表セッション 2 コ

マを用意していただいた。 

メインセッションであるプレナリーセッションは、下記の如く 6 つのうちの１つに P2M

セッションが初めて取り入れられた。 

１）Social Contribution and Responsibility of Simulation ＆ Gaming １ 

２）Social Contribution and Responsibility of Simulation ＆ Gaming ２ 

３）Simulation and Gaming of P2M（Project ＆ Program Management） 

４）Simulation ＆ Gaming in Classroom 

５）Impact of Entertainment Gaming to Society 

６）Possibility and Prospect of Online Gaming in Asia 

 

5.2  プレナリーセッションテーマ「Simulation and Gaming of P2M」 

8 月 28 日 9：30～11：00 迄のプレナリーセッションでは千葉工大の新井会長が議長を務

め、上記のテーマで約 200 名の参加があった。PLEBERS 教授と小原教授の発表に続き、

リール大学 Bredillet 教授（Video 放映）後パネルディスカッションが開催された。 

このパネルディスカッションには筑波大学の寺野教授、コンサルタントの武富氏、経済

産業省後藤室長が参加され P2M はゲーミングと相容れ合うものであり、相互協調出来るも

のであるとの結論を得た。 
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講演題目は次のとおりである。 

・Dr. Jan H.G. Klabbers 

  Enhancing policy development through actor-based simulation                 

・Shigenobu Ohara, Kiyoshi Arai 

  Complex Project Management and Gaming Simulation Methodology 

  同  Power Point Presentation    

・Prof. Christophe N. Bredillet 

  Video Message    

 

5.3  パラレル発表セッション 

8 月 28 日午後は 4 分科会に分かれての発表があった。 

この発表においては、第１セッションにて小原教授の講演に続いてインドアルミタ経営

大学の SajiK.B.助教授、筑波大学寺野教授、JRI 林氏（石倉共著）の４つの講演があり第 2

セッションにてのコンサルタント武富氏、インドタタグループ J. K. Mukhipadhyay 氏、東

北大学木谷教授による 3 つの発表があった。夫々30 名程度の聴講者があった。 

講演題目は次のとおりである。 

・Shigenobu Ohara 

  Intelligent Enterprises Emerge in Japan By Program Management Thinking  

・Saji K. B. 

  Technology Transfer through I. J. Vsi 

  The Increasing Role of Transfer-Trams fee Relationship in India  

・Takao Terano 

  Understanding Your Business through Home-made Simulator Development 

・Masayuki Ishikura, Hironori Hayashi 

  Program and Project Management for Enterprise Innovation (P2M) and Program  

    Management       

・Tametsugu Taketomi 

  Uncertainty Evaluation for Program Cycle Management in P2M: Real Option  

     Approach in Pharmaceutical R&D Model   

・Jiban K. Mukhopadhyay 

  Indian Economy and Enterprise Innovation Adopting Program Management  

  (With Special Reference to the Tata Group)    
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・S. Kitani, K. Arai et al 

  An Evaluation of Role-playing Gaming on Reformation towards Sustainable Rural  

    Society      

 

5.4  本大会の意義 

今回の会議では、「シミュレーション＆ゲーミングの社会的貢献と責任」をメインテー

マに、シミュレーション＆ゲーミング学が果たす社会的貢献と責任を明らかにすることを

目的としている。ハードウェア中心からソフトウェアへ、要素還元的な学問から構成的な

学問へ、専門の細分化から学際的は総合へ、果たすべき貢献を大きく転換させるきっかけ

となることが期待されている。 

ここに P2M の目指す学際的、構成的な指向と一致する点が多々あり、PMCC 本会に参

加した意義がある。 

 

5.5  本大会の成果 

国際シミュレーション＆ケーシング大会は 34 回の歴史を持つ由緒ある学会である。海外

からは米国、欧州各国 50 ヶ国から 150 名程度のメンバーが参加した。 

本大会の創出者である、R. Duke 氏は、当大会で Project & Program という新しい取り

組みと応用領域を見つけた事によってさらに大きな発展が期待され、大きな成果を得たと

大変に評価している。 

PMCC にとっては P2M を世界に普及させる大きな足掛かりを得たことにもなる。 
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5.6  講演：Shigenobu Ohara, Kiyoshi Arai 

Complex Project Management and Gaming Simulation Methodology:  

Enriching interfaces between mission and performance 

 

Shigenobu Ohara and Kiyoshi Arai 

 

Evolving Project Management World 

 

What is project management？ 

 

IPMA, International Project Management Association, is an international project 

management association. It publishes a guidebook to professions of project 

management for definition of terminology and competency guideline. The book defines 

that “a project is an undertaking, which is in principle characterized by its uniqueness 

of conditions as objectives, clear time, cost, quality and other conditions” . Likewise, the 

definition has been shared among professions that “project management is the 

planning, organization, monitoring and control of all aspects of project and motivation 

of all involved to achieve the objectives safely within agreed time, cost and performance 

criteria” (Motzel 1999). Project management is primarily supported by systems 

approach. It integrates cross-disciplinary arena of intellectual assets to comply with 

highly sophisticated needs of technical requirements into system by a set of analysis, 

engineering and management. In fact, engineering industry had prospered in 

constructions of aeronautical-space, building architecture, construction of factories, 

installing public infrastructures and network during last several decades. In this line 

of projects, it focuses how to assemble modules or components into integrated system 

on time, quality, and within the budget. This project management is called delivery 

oriented type. 

