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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「P2M コラ

ボレーションプラットフォームの構築」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の一環とし

て、当センターが受託し「P2M コラボレーションプラットフォームの構築」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「P2M コラボレーションプラットフォームの構築」

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、当センターに「アーキテクチャマネジメント委員会」

および「P2M コラボレーションプラットフォーム委員会」を編成し、両委員会の支援協力

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）が受託

した「P2M コラボレーションプラットフォームの構築」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「P2M コラボレーションプラットフォームの構築」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 つの委員会活動と、当センターが早

稲田大学に調査・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。 

  

第１部 

１．アーキテクチャマネジメント委員会報告 

２． P2M コラボレーションプラットフォーム委員会報告 

 

第２部 

３．P2M 普及促進に関する調査及びアジア展開に関する学術的研究報告 
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２．P2M コラボレーションプラットフォーム委員会報告 

 第１章 マレーシア国際プロジェクトマネジメント大会 2003 

 第２章 PROMAT 参加報告 

 第３章 Asia-Pacific Federation for Project Management (APFPM) 設立会議 

 第４章 IPMA モスクワ大会調査報告書 

 第５章  国際シミュレーション＆ゲーミング大会 

 

 



本調査研究の総論 
 

本報告書は、P2M コラボレーションプラットフォームの構築の調査研究の成果を取りま

とめたものである。報告書は 3 つのパートから構成されている。 

 

第 1 部 １. アーキテクチャマネジメント委員会報告は 近のグローバル化やインター

ネットの発展で出てくる新しいビジネスモデルを念頭に置きながら、P2M で捉えるアーキ

テクチャの概念を明らかにしていくことを目的としている。実際のプロジェクトの事例を

検討しながら、アーキテクチャマネジメントの考え方をまとめたものである。 

研究内容と目的 

１．アーキテクチャマネジメント定義の領域的深堀 

理論的バックグラウンド 

２．領域別のアーキテクチャ 

ビジネスアーキテクチャ、IT アーキテクチャ、開発アーキテクチャ、エンジニア

リングアーキテクチャ、地域クラスタアーキテクチャ 

３．アーキテクチャデザインの一般プロセス 

スキームモデル、システムモデル、サービスモデルにおけるプロセス 

４．方法論の提示 

実践的に利用されている方法論、ビジネスモデリング、エンジニアリング手法、

システムアプローチなど 

これらをベースとして、製造業全般、トヨタ方式、医薬品の研究開発、ネットビジネス、

システム開発等多岐の業種に亘るアーキテクチャマネジメントの考察をまとめたものであ

る。 

 

2. P2M コラボレーションプラットフォーム委員会報告は、世界のプロジェクトマネジメ

ントの 新動向の把握と参加各国との情報交換及び調査・共同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、「マレーシア国際プロジェクトマ

ネジメント大会 2003」のレポートと P2M プレゼンテーション、さらにマレーシアの代表

的なプログラムマネジメントである巨大ハイテク産業都市「サイバージャヤ」と「プトラ

ージャヤ」もレポートしている。 

第 2 章は、韓国 PM 協会「PROMAT 参加報告」である。P2M の国際普及に向けたプレ

 



ゼンテーションを実施した。 

第 3 章は、「Asia-Pacific Federation for Project Management (APFPM) 設立会議」の

参加報告である。 

第 4 章は、「IPMA モスクワ大会調査報告」である。本大会への参加目的は、 新の世

界動向を把握し P2M 標準を国際認知させるとともに、その情報を今後のガイド改定や資

格制度に反映させることである。本報告では、伝統的なプロジェクトマネジメントの限界

が英国の基調講演で鋭く指摘され P2M ガイドが世界に先駆的に発信したプログラムマネ

ジメントが主流になる転換期であることが指摘されている。 

第 5 章は、「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。 

   

第 2 部 3. P2M 普及促進に関する調査及びアジア展開に関する学術的研究報告は、早稲

田大学アジア太平洋研究センターに委託したテーマ名「P2M 普及・促進に関する調査及び

アジア展開に関する学術的研究」に関するものであり、国内外の大学との連携による P2M

の調査・研究の成果を広く公開するため社会人、学生を対象に「P2M 早稲田大学オープン

講座」を開設し、その内容を取りまとめたものである。 

本セミナーの目的は受講者を「将来の経営幹部養成のための P2M」とし世界そしてアジ

アの視点から日本経済を俯瞰し、国際競争力を回復するため今後日本の経済界、産業界が

実行して行かねばならぬ経営革新を P2M を有効に用いてどのように遂行するか考察する

契機を受講者に与えるものである。 

知識ベースの P2M のみにとどまらず企業における成功した具体的なプロジェクトを事

例とし紹介し P2M の理解度を深め、受講者が今後 P2M の普及・促進に大いなる役割を果

たすことを狙いともしている。 

 

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 P2M の国際デファクト化

に向けた調査・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。 
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委 員 名 簿 
 

 

担当組織：「平成 15 年度アーキテクチャマネジメント委員会」 

 

委 員 長  武 富 為 嗣 コーポレート・インテリジェンス（株） 

委  員  黒 岩   惠  
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〃  藤 井 誠 一 （株）共栄経営センター 

〃  松 井 啓 之 京都大学 

〃  小 原 重 信 シドニー工科大学 

〃  岩 崎 幸 司 武田薬品工業（株） 

〃  新 井   潔 千葉工業大学 

〃  寺 野 隆 雄 筑波大学 

〃  白 井 久美子 日本ユニシス（株） 

〃  石 川 千 尋 日本ユニシス・ソフトウェア（株） 
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〃  武 石   彰 一橋大学 

事 務 局  松 林 正 博 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 

本報告は、 近のグローバル化やインターネットの発展で出てくる新しいビジネスモデ

ルを念頭に置きながら、P2M で捉えるアーキテクチャの概念を明らかにしていくことを目

的としている。 

 

２．調査・研究の内容 

 ・ P2M におけるアーキテクチャマネジメント定義の領域的深堀 

   アーキテクチャを「プログラムマネジメントの世界」で応用解説を行った。 

      本論ではアーキテクチャの概念、アーキテクチャとエンジニアリングの領域、アー 

      キテクチャのマネジメントに関する３つの側面について解説している。 

 ・ 領域別アーキテクチャ 

   ビジネスアーキテクチャ、IT アーキテクチャ、開発アーキテクチャ、エンジニアリ

ングアーキテクチャ、地域クラスタアーキテクチャの 5 領域で分析を行っている。 

 ・ アーキテクチャデザインの一般プロセス 

   スキームモデル、システムモデル、サービスモデルにおけるアーキテクチャデザイ

ンのプロセスを実例に基づいて解説を行う。 

 ・ 方法論の提示 

   実践的に利用されている方法論、ビジネスモデリング、エンジニアリング手法、シ

ステムアプローチなどの分析を行う。 

上記の分析・解説をベースとして、製造業全般、トヨタ方式、医薬品の研究開発、ネッ

トビジネス、システム開発等多岐の業種に亘るアーキテクチャマネジメントの考察をまと

めたものである。 

 

３．チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1  チーム編成 

委員会は、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、研究活動結果を本報告にまとめた。 
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3.2  活動スケジュール 

■アーキテクチャマネジメント委員会 

第１回  平成１５年１２月２４日 

第２回  平成１６年 １月２２日 

第３回  平成１６年 ２月２４日 

第４回  平成１６年 ３月 ８日 
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第 1 章 P2M におけるアーキテクチャーマネジメントの考え方 
 

1.1  はじめに 

アーキテクチャは構想を実現するグランドデザインである。この大設計の基本的な意図

は、構想が持つ価値と調和の表現と実現である。この意図を具現化するためには、少なく

とも基本要求、ライフサイクル、構造、機能、操作の 5 つの要素が調和的に設計されねば

ならない。この調和こそが自由度の高い感覚と経験のいわゆるアート（art）の世界である。

アーキテクチャ活動は建築分野で発展したが、現在ではその考え方や技法は、情報システ

ムの設計、経営戦略の策定、産業構造の分析領域にまで拡張利用されている。アーキテク

チャ固有の創造的感覚やアートは学際的に研究され、知識や手法のナレッジ（knowledge）

水準にまで高められている。このアーキテクチャを「プログラムマネジメントの世界」で

応用解説するのが目的である。本論ではアーキテクチャの概念、アーキテクチャとエンジ

ニアリングの領域、アーキテクチャのマネジメントに関する３つの側面について解説する。 

 

1.2  アーキテクチャの概念 

1.2.1  アーキテクチャの全体表現 

本論はアーキテクチャを広い意味でプログラムの体系設計もしくは体系設計物と解釈す

る。 

P2M ガイドブックでは「アーキテクチャとはシナリオに基づいて、全体構造、全体機能、

基本的な操作性などをグランドデザインすることである」 [1、小原]と定義している。ア

ーキテクチャ（Architecture）とは建築学、建築術、建築物、建築様式、建築構造、建築

組織、建築構成を意味する言葉である。その専門家をアーキテクト（Architect）と呼ぶ。

一般に設計行為はデザイン（design）という表現もあり、その行為者を一般にデザイナー

（designer）と呼んでいる。両者の違いと関係がどこにあるのか微妙である。実際に土木

建築の世界では、芸術価値を重視する意匠設計をアーキテクチャと呼び、建築物を実現す

る工学的な世界をエンジニアリング（engineering）として区別 [２、池田]している。ア

ーキテクチャもエンジニアリングも全体像の表現方法である。フレームワーク

（framework）とは複雑現象を包括的に全体理解するために多数の既知概念を利用して描

写される原理や意味を含む体系的な関連構成の全体である。フレームワークは、認知心理

学的な接近による全体像の接近である。したがって、エンジニアリングのようなシステム

的な接近を意味するものではない。マービン・ミンスキーが「心の社会」で説明するよう

にフレームとは認知の１つの経験記憶セットであり、フレームワークとは事象を複数の結
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合により認知の仕組である。これに対してアーキテクチャは、複雑事象で把握した全体を

モデルに分割して関係性を与えて、構造、機能、挙動を設計する知識体系である。したが

って、構想シナリオをフレームワークやイッシュートリー図式で表現しアーキテクチャを

設計する方法がある。 

 

 

 

フレームワーク 

アーキテクチャ 

エンジニアリング 

感覚的表現  関係図式 

芸術的表現  創作的個性 

工学的表現 分析的構造機能 

図 1-1 表現法の差異 

全体像表現 

前者が芸術的創作個性の表現であれば、後者は分析的構造機能表現といえる。両者は補

完的な全体表現法である。建築業界では意匠設計が終了後の全体設計作業を構造設計

（structural design）や施工設計（execution drawing）として区別している。このように

アーキテクチャとエンジニアリングは、概念、領域、機能的な差異がある。本論がプログ

ラムにおける統合マネジメントでアーキテクチャの用語に留意したのは次の３点である。 

 

アーキテクチャは、思想、価値、体系、全体を把握し組織的に伝達する設計領域である 

アーキテクチャは、デザインの上位概念で複雑デザインの基本指針となる領域である 

アーキテクチャは、全体像を設計するので、あらゆるデザインに優先する基礎である 

 

1.2.2  アーキテクチャとデザイン 

建築のアーキテクチャは社会と工学を全体的、調和的、美学的に創作する。つまり、そ

の機能は対象の本質に全体と部分の関係を読取り、機構に創作する設計機能を持っている。  

これに対して、デザインはアーキテクチャに準拠して部分を設計する方に力点が置かれ、

建築への利用材料、構造や用途機能、建築工法など工学的に実現する具体的な関心がある。

アーキテクチャが全体と部分の「関係性」の設計を中心に考えるとすれば、デザインは部

分の「細部性」にこだわる。アーキテクチャもデザインも構造と機能を設計する特殊性で

は共通機能を保有するが関係性と細部性や能力の創作性と技能性に微妙な差異を見ること
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ができる。このようなアーキテクチャとデザインの比較差異を表 1-1 に示している。 

 

表 1-1 アーキテクチャとデザインの機能と差異 
機能 アーキテクチャ デザイン 
設計構想 全体を象徴表現する 部分を象徴表現する 
設計領域 全体を重視 部分を重視 
設計対象 全体と部分の関係性中心 全体と部分の細部性を中心 
設計科学 美学、社会科学、工学の融合 美学、工学中心 
設計能力 創作性 技巧性 

 

1.2.3  全体価値の象徴的表現 

 アーキテクチャは全体価値の象徴的表現機能を持つ。人間が活動するときには価値を追

求する。政府は公益を企業は利益を個人は快適を追求する。プログラムは多数のための多

目的な全体価値を追求する。この価値には物的資産価値、ブレークスルーの価値、調和の

価値、知的資産価値の 4 つがある。古い教会や寺院を事例にとれば、アーキテクチャ機能

の成果は一目瞭然である。教会や寺院は、建築物の全体と部分の限り無い均衡と調和を実

現させた空間の美である。この空間は真、善、美の宗教心を誘発する雰囲気を創り出しミ

サの行事を価値ある式典にする。図表３は、教会や寺院における異なった宗教観を明確に

示している。アーキテクチャは、思想、歴史文化、風土など「見えない価値」を建築物に

象徴表現できる。仮に東大寺がイスラム教に適したアーキテクチャと言えるだろうか？も

ちろん「ノー」である。ゴシック教会は構造だけに絞り表示されているが、この教会の部

分である柱、天井、床、ステンドグラスは見事なアーキテクチャである。 

 

図 1-2 ゴシック教会     イスラム教会        東大寺仏堂 

宮元健次書  「見る建築デザイン」学芸出版社 9-10 ページより引用 [3] 

 

 

 さらに機能面で強度、採光、装飾、信仰の部分特殊性の特化したデザインが全体に調和
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していることは言うまでもない。アーキテクトは全体調和を確保するためにデザイナーに

教示や要求を行ない、またデザイナーもアーキテクチャを理解しながら自己の提案をして

いる関係にある。その意味ではデザイナーにも創作性はあるが、部分特殊性が中心である。

このような事例は音楽の指揮者と演奏家にも見られるし、ビジネスにおける製品開発と部

品開発に見られる普遍的関係である。 

 

1.3  アーキテクチャとエンジニアリングの領域 

1.3.1  エンジニアリングとシステム 

 アーキテクチャ概念は、建築の世界から機械の世界にも影響を与えた。社会ニーズを充

足するエンジニアリングは、要求、構造、機能、操作の側面を持つアーキテクチャと類似

する概念であるが、工学的な要素技術の結合に解釈力点を置いている。エンジニアリング

初期にはシステムの概念はなく、水力、風力、人力に代替する動力としてのエンジンと機

械の結合視点で工学的に仕掛け構造に関心があった。これに対してアーキテクチャは、あ

くまで自由な発想で全体を設計する概念である。数千年の歴史を持つ完成度の高い建築技

術を持つ建築に比べて、エンジニアリングは技術制約が多い開発手法であった。図表４は

アーキテクチャとエンジニアリングの差異を示したものである。 

 

表 1-2 アーキテクチャとエンジニアリングの機能と差異 
機能 エンジニアリング アーキテクチャ 
設計構想 機械や装置の全体 建築物の全体 
設計領域 社会ニーズと工学の適応 社会と工学の融合を狙う 
設計構造・機能 精密な仕掛け構造 仕組み全体 
設計制約 制約を意識する 自由度が高い 
         

 現代のエンジニアリングの定義は、複雑なニーズを 適な技術システムに設計し構築し

運営することである。[4、赤木]は「関連する要素の集合体」と定義して 

① 構成要素から形成される、 

② 構成要素が連結される、 

③ 固有の目的を持つ、 

④ 外部からコントロール可能である、 

この 4 点が人工システムの特徴であると説明する。 

 自然システムや生物システムは外部からコントロールは殆ど不可能であり、人工システ

ムとはこの点で区別可能である。システムは投入、変換、産出、フィードバックによる構
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造化と 適化が強く意識された概念であるが、「実用のエンジニアリング」ではニーズ分

析、経済性、信頼性も重要な課題である。このような人工システムは規模の経済性を追求

して次第に大規模となり複雑性を増大した。発電システム、飛行システム、船舶システム、

交通システム、道路システム、輸送システム、鉄道システム、信号システム、製造システ

ム、物流システム、発電システム、通信システム、給排水システム、制御システム、廃棄

物処理システムなど枚挙に暇がない。ここで代表事例の造船システムのエンジニアリング

についてそのデザインとプロセスその範囲について事例を図示してみよう。このような設

計作業は膨大であり、個人ではなく組織的に機能別に実行される。 

 

 
図 1-3 造船の設計組織と図面の流れ 

赤木新介著「エンジニアリングシステム設計工学」共立出版 11 ページより 
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 エンジニアリング産業は、複雑なニーズをとらえて 適なシステムを構築する役割を果

たしているが、学界も企業も独自の優位技術に結合させてエンジニアリングを解釈してき

た。 

 エンジニアリングは、強調するまでもなくアーキテクチャの 1 種である。それではなぜ

アーキテクチャと呼ばなかったのか？ 

それには 2 つの理由がある。 

① ハードエンジニアリングに傾斜してソフトエンジニアリングの開発が遅れた 

② 複数システムや多重システム間の相互作用や境界を取り扱わなかったからである 

 

1.3.2  ソフトエンジニアリングとアーキテクチャ 

 システムの要求する要素技術は範囲を拡張し、全体を制御するシステムが不可欠になっ

た。いわばシステムの頭脳部分である。それがコンピュータであるが、複雑で大規模な計

算ニーズが増大するなかで、「大容量」で「軽量化、縮小化」に加え「多境界性」へのア

ーキテクチャが要求されてきた。図 1-4 はパーソナルコンピュータであるが、CPU、ディ

スプレイ、キーボード、ハードディスク、PC カードスロット、モデムなどと一定のイン

ターフェースのもとで結合されるばかりでなく、多様な機能を発揮できるように設計され

ている。 

 

 
図 1-4 薄型ノートパソコンの構造 

日経 BP デジタル大辞典より引用[5] 
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 コンピュータでは、協調機能の接合関係性が重視されるようになっている。 

 

 児玉文雄[6 児玉、柴田、玄場]は「個別の要素技術もさることながら、製品設計の段階

でシステムを構成するサブシステム間の関係性をどうするか、そしてサブシステム間のイ

ンターフェースをどう設計するかが大きな影響を与える」と主張する。情報技術の世界で

は、アーキテクチャと言う言葉は、システムを構成するサブシステムやモジュールとの結

合関係の全体設計技法を意味している。1983 年の IEEE 標準 Std729 では、ソフトウェア

システムについて「システムが記述された要求を充たすようにソフトウェアのアーキテク

チャ、コンポネント、モジュール、インターフェース、テスト方法、データを定義するこ

と」と解説している。つまり、複雑な情報システムを構築する設計技法として捉えられて

いる。しかし、情報システムは単独では存在しえない。多くの情報システムは、情報処理

や加工を通じて、社会、組織、企業、生産、ビジネスの領域で付加価値を高めるサービス

に利用されている。つまり、情報システムは、ユーザーのニーズに適応して、設計されて

いる。 

 ルコプロスとカラコスタス[7]は、要求定義工学入門のなかで「情報システムは、個人の

福祉、ビジネスの競争力、公共機関に有効に機能する」ことが重要であり、「人間と技術

システムを１つの組織環境のなかで結びつけるコンピュータシステム」をターゲットとし

ている。その開発プロセスで中心的な部分は、「要求仕様書」の作成であり、システムの

有効性や適応性はユーザーニーズの理解度に依存していると主張している。このようなシ

ステムソフトウェアの開発アーキテクチャについて、ダスグプタ（Dasgupta）は分かり易

い概念図を提供している。 

 