 

Big Shift from Hardware to Software 

 

Limitations in this hardware approach are more or less sided to inter-disciplines of 

technical systems. To improve this approach for enhancement of capability in overall 
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organizations, project context and knowledge areas of discrete management were 

defined by PMI, Project Management Institute; a professional association of America, 

in 1985. A guide to a body of knowledge of project management was published and, it 

had spread as a bible to software industry in America for a decade. This project 

management is called "modern project management" (Duncan 1996). This emerging 

industry needed to change mindset of system engineers from computer hardware to 

software business. Organizational training was implemented in the United States to 

deliver knowledge and to foster project managers. In fact, PMI increased members 

from 5 thousands to 100 thousands typically occupied in software engineering (PMI 

1999). 

 

Value Activities in Organizations 

 

Enterprise activities are basically pursuits of value generation. Public enterprise 

provides services for benefit while private one produces product or services for profit. 

In the freedom of economy, enterprise activities are competitive except central 

government. Nevertheless, it has to cope with changes in globally linked society. 

Undoubtedly, "innovation" is a key for enterprise management. Despite the trend, 

innovation takes place a little and slowly. Numerous comments had been disclosed by 

explaining awareness, difficulty and system. However, one fact in common is that real 

project oriented organization is rare but line oriented organization is yet dominant 

today. Operational activity is continuous and repetitive, while project activity is unique 

and temporary. So, innovation is realized only by project work having specific agenda 

of novelty and uniqueness like research and development. What is critical to 

innovation explosion is to implant mind, thinking and organizing system of projects 

equally in enterprise. 

Business World of Complexity 

 

Interface between Industry and Service 

 

ICT, Information Communication Technology, has been drastically changing business 

styles. Innovation is accelerated by software and network technology. Software creates 
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multiple interrelations between business and services in different industries (Quinn 

and Baruch 1997). The needs are deeply rooted in the improvement of services for 

customer, speed, and response systems. New chances rise in the prospective areas in 

e-government, e-commerce, and e-learning and forms of versatile business models in 

portal services, supply chain and customers relations. According to the government 

report the ICT related services have been growing to 10 billion dollars market in 200 1 

(Ministry of Public Management, Home Affairs, Posts and Telecommunications 2002). 

It penetrates in every industry from manufacturing, finance, logistics, energy, to 

constructions･ Despite the variety of multiple interfaces, it is a surprise that project 

management is yet confined in the paradigm of delivery oriented thinking. Body of 

knowledge is built on several hypotheses that: 

 

1. System requirement is determined (well defined) and resources are given. 

2. System context is clearly understood. 

3. Quality, cost, delivery, scope, and resources are principal goals to be managed. 

4. Knowledge in best process and practices are applied. 

 

Mission Oriented Project Paradigm 

 

Major customers today request solution by applying software to business. It is not 

merely a delivery of software application package at site level, but includes 

consultation of clarifying customer's mission at front-end level. Mission is holistic view 

or desired context made out by an undertaker. The starting point of project is a mission 

profiling of its complexity, by which projections may spring out values for future. Trust 

or responsibility of performance is a significant criterion at back-end level. System 

building is bridged between the front and the back ends. It is now clear that project 

management must deal with "project value chain" from scheme consultation, system 

building and operational performance (Ohara 2001). Performance is a proof of value 

making by intellectual activities and on its assets, which covers quality of depth and 

breadth. Whether it is specific or small, software has interfaces with disciplines and 

practices in business. In the environment of business society, hypotheses are different, 

which are summarized in the followmg: 
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1. System requirement is not determined and created from fuzzy mission (ill-defined). 

2. Mission includes multiple issues to be demystified. 

3. A value chain is designed in compound projects to be integrated. 

4. Competency, capability and broader knowledge in the best process and practices  

    are applied. 

 

What is Complex Project Management? 

 

Building of Knowledge Framework 

 

P2M is the first standard guidebook of mission based complex project or program 

management developed in Japan (Ohara et al. 2001). The guidebook is edited for 

practical use for issues of complex projects. To satisfy the hypothesis, a survey was 

designed to select "high performing companies" from the "only one type" category in 

business models and not from "number one" type in size of market share or sales. The 

intent of this survey is to grasp a big picture of the process how idea is generated and 

how complex mission is formulated to projections, which bear fruits in implementations. 

In fact, building framework of program management is a reflection of patterns 

perceived in CEOs case hearings. Profiles of these attitudes are summarized in 

zero-based thinking, competence focus, flexibility to change and time-to-time valuation. 

Though the similar attitudes are observed in big firms, commitment to action is either 

weak or less motivated. A new leadership is another aspect of attention to observe the 

innovation process by project thinking. It is more visible and implicative in 

small/medium enterprises, as CEO plays versatile roles of leader, idea generator, 

facilitator and manager. CEO launches mission to ask for proposal to the middle and 

builds several projects as if he/she acts to integrate process and projects. The critical 

patterns are reflected in program integration management. 

 

Program Integration Management 

 

What is integration?  In current definition, it means controlling or coordinating 
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different activities, attempts, interests and results. But, here integration means 

unification of projects deducted from missions. It is comprised of six areas of 

management. 