実装

詳細設計

アーキテクチャ設計

システム仕様

要求仕様

図 1-5 システムアーキテクチャ 
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Pericles Loucopoulos Vassillios Karakostas 著、富野 壽監訳 「要求定義工学入門」 

共立出版、1997 年 pp9 より引用 

 

 この概念図は、顧客仕様、システム仕様、アーキテクチャ設計に作業順位を規定してい

る。 

 この順位は設計プロセスのステップを示している。ここで要求仕様とは、ユーザー視点

の期待性能であり、システム仕様はシステムの境界、システム、投入と産出、外部環境と

の情報のやりとりに関する顧客仕様提示である。通常は顧客の立場に立つ外部設計である。

外部設計とは問題の定義や目標の選択と計画に関するもので、システムに関する価値、実

現性、問題提起などシステム試設計のためのシステムスタデイである。アーキテクチャ設

計についてダスグプタは「内部設計を高い視点から見て表現する」と解説してアーキテク

チャ設計には外部設計を取り入れていない。 

 

 

1.4  アーキテクチャ・マネジメント 

1.4.1  アーキテクチャ・マネジメント 

 アーキテクチャ・マネジメントは、シナリオの基本要求に基づき、それを具現化するた

めに全体構造、全体機能、基本的操作性をデザインする発想と技法の合理性を与える一体

である。P2M は「アーキテクチャ・マネジメントは、環境の変化に対応するばかりでなく、

使命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」（88 ページ）

と解説している。 

 

① 使命を戦略プロセスにする 

② プロジェクトモデルにする 

③ 構造を与えること 

④ 構造に機能を与えること 

⑤ 情報で装備すること 

 

 アーキテクチャ・マネジメントは、プロジェクト関係を統合し調整するパワーを持って

いる。外部変化によって相対的な価値変化が発生し、プロジェクト間で対立してもアーキ

テクチャが調整機能を発揮する。とりわけ組織間協力や多重システムでアーキテクチャは

重要な意味を持っている。 
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 建築アーキテクチャ・マネジメントには古い歴史があるが、情報システムやネットワー

ク領域あるいは企業やビジネスモデルでアーキテクチャ・マネジメントが注目され始めて

数十年に過ぎないが、複雑現象や複雑問題をシナリオから展開して「あるべき姿」を図面

で「見える姿」に展開するプロセスには共通点がある。したがって、合理的なアーキテク

チマネジメントは、全体像を解釈し情報を集めて、知的創造に凝縮して第 3 者に伝達可能

な概念仕様に完成するまでの創造的提案を支援するである。それが表 1-3 のアーキテクチ

ャ構築のステップであり、それぞれにマネジメントサイクルを適用することである。この

ステップは社会ニーズと工学ニーズの融合でもある。 

 

表 1-3 アーキテクチャ・マネジメントのステップ 

第１ステップ：戦略シナリオを読込みイッシューツリーに展開する 

第２ステップ：3 種のプロジェクトモデルに判別しデザインする 

第３ステップ：必要に応じてモデルのプロジェクト数を増加する 

第４ステップ：想定イベントに応じてプロジェクトオプションを建てる 

第 5 ステップ：プロジェクトの結合体系を創り調整する 

第６ステップ：プロジェクト間のインターフェースを調整する 

第７ステップ：アーキテクチャを評価し必要に応じリデザインする 

 

1.4.2  ビジネスアーキテクチャのマネジメント 

 本節ではビジネスアーキテクチャ・マネジメントについて解説する。ビジネスアーキテ

クチャには事業や競争戦略の視点、コンピュータ・ソフトを利用したビジネスモデル設計

という視点、それに全社統合モデルの 2 種がある。 

 

ビジネスモデル設計の視点  コンピュータモデル 

事業戦略・競争戦略の視点  戦略モデル 

ビジネス・アーキテクチャ 

 

図 1-6 ビジネスアーキテクチャの 2 つの視点 

 

 競争戦略の代表事例は藤本隆弘、武石章、青島矢一[8] が出版した「ビジネスアーキテ
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クチャ 製品・組織・プロセスの戦略的設計」であり、後者の事例はヤコブソン[9]やシア

ー[10]などのビジネスプロセスやフレームワークに傾斜した研究である。 

両者の共通点は、ビジネス・アーキテクチャマネジメントは、ビジネスの基本構造を確認

し、その機能を設定することである。 

 

■ 戦略的視点のビジネスアーキテクチャ 

 藤本隆弘の経営研究グループは「ビジネスプロセスは内部にさまざまな活動要素を内包

している 1 つのシステムと考えることができる。このシステムの性質は、活動要素間のパ

ターンと規定されこれをビジネスアーキテクチャと呼ぶ」と定義している。「例えば、生

産と設計との間はルールによって規定されるが、設計とマーケティングは密接な相互作用

が必要に成るかも知れない」と説明しルール、相互依存、相互作用による動的側面を強調

する。 

 

図 1-7 ビジネス・アーキテクチャの戦略視点 

藤本隆弘、武石章、青島矢一「ビジネスアーキテクチャ」有斐閣 32 ページから引用 

 

 したがって、ビジネスアーキテクチャは、①ビジネスプロセス、②ビジネス構造、③ビ

ジネスモデルを対象として取り扱い、図 1-5 が示すようにこの 3 つの側面における関係性

分析と戦略設計を意味する。 
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■ ビジネスモデル 

 ビジネスモデリングという用語は、情報技術に裏付けられた情報システムとりわけオブ

ジェクト指向による IT システムモデルを意味している場合が多い。 

 
図 1-8  ARIS のフェーズ記述モデル 

A.W. Sheer「 ARIS ビジネスプロセスフレームワーク」Springer Verlag 41 ページ引用 

 

 図 1-8 は、経営と情報技術の架け橋と副題をつけたドイツサールランド大学教授のシェ

ア著作から引用した作図であるが、戦略からいきなり、要求定義に入っているところに留

意が必要である。ビジネスプロセスやフレームワークの記述技法には、米国の IDEF とド

イツの ARIS それに SCOR の 3 種類がある。このような技法レベルはビジネスモデルを利
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用する上で重要であるが、 小限でも組織機能を構造化する静的側面と環境変化による組

織挙動を説明できる動的側面が必要である。 

 

 この代表的な企業レベルの全社アーキテクチャが ERP（Enterprise Resource 

Planning）であり、ビジネスプロセスアーキテクチャが BPR(Business Process 

Engineering)である。 

 ヤコブセンは、「オブジェクト指向の技法は複雑なシステムをオブジェクト集合と関係

性によって把握する１つの接近法で、イベント発生時にオブジェクト間の影響はコミュニ

ケーションで表現できる」と説明している。そして、この代表的な企業レベルの全社アー

キテクチャが ERP（Enterprise Resource Planning）とビジネスプロセスアーキテクチャ

が BPR（Business Process Engineering）であると実績を強調する。 

 

1.4.3  アーキテクチャとプロジェクトモデリング 

 ネル（Nell）は、全社レベルのアーキテクチャについて、次ぎのように解説しているが、

その本質は企業の構造や支援と機能にからめた人間の経営行動に関する類似表現―つまり

リファレンスモデルであると解説する。The architecture, among other things, defines 

the nature of the framework-the limiting structure and its supporting members of the 

instance of the thing being built. A thing that enterprise analysts, designers, 

operators and maintainers need is a reference architecture that they understand to 

the extent that one enterprise can find a way to use another architecture, for whatever 

reason. (J.G. Nell Modeling and Methodologies for Enterprise Integration 59page) 

モデルは一般に模型を意味している。模型は実在の写像であるが、構造、機能、挙動など

の分析、操作、制御、評価への目的に適合して作成される。飯島淳一[11]はモデルについ

て、「対象の有る側面を切りだし単純化したものでその表現は、実在のかわりに使用でき

る程度に正確でなければならない」という意味「現実の対象を分析したり、それに直接働

きかける道具」として用いられると解説する。ヤコブソンは、「ビジネスアーキテクチャ

に関して、ビジネス内部の構造と関連を視覚化する」として、アーキテクチャは、適用領

域とモデル技法の 2 つを特色とする設計と説明している。 

 

1.5  おわりに 

 アーキテクチャマネジメントは、全体ミッションを複数のプロジェクトモデルに分割し、

その関係性を設計する知識と技法を意味している。したがって、アーキテクチャは、構想
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シナリオを、複数のプロジェクトに分割する合論理と技法から構成される。その論理が複

合プロジェクトによる価値連鎖であり、技法がオブジェクト指向によるモデリング（モデ

ルをつくること）である。 
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付属解説 

エンジニアリングアーキテクチャの進化 

図表は、1712 年に発明されたニューコメンとそれを改良したワットの蒸気機関の図である。

この図は社会ニーズによりアーキテクチャが変化する様子を示している。前者が上下運動

に対して後者は回転運動によるアーキテクチャである。ニューコメンの蒸気機関は故障が

多いにもかかわらず大出力を造るので、発明後直ちに船のエンジンや製鉄工場の送風機用

に利用されていた。その駆動構造はピストンの上下運動を蒸気圧力で発生させるのでシリ

ンダー内に注入した蒸気を次段階で下げるので注水する構造であり、熱損失が大きく極め

て熱効率の悪いアーキテクチャであった。ワットは蒸気注入と抽出しコンデンサーで過熱

して再利用する方式を開発した。当時グラスゴー大学にも工学部は無く哲学部の１部門に

蒸気機関の修繕工場ができたが、その潜在有用性を見抜いてワットを採用したのは哲学の

大家で経済学の祖であるアダム・スミスである。スミスは蒸気エンジンが社会や経済に与

える影響、生産力や輸送力の増大へ関心を示した。ニューコメンのエンジンの修繕に従事

していたワットをグラスゴーの助手に雇い故障の少ないエンジンの開発を支援したのであ

る。スミスはアーキテクチャ思想が強いのに対して計測器具職業の一家出身であるワット

はスミスのアーキテクチャ思想を入れてエンジニアリング姿勢でアーキテクチャを進化さ

せたと解釈できる。このように考えるとエンジニアリングよりもアーキテクチャはより広

く高い視点で全体像を設計する概念であることがわかる。図表５は蒸気エンジンのアーキ

テクチャの進化を表示したものである。上下往復を回転動力へ変換する装置と蒸気を加熱

再利用するコンデンサーが組み込まれたより複雑な構造、機能、操作に進化し高能率の出

力を出す工学的なアーキテクチャに進化していることがわかる。 

 

                

  ニューコメンの蒸気エンジン           ワットの蒸気エンジン 

           アーキテクチャの進化 

     「科学の歴史」八杉龍一著 東京教学社 pp82 より 
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第２章 ビジネスアーキテクチャからプログラムマネジメントまで 
 

2.1  アーキテクチャと P2M 

 P2M では、従来のプロジェクトマネジメントと比較すると、より高い視点に立ったプロ

グラムマネジメントの能力を要求している。そこでは、プロジェクトを変化を起こすため

の非定常業務と捉え、仕組み作りからその完成までのライフサイクルを管理することを要

求している。 

 近の経営においては、プロジェクト的な観点で業務を運営する場合もグローバルな視

点に立ったプロジェクトや、IT を取り込んだプロジェクトの立案運営が求められている。 

 そこでは、単にプロジェクトを予算内、納期内、一定品質のものを完成させるというよ

りは、新しいビジネスモデルの構築やその運営にまで関与しないと経営の目的を達成しな

いものが多くなっている。 

 アーキテクチャマネジメントとは、もともと建築の言葉で、高い視点に立って建築物を

構築するということである。より高い視点に立った建築家によって立てられた建造物は歴

史を超えてその芸術性を維持し、現在でも高い評価を得ているという観点から、アーキテ

クチャマネジメントの重要性が言われている。P2M の統合プログラムマネジメントにおい

ても、アーキテクチャマネジメントをそのマネジメント要素の一つとしている。経営にお

いても、経営の仕組みを構築し、マネジメントすることは競争力を維持する上で欠かせな

いものとみなされている。 

 

 ビジネスにおけるアーキテクチャは、その構造が明確に設計され、機能が与えられ、操

作が出来て始めて有効に活用することが出来る。アーキテクチャマネジメントとは、その

ようなアーキテクチャを構築するために、新しいビジネスモデルの枠組み作りや、設計の

フレームワークつくりを管理することである。現在のプロジェクトにおいては、どのよう

なアーキテクチャを構築するかによって、プロジェクトのみならず経営の成否が大いに左

右されるといえる。 

 

2.2  ビジネスにおけるアーキテクチャ 

 企業を例にとってアーキテクチャがどのように構成されているかを見ていけば、企業が

環境変化に対してどのように対処しようとしているかを見ることが出来る。簡単な話が、

組織構造の変化は企業のアーキテクチャの変遷として捉えることが出来る。例えば、グロ

ーバルに展開している日本企業は、似通ったような組織構造を作っている。それは、どの
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企業も国内での事業活動からグローバルに事業を展開するときに似たような状況に遭遇し

て、同じような組織のデザインを行っていると考えることが出来るからである。図 2-1 は

代表的な日本企業のグローバルな組織展開の例である。これらの企業は日本にある本社を

中心に北米統括会社、ヨーロッパ統括会社をおき、その下に各々の地域の子会社を配置 
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図 2-1 グローバル組織のアーキテクチャ 

  

している。多くの日本企業はアジアは直接に東京本社から統括している。欧米の企業を見

るとアジア統括会社をシンガポールに置いたりしている例が見受けられる。本社から全て

の地域の事業を管轄するより、地域毎に統括会社を置くことによって、全世界の事業活動

を環境変化に合わせて地域毎に迅速に対応できると考えているからである。この考えに沿

って、組織に構造を与え、各地域ごとに、役割を決めて機能を与えている。もちろんこう

したほうが組織全体の操作性が良いと考えているからである。これが組織のアーキテクチ

ャの設計と運営の例といえる。 

 

 ところが、このような組織も時代に合わせてさらに環境変化に対応しながら競争に強い

組織にしていく必要が出てきている。その一つとして、戦略の立案機能を本社に集中して

持つような機能性の設計が必要になっている。さらに IT の進化を取り込みながら効率的な

組織を設計し、運営することが求められるようになっている。この例として考案されてい

るのが、コーポレート・センターである。この考え方は、子会社をグローバルに配置する
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ようになると戦略機能を本社に集中しておき、その下に事業単位（Strategic Business 

Unit）や戦略子会社を配置して、全体の運営の整合性を図り、企業グループとして競争力

を維持しながら効率化を図るような仕組みにしようというものである。このような企業グ

ループの組織の例が、図 2-2 である。これは、同時にグループ全体として企業価値の向上

とコストの削減による効率化を図ることが考慮されている。（図 2-3 参照） 

 この中のコーポレート・サポートセンターは、情報システムや経理システム、総務や人

事など企業が事業を展開していくときに、その事業を支援するような業務をつかさどると

ころである。これらの業務は、特にその事業が行われている地域に密着させておく必要は 
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         図 2-2 グループ管理の組織のアーキテクチャ 
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コスト削減効果企業価値向上  
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・ サービス、標準改善と改革 

・ 資源の最適配分 

・ ポートフォリオマネジメントに 

  よるリスク削減と機会増加 

・ 規模の経済性 

・ 最低コスト採用 

・ 社内資源の有効活用  

 

図 2-3 グループ組織のシナジー効果 

 

ない。 新の情報技術を適用するとこれらの業務は物理的な距離に関係なくどこか一箇所

にまとめることが出来る。実際にそうやって一箇所に集められて運営されるような仕組み

がつくられている。このときに用いられている組織設計の概念がシェアードサービスであ

る。文字通り、業務を一箇所に集めて、皆でその業務をシェアーして（分け合って）利用

しようというものである。こうやって見るように、組織のアーキテクチャデザインにおい

ては、企業がグローバルに展開する上での も競争に強く変化に耐えやすいような仕組み

を作っている。それと同時に 新の IT 技術を取り込みながら、それにより発展してきた新

しい組織概念も取り込んでアーキテクチャをデザインしていることが見て取れる。この場

合に全体のアーキテクチャをデザインするには企業グループ全体の組織を、グローバルな

観点から見るという高い視点と広い視野が求められている。 

 

2.3  インターネットの進展とビジネスモデル 

 次にインターネットの出現によるビジネスモデルの変化のを見てみる。インターネット

の出現により、今まで閉じた世界で考えられていた組織のアーキテクチャがオープンな環
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境で考えることを求められるようになっている。その一つが企業間の電子商取引である。

図 2-4 は自動車業界のインターネットによる電子商取引の例を示したものである。これは、

従来の取引の形態を一変してしまった。 
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図 2-4 B2B の取引の例 

 

 今までは、企業間の取引においては、電話やファックス、あるいは企業を直接訪問する

ことによって、取引の条件をつめ、取引を開始していた。それがインターネットの進展に

よって世界中の企業との取引がいながらにして出来るようになっている。上に上げた自動

車業界の例は、世界の大手の自動車会社が参加して構築した自動車部品の調達のマーケッ

トプレースと呼ばれる B2B のサイトで独立した事業体として運営されている。このような

サイトを構築する場合は、単にコンピュータの知識だけでは構築することは出来ない。従

来の取引の仕組みを知った上で、インターネットが持つ優位性をデザインに取り込んで設

計する必要がある。それとともに、この仕組みが収益的に見て維持可能かも設計の時点か

ら考慮しておく必要がある。さらに、どういう関係者をこの仕組み構築に巻き込むかも考

えておく必要がある。インターネットを利用した新しいビジネスモデルの構築を行う必要

が出てきているわけである。この場合のアーキテクチャのデザインとは、インターネット

を使った情報システムの設計のほかに取引のプロセスの設計、関係者の関係性の設計、運
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営の仕組みの設計などが要求される。これらの設計を総合的に行うことにより、新しい仕

組みの構造を決めて、機能を持たせ、操作性まで確認することによってアーキテクチャが

構築されるということが出来る。これは、情報システムの構築プロジェクトというより、

それも含んだビジネスモデルの構築である。情報システムの構築や関係性の構築を一つ一

つのプロジェクトとみなすと、全体のアーキテクチャの構築は、プログラムマネジメント

ということが出来る。 

 同じようにインターネットを使った新しいビジネスモデルの例として、サプライチェー

ンの構築がある。製造業において、生産計画から部品に展開して、その部品を発注し、あ

る納期でこれを組立工場に納入してそこで製品として組み立てて出荷する。これが典型的

なサプライチェーンである。これらの一連の計画から製品の出荷までの情報のやり取りを

インターネットを介して全てデジタルで行おうというのがデジタルサプライチェーンであ

る。 
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図 2-5 グローバルサプライチェーン 

 

デジタルサプライチェーンを構築すると、全世界の生産に関わる情報を整合性を持って管

理することが出来るようになる。そうするとよりスピードが速く、どこの部品工場からど

この組立工場に部品を配送すればより効率的な生産が出来るかというのが瞬時に判断でき

るようになる。このようなサプライチェーンの例が図 2-5 である。これも、一つのアーキ

テクチャーの例と考えることが出来る。 

 このように、現在の企業においては、アーキテクチャのデザインは、情報システムは切
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っても切れない関係になってきている。 

 

2.4  プロジェクト推進の仕組み構築 

 企業内にプロジェクトが推進しやすいような仕組みを構築するのもアーキテクチャマネ

ジメントになる。従来、機能型の組織で企業運営を行っていたところが、プロジェクトを

運営する仕組みをその中に入れていこうとする場合に、アーキテクチャのデザインとその

仕組み構築のマネジメントが必要になる。 
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図 2-6 機能型組織からマトリクス組織へ 

 