1. Profiling management 

2. Program strategy management 

3. Architecture management 

4. Platform management 

5. Program lifecycle management 

6. Program valuation management 

 

Lynn Crawford plays a leadership role of standardization and global forum to clarify 

commonality and distinctions of guides of project management in the world. Her 

encouraging comments are “P2M is potentially the most significant advance towards 

genuine integration”， and ”it heralds a revival of intellectual depth to the field that 

has been in the process of codification of knowledge and practices”(Crawford 2002). 

Process of Integration 

 

Any project or program starts from “mission” and not from “goals or objectives”. 

Mission is fill of multiplicity, and interfaces to cross-disciplinary areas. To clarify the 

context, mission shall be written in clear plural scenarios from which issues, objectives, 

and goals are illustrated in semantic network relationship. Strategy is undergone to 

select the best out of scenario options and project portfolio (Schwartz, 1991). Needless 

to reiterate, the selected scenario must be essentially readable, highly feasible, and 

potentially innovative. In case the scenario is evolved to realization, major components 

of projects are explored and identified. A group of these inter-linked projects shall be 

depicted in program lifecycle. Putting a scenario to practice, the program architecture 

is indispensable in designing structural, functional, and operative connectivity 

configuration. “The word of architecture is originated from building design, and its 

framework is applied to information engineering (Scheer 1997). In the complex hybrid 

projects, the “project modeling" is imperative to identify and put them in order, before 

phased planning is implemented. In the turbulent environment today, which needs 

flexibility to ”changes”, support system for quick decision is mandatory. At least, people 
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have to recognize distinction between delivery oriented types and mission oriented ones 

to classify scheme, system and service project models. The rationality of this idea lies 

in looking into vital views for "human talents and team space". In long years, it has 

been debated that leadership of project manager and teamwork of its members are 

keys for success or failure. Applying the concept of "Ba" or team space, it is more 

persuasive how teamwork is activated to produce drastic outcome. "Ba" is liberated 

from climate and rules regulated by mother organizations, and members are permitted 

to do what they desired if the leader is good enough to guide and coach them (Itami, 

Nishgida and Nonaka 2000). Here project platform is a concept of team community 

supported by digital network. It includes a space of doing tasks, enforcing digital 

communications, and respecting disciplines and culture of different professions. The 

project platform is also useful for decision making for drastic changes. Project 

management limits itself to deal with internal changes of technical systems or of its 

related environment. However, it was proven that external changes like financial crisis 

or disruptive technology might collapse the total value of projects. Lessons are reflected 

in decision system of introducing "project real option" (Taketomi and Ohara 2002) 

methodology in P2M. Likewise in complex projects, more value indicators are needed 

for efficiency for goals, process, stakeholders, and ill-defined issues across the 

industries. P2M adopted “balanced score card" (Olve, Roy, and Wetter 1 999) for project 

valuation. Once again, it is worth to note a motherland that the core idea of project, 

and program management is a value creation, and integration is the heaviest part of 

management framework. 

 

Framework Building and Methodology 

 

Conventional Methodology of project management 

In the stable environment when hardware system is the core of management, the 

major methodology was targeted to clarify system structure, time horizon and progress. 

WBS, Work Breakdown Structure, is a typical tool to clarify system structure by 

defining top down hierarchy. PPP, Phased Project Planning, assists in effective 

visualization by phase approach at milestones. EVMS, Earned Value Management 

System, is a dominant measuring tool to see time and cost package estimation of 
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progress. Taking into account of the hypotheses of complex project management, tools 

usually applied with conventional methodology of project management are hardly 

adaptable. 

 

BOK type methodology and Cognitive Science 

 

BOK is an abbreviation of “a body of knowledge" defining a scope of essential 

knowledge for project management by PMI in America as aforementioned. Competency 

is a different concept of substantial talents in managing projects by IPMA, 

International Project Management Association, in Europe. Competency is backed to be 

a hybrid by knowledge, attitude, and experience, and it is shown in competency base 

guidelines. Approaches are different between America and Europe. A project manager 

plays a role of problem shooting facing at crises. He/she has broad knowledge and 

competency in engineering and management, by which appropriate idea of trouble 

shoot is generated. Why and how is it generated? According to cognitive psychology, 

memories in experience and knowledge are stored in versatile frame in package. At 

issue findings, it is explained that his/her idea is formulated by combination of frames 

for shooting framework (Minsky 1986). Though BOK is written in IDEF system 

definition (Integrated Computer-Aided Manufacturing (ICAM) DEFinition), P2M is 

edited as a framework so that a project manager may select knowledge sub-frames to 

build competency at his or her discretion. This is because one right does not exist. 

Project manager is required to do right things rather than doing right in multiple 

choices. 

 

SSM and Abduction Methodology 

 

In dealing with framework building of business solution, seven steps are traced in 

general starting from stating vision, defining mission, generating or reading ideas, 

conceptualizing issues, designing architectures, operating systems, and finally 

obtaining business values. Though this business process is well known in any form, 

practical framework is not yet accomplished. Conventional project management has 

handled only the fifth and sixth steps, but misused as if every steps are embraced. It is 
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because of misinterpretations that business failures are suffered. SSM, Soft Systems 

Methodology (Checkland and Scholes 1990), is a star, which touched the human world 

in the style different from conventional systems approach. It aims at clarification of 

semantic aspect of issue before action or symbolic modeling by cyclic process of 

exploring and learning, because issue is interpreted in multiple angles without any 

single answer. Mission composes of objectives, measures and actions in root definition, 

and after clarification is made, conceptualized system is tested by CATWOE analysis. 