 例えば、受注により事業が成り立っている建設会社や、システム構築会社、さらに恒常

的に研究開発プロジェクトが走っている製薬会社のような場合には、機能型組織に対して、

組織横断的な機能としてプロジェクト部門を設けることが良く行われている。従来の縦の

機能型組織に対してこれがマトリクス型組織といわれるものである。（図 2-6 参照）そう

して、従来の組織に対してこのプロジェクト・マネジメント部門の位置づけを明確にする

とともに、役割を明確にする必要がある。そうして、プロジェクトメンバーの人選や評価

に関する権限と利益責任をどこまでプロジェクト・マネジメント部門が持つか明確にする

事によって、このマトリクス組織が機能するようになる。このような組織構造の設計を行

い、役割を決めて機能を持たせ、権限や責任を明確にすることにより、当初意図した組織

として機能するようになる。これがアーキテクチャのデザインとマネジメントといえる。 

 さらに、上位の役割としてプログラムの位置づけを明確にしてやれば、企業の戦略との

整合性もとりやすくなる。その場合は、プログラムの定義とその責任者の役割の明確化、

それに、プロジェクトとの連携を取れるような仕組み、例えば、委員会の設置や上位のプ

 31



ログラム・マネジメントと下位のプロジェクト・マネジメントの評価方法の明確化などを

組み込む必要が出てくる。 
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図 2-6 プログラム・マネジメントの仕組み構築 

 

 

2.5  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、高い視点に立って企業に環境に対応できるような仕

組みを構築する作業ということが出来る。ここまでに見てきたように、現代の企業におい

ては、グローバルに展開する上で競争力を維持しながら柔軟に対応できるような構造を与

える必要がある。また、絶えず変化する情報技術の事業に与える影響を考慮しながら、仕

組みを構築する必要がある。そのような意味で、高い視点に立って、将来を見据えながら

構造をデザインし、機能を与え、機能しやすい（操作性の高い）仕組みの構築がアーキテ

クチャマネジメントといえる。このマネジメントの如何によって組織の持つ活力や競争力、

あるいは文化、あるいはそこで活動する人々の行動が規定されるということが出来る。 
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第３章 ビジネスアーキテクチャの基本的視点 
 

3.1  アーキテクチャとは 

 私は、今年の 4 月に藤本先生と青島矢一先生（一橋大学）と共編著で『ビジネス・アー

キテクチャ』（有斐閣）という本を出版した。この本は、アーキテクチャというメガネを

かけてビジネスを見ると、今まで見えてこなかったものが見えてくるのではないかという

問題意識でまとめた。アーキテクチャというものの見方はどのようなものか、それは何に

使えるのかを説明した上で、さまざまな産業・製品の事例に実際に適用して、どんなこと

が言えるかを示したものである。しかし、その一方で実務家の方々からは、「アーキテク

チャという言葉は分かりにくい」といった声も聞かれ、必ずしも熟成された見方ではない。

そこで、本研究会を通じて、この概念の理解を深めていただき、その適用可能性について

も議論を深めていきたいと思う。 

 以下では、まず 初にアーキテクチャの基本概念について説明した後、その概念の具体

的なビジネスへの適用例を紹介する。 

 世の中にはいろいろなシステムがあると思うが、システムがあればそのシステムの特徴

の理解の仕方として、アーキテクチャという概念が使えるというようにお考えいただきた

い。アーキテクチャとは、「分け方とつなぎ方」に関わる性質である。何らかのシステム

があって、それをどのように分けて、分けたものをどのようにつなげるか、それを表現し

たシステムの性質のことをアーキテクチャという。 

 このアーキテクチャには、新宅先生にも先に説明いただいたが、大きく分けて 2 つの見

方がある。一つ目は、モジュラー対統合（インテグラル）という軸による見方である。モ

ジュラー化とは、あるシステムをできるだけ自律的な部分に分けて、部分と部分のつなぎ

方をルールによって決めてしまおうという考え方である。こうした考え方を用いれば、複

雑なシステムをある程度単純に扱えるようになる。逆に、統合化とは、システムを構成す

る部分と部分を複雑に結びつけながらその都度 適なものを追求して、できるだけ良いも

のを作っていこうという考え方である。 

 もう一つは、オープン対クローズの軸による見方である。オープンとは、つなぎ方が幅

広く社会の中で共有されていることを表し、クローズとは、それが特定の狭い組織や特定

の状況の中でだけで共有されていることを表す。 
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3.2  モジュラー化の意味 

 ここでは、前項で紹介したアーキテクチャに関わる 2 つの見方のうち、モジュラー対統

合の軸に着目し、その中でも特にモジュラー化の意味について検討することにしよう。ま

ず、図 3-1 の左側をごらんいただきたい。システムを構成する部分が 10 個あるとして、部

分同士を調整させながらシステムを作っていくとすると、単純に 45 の関係について考えな

くてはならない。ある部分を変えたら別の部分が変わり、その部分が変わることによって、

もう一度元の部分も変わらなくてはならないというように、エンドレスな調整が必要とな

る。こうした作業は非常に大変なので、それをある程度モジュラー化して単純化しようと

いう考え方を示したものが、図の右側である。これは 10 個の部分を 3 つのかたまりに分

け、なおかつかたまりの間の調整をルールによって決めてしまおうというものである。こ

れにより、調整の数を 14 に減らすことができる。 

 

   相互関係（調整）の数 

10*9/2=45 

相互関係（調整）の数 

2*1/2+3*2/2*+5*4/2+3=17 

図 3-1 インターフェースの集約化とルール化－複雑性の削減－ 
出典：Alexander(1964) 

 モジュラー化は、複雑性を管理できる形に単純化にする狙いを持っている。これを実現

するためには、どのように部分を分けるかという区分の仕方が重要である。例えばある機

能はある特定の部分に集約してしまおうという工夫がある。パソコンを例にあげると、モ

ニターという部分に「作業者に情報を見せる」という機能だけ割り当てて、他の部分と切

り離してしまえば、モニターの内部での調整に集中すればよいので複雑性が削減される。

ところが、（例えば PDA のように）モニターに入力機能も加えるとなると、他の入力装

置部分との関係も考慮する必要性が生じて、調整がより複雑になる。こうした複雑な調整

をいかに単純化するかがモジュラー化の狙いでありポイントでもある。 
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 以上に見たように、モジュラー化のメリットは、資源や時間を節約（調整負担の軽減）

できるところにある。また、システムを構成する個々の部品が自律的になっているので、

その範囲内だけで変化（イノベーション）させることができるし、不確実な要素もそうし

た自律的な範囲に集中させ、処理する（吸収する）ことができる。その他にも、システム

の境界（時間、空間）の拡大の可能性も秘めている。この点については、後で詳しく触れ

る。 

 一方、モジュラー化のデメリットとしては、個別 適化による制約が挙げられる。つま

り、システムにある一定の分け方を適用し、さらにその間のやりとりはルールで決めてし

まうということになると、個々のケースにとっては 適なものを犠牲にせざるを得なくな

る。また、それと関連してシステム・レベルのイノベーションの制約が挙げられる。これ

は、システム全体を大きく見直そうというときに、予めシステムを分けてしまっていると、

制約がかかるというものである。 

 モジュラー化の一つの失敗例は、モジュラー・ハウスである。これは、1960 年代の米国

で、住宅産業に大きなイノベーションをもたらすと期待されたもので、住宅の構成ユニッ

トを規格化し、個別に工場生産した上で、現場で住宅を組み上げるという工法である。規

格化により大量生産が可能となり、工場で基本的な部分（2 階部分と 1 階部分）を同時に

作れるので、工期が非常に短縮される。また、雨天による納期遅れもなくなるし、資源も

節約され、コストも安くなるのでおおいに期待された。しかし、結果的に失敗した。なぜ

なら、規格化された箱から組み上げられた家に住みたい人がいなかったからである。また、

家というのは立てられる場所の地形などの条件によって工夫が必要なので、そこに決めら

れた箱で立てようとしても、かなり無理があった。結局、大工さんがいないような辺鄙な

場所で少し売れたが、ほとんどの地域では全く売れなかった。 

 これに対して、日本の国宝級の神社仏閣は、統合化の極端な例であろう。宮大工が立て

る場所の気候条件、使用する木材の性質を考慮しながら、釘も使わずに、個々の柱を 適

に組み合わせていく。これは、時代を超えて人々を魅了する美しさと、何百年にわたって

風雪に耐える品質を持つ。しかし、それだけに相当のコストがかかるし、建てるのに時間

もかかる。メンテナンス、増改築も大変だ。優れた宮大工と資源に余裕のある注文主でな

ければ成立しない。この例から、統合化にもメリットとデメリットがあることがよく分か

る。 

 

3.3  アーキテクチャの分類 

 アーキテクチャの分類については、新宅先生の提言の中ですでに紹介されたので、ここ
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では詳しくは触れない。ただし、若干補足させていただくと、同じ製品でも細かく見ると

違うという点である（図 4 参照）。たとえば、同じパソコンの中でも、よりばらばらな部

品でできたもの（デスクトップ型）、よりまとまりのよい部品でできたもの（ノート型）

がある。同じ自転車でも、より高機能が求められるマウンテンバイクや、レース用の自転

車と変速機のない普通のチャリンコがある。また、同じ半導体でも、 先端の技術が必要

なものはインテルのような企業によって製品と生産工程が 適設計されているが、汎用的

な DRAM になると、台湾のファウンドリーが設計と生産を自律的に行っている。さらに

は、同じ自動車でも、乗用車とトラック型のもので違う。 

 このように、同じ製品の中でもアーキテクチャは異なることがあり、また同じ製品を細

かく階層的に下位レベルまで見ていくとそれぞれの階層で違ったアーキテクチャが存在し

ていることもある。したがって、ある製品はこのアーキテクチャだと言い切るのは無理が

ある。むしろ、このような単純な議論を超えてもっと進んで（細かく）見ていくとどのよ

うなことが分かるかというところに、このアーキテクチャの議論の面白さがあるのではな

いかと思う。 

 

3.4  ビジネス・アーキテクチャの視点 

 アーキテクチャを議論するときに、製品がどうなっているかに関わるものが多い。ここ

で思い起こしていただきたいのは、先に述べた「アーキテクチャとはシステムの性質であ

る」という点である。ありとあらゆるところにシステムがある。生産もシステムであるし、

販売・サービスもシステムである（図 3-2 参照）。さらには、これらすべてを結ぶものも

システムである。そして、システムがあるところには必ずアーキテクチャがある。つまり、

アーキテクチャとは、非常にさまざまなビジネスの局面で適用できる概念である。このよ

うな観点に立てば、たとえば、デルは、モジュラーでオープンな製品（パソコン）に、高

度に統合化された生産および販売・サービスを結びつけたシステムを持ち込んで、新しい

アーキテクチャを構築したと言えよう。また、このようなビジネスのプロセスの問題と、

企業がどのような組織を持っているかという問題も実は密接に絡んでいる。静態的な議論

では、製品のアーキテクチャと組織とはフィットしていなければならないと指摘されてい

るが、動態的に見ると、実はある時に両者がずれることがあって、そのずれた時がビジネ

スチャンスだという見方もある。 
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図 3-2 ビジネス・アーキテクチャの視点 

出典：青島・武石(2001) 

 

3.5  アーキテクチャ革新の定石 

 先に、ある製品を取り上げたときに、そのアーキテクチャがモジュラーなのかどうなの

か言い切ることはできないと述べたように、アーキテクチャというのは、実はモジュラー

型か統合型かといった単純な類型を超えて、さまざまな組み合わせを持っている。 

まず図 10 の一番下が単純なモジュラー化である。モジュラー化というのは、工夫がなけれ

ばモジュラー・ハウスの例のように、機能や性能を低下させてしまうことが多い。だから、

単純なモジュラー化は実のところ普通意味がない。楽して良いビジネスはできない。どこ

か苦労して付加価値をつけないと成功しない。 

 そこで、ある部分について統合化するためにモジュラー化をするとか、あるいはモジュ

ラー化を前提にある部分でより緊密な調整をしてビジネスをするといった工夫が必要にな

る。要するに、重要なのはシステムのどの部分をモジュラー化し、どの部分を統合化する

かといったメリハリ（濃淡）の付け方であろう。 

 一つは、図 3-3 の一番左側に示したように、システムを 2 つに分け、その中は綿密に調

整を行うといったモジュラーと統合を組み合わせたものである。このカテゴリーに該当す

る製品として、先述したインテルの MPU が挙げられよう。パソコンの他の部品に対して

はオープンでモジュラーなシステムの部分を担っているが、内部はかなり統合的なシステ

ムになっている。しかも MPU を次々に進化させていき、他社は容易に模倣できない。 
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 それから、もう一つポイントと考えられるのは、システムの範囲をどのように捉えて決

定していくかということである。図 10 の右側のパターン。これまでのシステムの範囲を広

げるところにメリットがあって、それが市場に受け入れられて、ビジネスとして成功する

というケースもある。この場合、システムの範囲が広がり、調整が複雑で難しくなるので、

その分だけ中の調整は軽く（モジュラー型に）するといった方法を取り入れたりする。つ

まりシステムの範囲の拡大とその内部のモジュール化という組み合わせである。この点に

ついては、次に事例をまじえて詳しく触れる。 

 

出典：青島・武石(2001)を一部修正 

モジュラー化 
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3.6  ビジネス・アーキテクチャの革新事例 

 ここでは、いま述べたアーキテクチャ革新の定石を念頭におきながら、実際にビジネス・

アーキテクチャを革新したことによって成功したと考えられるいくつかの事例を紹介しよ

う。始めに IBM の System/360 シリーズを取り上げ、次いでデル・コンピュータ、フォー

ド対 GM、セブン・イレブンのケースを紹介し、 後に海運業界におけるコンテナ化につ

いて見ることにしよう。 
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3.6.1 IBM System/360 シリーズ：「システムの拡張のためのモジュラー化」の例 

 まず、IBM System/360 シリーズについて検討する。 

 この製品は、研究者の間では、初めてアーキテクチャという概念を意図的に（戦略的に）

使って成功した例として考えられている 。ＩＢＭがあれだけの地位を確立した 大の理由

はこの System360 にあると言われているぐらいの製品である。以下に、製品発表の際の

IBM 広報担当者の説明を紹介しよう。 

 

 「当社はこの（System/360）発表に関し、はっきり申して上げて自信を持っております。

これは当社が創業以来行った製品発表の中でも も重要なものです。今回発表する製品は、

従来の観点からみたコンピュータではありません。これは単一の製品ではなく、一連の製

品群なのです。パフォーマンス的に 下位のコンピュータから 上位のコンピュータに至

るまで広範な機種を揃えてあるのです。」（当時の広報担当者） 

 

 この広報担当者の発言の中で、 大のポイントは「コンピュータを従来のように単一の

製品と見直すのではなく、一連の製品群として見なした」、つまり、システムの範囲を捉

え直したという点であろう。当時、大型汎用コンピュータが次第にさまざまな分野で使わ

れ始めており、技術が進歩するにつれて応用範囲も広がっていった。その中でユーザー側

で問題となったのが、新機種が発売される度に、今まで使っていたソフトウェアやデータ

を使えなくなってしまうという点である。一方、コンピュータを開発する側でも、コンピ

ュータの進歩に対応できる開発力に限界があることが分かってきた。 

 そこで IBM は、いくつかの用途に跨って使えるコンピュータで、なおかつ将来にわたっ

て機種が新しくなっても既存のソフトウェアやデータを使えるシステムを作ることを考え

ついた。すなわち、これまでは「単独のシステム」としてしか考えられていなかったコン

ピュータを、多様な用途で長期間にわたって使える「シリーズのシステム（一連の製品群）」

として開発しようとした。これはシステムの範囲が拡がって、非常に複雑なものになった

といえる。そのような複雑なシステムを実現するために IBM がとった手段がコンピュータ

のアーキテクチャのモジュラー化であった。コンピュータをいくつかの自律的な部分に分

け、開発（設計）のルールを設定して、技術者はそのルールに従いさえすれば、担当の部

分を自由に開発できることにして、それによって多様な用途で、長期にわたって使えるシ

ステムを構築した。このようにシステムの範囲を捉え直して拡げたことこそが、IBM360

シリーズの 大の革新だったと言えよう。 

 なお、IBM は 360 シリーズの設計ルールを他社にはオープンにはしなかった。その構想
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を社内だけで共有し、活用することによって、市場で莫大な利益を獲得した。その後、IBM

は PC に参入した時に自らの競争優位を維持するためにオープン化に抵抗したが、結果的

にそれを許してしまうことになる。 

 

3.6.2 デル・コンピュータ：「オープン・モジュラー製品を前提としたシステ

ムの拡張＋統合化」の例 

 そこで、登場してきたのがデル・コンピュータである。 

 デルの扱う製品（パソコン）は、オープンなモジュラー・システムである。素人でも、

ある程度の知識があれば 2 時間ほどで組み立てられる。時給 10 ドルとすると、パソコン

の組立作業は 20 ドルの価値しかないということになる。コスト競争に陥り、組立企業の利

益率は低下した。しかし、そうした中でデルは新しい革新を起こした。すなわち、製品自

体がオープンでモジュラーであることを利用して、販売から部品にいたる全体のサプライ

チェーン・システムをレベルの高い統合的なものにすることで成功したのである。顧客か

ら直接注文情報をとり、それを高速で回して、商品の受注から納入までの時間を非常に短

くすることによって、顧客を獲得していった。 

 ただし、これが可能だったのは、デルの扱う製品が単純だったからである。たとえば自

動車産業でも、フォードがデル型のインターネット経由の Build to Order ビジネスの仕組

みを取り入れようとした。しかし、自動車というのは組立作業そのものが非常に複雑なの

で、そこに複雑なサプライチェーンを適用するのは組織の対応力の限界を超えてしまう可

能性が高い。 

 先に見たように、デルの場合は、オープンなモジュラーな製品があるから、他のところ

でシステムを複雑にすることができたのである。さらに実はこのシステムを複雑にする際

にもそのやり方にポイントがある。デルの場合、一番儲けているのは大口顧客向け、例え

ば米国の軍、官公庁、大企業向けの販売であろう。大量に注文がくるところ（顧客）にし

っかりと入り込んで、彼らを囲い込み、そこからロットで受注していく。製品そのものは

オープンだが、売り方、つまり、お客さんとの関係はかなり緊密なものを作り上げている。 

その意味で、製品のオープン・モジュラーさと統合的・クローズドなビジネスのシステム

をうまく組み合せて成功した事例だと見ることができよう。他のパソコンメーカーは、元

来、ディーラー経由の販売をしており、直販をしにくいという弱みを抱えていたために、

デルよりも競争上劣位に立たされることとなった。 
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3.6.3  フォード 対 ＧＭ：「統合化 対 システムの拡張＋モジュラー化」の例 