In the experiments of SSM, it was found that innovative idea is not necessarily 

generated, but rather unfortunately confined in old paradigm. AM, Abduction 

Methodology, by Charles Sanders Pierce and its development (Yagiu and Yoshikawa 

1997) is an effective approach in terms of idea generation. An inventor or a creative 

entrepreneur proposes "a package idea of solution" as mission or idea by zero-base 

thinking but fit in the coming future. The idea has innovative, potential, valuable, and 

often practical. His/her competency of insight has been trained in real business world. 

Mission is deemed a package of solution requested to be read in depth and further 

deployed to systems. Abduction competency is fostered in successive thinking of 

reduction and deduction methodology. 

 

Adaptation of Gaming Simulation Methodology to P2M 

Ohara and Aral, both authors, have opened during dialogue the methodology 

adaptation to program management, and started refraining gamine-simulation in the 

scope of program management (Aral, Kitani and Hasebe 2003). The more study is 

advanced, the more interfaces are found for future collaborative work. Klabbers says, 

in the congress paper (Klabbers 2003), that "gaming simulation is a trans-disciplinary 

field of inquiry and practice, which requires an appropriate epistemological and 

methodological basis." 

Program management is derived of condensed knowledge in the business field, while 

gamine-simulation is elaborated from science, technology and practice. Business looks 

for profit or benefit, and science has been pursuing facts by induction and deduction. 

This striking difference of attitude had departed collaboration in the field of social 

system (Aral 2003). However, it is interesting to learn that gamine-simulation is 

opening the door by linking hypothetical world to realistic world in the line of SSM way 
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where the combination of theoretical models and their real world grounding is 

extremely important (Deguchi 2003). Fresh interpretation and practical gaming 

technology are producing in such arenas of context building, policy exercise, learning, 

education, communication and training. A11 of them are closely related to and helpful 

to program management. Commonality in approach is discovered at least in the 

following agenda: 

1. Demystifying holistic view or semantic context to program missions or issue 

    findings. 

2. Focusing human community and interactions of players and facilitators. 

3. Forecasting system dynamics and systemic behaviors. 

4. Designing architecture for effective hardware. software systems or its compounds. 

5. Assessing program value or performance in multiple dimensions. 

 

Conclusion 

Challenges are being triggered to innovation by projects. A door has been opened to a 

labyrinth of complex business systems how to manage missions to implement business 

by P2M. The methodology is a set of interlocking principles and disciplines in 

particular fields of projects. However, it is important to apply the new methodology for 

its development. It is fortunate to learn that gaming-simulation provides methodology 

in the linkage between conceptualized systems and real world. 

 

Abstract 

P2M is the standard guidebook of mission based complex project or program 

management developed in Japan. Organizations in Japan, whether in public or private 

sectors regardless of sizes, straggle to create the new strategic policies to survive and 

grow by casting off the old shell. 1n the chaos of the lost decade, "service hybrid" 

renaissance has been a profile of novelty perceived in common. It is driven by a holistic 

mission, which must be managed by complex integration of projects. In P2M, 

knowledge and experiences are condensed in a framework emerging from high 

performers' interviews. Challenges are being triggered to make further development of 

contents by appropriate methodology. Science is oriented to fact finding regardless of 

time, but business is motivated for profit or benefit in applying methodologies. In order 
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to harmonize them, discrete knowledge and methodologies had been provided in the 

menu so that users may choose, but perspective type is less focused. The concept and 

practice of Simulation ＆ Gaming is giving promising Opportunities for demystifying 

not only complex interactions of human behaviors, but visualizing them.  It may 

benefit a great deal to create a set of rich solutions for contemporary issues involved in 

public and business project management. 

 

Keywords 

P2M; Japanese Standard Guide; Program/Project Management; Service Hybrid; 

Holistic Mission; Complex Integration; Methodology. 
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5.6.1  講演資料：Complex Project Management and Gaming Simulation 

Methodology 

Complex Project Management and 
Gaming Simulation Methodology: 
Enriching interfaces between mission and 

performance

The 34th International Conference of ISAGA 
August 28th, 2003 at Kazusa Academia Park 

Shigenobu Ohara
University of Technology, Sydney

Director of Research Unit,  PMCC

“The Social Contributions and Responsibilities 
of Simulation and Gaming”

 

 

 

What are commonality and mutual benefits ?

1,  The future preference
Dr. Klabbers proposed the macro-cycle of policy-action research.  
P2M deals with  the preferred future aiming at stakeholders’
harmony.  

2,  Social issue and problem solving
Dr. Klabbers exhibited 4 typology and indeterminacy element 
for social risk.  The Japanese P2M explores the problem solution
under higher uncertainty  for private and public enterprise.