 次に、フォード対 GM のケースを取り上げる。 

 あの有名なＴ型フォードは、累積で 1500 万台も売れた車である。フォードは、このＴ

型フォードという単一モデルを長期大量生産するために、 適なシステム（ハイランド・

パーク工場）を作り上げた。この意味で、非常に統合的なビジネスの仕組みだったと言え

る。これに対して GM が挑戦したのは、複数モデルを毎年モデルチェンジするというもの

であった。しかし、車のプラットフォームは、かなり共通化していた。車の下部には共通

なものを使いながら、ボディ（上部）だけ変えて、毎年モデルチェンジを実現したのであ

る。これは、先ほどの IBM360 シリーズのケースと似ている。つまり、GM は車を単一の

商品として考えずに、多様なユーザーが長期に渡って利用できる、より広がり持ったシス

テムとして捉え直したのである。モジュラーな製品、生産システムを活かして広がりをも

ったビジネスシステムを作り上げたのが GM のイノベーションであったといえる。これで

フォードを抜いて世界一の自動車メーカーとなった。 

 ここで一つ説明を付け加えると、統合型のシステムというのは、通常、情報処理負荷量

が高まるので大変になる（図 10 の一番上のパターン）。したがって、組織として情報処理

がうまい会社がそれを実現できる。つまり、同じアーキテクチャを持っていても、うまく

できる会社とできない会社があって、それができる会社が勝ち残る。このことは自動車の

世界にも当てはまる。 

 また、情報処理がうまいことと同時に、量を稼ぐことも重要である。統合型のシステム

は 適化するので、そのためだけにしか使えないものになっている。調整に手間がかかる

し、他には用途がないので、コストが高くなってしまう。それを克服するためには、いか

に（生産）量を稼ぐかが重要になってくる。つまり、 適化して、なおかつたくさん売れ

る市場を見つけることが大切である。自動車で言えば、その典型例がＴ型フォードであろ

う。この車は、当時、誰も目を付けなかった郊外の農民が、安くて便利な乗り物を買いた

いというニーズにフィットしたので、そのためだけにしか利用しない製品・生産システム

だったが、大量に生産してビジネスとして大成功をおさめた。統合的なサプライチェーン

を営んでいるデルが大口顧客を獲得しているのも量を稼ぐ工夫であるといえる。 

 日本の自動車産業においても、統合的な製品開発、生産システムに優れた組織的な仕組

み、能力を持っている企業がある。その一つのポイントは、リーダーが市場をよく理解し

ているという点である。市場を理解しているとは、このようなスペックで作れば市場で売

れるという見通しが立つことである。統合型システムにおける調整の作業は難しい。そこ

で、何をどう調整すればよいかについてのガイドラインとなるのが、マーケットを理解し
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て、なおかつ、そこにある程度の（生産）量があるという見通しである。それらを理解し

た上で、製品の 適化につなげていくことが重要になる 。 

 これに対してモジュラー型のシステムは、マーケットをある程度ラフに見るという立場

をとる。つまり、個々のニーズにとっては必ずしも 適ではないけれど、しかしある程度

どこでも使えるものを考え、そこをモジュラー化という形で工夫できるかどうかがポイン

トとなる。ただし、これはマーケットを広くとらえることによるメリット（例えばコスト

が下がるとか、部分で自律的なイノベーションが進むとか）がしっかりしていないとうま

くいかない。GM のビジネスも次第に顧客にとって魅力が薄れ、現在ではシェアが後退し

続けている。統合的で商品力に優れたモデルを効率的に開発生産できる日本の自動車メー

カーの攻勢がその要因のひとつである。 

 

3.6.4  セブン･イレブン：「統合化のためのシステムの拡張＋モジュール化」の例 

 次に、セブン・イレブンのケースについて見ていこう。 

セブン･イレブンのビジネスは、ビジネスとして始める時点ではイトーヨーカ堂の窓際族と

もいえる社員が米国から持ち帰って日本に導入したものであるが、 初はうまくいかなか

った。ある時、社員の一人が店舗内を見ていてあることに気が付いた。それは、よく売れ

ているものと、あまり売れてないものがあるということだった。そこで、売れているもの

をたくさん仕入れて、売れていないものはもっと減らせばよいのではないかと考えた。し

かし、狭い店舗の裏の倉庫には、在庫が山積みになっており、新しい商品を仕入れるスペ

ースがなかった。それならば、もっと小さな単位で商品を運んでもらえばよいと考えたの

であるが、それは面倒だと問屋に断られてしまった。 

 ここで、セブン･イレブンが考えついたのが、一店舗だけでなく、近くにも同じような店

を複数作るという方法である。それによってある地域内全体で一定の（需要）量を確保し、

その地域内では細かい在庫・物流管理を行うことにしたのである。通常、同じ会社の店は

商圏が競合するので離れたところに作る。ところが、セブン･イレブンは複数の店舗を近く

に作ってその中で調整した。つまり、システム（店舗）を群（モジュール）で管理して、

その中では細かい調整をする。しかし、その範囲を超えては調整しない。これは、まさに

きめ細かい調整（統合化）を実現するためにシステムの範囲を捉え直して、その中で濃淡

（メリハリ）をつける工夫だったと見ることができよう。 

 セブン･イレブンは、その後、ＰＯＳを導入してよりきめ細かい管理をし、また、それが

新商品の開発につながるというように一連の成功を遂げていくことになるが、そもそもの

出発点は、流通システムの範囲をとらえ直して、アーキテクチャを革新した点にあると言
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えるのではないだろうか。 

  

3.6.5 海運業界のコンテナ化：「システム拡張のためのオープン･モジュラー

化」の例 

 後に、海運業界のコンテナ化を取り上げる。 

 海運業界のコンテナ化は、1960 年代後半に実現された。コンテナ化は、海（定期船）で

も鉄道でもトラックでも共通して運べるように、箱の形を統一するという一貫輸送を目的

として導入された。定期船、トラック、鉄道とそれぞれバラバラだった輸送システムの範

囲を海陸一貫まで広げ、それを実現するためにコンテナというオープン・モジュラーな仕

組みを導入したのである。興味深いのは業界に与えたインパクトである。 

 それまでの海運業界は、独占禁止法適用除外によってカルテルが組まれており、また、

限られた船倉の中で効率的に積み荷を積んでいくノウハウが非常に重要だったので、参入

障壁が高く、定期船ビジネスは儲かる商売だった。しかし、積み荷を積む箱の形が標準化

（コンテナ化）され、それも海運業界だけでなく、鉄道業界やトラック業界など業界を跨

って標準化されたので、定期船ビジネスは同じ箱を運ぶだけの商売になってしまった。ま

た、箱の中の積み荷に関しても、荷主が 初に積んだ後は、その中身はブラックボックス

のまま運ぶようになった。このようにして、定期船ビジネスは港Ａから港Ｂに箱を載せて

運ぶだけの海上のベルトコンベアのようなものとなり、競争もオープンになって新規海運

企業の参入が増え、既存企業のシェアは低下し、カルテルも崩れて利益が出なくなってし

まったのである。 

 さらに興味深いのは、そうした厳しい競争環境の中でも儲けている企業があり、その中

でも業界トップ 2 社は対照的な戦略を採っているという点である。業界 2 位のエバーグリ

ーン（台湾）という会社は、ビジネス（システム）の範囲を海上輸送に限定して、コスト

競争力をベースにシェアを拡大した（モジュラー特化型）。通常、一貫輸送と言うと、定

期船業者は全部まとめて請け負う。すなわち、陸上Ａ地点から他国の陸上Ｂ地点まで請け

負い、そのうちの海上輸送を自ら行い、残りの部分は鉄道会社やトラック運送会社に委託

するというように、荷主に対して一貫してサービスを提供する。ところが、エバーグリー

ンは海運しかやらない。半導体産業で言えば、台湾のファウンドリーのようなものである。 

これに対して、業界一位のマースク（デンマーク）という会社は、半導体産業で言えばイ

ンテルに似ている。すなわち、海上輸送だけでなく内陸輸送もすべてを請け負い、それを

非常にうまく行っている（統合型）。このように、オープンでモジュラーなシステムの中

でも両極端でうまくやっている会社がある。 
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 他方、日本の海運企業は、自動車など大口荷主への専用サービスを行う不定期船の分野

では、顧客と緊密な関係を構築している。そこで効率的に荷物を積むという面で強さを発

揮しているが、定期船の分野ではあまりうまくいっていない。マースクのように垂直的に

統合された事業体制をとっているが、それが成果に結びついていない。日本の半導体メー

カーの状況に似ているかもしれない。 

 

3.7  ビジネス・アーキテクチャの革新に向けて 

 これまでの議論をまとめよう。 

 ビジネスにはいろいろなシステムがある。アーキテクチャとは、それを捉えるレンズで

ある。ポイントは、在るものをシステムとしてみるということである。どこまでをシステ

ムとして見るか、その中のメリハリをどう見るか。この 2 つを組合せで見ることが重要だ

と思う。 

 また、アーキテクチャとは技術的、客観的に与えられるものではなく、「主体的、戦略

的に仕掛けていく」ものである。アーキテクチャは、与えられるものではないので、変わ

っていく。その変わっていくダイナミクスに目配りし、どう関わっていくかがビジネスと

して重要であろう。 

 このことは、エレクトロニクス分野や情報技術分野の動きを、アーキテクチャというメ

ガネで見ると理解しやすいことと密接に関連している。なぜ、これらの分野でアーキテク

チャやモジュラー化の議論が重要になっているのだろうか。実はこれらの分野では、シス

テムの範囲が常に見直されている。技術がものすごいスピードで確実に変化しており、し

かも、それが将来にわたって続くことが周知の事実として知られている。こういう世界は

他に例をみない。システムの範囲が変わるということは、アーキテクチャを見直すことと

非常に密接に絡んでいる。しかも、将来にわたって変わっていくのを前提にすると、シス

テムのある部分を予め分けておいて、それぞれについて専門メーカーに分担させるといっ

た仕組みが非常に有効となる。 

 したがって、技術進歩のスピードが早いエレクトロニクス分野や情報技術分野では、ア

ーキテクチャという概念に目を配ることがとりわけ重要である。むろん、他の産業でもこ

の視点は重要である。日本企業は、そうした見方に積極的になるとか、先を見ながら仕掛

けをしていく部分を強くしていく必要があるかもしれない。 

ただし、アーキテクチャを仕掛けることと、それを自社に有利に持っていって、なおかつ、

その利益を専有することとは別のものである。たとえば海運業界でいうと、コンテナ化を

主導した米国企業はすべて倒産している。パソコン業界でも、ＩＢＭ-PC が業界標準とな
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ったが、製品構造がオープン化されたために、互換機メーカーの参入を招き、IBM 自身は

シェアを奪われている。 

 後に、自分自身への反省も込めていうと、アーキテクチャというメガネをかけるとい

ろいろなことが説明できる。つまり、後付けでなぜ成功したかを説明できる。ものの見方

としてはたしかに有効である。しかし、それを実際にビジネスにどう用いるかというと、

メッセージがまだはっきりしないのではないかと感じている。その意味では、アーキテク

チャをどう仕掛けるか、どう有利に持っていって、その成果をいかに専有するかといった

点に関わるマネジメントについて学ぶことが必要であろう。 

 アーキテクチャを変えるときに、いろいろな困難があると思うが、そこを乗り越えてい

る企業はどのようにそれを行っているのか。先に、台湾のファウンドリーやエバーグリー

ンなどの成功企業を見たが、これらの企業の他にも、モジュラーでオープン化したシステ

ムの中で成功を狙っているところはたくさん存在する。その中である特定の企業だけが成

功できるのはなぜなのかといった点については、まだまだ十分に解明されていないと思う。

そのことについて、さらに理解を深めていくことが大切であろう。この研究会を通してそ

のヒントが得られればよいと思う。 

 

「本稿は 2001 年 9 月 16 日に経営研究所・競争戦略研究会での報告を再掲したも のであ

る。」 
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第４章 P2M と S&G 研究のコラボレーションのための基本概念 
 

4.1  はじめに 

4.1.1  P2M にとってのリスク・コミュニケーション 

 リスク・コミュニケーションとは、いわゆるリスク・マネジメントとは異なる概念であ

る。リスク・マネジメントがある主体にとって起こりうるリスクを事前に予測しそれへの

対処を考案するのに対し、リスク・コミュニケーションとは、Ｐ２Ｍを含む科学技術の社

会への適用に対し、関与する利害集団間の合意を形成するための概念をいう。ここでは、

Ｐ２Ｍにとってのリスク・コミュニケーションを考察する上で、ゲーミング・シミュレー

ションの概念が極めて重要であることを議論する。 

 ゲーミング・シミュレーション（以下、ゲーミングと略称）は、構造化された仮想的な

コミュニケーション環境を創り出し、プレイヤー相互の相互作用の経験とその「ふりかえ

り」から、ゲーミングの設計者の意図する問題に対する「気付き」を通じて、プレイヤー

相互の学習を深める手法である。ゲーミングの基本は、プレイヤーの相互学習にあり、設

計者による、特定の方向への「説得」、「誘導」という意図は極力排除されなければなら

い。特に、それが「隠されたアジェンダ」(hidden agenda)とならないよう十分に設計に気

を配らなくてはならない。この意味で、ゲーミングとリスク・コミュニケーションは、基

本となる方法論的哲学を共有する。 

 

4.1.2  両面的コミュニケーションとリスク・コミュニケーションの違い 

 木下（1997）によれば、両面的コミュニケーション研究とは、送り手の主張と同一方向

の要素だけで構成された一面的コミュニケーションと、反対方向の要素もいくつか含まれ

た両面的コミュニケーションと、いずれが受け手の態度変化に効果的かを明らかにしたも

のである。反対の立場の受け手および教育程度の高い受け手に両面コミュニケーションが

効果があることが知られている。しかし、ここで、木下は、両面的コミュニケーションと

リスク・コミュニケーションの違いを明確に記述している。 

 

 この両面的コミュニケーションの理論は、形式的にはリスク・コミュニケーションのそ

れと類似している。その意味で、リスク・コミュニケーションは、伝統的な態度変化理論

からも、強い影響を受けているといえよう。しかしながら、両者のパラダイムの間には、

かなり大きな差もある。（中略）両者の違いを一言でいえば、従来の態度変化理論がもっ

ぱら効果的な「説得」ないしは「誘導」方法を主眼に置いた理論構成であったのに対し、
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リスク・コミュニケーションは、リスクを「公正に」伝えて、関係者で「共考」しようと

するところにあるといえようか。 

 

 リスク・コミュニケーションの基礎は、公正な情報に基づく相互の信頼感ということに

なる。 

 

4.1.3  リスクの評価に対する専門性バイアス  

これまでの伝統的議論では、専門家によるリスク評価が「客観的」で「正しく」、素人

のリスク評価は「主観的」で「バイアス」があるという通念があった。しかし、あるひと

つの地域に住み、生活世界をそこに形成している住民からすれば、科学的根拠は、ほとん

ど何の意味も持たないであろう。専門家は、所詮、生活世界をことにする世界からやって

きた「異邦人」であり、また、専門家として演技する「一部の役割を担った」プレイヤー

でしかないのである。Ｐ２Ｍにかかわるプロフェッショナルもこの例外ではあり得ない。 

 

4.2  地域環境学習のためのゲーミング枠組み 

 本稿では、できるだけ理念的議論を避けるため、実際に著者らが設計・実施したゲーミ

ングを紹介することで、できるだけ具体的な説明をしたい。紹介するロールプレイング･

ゲーミング（ＲＰＧ）は、当該地域とは無関係の者たちを地域づくりに関与させるという

逆説的方法をとることが 大の特徴であるが、市民の地域文脈の想起を考えるにあたって

は、当然ながらいくつかのルールを設けなければならない。ここではフレームゲームとし

て、そのコンセプトと設計を行う。 

 

4.2.1  文脈不一致型 RPG のコンセプト 

 まず、地域づくりのためのＲＰＧのもつ合意形成への支援効果として次の２つの観点か

ら捉える。 

(１) 地域社会における市民の社会的役割意識の想起 

(２) 地域環境に関するプレイヤーの学習（教育） 

 ＲＰＧのプレイヤーは、あらかじめゲーム化された世界（地域社会）の中で社会的役割

が与えられる。そして、定められたゲームのルールの下で、役割に記された目的を達成す

るべく意志決定を行う。(１)の観点でみると、他者を演じることで他者を「私」的に知る

仕組みをＲＰＧに取り入れ、「私」が「私」の演じる役割を意識させようとする。つまり、

同じ地域の中で自分と異なる役割が与えられる役割演技型のＲＰＧである。しかし、この
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ようなＲＰＧの効果は(２)の観点については限定的なものである。プレイヤーが地域の中

で閉じており、人・社会と地域・自然との関係性（地域文脈）が意識されないことや、演

技する知識として地域環境を捉えてしまい、地域文脈を見失っている場合があるからであ

る。本論文では(２)に着目した地域環境づくりのためのＲＰＧとして、地域部外者（第三

者）をプレイヤーに据えた新しいＲＰＧのコンセプトを提案する。 

 新しいＲＰＧは大まかに次のような手順をとる。地域づくりの対象となっている地域の

文脈をもたない第三者（代理人）に、地域に住む特定の市民の役割演技をさせ、地域環境

づくりについて真剣に議論させる。当の市民達はこれを観察し、自分の思いや考え方を各

自の代理人に伝えようとするが、代理人にはなかなか伝わらない。おそらく 終的には、

「部外者に自分たちの地域について何もわかっちゃくれない」といった評価を下す市民が

多いことであろう。このような目的でデザインされたＲＰＧを文脈不一致型ＲＰＧと名づ

ける。 

 

4.2.2  RPG の設計 

 環境教育という観点では、代理人に効果が大きい。彼らは当該地域での生活経験のない

無関係な第三者であり、市民の議論を通して、他のメディア情報からは得られない地域の

自然の捉え方、地域社会のしくみなどを学ぶことができるからである。一方、地域市民の

学習という観点では、地域における一つの問題をいくつかの整理された論点から議論して

もらうことによって、それが広範な問題に関わっていることを認識し、包括的かつ大局的

な視点が獲得されること、また逆に代理人の無味乾燥で一般論的な議論から、彼らの地域

の自然や空間と個々の生活の営みとの無理のない自然な関係の大切さといった地域的視点

への移行が期待できる。言うまでもなく、文脈不一致型のＲＰＧの主要な目的は後者にあ

る。 

 地域市民同士の議論Ｇa と代理人同士の議論Ｇｂの間を次の３つ条件によって結びつけ

る。 

①地域市民は代理人同士の議論Ｇｂでの議論は観察のみが許され、それに参加すること

はできない。議論の終わった後、各自の代理人に個別に意見を述べることができる。 

②代理人は、地域市民の考え方や選好に沿って意見を述べるのではなく、市民の立場に

立ち、自分の考え方や選好に沿って意見を述べることを強く指示されている。 

③ゲーミングを通して、地域市民は自分に対応する代理人以外はどの市民がどの代理人

であるかは分からない。 

①は２つの議論Ｇa とＧｂが独立であること（干渉されないこと）、②は代理人の個人文

 49



脈（評価基準）を生かしておくこと、③は地域市民に対する代理人の匿名性を確保するこ

との要請である。文脈不一致型ＲＰＧと言うときは、①②③を満たすような２つの議論の

組（Ｇa、Ｇｂ）を指すものとする。 

 Rawls(1971)は、社会の構成員への公正な資源分配を決定するための概念装置として「無

知のベール」を考案した。文脈不一致型ＲＰＧでは、地域市民は自分の代理人が誰である

かを知っているという意味においてロールズの無知のベールとは異なるが、他の市民の代

理人については無知のベールの下におかれている。 

 文脈不一致型ＲＰＧでは、当該地域で実施中あるいは計画中の地域づくり（議論のテー

マ）に関する様々な活動に関して、地域市民に自由な意見を述べてもらうことを基本とし

ている。ただし、議論を活発にするために、市民の間で意見のくい違いがあると思われる

論点を前もって用意する必要がある。議論の形式は、ファシリテータが、ＲＰＧに参加す

る各プレイヤーを指名し（地域市民の議論でも同様）、論点に沿って順次意見を述べても

らうよう交通整理をする。 後にフリーディスカッションを行ない、一つの議論タームが

終了する。 

 このＲＰＧは、代理人の地域に関する知識を重視する。すなわち、代理人は与えられた

地域市民の役割を演技するために、市民の立場や考えを知るだけではなく、地域の環境に

ついて代理人が可能な範囲で知っておく必要がある。ゲーミングに参加する市民には、個

人属性に加え、ゲーミングでの議論の論点を中心に地域づくりの考え方について事前にイ

ンタビュー調査しておき、代理人には、地域に関する文化・歴史・社会などの一般的情報

と、上記の市民調査データ（割り当てられた市民のみ）を渡す。当然ながら、ＲＰＧの本

番前に、事前のロールプレイの練習を繰り返し行う。ここでは代理人が条件②をみたすよ

う啓発する。また、実際に現地を歩き、地域の自然環境や代理する市民の生活場を外から

確認させる。 

 ゲーミングの基本的手順は以下のとおりである。 

①プレイヤーについて 

 地域市民（住民）数名、代理人（大学生）数名 

②ゲーミングの進行手順 

 手順Ⅰ：地域市民による議論 (1 回目) 

     代理人にはこの議論を見せない。 

 手順Ⅱ：代理人と市民の相互情報収集(１回目) 

     RPG 事前練習で必要となった代理人の個人情報不足の補完。 

     代理人に対する市民の意見補足。  
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     （地域市民、代理人）のペアをつくり、各個室で実施。 

 手順Ⅲ：代理人による議論（１回目） 

     地域市民は議論を観察する。意見は述べられない。 

 手順Ⅳ：代理人と市民の相互情報収集(２回目) 

 手順Ⅴ：代理人による議論（２回目） 

  手順Ⅳ、Ⅴは手順Ⅱ、Ⅲと同じことを繰り返す。 

 手順Ⅵ：地域市民による議論 (２回目) 

    もう一度、地域市民の間で議論。代理人はその議論を観察。 

 

4.3  農村地域づくりにおけるケーススタディ 

 文脈不一致型ＲＰＧは、宮城県鳴瀬町、山形県金山町、および福島県三春町で三回実施

された。ここでは三春町での｢都市近郊の農村の再生｣というテーマで実施したものについ

て概述する。詳しくは、木谷･長谷部（2003）および Kitani, S., Arai, K., et al. (2003a; 

2003b)を参照されたい。 

 

4.3.1  テーマと論点 

 対象地域は福島県三春町（人口約 1.9 万）で、郡山市(人口約 33 万)の中心部から東へ 10

ｋm ほどに位置する典型的な郊外農村地帯にある。参加プレイヤーは、三春町民７名と代

理人（大学生７名、仙台市在住）である。ＲＰＧのテーマは｢都市近郊の農村の再生｣であ

り、論点は、(Ａ)国際交流、(Ｂ)都市と農村の交流、(Ｃ)農村生活と文化、(Ｄ)農村の自然

の維持保全、(Ｅ)農家経営からみた農村の維持、の５つを設定する。これらは、三春町で

実施している５つの公的事業、国際交流事業（ライスレイクの家）、都市市民との交流事

業（都市市民対象の住宅分譲（紙漉の里））、三春の里農業公園事業（田園生活館）、農

村景観整備事業（さくら湖周辺整備事業）、農業生産法人への支援事業（ハーブガーデン）

に対応させている。５つの論点のうち前者２つは、三春と他地域との交流事業であり、後

の３つは地域内の関連事業になっている。 

 

4.3.2  地域市民の抽出 

 以上の論点を鑑み、三春町民は以下の属性をもつ７名とする： 

(a)三春中心部から離れた兼業農家の主婦 

(b)田園生活館経営者（三セク） 

(c)三春町の地方公務員 
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(d)大都市から移住した新町民 

(e)シイタケ栽培の専業農家の主婦 

(f)ファームガーデンの近くに住む地主 

(g)町中心部にある産地直売所の雇用者 

 たとえば（d）(g)は、直接農業生産活動に関係せず、(e)は姉妹都市ライスレイク市（米

国）への訪問経験があるが(a)はない、また、(b)(c)は地域づくりに公的な立場が要求され、

（a）はさくら湖から相当な距離（5km 以上）のところに住んでいることなどから、各論

点に対応する公的事業の評価には対立的な意見が出される可能性が高い。 

このゲーミングを実施した結果、興味深い事実が発見されたが、それは、他の論文に掲載

されているので、ここでは割愛する。 

 

4.4  おわりに 

 ここで開発した文脈不一致ゲーミングは、フレームゲームである。すなわち、ゲーミン

グの中で議論する内容は、さまざまなものが入れられる。当然、地域の中に科学技術の成

果である特定の人工物についての議論ができる。この場合は、地域住民と技術者がリアル

プレイヤーとなり、学生がバーチャルプレイヤーとすることができる。この場合、地域住

民にしても、技術者にしても、両者それぞれがバーチャルプレイヤーの行動にフラストレ

ーションを感じ、自らの文脈を知ることになろう。このように、このゲーミングでは、地

域住民も技術者も対等の立場で、ゲーミングに参加せざるを得ない。 

 くどいようだが、地域環境計画において、シミュレーション＆ゲーミングだからこそで

きる貢献は、このような啓蒙活動の道具ではなく、また説得によって市民の目を地域に向

けさせるためのゲームの提供でもない。｢気づいたら地域の中にあるいは科学技術の文脈の

中に自分を探していた｣と後で振り返る、そういったスタイルのゲーミングなのである。 
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第５章 製造業におけるアーキテクチャマネジメント 
 

5.1  はじめに 

 本節では、開発を主体とする製造業におけるアーキテクチャの現状とそのあり方につい

て、考察を行う。経済産業省・厚生労働省・文部科学省が連名にて発表している「平成 14

年度製造基盤白書」によると、製造業はその付加価値額が GDP に占める割合は高く（単

独として 20.8%、他産業増加分も含むと 32.4%）、我が国経済の牽引役として期待をされ

ている。 

 つまり、 

①労働生産性の伸びは全産業を上回っており、労働生産性が高く、経済成長への貢献度

が高い 

②輸出額全体の９割が工業製品で占めており、サービス業が赤字であるのに対し、11.6

兆円の黒字であり、外貨獲得に貢献している 

③米国 14.0%・英国 16.5%の就業者数比率に対して、日本は 20.0%であり雇用機会の受

け皿としても大きく貢献している 

④民間研究開発投資の 89.6%が、製造業に関わるもの であり、その存在意義は非常に高

いものがある。 

 このように製造業において、今 も求められているのは上記④にもあるように研究開発

の分野である。企業存続の絶対条件である売上に貢献をするのは、新しい付加価値を見出

す商品・製品の開発である。 

 本編では、このような製造業を次代のデジタル化を担う「大手家電メーカー」と企業絶

対数のうち 99%を占めると言われる中小企業にスポットを当てると共に、我が国製造業全

体の開発の課題を組織という視点から考察する。 

 

5.2  大手家電メーカーにおけるアーキテクチャの考え方 

 大手家庭電気製品メーカーの役割は消費者の生活に密着しており、したがって環境の変

化を受けやすい。環境変化を受けやすいが故に、 先端を走ることを意識すればするほど、

環境変化を能動的に起こすことが体質化している。一方では、競争が激しく、一歩誤れば

首位から下位に一気に転落することもある業界といえる。 

 特に、新商品・製品開発は永続的に行われており、常に市場開拓を義務づけられている。

その中で優位に立つための商品戦略が次々に採られており、“昨日の敵は今日の友”・“昨

日の敵は今日の顧客”、あるいはその反対の現象が生じることも日常茶飯事である。 
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 このよう商品戦略の重要性をアーキテクチャの視点で見たときに、次の２つの大きなテ

ーマが戦略の中核をなしている。 

一つ目は、「低価格化」である。 

二つ目は、「高付加価値化」である。 

 「低価格化」の端的な動向としては、海外移転が起こった。また、「高付加価値化」の

動向としては、モジュラー化と統合化が同時進行した。ここでは、アーキテクチャマネジ

メントとしてのこれまで多くの企業が採ってきた戦略と今後採るべき戦略について考察を

行う。 

 

5.2.1  生産部門の海外移転とその弊害 

 経済産業研究所が『モジュール化』（経済政策レビュー4、東洋経済新聞社、2002 年）

の中で述べている「製造業のスマイルカーブ」という考え方がある。 

 

図 5-1 製造業のスマイルカーブ 
 

 図 5-1 に示されるように、製造プロセスを上流側（開発側）から下流側（販売・アフタ

ーサービス）までの全体で考えたときに、どのプロセスが付加価値が高く利幅が大きいか

を表したものである。単純作業であり手数がかかる組み立てプロセスは、もはや労働賃金

の高い国内では利幅が小さい、ということを表しており、組み立て工場が次々に東南アジ

アに出て行った背景を示唆している。 
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 前述のように、消費者嗜好の変化と技術の変化が激しい家電業界では、新商品発売後の

「低価格化」の進行も顕著であり、大手企業がこぞって組み立てプロセス（組み立て工場）

を海外へ移転する動きをとってきた。すなわち、製造プロセス全体のモジュラー化が進ん

だのである。 

 このような組み立てプロセスの移転が進行した結果、商品戦略の中核である商品企画は

「機能重視」・「価格重視」となり、消費者に「半年前に買った商品より、もう安くて機

能の高い商品が出る」という購買後の認知的不協和を起こさせ、“業界を上げて買い換え

を起こさせようとしている”との不信感を抱かせるに至った。そして、商品開発の現場に

おいても、組み立てプロセスが身近にあることによって試作品開発プロセスへの技術ノウ

ハウの蓄積が不足していく、という弊害をもたらした。それがさらに商品企画の「機能重

視」・「価格重視」を加速させる悪循環となった。 

 すなわち、短命商品戦略→低価格化＋開発ノウハウ低下→消費者の不信感→購買不振→

短命商品戦略→・・・、という不安定スパイラルが定着してしまったのである。 

製造プロセス全体の垂直統合を図り、高収益体質を維持している自動車業界とよく比較を

されるが、結果として益々低収益体質からの脱却が図れないままである。このような状況

を打破する格好のテーマが「デジタル家電」である。DVD・デジタル放送・ネット接続冷

蔵庫など、大規模市場が成長期に入りかけている。これを契機として、国内でも組み立て

プロセスが成立する高付加価値化が求められている。 

 

5.2.2  開発における基幹部品の重要性 

 基幹部品は、開発においては欠かせない重要な役割を担う。それは、「標準化」と「完

成度」において、である。 

 「標準化」とは、業界全体の流れを示すものであり、開発の効率化に貢献する。古くは

70 年代から 80 年代に展開をされたビデオの記録再生方式で、ソニーを中心としたベータ

陣営と松下電産を中心として VHS 陣営との標準化抗争が事例として取り上げられる事が

多い。結果として消費者を巻き込んでしまい、なおかつ業界全体の開発効率を損失させた。

これ以降、業界としては、標準化を建設的に進める事を意識してきたが、 近では家電だ

けの業界に収まらない技術分野が登場しており、パソコン業界が関与する DVD の記録再

生方式（図２参照）や流通業界なども関与するＩＣタグなどでは、再び複数の規格が乱立

する兆候が見られる。 

規格が乱立されると、基幹部品を開発する部品メーカーも投資に慎重にならざるをえない

だけではなく、いずれの規格が採用されても対応が可能なように互換性に配慮し、より開
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発の時間を要してしまう。 

 

図 5-2 DVD 録画規格 
 

 このような標準化に関する事例でスムーズに商品化が進められたのが MD(Mini Disc)で

ある。CD のライセンスを保有していたフィリップス社とソニー社が提携して標準化を主

体的に行い、他社がこれに追随した結果、基幹部品に関する開発もスムーズに行われ、比

較的早い時期に商品の市場投入が可能となった。 

 「完成度」は、「標準化」と密接に関連しており、標準化が早く進めばそれだけ完成度

の高い基幹部品が短期間で開発される。たとえば、カメラ付き携帯電話のズーム・撮影な

どのカメラ部分・DVD の光ピックアップ（読み取り装置）・パソコンの CPU などは、商

品の根幹となる機能を果たしており、その完成度は高いものを求められる。このような場

合、家電メーカーはいかにその基幹部品に関わるノウハウを自社内に取り込むことができ

るかが、競争における重要なキーファクターとなる。 

 すなわち、これら基幹部品を社内で開発するか、もしくはこれらの開発が可能な部品メ

ーカーと密接な関係を築きながら開発するか、どちらかである。基幹部品を社内で開発す

る場合には、その基幹部品を競合他社に販売することも可能であり、優位性を確保するこ

とを考えれば有効であるが、それだけ資源の投入と時間を要する。一方、部品メーカーと

密接な関係を築く場合には、自社の資源投入は限られ効率的であるが、その部品メーカー

が将来的に競合他社へ販売することが予想され、ノウハウの流出を覚悟しなければならな

い。完全なる「統合化」を意図すれば社内開発を余儀なくされ、ある程度「モジュール化」

を許容すればノウハウの流出を余儀なくされる。 

 常に、将来的な市場を見極め、いずれを選択するかの判断をする必要が生じている。た
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とえば、シャープの液晶技術は、完全なる「統合化」を目指し、結果としてそれらを核と

した様々な商品群が成立し、競合他社への部品販売も可能となり、圧倒的な競争力を有し

た例である。 

 

5.2.3  家電メーカーにおけるモジュラー化と統合化 

 このように家電メーカーにおけるモジュラー化と統合化は、商品戦略という狭いカテゴ

リーにとどまらず、企業の将来ビジョンに基づく全体戦略の中で判断されるべきものであ

る。 

 “構想”段階では自社の取り組むべきテーマをビジョンに基づき決定し、それらを実現

する“実現”段階ではそれらに従って適切に資源を投入し、“活用”段階では広くそれら

の普及に努める活動が、経営的視点で必要となってくる。 

 すなわち、モジュラー化と統合化は、家電メーカーでは自社の存在意義と競争優位性を

決定する経営的意思決定に関わる問題であると言える。 

 

5.3  中小製造業におけるアーキテクチャの考え方 

 大企業と比較し経営資源が不足している中小製造業では、環境変化に対して弱い側面を

持っている。すなわち、大手家電メーカーのように能動的な市場形成を行いづらい状況に

ある。一方では、能動的でなければ、従来の市場の収縮に伴い売上・利益が徐々に収縮し

ていくことは間違いない。もちろん、その速度は事業形態によって差がある。中小製造業

として、どのように能動的にアーキテクチャを構築するべきか、について考察する。 

 

5.3.1  経営基盤としてのコア資源とフリンジ資源 

 どのような企業にも、中心となる事業基盤とその周りに付随した事業とがある。たとえ

ば、印刷業であれば、印刷機械を中心として種々の印刷技術を用いる事業とその周辺に付

随する企画・デザイン・製本などの付随事業である。従前は、印刷事業が中心となる事業

基盤、つまりコア資源であり、付随事業がフリンジ資源であった。しかし、近年のパソコ

ンとプリンターの急速な普及により、このコア資源がコアではなくなり始めた。付随事業

の方に高い価値が求められるようになった。多くの印刷業者は、企画・デザインの付随事

業を拡大させ、販売促進・マーケティングに関わる事業がコア資源へと変革し始めている。 
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図 5-3 印刷業に見られる事業基盤の変化例 

 

 個人ユーザーとしてのパソコンとインターネットの普及によって、印刷業にとどまらず

多くの業種でこのような事業基盤の変化が起きている。むしろ、事業基盤の変化が起きて

いない業種の方が少ないと言っても過言ではない。 

 能動的に市場形成を起こすことが困難である中小製造業においては、コア資源を速やか

かつ確実にシフトするために、次の３点の視点での取り組みが必要と考えられる。 

①フリンジ事業のコア事業への転換模索 

 中小製造業では、ニッチな領域でトップに立っている企業も多い。先述の「平成１

４年度製造基盤白書」においては、“簡易水質検査キット製造”や“発泡スチロール

再資源化装置製造”で、国内シェア 80～85％を確保する事例が紹介されている。今

ある我が国の課題解決と大企業を中心とした新市場形成（「デジタル家電」「ＩＣタ

グ」など）という二つの方向性で転換を模索することが適切と考えられる。 

②ユーザー（顧客）ニーズの吸い上げと商品・製品への反映 

 中小製造業では、一般消費者というよりは大手企業の現場担当者がユーザー（顧客）

である場合が多い。市場環境の変化に合わせて、ニーズも時々刻々と変化を重ねてい

くため、ユーザーの現場での声を捉えて新しい使い方を提案していくこと肝要である。

そのためには、ユーザーの声をどのように捉えるか・どのように商品・製品に反映さ

えるか、という方法論とプロセスを確立していかなければならない。 

③企業間ネットワークの変更 

 コア資源とフリンジ資源が変化する、ということは、顧客も仕入先も変更していか

なければならない。すなわち、アーキテクチャを再考しネットワークを変更する必要

がある。 
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5.3.2  開発における企業間のネットワーク化 

 例えば前述の印刷業の事業基盤変化を見ると、従前の用紙メーカーやインクメーカーな

どとの取引関係も変わらず重要であるが、さらにイベント企画企業や情報システム構築企

業などとの取引関係が追加され、業態によってはむしろ従前の取引先よりも重要になって

くる。 

 このような新たな企業間ネットワークを構築する際に、アーキテクチャの考え方が非常

に大切になっているのではないだろうか。 

 たとえば、販売促進の手段として印刷物を考えるときに、[企画]－[設計]－[メディアプ

ランニング]－[デザイン]－[コピーライト]－[WEB 構築]－[印刷]－[製本]－[広告]－[イベ

ント]－[アフターフォロー]、といった一連のプロセスがあるとすると、どのプロセスが自

社のコア資源であるかを明確にし、どのプロセスからどのプロセスまでを社外に委託する

か、を考察する必要がある。 

 しかも、それは顧客の案件毎に考察する必要がある。大手家電メーカーおいてはそれほ

ど変動することはないであろうが、中小製造業では案件によってアーキテクチャの切り口

を変える柔軟性が必要とされる。 

 「ワンストップ」という言葉が一時期流行したが、「ワンストップ」は裏を返せばコア

資源とフリンジ資源が不明確であり、強みが薄れて事業の迫力に欠けるとも言えるからで

ある。むしろ、コア資源を強みのある方向にシフトし、アーキテクチャの考え方を取り入

れた方がより顧客の課題解決につながる事が想定される。それだけ、顧客の課題も多義性・

拡張性・複雑性・不確実性が顕著になっている。 

 つまり、ネットワーク化を構築する上での重要な基本コンセプトは、「フリンジ資源が

重なっていてもコア資源が異なっていれば、お互いは競合他社ではなく、むしろ相互に補

完し共通の顧客へ提案が可能な協力企業である」という事である。 

フリンジ 

コア 

<従前>

競合他社 

<今後> 

協力企業 

コア 

フリンジ 

コア 

フリンジ 

コア 

フリンジ 

 

図 5-4 コア・フリンジ資源とネットワーク化概念
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5.3.3  中小製造業におけるモジュラー化と統合化 

 ここまで述べてきたように、中小製造業におけるアーキテクチャの考え方は、次のよう

に整理される。 

①業務プロセスを整理する 

②今後の市場環境を考慮し、ビジネスモデルを再構築する 

③再構築したビジネスモデルで自社のコア資源とフリンジ資源を整理し直す 

④コア資源が重ならず、しかも新しい価値が付加できるネットワーク先を探す 

⑤新しいネットワークを構築しさらに価値創造を模索する 

 このように考えると、業務を細分化するというモジュラー化とそれらを組み合わせると

いう統合化が常に同時進行しなければならないことが分かる。つまり、中小製造業の場合

は、目の前の顧客の課題解決を 優先して、アーキテクチャを考える必要がある。 

 そして、中小製造業を代表する立場で広い視野に立ち、これらを構想－実現－活用する

人材が求められている。 

 

5.4  アーキテクチャと組織機能との関連性 

 産業革命以来の情報革命と言われる大きな経済環境の変化に伴い、企業はその体質転換

を迫られている。外部環境が変化すれば、内部環境も変化せざるを得ない。これまでにも

考察してきたように、外部環境の変化に伴い、コアとフリンジ資源の変革が余儀なくされ

ている。当然ながら、これら事業基盤を成立させるのは、内部の組織機能であり、それら

の整理も余儀なくされる。 

 さらには、それら外部環境を加速させる内部環境が存在することを、この節では明確化

しておきたい。 

 