3,  Complexity
Dr. Klabbers proposed the generic form of policy by actors-
based simulation. P2M edited “mission based paradigm” -meta
model- for hybrid projection for complex issue.
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１, Evolving Project Management World　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

 

　　　　　　
Basic 
attributes 
of project

　　　　　　

Individuality 
or Uniqueness
　　　

Time Frame 
start to end

Uncertainty 
Risk

Project management  had noted and developed managing  basic 
attributes of a single project concept.

What is managing of project?

Managing project is defined to realize project efficiently as it
was expected. If project is complex, we need different paradigm.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Contracted 
Project

Management

Realize 
deliverable
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　What was a sense “project management”?

１,Infrastructure　highway, dam, ports, network,　

２, Architecture　　skyscrapers, event hall, housing,

３, Engineered System　 weapons, factories, 　　　　

　

•Project management has been defined to accomplish 
jobs of “technical systems” within budget, time, scope 
and quality efficiently.　

 

 

 

 

What are contemporary projects?

1, Social issue   urbanization, ecology, digital divide

2, Innovation       New business, R&D, Renewal, 　　　
　　　　
3, Digital Reform     SCM, ERP, CRM, BPR

•The major stream of project definition is changing to 
“problem solution”

“technical system,and social system”
•Project management shall deal with  complex and a 
hybrid  systems of 
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PM 
View

The First Generation
“Goal oriented” PM in 
1976

The Second Generation
“Process oriented” PM 
in 1985 

The Third Generation
“Mission oriented” PM 
Japanese Version P2M 
in 2001

Complex project  
for problem 
solution　

Single project 
competitive 
deliverable　　

　

Single project 
deliverable　　　

　

　Point - what makes difference in the view? 

 

 

 

 

　　　2,Business World of Complexity

　　　　ーMission oriented paradigmー　　　　
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P2M- Japanese Version Project & Program 
Management for Enterprise Innovation

Mission

　 Program  

Projects Integration　

Leadership

　Value Change

 

 

 

 

How is complex problem  managed?

“Mission”

Mission

future value 
in complex but changing 

is a holistic request for innovation engraved 
by insightful view which constitutes a set of  problem 
finding, unique hypothesis and solution. It is an 
initiative source of complex projects for 

world. 

1, Mission includes multiple issues to be demystified.   
2, Numerous issues shall bundled for projection                 
3,A value chain is designed in compounds of projects. 
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Unified Capability for Organizational Leadership　

“Dousatsu”
insight 
Competence

“Sikumi” proposal  
Competence

“Jikkou”
Competence”

Mission Creating

Integration of Projects

Program Value Chain 

Managing complex projects requires three basic 
competencies and proven knowledge support bases.

 

 

 

 

P2M     Development Policy-Methodology 
　

High performers of “only 1 type”

Mission as driver for future value creation 

Top interviews to find leadership elements

To see  policy driven complex system  

Build  framework of capability and competency
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A Case Review 

• Revival from Crisis                                             
Cheap and good quality  fabrics  flooded in Japan. 
A textile firm faced danger of going bankruptcy.

• Mission                                                         
New CEO launched a fuzzy “mission” to revive by 
“customized design and speed delivery”.

• Program-compounds of projects scheme to                    
-Management System                                               
-Production System                                               
-Human system

 

 

 

 

Profiling Mission to Complex Projects

Management 
System

Human 
System

Technical 
System

Chance/Change

　1/3 Resource　　
3 times customers 
3 times profits　　

Create/Challenge　
Slim organization, 
Simple team 　　　
Speedy job　　　　

CAD/CAM/CAE 
Customer design 
Computer use        
Communication
　　　

“customized design and speed delivery”
Revive from “Fabric dyer” to“Life value creator”
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“Cad linked Cam” was developed 

Customer or a lady can design “only one” customized 
products by graphic pen and deliver within 10 days. This 
system is integrated  with transformation of management 
and employee behavior to directly contact with end-user.   

 

 

 

 

 

　　 What are your options to change?

CAD machine worked, but delicate deviation was 
observed between screen and real colors.
　Select Options

1, Stop CAD Project to minimize risk                       
2, Continue “calibration” software                     
3, Think to use it in another way

2+3 is answer      The terminal cad has been used for 
electronic catalogue changeable by net exhibited at 
shops. A new customer came from fashion and car firm
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Fashion Business

Boutique shop in Tokyo

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

1987 1989 1991 1993 1995

New

Fashion Business

Automobile Interior

Dyeing Business 

What is your view on the business development? 
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3, Framework Building and Methodology

ー Future, Social Issue, Complexity ー　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

 

Mission to Value Creation

Project management had focused only execution, but P2M 
changed paradigm to link three project models for value 
chain from mission, system to operation.  

P2M

Up Stream　
　 “Mission”

Scheme  

Middle Stream

“Execution”

System

Down Stream　
　 “Operation”

Service

PM
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Mission Exercise in Formulation Process 

Mission shall be tes ed in seve al options of ontex  
reading, partners, and takeholders interests.

t r c t
s Gaming/ 

simulation deeply relates to its methodology.   