5.4.1  外部環境と内部環境 

 企業においては、その大小を問わず、外部環境の変化が内部環境の変化をもたらす。逆

説的に言えば、内部環境の変化が起きなければ外部環境に適応できず企業の存続が危うく

なってしまう。企業がその寿命を終えてしまう も大きな要因は、内部環境の変化が外部

環境に追従できないことである。 
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図 5-5 ビジネス・アーキテクチャの視点 

 

 図 5-5 は、『ビジネス・アーキテクチャ』（藤本隆宏ら共著、有斐閣、2001 年 ）に掲

載されているビジネス・アーキテクチャの考え方と組織内アーキテクチャの関係を示すも

のである。 

 コアとフリンジの再構築が行われ、従来の企業間ネットワークの考え方が変わるとすれ

ば、当然それに対応するための組織機能も変わってくるはずである。 

 外部環境の変化に対応するためには開発が重要であり、従来の機能型組織一辺倒では、

限界が生じるものと思われる。すなわち、目的型組織も必要とされる。それこそが“プロ

ジェクト思考”である。従来の機能を重視した部門の業務のあり方を、目的を重視するプ

ロジェクトも並立する業務のあり方へ、変革していく必要性が生じている。 

 一方、今内部環境に大きな課題があることを指摘しておきたい。団塊の世代があと数年

で定年を迎え、日本の経済力も大きな転換期にあることはすでに様々な方面で指摘されて

いる通りである。また若年労働者の雇用問題も大きな課題であることは、次第に大きな問

題として取り扱われるようになってきた。 

 62



 
図 5-6 年齢階級別雇用者数 

 

 しかし、その陰に隠れた我が国全体のマネジメント力の低下を指摘する声は少ない。図

5-6 は総務省が、図７は厚生労働省が発表している資料である。 

 図 5-6 は、団塊の世代と団塊ジュニアの世代で雇用者数が突出し、その間の層が落ち込

んでいる現象を示している。図７は、その結果として、年代を追う毎に管理職に就任する

割合が落ちていることを顕著に表している。また、これら二つの図は、たとえ管理職に就

任したとしても部下が少ないもしくは部下がいない管理者がいることも示唆している。 

さらには、図８は製造業への入職者割合が次第に減少傾向にあることも表している。そし

て、団塊の世代にはさまれた世代が入職をする時期は、1980 年代半ばでありバブル絶頂期

であった。つまり、大企業がこぞって新入社員を採用し、中小製造業にとっては優秀な若

手の採用が厳しい時代でもあった。 
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図 5-7 世代別部長・課長への昇進割合 

 

 その結果、何が今起きているか。一言で言えば、我が国経済全体のマネジメント力の不

足である。 

 これまで開発において管理者は、他部門との関係を構築し、部下に的確な指示を出し、

その部下を育成する、そのような役割を果たしてきた。そのことによって、社会全体が開

発を効率的に進め、円滑な成長を遂げてきた。 

 しかし、大企業では管理職のポストがないため管理者の育成が阻害されている。一方で

は、中小企業では管理職が必要とされているにもかかわらず、それに該当する世代の人材

が不足している。人材のアンバランスが起きており、結果として大企業においても中小企

業においてもマネジメント力が不足する事態が発生している。 

これは、我が国経済にとっては、ここ 10 年間の 大の課題と言えるのではないであろうか。 

 企業のこのような内部環境に基づくマネジメント力の不足を解消し、外部環境への対応

を取っていく意味でも、“プロジェクト思考”は極めて適切であり、これから企業が開発

における手法として採るべき も適切な考え方である。 

 

5.4.2  開発における組織内モチベーション 

 前節で指摘したように、マネジメント力が不足した我が国企業では、成功体験が得にく

い状況にある。失敗体験を糧とし、成功体験をモチベーションとしてマネジメント力は、
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発展してきた。しかし、成功体験が無い状況では、失敗という概念も希薄となりがちであ

る。 

 開発において組織内のモチベーションを高めるには、リーダーシップを発揮するマネジ

メント力が必要であり、従前の「開発の成果は数字に表しにくい」という考え方から脱却

することが重要である。 

 そのためにも、目的を重視した“プロジェクト思考”が重要である。結果としての売上・

利益、ならびにそのプロセスを評価するスケジュールやコストなどを意識して管理するこ

とである。有効なマネジメント力とは、これらの数字をいかに具体的にプロジェクトメン

バーに落とし込み、叱咤激励を重ね、適切な指示を発信し、組織内のモチベーション昂揚

につなげることのできる力である。 

 

5.5  おわりに 

 “プロジェクト思考”をとるときに、組織の規模は関係ない。中心にいるのは、広い視

野・高い専門性・有効な実践力を持った使命達成型職業人である。このような使命達成型

職業人が企業内外に多く輩出され、このような人材が、アーキテクチャの考え方に基づき、

モジュラー化と統合化を意識した戦略を選択し、目的を重視したマネジメント力を発揮す

ることが、企業の成長と我が国経済の発展を促すものと思われる。 
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第６章 アーキテクチャーダイナミクスと P2M 
 

6.1  はじめに 

 プログラムマネジメントアーキテクト(Program Management Architect : PMA)は社会、

技術、文化を総合的に理解できる感覚・才覚に恵まれ、専門分野で複数のプログラムのデ

ザインや経験をもち、シナリオを理解して実践的アーキテクチャに展開できる人材である。

プログラムのシナリオを理解し、ステークホルダーが理解できるコンセプトやモデルなど

に分解し、構造・機能まで設計できることが必要である１）。 

 プログラムマネージャーはプログラムの実行に職務の中心をおいているが、プログラム

マネジメントアーキテクトには、さらに広い知識と行動力が要求される。 

 また、Ｐ２Ｍではプログラムマネジメントアーキテクト (Program Management 

Architect : PMA)は“使命達成型職業人”の資格の 上位の名称でもある。そして、アー

キテクチャマネジメントはＰ２Ｍにおいてプログラム統合マネジメントのマネジメント要

素の一つとして位置付けられている。               

 本章では研究開発型企業（ベンチャー）において“技術をビジネスへと繋げる”という

意味で重要なイノベーションプロセスと、アーキテクチャダイナミクス、Ｐ２Ｍについて

概観し、プログラムアーキテクチャおよび（プログラム）アーキテクチャマネジメントの

意味について考える。 

 

6.2  アーキテクチャダイナミクスとイノベーションプロセス 

6.2.1  アーキテクチャダイナミクス 

 楠木ら2)は「産業のごく初期の段階では、製品技術のアーキテクチャはインテグラルであ

るのが普通であり、多くの産業で製品技術のアーキテクチャはきわめてインテグラルな状

態からモジュラーな状態へとシフトし、インテグラルなアーキテクチャへと逆転するサイ

クルを経験する（図 6-1）。  

 また、インテグラル・アーキテクチャのもとでは、要素技術やコンポーネントの相互依

存や相互作用についての知識、すなわち統合にかかわる知識を学習し蓄積することが、競

争力の製品開発するために決定的に重要である。そのような製品開発はインテグラル・イ

ノベーションをもたらし、インテグラル・イノベーションは相対的に長い時間をかけた実

験や試行錯誤や継続的な「やってみることによる学習」を必要とする。」と報告している。
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図6-1 製品技術アーキテクチャのシフト（楠木らの図2）に筆者が加筆） 

I：安定的にインテグラル、Ｍ：安定的にモジュラー 

    T-a：アーキテクチャのシフト（インテグラル→モジュラー） 

    T-b：アーキテクチャのシフト（モジュラー→インテグラル） 

 

 また、柴田ら3)は学習過程論とアーキテクチャ論を結びつけモジュール化を達成するに

は、絶えざる学習過程が不可欠であり、それはシステム複雑性を削減する新しいタイプの

学習過程として概念化されるべきであるという視点を提示した。この学習過程論の中核に

なる概念は児玉３）による「分断による学習」で、「問題が解けるように分割することはそ

れほどやさしいことではない」という言葉から発展してきた。このことは、図6-1において

インテグラルからモジュラーへのアーキテクチャのシフト（T-a）において「分断による学

習」が必要であることを意味する。柴田らはＮＣシステムの歴史的変化をシステムの分断

方法という視点から、詳細に分析し、アーキテクチャのダイナミックな進化過程を明らか

にしている。そして、アーキテクチャを「複雑なシステムを構成するサブシステム間の関

係性を規定する設計思想」と定義し、下記のように語っている。 

 「複雑なシステムを設計する場合、それをどの程度の大きさのサブシステムで構成し、

どのようなサブシステム間インターフェースで設定するかという全体構想を事前に決めた

後、個別サブシステム内部の設計に入るはずである。そして個別に設計された複数のサブ
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システムは、 終的には1つの全体システムとして有機的に結合されて機能する必要がある

が、その際、全体システムが優れた性能、信頼性、拡張性が発揮できるかどうかは、個別

サブシステムの内部性能もさることながら、どのようなサブシステムに分断しその間にど

のようなインターフェースを設定しているか、つまりどのようなアーキテクチャを採用し

ているかということが大きな影響を与えることになる。しかし、適切なサブシステムへの

分断方法を見出すことは容易ではなく、システム全体に関する知識とノウハウの十分な蓄

積が必要とされる。したがって、サブシステム間の関係性を革新してゆき、うまい分断方

法を見出してゆくプロセスの背後には学習過程が存在すると考えることが合理的である。

以上のような考察をベースとして、「分断による学習」という学習プロセスの概念化を行

った。」 

 具体的な分断の相違の例として、IBM互換パソコンとNECのパソコンのディスプレイ・

インターフェースに関するアーキテクチャの違いによるディスプレイの拡張性の相違があ

げられている。 

 「IBM互換パソコンはディスプレイ・インターフェースを拡張スロットルに装着する形

態をとったことにより、ディスプレイ・インターフェースの変更・拡張により高解像度の

ディスプレイに対応することが可能であった。しかし、NECのパソコン（PC9800シリーズ）

はディスプレイ・インターフェースをメインボードに内蔵されていたため高解像度のディ

スプレイが登場しても対応することが困難であった。」 

 以上2つの先行研究から、アーキテクチャダイナミクスを「分断による学習」、「やって

みることによる学習」という２つの学習過程として捉えることができる。   

 後に議論するがプロジェクトアーキテクチャマネジメントを「分断による学習」と比較

検討することは重要である。 

 

6.2.2  イノベーションプロセス 

 P2MはProject & Program Management for Enterprise Innovationの略称であるが、Ｐ

２Ｍ標準テキストの中ではイノベーションに関する議論は余りなされていない。そこで、

研究開発型企業（ベンチャー）のP2Mの適用分野と考えられる新産業創出ためのイノベー

ションプロセスに関する議論「実用化につながる研究開発の新しい考え方：第2種基礎研究」

について概観する。 

 吉川、内藤らはイノベーションプロセスについて重要な知見を報告している4)。 

「ある1つの発見、発明、アイデアが出てくると、それに対して大きな期待が出てくる。こ

れを「夢の時代」と呼ぶ。その後、一度人気が落ち忘れられた時代が過ぎて現実になる。
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多くの例をこのような時間的経過として追ってみると、ほとんどこの形をとり、忘れられ

た時代を通過することがなかなか大変だったということが判明した。この期間を「悪夢の

時代」と名づけた。また、この曲線を前提にすれば、理想的には「悪夢の時代」にこそ公

的な研究費を投入すればよいと考えられる（図6-2）。そして、悪夢の時代を超えて夢の時

代と工業化・実現をつなぐには未知現象を観察、実験、理論計算により普遍的な理論（法

則、原理、定理など）を発見、解明、形成するための第1種基礎研究と、特定の経済的社会

的な必要性（ニーズ）のために、すでに確立された複数の理論（法則、原理、定理など）

を組み合わせ、観察、実験、理論計算を繰り返し、その手法と結果に規則性や普遍性のあ

る知見および目的を実現する具体的道筋を導き出す第２種基礎研究を融合させた本格研究

が必要となる（図6-3）。解明された原理を発展させ、社会で価値ある機能を持たせようと

したとき、悪夢の時代がやってくる。なぜかというと原理が解明されても、すぐにそれを

具体化する方法論が無いからである。 

 しかし、産業界は研究開発を通じて、多様な成果を世の中に送り出してきた。というこ

とはいろいろな知識を選択・融合、そしてそれらを統合していく第2種基礎研究をこれまで

も無意識のうちに行っていたのかもしれない。 

 

 

 

図 6-2 イノベーションのプロセスと研究投資（理想）（文献 4）
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図 6-3 本格研究の構造（文献 4）

 また、「本格研究」の基本コンセプトは、未来社会像へのシナリオに基づいて個々の研

究テーマを位置付ける研究マネジメント（Scenario Driven Management）と、研究者の

日常的な知的好奇心に基づく研究開発活動（Curiosity Driven Research）をつなぐことに

ある。」 

  

 新産業創出につながるイノベーションプロセスである本格研究とアーキテクチャダイナ

ミクスは「分断による学習」（第２種基礎研究に対応）、「やってみることによる学習」

（第１種基礎研究に対応）という学習過程の視点で捉えるとそこに類似性がみられる。 

 また、産業界が暗黙的に行ってきた本格研究（暗黙知）を明示的に推進する（形式化）

にはP2Mが有効で、特に第2種基礎研究ではプログラムアーキテクチャマネジメントが重

要であると考えている。 

 

6.3  プログラムマネジメントとアーキテクチャ 

 P2Mにおけるプログラムとプログラムマネジメントの定義等を整理し、プログラムアー

キテクチャと（プログラム）アーキテクチャマネジメントの位置付けの確認を行う。 
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6.3.1  プログラムの定義 

  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。マルチプロジェクトはプロジェクト相互の関連性が低いかあるいは独立しているので、

厳密にはプログラムと区別して扱う。 

 

6.3.2  プログラムマネジメントの定義 

  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である。 

 

6.3.3  プログラムマネジメントのステップアプローチ 

 

図6-4プログラムマネジメントのステップアプローチ 

 

6.3.4  プログラムマネジメントの共通観 

①プログラムミッション：プログラムのステークホルダーから期待される要求使命の全体

を反映し、調和させる共通観 

②プログラム価値：実現活動を通じて得られる価値への認識と評価に関する共通観 

③プログラムコミュニティ：プロジェクトに参加するプロジェクトチームの中核能力を結
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集させる共通観 

④プログラムアーキテクチャ：プログラムの実現に向けて基本構想と構造基盤を構築する

共通観 

⑤プログラム統合マネジメントスキル：プログラムマネジメントに必要なスキル 

 

6.3.5  プログラム基盤 

①ミッションの基盤：全体使命の明確化 

②アセスメントの基盤：価値評価の基準化 

➂コミュニティの基盤：知的資源の一体化 

④プログラムアーキテクチャ：プロジェクト間の関係構造化 

 

6.3.6  プログラム統合マネジメント 

①プロファイリングマネジメント 

②プログラム戦略マネジメント 

③（プログラム）アーキテクチャマネジメント 

④プラットフォームマネジメント 

⑤プログラムライフサイクルマネジメント 

⑥価値指標マネジメント 

 

  プログラムマネジメント内でプログラムアーキテクチャはプログラム共通観、プログラ

ム基盤、プログラムアーキテクチャマネジメントはプログラム統合マネジメントにおいて

規定されている。 

 

6.4  プログラムアーキテクチャマネジメント 

  P2Mにおけるプログラムアーキテクチャとプログラムアーキテクチャマネジメントの

定義等を整理しつつ「分断による学習」との比較を行いプログラムアーキテクチャマネジ

メントの意味を考える。 

 

6.4.1  プログラムアーキテクチャの定義 

 プログラムアーキテクチャとはプログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求に

基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本的な操作性などをグランドデ

ザインすることである。 
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図6-5アーキテクチャの構成 

 

 

6.4.2  プログラムアーキテクチャの構成 

 ①全体構造：複数のプロジェクトに分割して、プロジェクト間の境界や関係性を整合さ

せる。 

 ②全体機能：プロジェクトの全体機能から基本仕様を決定し、必要なモジュラープロジ

ェクトまで展開する。 

 ③全体操作性：プログラムのロードマップや運営ルールを作成する。また、シナリオの

前提条件や仮説に注目しながら、状況の変化による進行や制約をシュミレーションし

てプログラムの実現性を高めるデザインを包括する。 

 

6.4.3  プログラムアーキテクチャの目的 

 プログラム全体の思想やストーリーを実現させるための原型設計と運営に関する運営に

関する成果物を作り出すことである。また、プログラムの全体効率、全体効果、相乗効果

を発揮するためのデザイン構想でありプログラムの価値を決定する基盤である。 

 

6.4.4  プログラムアーキテクチャの構成要素 

  プログラムアーキテクチャは使命の表現する全体観を基礎にして、基本要求の定義、基

本要件、基本目的、目標、方策、方針、特徴、構成部分、構造、機能を整合した表現形式

であり全体使命が高度に反映されたモデル、文書、図面などの媒体が要求される成果物で

ある。 
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6.4.5  プログラムアーキテクチャマネジメントの仕組み 

 プログラムアーキテクチャマネジメントは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、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

トモデルを作ること、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

をすること 

 

図5-6 プログラムアーキテクチャマネジメントの仕組み 

 

 プログラムアーキテクチャは創造的使命を設計していく作業であるが、創造的使命とい

っても、描かれるプログラム使命に単一に正しい形があるわけでなく、理念、精神、価値

観、個性、感性を統合する洞察力に基づいて多様となる。 

 

6.4.6  標準的なプロジェクトモデル 

  標準プロジェクトモデルとはプログラムを構成するプロジェクトを独立した管理単位と

して全体統合することを目的としたプログラムの標準形式である。リファレンスモデルへ

の展開には少なくとも次の4つの配慮が必要である。 

①全体使命を目的体系に整合させる。 

②状況変化でミッションを維持できる柔軟性を確保する。 

③モデルの完結性、接続性、相乗効果を確保する。 

④不確実性を意識したモデルにする。 

 

3つのプロジェクトモデル（リファレンスモデル） 

●スキームモデル 

・スキームとは構想計画を意味し、実現性に関する調査書を成果物とするモデルである。 

・スキームモデルの内容は、基本構想文書、基本方針書、基本図面を策定する活動である。 

・スキームモデルの意図は、実現可能性、外部関係性の評価を変更することによって柔軟

に適応することである。 

・スキームモデルは、ステークホルダーに対してプロジェクトへの参加や責任の基本構図
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を説明するものである。 

 

●システムプロジェクトモデル、 

・システムプロジェクトモデルは、システムズアプローチを基本としている。 

・モデルはプロジェクト具現化の詳細設計、システムの構築、実証までを包括する。 

・モデルは、基本的にはプロジェクトエンジニアリング手法による 適化を目指す。 

 

●サービスモデル 

・サービスモデルはシステムを利用して財を生産しサービスを提供する形態である。 

・サービスモデルは、リスクとリターンが一体化しているプロジェクト期間と認識される。 

・サービスモデルは、品質、安全性、技術、ノウハウ、データなど新しい資源を蓄積する。 

・サービスモデルは、新たな事業機会へ利用するナレッジマネジメントを基礎にする。 

 