　Mission ProjectsScenario Program

Profiling mission Strategic decision Apply architecture

 

 

 

 

Exercise in Implementation  

ValuationTeam 
Community

Options 
to Change

Apply Platform Life Cycle thinking Apply multiple criteria

• Activation was made by platform, which integrates  sites 
of task, digital dialogue, and mental team. Option to 
change was linked  and activated to achieve mission. SG 
and real option provides choice for system activation 
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P2M Integration management 

a, Profiling management 

b, Strategy management

c, Architecture management 

d, Platform management

e, Life cycle management

f, Valuation management

 

 

 

 

BOK Type Methodology

1, Project Strategy

2, Project Finance

3, Relationship

4, Information

5, Systems

6,Value

7, Time, Cost, Scope 

8, Risk                       

9, Organization 

10, Resource 

11, Communication

BOK type is a methodology to define context, process and 
minimum scope of knowledge . IPMA(European) defines 
“elements of competence”. P2M emphasize “meta-model”
framework to combine scope of frames for problem shooting.   
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　　 Program Management Way　

　Profiling mission

Design system projections 　　

　Strategic plan for constraints

Design platform for communication

Manage  problems and risks 

Measure and control values of program 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

　　　　　　

　　　　 Summary
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Collaborative Possibilities 

1, Policy Exercise Profiling and strategy 
building on “mission” initiative is the common world. 
　
2, System Thinking Architecture in projections 
relates to linkage from “system to reality” approach.   

3,Platform Platform is a project  media space of 
“communication” which is further developed by S&G  
　　　
4,Complexity adaptation Change impacts value 
of program. Project real option and agent based  
simulation research will benefit mutually　　　　　　

 

 

 

 

Social Contribution-P2M and PMCC

1,  A guide                                                         
P2M is a Japanese standard guidebook of project and 
program management -complex project management. 

2, New professional leaders                                     
PMCC-project management certification center has 
started services to foster  a new professionals.

3, Helping to create innovation                                 
P2M is being used in transformation for education, 
university, industry,  community and government.
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Missions 
to Future 

Imaginary 
World　

Problem in 
Real World 
　　　

Hypothetical 
Game 

P2M     
Refined

P2M 
Scenario 　　
　　　

Exploring and Linking by SSM S&G 

Simulated 
Future World

Compare the 
Worlds 

　　P2M 
Operability

 

 

 

 

 

Methodology of Project Management 

P2M underlines the balanced use and framework 
of 4 types of methodologies, but the former two 
types are in the process of further development.

Perspective Type Methodology

Specific Type Methodology

Integration Type Methodology

Discrete Type Methodology
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5.6.2  講演資料：Intelligent Enterprises Emerge in Japan by Program 

Management Thinking   

 

Intelligent Enterprises Emerge in Japan 
by Program Management Thinking
-A Japanese knowledge Framework of 

Enterprise innovation-

Shigenobu Ohara
University of Technology, Sydney

Director of Research Unit,  PMCC

The 34th International Conference of ISAGA 
August 28th, 2003 at Kazusa Akademia Park 

 

                                           

Contents

• 1,Management Standards　　　　　　　　　　

　　

• 2, Emerging Intelligent Enterprise　
• 3,Prototype of Intelligent Enterprise
• 4,Program Management Thinking　

• 5,  Interface withSimulation &Gaming　　
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１, Management Standards in Service Economy

- Industry and Service Interaction-　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

 

　The  Standards and Industry

１, Standards                                                       
Industrial standard has been dominant, and service 
standard is also prevailing, but no standard of mixed 
type has been in the scope of consideration in Japan.         

2, Project Management                                        
Project management standard is the related to the 
typical mixed type to be noted. It deals with hybrid 
systems of hardware -software or technology- business 
models. In fact, America, and Europe have standards. 
Japan had launched  P2M partly on basic research of  
cases of “intelligent enterprise”. 
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Evidenced by IMD Competitiveness Report 
　

Productivity　 Japan ranks at 26th　　①America,②
Norway,③ Luxembourg,

R&D　Japan ranks at 2nd among 45 countries in 2001　
　①America,③Swiss,④Germany,⑤Sweden,　

New emerging business 　 Japan ranks at 45th　　
①Hong Kong,②Israel,③America

Total industrial competitiveness    Japan ranks at 26th 
Because of difficulty in business efficiency, good 
management resources, infrastructure, 

 

 

 

 

Labor Force in American Industries 
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J. B. Quinn “Intelligent Enterprise” 1992 p-4

Service Industry
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　What can we learn from service economy?

１, Manufacturing oriented service
For a century in 1860-1970, manufacturing had led 
service industry. These services were subsidiaries
linked to a value chain of  manufacturing. 　

2, Service oriented industry　　
After 1970, service has been growing  rather more 
independently. America led IT service hybrid by PM. 
These services shape new system software, or new 
business models made of intelligent resources. 

 

 

 

 

2, Emerging Intelligent Enterprise

-Standards, Strategy, and Program　　　　
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• 1, J.B. Quinn’s definition
“Intelligent enterprise” is the most successful 
enterprise, which converts intellectual resources 
into a chain of service outputs and integrate these 
into a form most useful for certain customers. 
(In his book of intelligent enterprise 1992)

• 2, Ohara’s definition
“ ” is the “only 1” type 
company, which launches unique missions for 
continuous projections in service hybrid innovation 
to rebuilding new value chain.