6.4.7  アーキテクチャとインターフェース 

  プログラムインターフェースとは、グランドデザインを複数のプロジェクトに分解しプ

ロジェクト間の構造関係性だけでなく、複数プロジェクトの動的相互作用のシミュレーシ

ョンが可視化できるようなリファレンスモデルに展開することである。 

  プログラムアーキテクチャマネジメントは、プロジェクトのインターフェースマネジメ

ントの意味もあり、全体を洞察しレイヤー層、プロセスを有効な実践の集積を基礎に共通

の秩序や暗黙知を抽出して形式化するマネジメントであり、次のような対象に向けている。 

①現象を多角的パターンとして知覚できる。 

②パターンの問題と中核価値をモデル間の関係性としてデザインする。 

③時間系で分割して状態の変化を統制する。 

④システム系は階層分解によってコントロールできる。 

⑤既存、新規の重要なスキルを包括できる。 

 プログラムは業種、開発、システム、利用の4つの世界とインターフェースを持っている。

この4つの世界は業種を反映したリファレンスモデルに代表される3つのプロジェクトモデ

ルに分割されるが、それぞれがさらに概念モデルによって、領域の仮説、要素制約を導出

することで要求仕様を明確化することもできる。概念モデル、環境とモデルの関係、モデ

ルの機能的要求、非機能的要求をプロジェクトモデルにすることによってシミュレーショ

ンすることができる。 
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図6-7 プログラムインターフェース 

 

6.4.8  オブジェクト指向の考え方と技術利用 

・プロジェクトマネジメントでは、オブジェクト指向を利用したフレームワークが必要と

される。 

・オブジェクトは、全体と部分の階層構造やクラス分類とインスタンス事例を柔軟に表現

する。 

・オブジェクトはデータ構造と操作方法を一体化されたカプセルであり、操作が可能であ

る。 

 

 以下、「プログラムアーキテクチャマネジメント」と「分断による学習」との比較を行

う。 

 「分断による学習」はプログラムアーキテクチャマネジメントの仕組み（図6-6）を回す

ことと言える。しかし「プロジェクトアーキテクチャマネジメント」と「分断による学習」

とには明らかに差異がある。それは「全体使命を目的体系に整合させる。」「モデルの完

結性、接続性、相乗効果を確保する。」「状況変化でミッションを維持できる柔軟性を確

保する。」「不確実性を意識したモデルにする。」、「プログラムインターフェース」の

捉え方の違いだと考えられる。特に、「不確実性を意識したモデルにする。」は決定的な

差異がある。Ｐ２Ｍのテキストでは明示的に示されていないが「プロジェクトアーキテク

チャマネジメント」はより複雑でかつ不確実な“創発的なシステム形成”５）にも対応する

ことができると考えている。（創発とは“何か新しいシステムを作ろうとする当事者が事

前に思い描いた計画や意図とは違う形で、そのシステムが出来あがっていくことを示す”5）

。） 
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 また、知識情報化社会においてはスキームモデル、システムプロジェクトモ

デル、サービスモデルを複合しないと付加価値の増大は期待しにくい状況にあ

るとあるが、スキームモデル、システムプロジェクトモデル、サービスモデル

の分け方そのものが「分断による学習」と言えるのか検討が必要と考えている。 

 

6.5  まとめ 

 整理すると、 

① アーキテクチャダイナミクスを「分断による学習」、「やってみることによる学習」

という２つの学習過程として捉えることができる。 

② 新産業創出のためのイノベーションプロセスである本格研究とアーキテクチャダイナ

ミクスは「分断による学習」（第２種基礎研究に対応）、「やってみることによる学

習」（第１種基礎研究に対応）という学習過程の視点でみるとそこに類似性がみられ

る。 

③ 産業界が暗黙的に行ってきた本格研究（暗黙知）を明示的に推進（形式化）するには

Ｐ２Ｍが有効で、特に第２種基礎研究ではプログラムアーキテクチャマネジメントが

重要である。 

④ プログラムアーキテクチャマネジメントを「分断による学習」のコンセプトで下記の

ように説明できる。 

 「プログラムアーキテクトマネジメントは全体使命を達成するために、外部環境の変化 

に対応しながら、プログラムを個々のプロジェクトに分断しその間にインターフェー 

スを設定するといえる。しかし、うまいプロジェクトへの分断方法を見出すことは容 

易ではなく、プログラム全体に関する知識とノウハウの十分な蓄積が必要とされる。 

したがって、プロジェクト間の関係性を革新してゆき、うまい分断方法を見出して行 

き柔軟に組織の遂行能力を適応させる必要がある。」 しかし、「不確実性を意識し 

たモデルにする。」の扱いは決定的な差異がある。さらに、スキームモデル、システ 

ムプロジェクトモデル、サービスモデルと「分断による学習」の関連性の検討が必要 

である。 

後に、モジュール化論6)、創造学7)、複雑系組織論8)の研究成果とプログラムアーキテ

クチャマネジメントの比較検討により、プログラムアーキテクチャマネジメントのコンセ

プトをより深く理解することができると考えている。今後はプログラムアーキテクチャマ

ネジメントのコンセプトをより深く理解し、研究開発型企業の代表例である浜松ホトニク

ス株式会社が暗黙的に行ってきた“光技術”の産業化（本格研究）を形式化しP2M適用方
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法について検討していく。 

 

参考文献 

１）小原重信編著（2003） 

『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（上巻）プログ

ラムマネジメント編』ＰＨＰ社 

２）楠木建、ヘンリー・Ｗ・チュブスロウ（2001） 

製品アーキテクチャのダイナミック・シフト バーチャル組織の落とし穴 

藤本隆宏・武石彰・青島矢一編『ビジネスアーキテクチャ』有斐閣 

３）柴田友厚、玄場公規、児玉文雄著（2002） 

『製品アーキテクチャの進化論』白桃書房 

４）吉川弘之、内藤耕編著（2003） 

『第２種基礎研究 実用化につながる研究開発の新しい考え方』日経BP社 

５）藤本隆宏著（2003）『能力構築競争－日本の自動車産業はなぜ強いのか』 

中公新書 

６）青木 昌彦、安藤 晴彦 編著（2002） 

『モジュール化―新しい産業アーキテクチャの本質』 

経済産業研究所・経済政策レビュー 東洋経済新報社 

８）畑村洋太郎著（2003）『創造学のすすめ』講談社 

９）Axelrod, Robert, and Cohen, Michael D. "Harnessing Complexity" New 

 York: Free Press 2000. 

(邦訳『複雑系組織論－多様性・相互作用・淘汰のメカニズム』 高木晴夫監訳、 

ダイヤモンド社 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 78



第７章 トヨタ生産方式のシステムアーキテクチャ 
 

7.1  はじめに 

 トヨタ生産方式、あるいはトヨタ生産システム（TPS）を人間系と機械系（IT 化含む）

により構成される物づくり産業の経営システム、生産システムとして捉え、そのシステム

アーキテクチャを明らかにする事を試みる。TPS のシステムアーキテクチャ（以下 TPS

アーキテクチャ）への試みは、TPSの体系化へのアプローチとして も重要な部分である。

本稿は、トヨタで TPS をシステム的視点（人と機械・IT システム）で取り組んできた当

事者として TPS アーキテクチャを今後研究するという筆者の意思表示と理解されたい。 

 TPS は、「お客様第一」とする基本理念に基づき、QCD（Quality Cost Delivery）向上

を目的としたシステムである。TPS の基本は人の創意と工夫であり、TPS の目指すところ

は「常にあるべき姿を目指して改善しつづける人と組織を創りあげること」に帰着する。

この生産方式はリーン生産方式という名のもとに世界の生産システム研究者で研究されて

おり、20 世紀前半のフォード方式に次ぐ生産方式として歴史に残る生産方式ではあるが、

「IT 化時代における次世代の生産システムは何か」が研究者の興味の的である。時代が変

わろうとも、TPS における「お客様第一」、「ジャスト・イン・タイム」、「自働化」、

「現地現物」というキーワードは「ものづくり」だけで無く、企業経営における基本理念

として不変かつ遵守されるべき事ではあるが、人間・機械系としてみた TPS は技術革新と

ともに進化していくであろう。 

 TPS アーキテクチャとそのマネジメントとは、その全体構造、全体機能、全体を構成す

る要素、その機能の目的や役割などをグランドデザインすることである。このグランドデ

ザインは新たに TPS を導入する企業、競争力ある企業経営への脱皮へのヒントになること

を期待する。しかし、TPS アーキテクチャを明らかにする困難さは、それが人間系と機械

系（IT 化含む）の両者を包含している点にある。TPS はプラントや建築などの構造物ある

いは情報システムや FA システムなど、人工物としての機械系（IT 化も含む）のシステム

では無い。「改善しつづける人と組織を創りあげる」の意味から理解できるように、TPS

は人間系を中心にしたシステムであり、企業経営における組織やビジネスアーキテクチャ

に近い。従って TPS アーキテクチャの究極は、人間学、さらには人の脳（筆者は,人は右

脳と左脳を持ったコンピュータと表現する）の構造や働きなどを含めたアーキテクチャに

帰着し、筆者の手に負える領域では無い。その意味で、本論での TPS アーキテクチャの試

みは、今後の TPS の体系化を行うためのアーキテクチャ研究の第一歩に過ぎない。なお、

本論の前半は、TPS を理解頂く為に生産管理学会全国大会での筆者の特別講演「情報化視
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点でのトヨタ生産方式の考察」の拙稿の再構成であることをお断りしたい。 

 

7.2   TPS とは何か 

7.2.1  何が TPS のあるべき姿なのか 

 自動車産業のあるべき姿の追及は、離散（discrete）系の加工・組立プロセスを鉄の圧

延プロセスのような連続（continuous）系に近づけるアプローチである。自動車生産プロ

セスでも、バッチ生産、ロット生産はエンジンブロックなどの鋳物溶解炉、プレス加工、

樹脂成形など多く見られ、中間材や部品のストックもある。良いものを安く、早くという

物づくりの基本である QCD(Quality, Cost, Delivery)を維持する現状技術の 適解（と担

当者は思っている）の中で生産プロセスが成り立っている。しかし、自動車生産工程にお

ける究極の姿は何か。プレス加工を例にとれば、一台のプレス機や成形機で、全ての車種

の部品を１個ずつ顧客の引きに応じてプレス加工することであり、一本のコンベアライン

に、全ての車種を流して組立てることである。前者はプレス型の交換時間を外段取りと内

段取りに分け、数時間かかっていた型交換のための段取り時間を短縮し、10 分未満にした

シングル段取りやワンタッチ段取りという言葉で実践されてきた。後者では、技術レベル、

設備投資金額や生産ラインの複雑さの中で、一つの組立ラインで数車型を組み立てる混流

ラインが構成されている。しかし、生産工程を現状で満足するか、さらにワンランクアッ

プするかは人の創意工夫と改善・改革意欲に掛かっている。 

 図 7-1 に筆者の現状の理解で TPS アーキテクチャをまとめている。 
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図 7-1 TPS のアーキテクチャ 

 

7.2.2  人が主役の組立産業 

 プロセス産業を中心とする連続系のプロセスに比べて組立産業を中心とする離散系のプ

ロセスは生産工程の中での人間系の占める割合が多い。自動車製造業における自動化の

後の砦は組立工程であり、車両やエンジンなどの組立ラインの自動化への取組みは鋭意進

められてきた。しかし、人の五感を必要とする高度な組付け作業は人の作業として残され、

自動化し易い組付け部位のみが自動化される例なども多く、その結果は機械が主役で人は

脇役となり、働く人の疎外感を生み、人の改善意欲や生産性を低下させた苦い経験も多い。

近では、過去の組立ラインへの自動化への取組みの反省から、人中心の生産システムへ

回帰し、「人にやさしい生産システム」、「人と機械の協調・調和した生産システム」と

呼ばれるが、ものづくりの現場においても主役は人ということであろう。 

 80 年代の米国における自動車組立作業者が、ロボットと同じように「言われた事だけを

やれば良い」とする人間性悪説に立った現場管理と、創意や改善意欲を奨励する人間性善

説に立った日本的現場管理による生産性の彼我の格差が、日本の自動車産業をして米国車

を凌駕させた。しかし、ハイテク過信に走った米自動車産業が、90 年代に日本的経営にお

ける現場管理を取り入れることで、近年の日米の生産性格差はほとんど無い。 

 人の五感を代替する技術、ナノテクや IT などの技術革新と経営判断で、組立ラインの自
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動化は進展していくかも知れない。しかし、機械が主役の装置産業ならいざ知らず、人間・

機械系の組立ラインでは、人（右脳と左脳を持ったコンピュータ）と機械（左脳としての

コンピュータ）が共存し、人というコンピュータ（主として右脳）を活性化し、個人の持

つ“気”のアップを図る仕組みづくりが重要である。 

 

7.2.3  ジャスト・イン・タイムと自働化 

 TPS の二本の柱は「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」である。後者は“動”とい

う字でなくニンベンのある“働”という字に意味がある。言葉の由来は割愛するが、筆者

に言わせれば「動くだけで働いていない人が多い」、「物を動かすことは付加価値ではな

く、加工や組立という価値を付けなければ働きでは無い」である。ここ 10 年の筆者の海外

での論文や発表では、「自働化」の意味を自律化すなわち“autonomy”  あるいは

“autonomous automation”と訳出している。そして TPS のシステム構造をオーケスト

ラの様な構造、アーサ・ケストラーの“ホロニクス”、すなわち全体と個の調和で成り立

つシステムとして説明できる。オーケストラという全体は、指揮者や個々の奏者で成り立

つ。そして TPS を先輩の黒須（現トヨタ OB）とともに調和型自律分散システム

（harmonized autonomous distributed systems)と命名した。80 年代の CIM（Computer 

Integrated Manufacturing）に対して、TPS は HIM（Human Integrated Manufacturing）

と言える。ビジネス活動の主役が機械系（コンピュータ）という風土と人（というコンピ

ュータ）で成り立つ日本の経営環境の相違である。 

 TPS はエンジニアリング業務、管理業務に関わる人、直接生産に関わる人や組織など、

個々の自律システムで構成される。自律システムの向上は、5S（整理、整頓、清掃、清潔、

躾）や昨今の地球環境対応で 5R（Refine, Reduce, Reuse, Recycle, Retrieve）という現場

環境づくり、徹底したムダの排除という、全てのものづくり現場に共通する基本にあり、

「ものづくりは人づくり」という考え方に帰着する。「なぜ、なぜを 5 回繰り返せ」とい

う真因の追究、「工程内での品質の造りこみ」、「目で見る管理」、「現地現物」など TPS

で言い伝えられた言葉は、全て自律分散した個としての人や組織を対象にし、「かんばん」

や「アンドン」などは自律した個に現場の運用を委ねる道具である。 

 80 年代中頃までの TPS では、欧米文化の CIM という機械系（コンピュータ）中心のシ

ステムをトヨタでは極度に拒否してきた。従って、コンピュータで車両の生産計画や生産

順序計画は立てるが、工場における実行系の基本は人であり、その道具の例が「かんばん」

や「アンドン」であり、様々な機械仕掛けの生産指示装置であった。同期生産に必須の電

子回路における「リングカウンタ」や「シフトレジスタ」も機械仕掛けの道具で実現した
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のは、電子回路や情報システムで実現すれば、「目で見る管理」が不可能、多くの関係者

の改善ができない、などの理由である。機械系としての IT による情報処理、人間系を中心

とするビジネスプロセス（人による情報処理）が複雑になってきている現在、「見える化」

を強調する意味は「多くの関係者の英知を結集して仕事やビジネスプロセスを改善する」

ということである。全知全能の神でなく平凡な人間に過ぎない計画設計スタッフや情報ベ

ンダなど、計画系に携わる人にあてがわれた仕組み、改善できないシステムは日本的経営、

その典型としての TPS には合わない。 

 トヨタ流の和製英語である「ジャスト・イン・タイム」とは「必要なモノを必要な量、

必要な時に造り、運ぶ」という物づくりにおける重要かつ基本的コンセプトである。多く

の部品から構成される離散系の自動車生産プロセスでは、各工程の繫ぎ（Connection）に

付加価値を生まない運搬や搬送という人間系と機械系が介在し、さらに生身の人間系が大

きな比重を占める組立工程などで構成される。一連の流れの中に人間系が存在することに

よるデメリット、すなわち自工程における人の物理的面（疲労など）や精神的面（やる気

など）、さらに部品の取引企業においてそれぞれの企業の経営方針などで、生産や物流に

おける QCD は大きく変動する。このような多段工程で成り立つ現実としての生産・物流

環境の中で、物の流れを制御する情報システムが「かんばん方式」である。かんばん方式

では、プレス品や素材購入に伴うロット生産部品で一部バリエーションはあるが、部品を

引き取る「引き取りかんばん」と引かれた部品により、次に何を生産するかの情報を与え

る「生産指示かんばん」に大別される。「ジャスト・イン・タイム」は、後述する平準化

と 100％良品が流れる、という前提で成り立つ。「品質は工程で造りこむ」ための工夫、

品質確保や部品、設備のコスト低減、職場安全など現場の QC 活動や工場スタッフを巻き

込んだ SQC,TPM などの活動が展開される。現場作業者に委ねられたラインストップは、

品質や作業性を含め生産活動に伴う「問題の顕在化」により、関係者の知恵を結集した改

善、すなわち問題点解決への取組みを意味している。 

 TPS で言われてきた「倉庫を持たない」、「多回納入」などの意味は、流れを阻害する

要因の排除、流れの無い仕組を流れにする、という意味である。また、工程間搬送などの

付加価値を生まない工程は、必要悪として 小にする、すなわち「工程短縮」、「工程集

約」も、あるべき姿へのアプローチである。 

 

7.2.4  情報システムとしてのかんばん方式 

 トヨタのかんばん方式は、TPS の基本的理念である「お客様第一主義」、さらには「後

工程はお客様」のために、IT が進展していない時代のデマンドチェーン（Demand Chain）
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を実現する仕組みである。TPS の基本は引き（Pull）による生産であり、市場の動向など

を予測した押し（Push）では無い。お客様の実需に応じて生産計画を立て、車両組立工場

に、平準化を基本として生産順序が計算され組立指示される。3000 点前後の社内の部品加

工工場や仕入先からの納入部品で構成される組立ラインで、車に組み付けられ消費された

部品（部品パレットなど）に取り付けられたかんばんを外す。その情報が外れかんばん、

すなわち部品引取かんばんとして内製工場や部品仕入先（デンソー、アイシンなど）に伝

達される（伝統的には部品納入の返り便によるかんばんの持ち帰り）。その情報で仕入先

の出荷場から部品が納入され、出荷場の外れかんばんが部品生産の情報となる。引取かん

ばんには、かんばん枚数、収容数、かんばんサイクル、受入場、出荷場など運用に伴う約

束事（制御パラメータ）が記載され、約束事（制御パラメータ）の決定は人間・機械系を

中心に、運用は人間系による離散系の制御システムを構築している。かんばん方式は Pull

生産を実現する道具であり、機械系と人間系で運用される離散系のサプライチェーンを制

御する情報システムである。人間系を中心にしてきた過去の伝統的かんばん方式は IT 化の

進展で道具として進化している。その主な要因は組立ラインで混流する車種・車型が増加

や生産変動に伴う人というコンピュータの情報処理の問題である。すなわち、生産変動に

伴うかんばんの約束事（制御パラメータ）の変更、かんばんの回収やかんばん枚数の増減

処理など、人による運用の難しさと運用負荷の増大である。 

 TPS は先人の物づくりに関する基本哲学が DNA となり、大野耐一によってほぼ確立さ

れ、多くの関係者の英知と実践の下で進化して現在に至る。TPS の基本理念である「お客

様第一主義」、二本の柱である「ジャスト・イン・タイム」と「自働化」は、製造業だけ

で無く、全ての産業に共通するビジネス活動の基本として時代が変わり、IT などの技術革

新が進んでも受け継がれるべき理念であろう。進化する面は人間系の特性、すなわち人と

組織の持つ弱さを機械系でカバーして強さを引き出すか、という点である。人の進化はい

ざ知らず、ムーアの法則、ギルダーの法則などで言われるように 25 年間で 1 万倍に進化

した。IT を有効に活用しない手はない。多くの企業での IT 導入による失敗は、人間系に

おける個人・組織間の協創連携（Collaborative Alliance）、人間・機械系における協創共

存（Collaborative Coexistence）の悪さである。前者は提供者と使用者のギャップであり、

後者は安全性、操作性を含めたマンマシンインタフェースや IT リテラシーの問題であろう。 

 しかし、IT が進化し、FA 化が進んだとしても生産活動の全ては人が基本であり、機械

系としての設備や IT は道具でありイネーブラに過ぎない。ほぼ全面的に自動化された機械

系中心のプロセス産業や装置産業ならいざ知らず、離散系の組立産業では、人を高度な知

的ロボットと見るか、人を主役として、人の持つ強み（改善意欲など）を引き出すか、で
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生産性の差が出てくる。前者は人間性悪説に立った過去の欧米流経営、後者は人間性善説