Intelligent enterprise

　Intelligent enterprises emerge in Japan   

 

 

 

 

Intelligent Services are growing to 8.9 billion 

　　　　　93　　94　　95　　96　　97　　98　　99　2000

billion 
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　　４　　

　　２

　　0

　　

METI Survey in Jan 2002
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Value Creation in Enterprise systems

Manufacturing
22.6％

IT Services　
14.0％

Retailers
9.6％

　　　　Finance　　　　　　
17.5％

Services
6.6％

Government
12.3％

Energy, Transport
Communications

9.6％

　Constructions
7.8％

 

 

 

 

Drivers of value creation by ICT service 

　　　

60

50 

　　40

　　30

　　20　　

　　10

　　0

　　 Cad/Cam/Cae　SCM　CRM　ERP　EMS　

(%)  　

　　

METI Survey in Jan 2002 n=158  seizou kiban hakusyo

14.6    11.4     19.0       5.7

53.8 43.7
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3, Prototype of Intelligent Enterprise

-Case Study-　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

 

 

Intelligent enterprise is born and bred by unique 
leadership with mission for coninuous change 

• First Crisis
A venture had discovered tiny plastic gears in1960s, and it 
succeeded to apply for travel clock, toys and audio video reel. 
So, it expanded the factory for demands of clients, but they 
moved to Asia,which caused  big inventory issue.

• Mission 
“A business time in Asia came, but keep competence 
in plastic injection components and its niche market”
-A half of production shall be shifted to survive                
-A marketing shall be reinforced to new customers. 　　　　　
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Transformation by new project

Next Crisis                                                     
Manufacturing in Asia was successful. But, Chinese 
products flooded in the market, and they were found 
competitive in cost and quality. 

Next Mission　　　　　　　　　　
“Divest from ordinary plastic gears and shift to 
computer component of precision”.

Mission includes to:
-Change design, production, inspection to digital system         
-Change marketing system for American users

 

 

 

 

How was a company grown ?
30 years after
The company has grown a world class supplier of precision 
“ by continuos  projects.  components in optic electronics”

Look at Precision progress
Back-lighting film needs 100 circuits in 1mm width and depth. 
A hologram used for printers requires 1000 times precise ditch 
at nano-level than back-lighting technology.
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MD

300
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    1970           1980         1990         2000　Time
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Venturing

 　 10　　50　200　250　　400　　600　Staffs　　

Quantity
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No.1

The growing curve shows continuous 
innovation by missionary projects

 

 

 

 

4, Program Management Thinking

-Standards, Strategy, and Program　　　　
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Mission to Value Creation

Intelligent enterprise initiates missions at critical crisis to 
rebuild project value chains.  It is not a simply given 
project, but a complex strategic solution

P2M

Up Stream　

　

“Mission”

Scheme  

Middle Stream

“Execution”

System

Down Stream　

　　

“Operation”

Service
PM

 

 

 

 

300 

Tracking project value chain implies a series of mission
profiling to system building to provide precision services 

Mission

Venturing

Quantity

Global

No.1

Only 1

Services

1／10mm

1／100

Sub-micron

Nano

Micron

Systems

R&D+Marketing

Standard+Digital

Electronics+Net

Optics+knowledge

１６０

１００

Production+TQM ８０

2０

Sales
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Program manager is a key to integrate complex project.

Strategic Mission　

　

Line manager Program Manager 

Integrated

Commitment

Separate objectives

No commitment

A group of 
ProjectsProject Project Project

 

 

 

 

5, Linkage of Hypothetical to Real World　
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Justification

Justification

Project management thinking is justified to be 
practical, useful, and effective. Science needs 100% 
fact rules, but in business, decision is required  
under uncertainty. Mission is a competence to grasp 
the two elements in appropriate balance at the 
timing of creating solution or decision for specific 
situation. 

 

 

 

 

Mission Oriented Paradigm

Mission 

Mission
complex

value changing 

is an insightful and holistic view engraving  a 
package of  problem finding, stable 
hypothesis, solution, and future to
environment. 

1, Mission is ill-defined and ill-structured in general   
2,Mission includes multiple issues to be demystified.   
3,A value chain is designed in compounds of projects. 
4,Competency and broader knowledge are applied.

 

 

 458



Program integration management 　　　

　　　　　　
a, Profiling management　Mission to scenario

 Decide how to realize

Modeling projects

Comply to change

Digitally collaborate　

Measure values　

b, Strategy management

c, Architecture management 

d, Lifecycle management  

e, Platform management 

f, Assessment management  

 

 

 

 

　　　　　　

　　　　 Summary
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Collaborative Possibilities 

1, Policy Exercise Profiling and strategy 
building on “mission” initiative is the common world. 
　
2, System Thinking Architecture in projections 
relates to linkage from “system to reality” approach.   

3,Platform Platform is a project  media space of 
“communication” which is further developed by S&G  
　　　
4,Complexity adaptation Change impacts value 
of program. Project real option and agent based  
simulation research will benefit mutually　　　　　　

 

 

 

 

　　　　　　

　　　　 Extra Sheet

　　　　　　

 

 

 460



Complex Project Management                  

Mission

　　　　Program

Projects Integration　

Leadership

　Value Change

 

 

 

 

How did enterprise  mission to program?　

Read  mission and develop its context by ideas     

Bundles  issues and solutions for project units  
　　

Visualize values and issues in  mission.

Look into critical factors and exhibits remarks

Review comments in policy, viability,  conditions

Program has been conceptualized for decision　
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What is program integration management ?

Profiling ideas to complex issue for “scenarios”

Create architecture of the best to hybrid projects

Formulating strategic options for feasibility

Design platforms for open digital collaboration

Build program life cycle and adapt to changes

Install assessment system for program value

 

 

 

 

• 1,SMC                                                             
In Japan, the super manufacturing company (SMC) 
is emerging. P2M is made after the essence of SMC 
patterns adapting project management thinking, 
because they have successful similarities in projects  
formulation and strategic behaviors. 

• 2, Pattern                                                      
SMC is a new type of knowledge company focusing 
business, manufacturing and service interfaces by 
continuously innovating framework.                              

　P2M is made after SMC patterns 
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　　　 Value Activities in Organization

Operational
Activity

by “line” organization

Project 
Activity

by “team” organization

Job  Repetitive              Mixed                   Unique

Position Site                 Middle                     Top

Enterprise does two types of activity.Project activity is 
increasing to cope with external changes by top & middle

 

 

 

 

　　　　　　
Basic 
attributes 
of project

　　　　　　

Individuality 
or Unique　　
　

Time Frame 
start to end

Uncertainty 
Risk

Project is an undertaking having a specific mission. If a mission 
is complex, program is used for a hybrid of projects.  

　　 Project and management definition

Management is a framework of competency or capability to  
achieve the expected  mission value of project or program  
efficiently or effectively .　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

A specific  
Mission

Management

Realize 
Value
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What is the essential intent of P2M? 　　　　　

　　　

Current Technology       New Technology

Society 
Needs

New 
Market

Current 
Market

　　Engineering 　

Type A

Factory, Building　

　High Tech R&D　

Type C　　　　　

　　

Pharmaceutical　

　　New Product 

Type B

Manufacturing

　 Solution 

Type D

New Infrastructure

Regardless of sizes, environment, and complexity, projects have 
been managed by the similar framework. The need for PM is 
more involved with complex and uncertain issues. PM is effective, 
but extra knowledge and competency is required for its upgrades.

 

 

 

 

Transformation to Intelligent Enterprise

Financial Industry

IT Industry

Manufacturing Industry

Service Industry

Money 
Software

CAD/CAM 
software

CRM/SCM 
Software

Trading Industry

Business 
Consulting

Logistics Business
Model

Today, new business is emerging in interfaces between different 
industries where software link and creates value. 

 

 

 464



Issue 
Level

Single 
Project 　

Complex 　
　　Project

Deliverable 
oriented

P2M

Rationale of 
Basic  
knowledge　　
　　　

　　　　　　 Summary 

Value 
Creation

Problem Solution 
oriented

Rationale of 
Applied 
Knowledge　
　　

 

 

 

 

What are contemporary services?

1, Internet    e-business, e-government, e-education

2, Transformation    Product, Process, Restructure, 
　　　　　　　
3, Solution     SCM, ERP,CRM, BPR

•The major service are “problem solution”

“value chain”
•The major service job is to designing, and rebuilding  
the 　
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　　 What is “project management”?

１, Software has power to transform 　

２, Architecture　　skyscrapers, event hall, housing,

３, Engineered System　 weapons, factories, 　　　

　　

•Project is an undertakings with specific objectives.

•Project management has been defined to accomplish 
jobs of “technical systems” efficiently.　

 

 

 

 

P2M 
P2M                                                             

P2M is a Japanese version of standard guidebook of 
project and program management developed in 2001

Originality                                                 
Program management is edited to comply with complex 
project as well. It starts from mission and not from 
goals. Integration of projects are based on value chain 
view to cover scheme, system and service projects.

Relations                                                   
Japanese “Intelligent enterprise” is a part of P2M 
models with possibility of simulation & gaming. 
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The Project Management Standard The Project Management Standard 
Mapped by Dr. CrawfordMapped by Dr. Crawford

ProjectsProjects

PeoplePeople OrganizationsOrganizations

Project Project 
ManagementManagement

ProfessionProfession

APMBoKAPMBoKAPMBoK

BS 6079BS 6079BS 6079
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PMI PMI 
OPMOPM33
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PMBOK ® GuidePMBOKPMBOK ®® GuideGuide
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Enterprise Started Project Management 

PPMBOK
A Body of 
Knowledge

Time

Quality/ScopeCost
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Giant Manufacturers Slowdown (2001)

Million us dollars in 2001

Firm 2001      Sales          Profit/Loss                  
Hitachi 　　 66,160         Δ4,030　　　　　
Matushita    57,250          Δ3,590                  
Toshiba       44,570           Δ2,120                
NEC            42,510            Δ2,600            
Fujitsu        43,330             Δ3,180       
Mitsubishi  30,830              Δ650                   
Sony           63,150                 +120 　 　　　

 

 

 

 

　　 Why Japan did fail to take a bus?

１, Standards                                                       
Japan had no original standard of intellectual 
services and no professionals certifications. 

2, Business Models                 
Japan is superior in technology development and 
manufacturing, but lacks of creating good business 
models.                    

3, Project Management                          
Line activity is strong but project activity is weak 
in awareness and  capability.               　　　　　
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Administration  

　　　　　　　Materials

　　　　　　　　　　　　　　　

Machine/Automation(IT model)             

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Labor

Subcontracting( business model)
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Hybrid model changes cost structure

 

 

 

 

Objectives and Goals for Improvement
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                        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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