に立ち、ほとんどが高等教育を受けた現場作業者で成る日本的経営である。 

 人と組織を IT に置き換えると、前者は一つのコンピュータであり、後者はコンピュータ

とネットワーク（コミュニケーション）で構成されるコンピュータアーキテクチャである。

人の英知を 大限に引き出す施策、すなわち個々のコンピュータとアーキテクチャ、それ

ぞれの個人知と組織知を 大限に生かす組織構造の創生は企業経営に必須である。組織構

造をプロダクト（商品やサービス）指向にするか、プロセス指向（工程や技術）にするか、

複合系としてマトリックス組織にするか、各企業で様々な試みが実施されている。いずれ

の組織構造をとっても、トップや管理者の気質、個人の“気”をアップし、個人や組織を

エンカレッジ(encourage)、エンハンス(enhance)する人間系としての仕組み創りが問われ

る。過去の IT は IBM などのメインフレームを中心とするヒエラルキー構造であった。し

かし、現在はインターネットに代表されるネットワーク空間における個としてのコンピュ

ータ群であり、それらがフラット構造で結合されている。部長、課長、係長など、組織と

しての責務と権限を負ったビジネス空間においての個が、旧態然のままのヒエラルキー構

造を取り、その組織構造が個としての自立・自律性を阻害し、個人の“気”をダウンさせ

ている場合も多い。人工物としての機械系は、その機能や性能は、外部から見え（Visible)、

理解できるが、生身の人間の心の中までは簡単には理解できない。人というコンピュータ

の主に右脳の部分が担う感情および“気”の部分で、人というコンピュータの性能は大き

く変わる。 

 

7.2.5   PULL と PUSH 

 TPS では、 終顧客が車を発注する情報の引き（PULL）により、前工程である営業部

門、生産計画部門、生産工場へと情報が流れ、車両組立ラインでの部品の引きにより社内

部品工場や部品仕入先から部品を引く、素形材や中間材においても同様の引き情報を基本

にした PULL 方式が原則である。PULL システムを実現する手段としてかんばんという情

報媒体を使ったかんばん方式が確立された。TPS が世間一般の生産管理方式と異なる点が

あるとすれば、PULL 方式にこだわった PULL&PUSH 方式という点である。TPS では

PUSH は内示情報として適用し、基本は PULL という実需に合った生産計画で工程を繋ぎ、

工程間、工場間、部品仕入先間で情報としてのかんばんチェーンにより、素材から完成車

まで、PULL 情報を基本にしたサプライチェーンを構成する。一方、一般の生産管理方式

では、PUSH の比重が高く、MRP などの情報システムによる生産計画、部材や部品の仕

入先へは納入リードタイムなどを考慮した発注処理、現場への生産指示が行われる。しか
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し現場は生き物である。複雑で深い多段工程で成り立つ自動車生産工程では、それぞれの

工程で、確定的かつ確率的な生産停止が発生する。現在の IT 化の進展により、多段工程を

構成する全ての工程において確定的、確率的に発生する情報をリアルタイムに把握して生

産指示の変更を行うことは、技術的には可能かもしれないが、運用は神業に近い。かんば

ん方式による PULL 生産では、自工程で発生するラインストップが発生しても、それに応

じたかんばん情報が前工程に伝わらず、前工程での生産活動も停止することになる。 

 「ジャスト・イン・タイム」は、「必要なモノを必要な量、必要な時に造り、運ぶ」で

はあるが、逆に言えば「車やユニット（エンジンなど）の組立に必要な構成部品で、一点

でも欠品があれば他の全ての部品を組立ラインに集合することを阻止する」ことになり、

MRP による集中型の IT システムでは実現が困難である。TPS が人間・機械系による調和

型自律分散システムと定義した由来は、この点からも理解できよう。 

 しかし、かんばんを使った PULL システムは、車や部品の生産活動において、「次も同

じ車や部品を造る」、という前提で成り立っており、生産台数が大きく変動しなければ、

量や種類の変動は、かんばんの回転速度とかんばんの種類の変化で自律的に制御される。

かんばん方式による PULL システムの究極は、全て収容数（パレットなどに収容する部品

の数）を 1 として、外れたかんばん（１個の部品についた）に従って 1 個ずつ部品がライ

ン側に集まってくる姿である。 

 加工・組立という多段工程は離散系ではあるが、連続系の制御論から言えば、かんばん

方式は線形制御のフィードバックループを構成する。部品使用量が多ければ、かんばんは

速く外れ、それに対応する部品がライン側に使われた量だけ納入され、部品使用量が少な

ければ遅く納入され、制御系として安定である。しかし、変動が多ければ、制御系は不安

定で、部品の使用量に安定追従できない。かんばん方式の制御パラメータとしての部品収

容数やかんばんサイクル、運搬のリードタイムなどで、制御システムとしては安定しない。 

 部品使用量が多い時に同じ部品の納入量が少なく、少ない時に多く納入される、という

ハンチング、振動現象あるいは制御論的には位相空間におけるリミットサイクルを描くこ

とになる。かんばん方式の運用には、月間あるいは日々の生産台数の変動に追従するため

に、予め生産計画から計算される量のかんばん枚数の増減を人手で実施しなければならな

い。 制御系から言えば、安定性のある線形制御を日々の運用で実施し、即応性のある非

線形制御を月度や日に一度適用する。前者が PULL であり、後者が PUSH である。日々

の運用はかんばんによる PULL 方式、月度内示や日次内示は即応性の PUSH 情報で実施

する PULL&PUSH システムという事ができる。かんばん方式を効果的かつ効率的に実現

するためには、PUSH 情報として与えられる内示情報から、実際に部品を引く PULL 情報
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には乖離が多ければ、却ってかんばんが悪さを助長する（振動現象）。トヨタでは長年の

経験知から、内示と実需の乖離を 10％以内にする努力がなされてきた。すなわち、かんば

ん方式によるPULL生産を安定的に運用するためには、生産・物流の平準化が前提である。 

 平準化は、部品使用量と種類の平均化、作業の平準化、経営資源の平準化などを意味す

る。「ちょろ引き」、「多回納入」、「一個流し」、「混流ライン」「多能工」などの言

葉は平準化を実現するための現場の手法例である。 

 過去の伝統的かんばん方式は、かんばんの制御パラメータとしての部品収容数、かんば

んサイクルやかんばん枚数の計算は生産管理スタッフによる、いわゆる「勘と経験と度胸」

による人間系で実施され、生産計画と生産順序計画などをコンピュータで計算する集中情

報システムで決められ、生産工場ではかんばん運用ルールに従った人間系による情報シス

テムで運用されるという調和型自律分散システムを実現してきた。しかし、近年の生産環

境の変化で、生産工場におけるかんばんの人手による運用は、前述した様に複雑になり人

手の工数が増大してきた。かんばん方式は、トヨタが九州や北海道の遠隔工場を建設する

時に「かんばん電送システム」を開発適用され、人間系の持つ弱みを進化した IT によりエ

ンカレッジした。これらの経験をベースに新しい機械・人間系としてのかんばん方式とし

て e-Kanban や TOPPS（Toyota Parts Procurement Systems）という名の下に進化しエ

ンハンスされ展開されている。 

 

7.2.6  人と IT による生産システムの進化 

 離散系の生産システムで、連続した流れを実現するときに、流れを乱す制御系としての

外乱に対応しなければならない。「PULL 生産を実現する道具」、「目で見る管理の道具」

「人による運用、改善の道具」であるかんばんの大きな役割の一つが離散系で重要になる

「ものと情報の一致」である。車両やエンジンなどのユニットの不具合による組み付けラ

インからのハネ出し、再投入などで生産順序の変更への対応である。車両や部品での「も

のと情報の一致」の道具として RFID タグは 10 年以上前から「リモート ID システム」と

の命名の下でエンジン組立ラインや車両の塗装ライン、組立ラインで適用されてきた。現

在でも組立ラインへの生産指示は工場に分散配置されたコンピュータ（ALC システム）で

与えられる。将来はエンジンや車両などに予め装着された RFID タグに組立ラインの先頭

で予め生産する物（車両や部品）の仕様が書き込まれ、生産対象の物から、組立作業者や

組立設備に生産指示を与える筆者が理想としてイメージした調和型自律分散系が実現する

であろう。そして車両生産工程、物流工程から、お客様に車が届けられ使用される過程で、

補修サービスなどの履歴情報が車に装着された RFID タグに書き込まれ、いわゆる「車の

 87



ゆりかごから墓場まで」を実現し、新車から中古車、廃車、リサイクルに至るまでのトレ

ーサビリティ実現される日は近い。 

 過去の生産情報システムは、本社に設置されたメインフレームによる機械系で、組立ラ

インなどの生産工場ではかんばん方式を中心とする人間系で実現されてきた。生産環境の

変化と IT 化の進展により、工場に分散配置されたコンピュータ（サーバ）による ALC、

すなわち調和型自律分散系へと生産情報システムは進化したのは言うまでもない。 

 TPS を生かし成長させたトヨタの基本は「人は 大の資源」とし、個人としての組織細

胞の活性化のためにコミュニケーションを重視し、問題意識の共有、仲間意識の醸成、改

善意識の高揚を図るとした、人と組織の活性化にある。ビジネス活動は人間・機械系で成

り立つ。生身の人間のやる気、元気、志気などの“気”をアップし、「あるべき姿への改

善意欲」をエンカレッジし、人間の弱い部分を機械系でカバーすることにより人間・機械

系の TPS は今後とも進化しエンハンスされていくであろう。 

 

7.3  TPS アーキテクチャ 

 TPS の構造全体を明確にすることが TPS アーキテクチャであるが、筆者が現時点では、

区分原理を明確にして TPS の構造を描ききれない。TPS のあるべき姿とは、果たせぬ夢

として未来永劫実現はできないが、「一つの工程や機械設備に、魔法の素材を投入すると、

期待する車が生成される」という姿である。しかし、自動車生産システムが素材から部品、

部品から自動車へと、素材や部品に付加価値を付けるそれぞれの工程の一部では、工程短

縮や工程集約という名の下に、一つの工程や加工設備で様々な加工や組付けをするアプロ

ーチは成されている。その一例は工作機械におけるマシニングセンタなどであろう。現実

性のある TPS のあるべき姿とは QCD を追求し、お客様満足を実現するために、「お客様

の引きに応じた工程の流れ化」への取組みである。それを過去から営々と改善・改革への

取組みをしてきた姿が現在の TPS であり、これはさらに進化していくが、図１には TPS

アーキテクチャの全体像をまとめて示している。 

 TPS の確立はトヨタの創業以来の発展の歴史であるが故に、部分的工程でのジャスト・

イン・タイムやかんばん方式の導入は可能でも、TPS の全体像実現を短期間で実現する事

は困難であろう。TPS やジャスト・イン・タイムの実現は、人や組織の意識改革・改善か

ら入り、作業や工程改善、 後に設備（IT を含む）改善という手順に固執するのは、前二

者の人間系をきちんとやらずに機械系に頼っても、道具の持ち腐れ、という事、「生かす

も殺すも人次第」ということである。 
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 生産システムに限らずビジネス活動はすべて人間・機械系で成り立つ。目に見える物と

いう商品が存在するのが製造業であり、サービスという商品が存在する銀行・保険やサー

ビス業となんら変わりはない。物という商品が存在するために、それを加工・組立する生

産工場が存在し、加工設備や知能機械が存在するだけである。 

 

図 7-2 設計・管理と生産分野での人間・機械系 
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図 7-3 人間系と機械系（IT） 

 

図 7-2 は設計・管理業務や生産工場における人間・機械（IT 化含む）系を示している。

TPSアーキテクチャの明確化は、これらの構造とその要素を区分する事からスタートする。 

 図 7-3 は人間系と機械系（主に IT 部）を比較してまとめている。人の右脳と左脳を使っ

た（厳密では無いが）情報処理加工機能、組織や他との連携を担うコミュニケーション機

能（見る、聞く、書く、話す）は IT 系では、人工物としての IT ソフトによる情報処理加

工機能、入出力機能、連携を担う通信としてのコミュニケーション機能と対比でき、それ

らが複数の場合に、人間系では組織や企業、IT 系では複数のコンピュータネットワークに

より成る情報システムアーキテクチャである。 

 

 図 7-4 には、主に生産システムにおける人間・機械系を、動力機能と情報処理機能を同

時に持つ人間系と、加工組立の動力処理を担う知的機械と情報処理を担う IT システムとを

区分して示している。機械系である知的機械も IT システムも所詮は人工物としての人間の

所産である。生産現場、とくに組立工程のような人と機械の共存する工程において、機械

系と人間系の主従関係により、人の疎外感による生産性低下は前述した様に起こりうる。 
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図 7-4 人間系と機械系（IT 含む）の対比 

 

 

図 7-5 IT システムと人・組織の連携 
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 図 7-5 は、人間系、機械（IT 分野）系それぞれにおける連携を表している。連携による

シナジー効果の発揮が、人間系においても機械系においても今後ますます重要になろう。

21 世紀の新しい生産システム実現のためには、IT の効果的、効率的活用、インターネッ

ト、ユビキタス環境を駆使し、人間系、機械系ともコラボレーションによるシナジー効果

の発揮が生産性向上、企業競争力向上のキーと考える。それぞれの個や組織がコアコンピ

タンスを持ち、バーチャルエンタプライズによる筆者の造語である協創連携

（Collaborative Alliance ）がますます進んでいくであろう。 

 

7.4  おわりに 

 TPS アーキテクチャを今後研究するにあたり、物づくりを人間・機械系の生産システム

と捉えて検討してきた。人間・機械系の生産システムは二面性を持つが、一つは動力処理

であり、もう一つは情報処理である。前者中心の生産システム、すなわち人間系を組立作

業としての労働力と捉えるならば、これは賃金が 20 分の 1 の中国やアセアン各国への製

造業の移転、空洞化は必然である。しかし、ものづくりも人間・機械系により成る情報加

工業と捉えれば、日本の製造業の持続的な競争優位は維持できると信じる。TPS アーキテ

クチャの研究は人間・機械系および人間系におけるアライアンスやコネクションが重要な

要素であり、今後この部分に焦点を当てて研究していきたい。 
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第８章 医薬品臨床開発のアーキテクチャと競争力 
 

8.1  はじめに 

 1997 年に「GCP：医薬品の臨床試験の実施に関する省令（厚生省令第 28 号）」が制定

（文献１）され、日本における臨床試験の実施環境が国際化に向けて大きく変化している。

1998 年には「外国臨床データを受け入れる際に考慮すべき民族的要因について（厚生労働

省医薬審査課長通知：医薬審第 672 号）」により、海外データの受け入れが本格化する基

盤が整備されつつある（文献 2）。このような環境の変化のなかで、日本で臨床試験を実

施する必要性及び優位性が認められなければ、日本の臨床試験は空洞化せざるを得なくな

ってしまう。 

 本稿では、医薬品開発プロジェクトにおける臨床試験の機能について概説し、臨床試験

のプログラムアーキテクチャについて考えてみる。臨床試験の構造を可視化し、そのモジ

ュラー化と統合化について、実態を明らかにする。次に、臨床試験のオープン化とクロー

ズ化の現状を検討する。そのうえで、全体機能としての基本仕様とモジュラープロジェク

トへの展開と統合化について考えてみたい。さらに、全体操作性として、臨床試験の成果

物である医薬品の製品プロファイルを明らかにするデータを得るためのプログラムグラン

ドデザインについて考え、臨床開発における競争力について、製薬業に共通して存在する

特徴を見出すことを試みた。 

 

8.2  医薬品臨床開発の機能 

 製薬業は、研究開発の成果が企業業績に極めて大きなインパクトを与える産業にひとつ

とされている。画期的な新薬の研究開発には 10～15 年の長期間と 300～500 億円の先行投

資が必要ともいわれている。そのなかで、臨床開発は 5～10 年、100～300 億円と研究開

発の要する期間と費用の多くを占めている（文献 3）。臨床開発は、製品プロファイルを

明らかにする重要な機能を担っている。 

 

8.2.1   医薬品開発における臨床試験の位置付け 

 製薬業における研究開発は、「くすり」の種（シード）となる化合物(seed compound)

を探索する基礎研究とその化合物を実際にヒトに適用してみながら製品プロファイルを明

らかにしていく臨床開発に大別される。これら研究開発過程のすべてをプログラムと考え

ることもできるが、基礎研究は主体が製薬会社自らに在るのに対して、臨床開発の直接的

な主体は「患者」、「医師」等の他者に在る。そこで、本稿では臨床開発過程をプログラ
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ムと考え、広い視野と高い視点により全体価値を向上させることを考える。 

 

8.2.2  臨床開発の特殊性 

 臨床開発は、先述のとおり莫大な先行投資を必要とするにもかかわらず、シードがヒト

に適用される段階から 終的に上市されるまでの確率は 1%以下に過ぎず、極めて不確実

性が高いとされている。また、臨床開発は国民の健康と福祉に直接影響を及ぼす公共性の

高い活動であるため、その安全性、有効性及び品質については、各国の規制の規制当局か

ら詳細かつ厳格な規制用件が課せられている。さらに、臨床開発課程では、有効性及び安

全性に関する予測できない不確実性が常につきまとい、プロジェクトのステークホルダー

に強烈なプレッシャーを与えており、各マイルストーンでは、科学性と倫理性の両面から、

当該プロジェクトの GO 又は NO GO を判断しなければならない。 

 

8.3  臨床試験のプログラムアーキテクチャ(program architecture) 

 プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオの基本要求

に基づいて、それらを具現化するために全体構造、全体機能及び基本操作性をグランドデ

ザインすることである（文献 4）。 

 

8.3.1  全体構造(basic structure) 

 全体構造では、複数のプロジェクトに分割し、プロジェクト間のインターフェイスや関

係性を整合させる（文献 4）。 

臨床開発ではシードごとに、健康成人を対象として、ヒトに初めて適用する第Ⅰ相試験か

ら病態を有するヒト（いわゆる患者）に初めて適用して、適用量を探索する第二相試験及

び有効性、安全性を検証する第Ⅲ相試験を全体構造として構成されている（図 8-1）。各

相の試験は、立ち上げ、実施コントロール、クローズの各プロセスに分解され（図 8-2）、

スタディマネジャを中心として、モニター（MO）、解析者（ST）、データマネジャ（DM）、

メディカルライター（MW）等から構成されるプロジェクトメンバーにより遂行される（図

8-3）。 
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プログラム

化合物・適応症など

プロジェクト

PhⅠ、Ⅱa、Ⅱb、Ⅲなど

ワークパック
準備・依頼・実施など

タスク
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ計画書作成、施設依頼準備、モニタリングなど

＜Level 0＞

＜Level 1＞

＜Level 2＞

＜Level 3＞

 

図 8-1 臨床開発の全体構造 

 

＜Level 0＞

クローズ

（まとめ）

実施コントロール

（依頼・実施）

立上計画

（準備）
＜Level 1＞

＜Level 2＞

＜Level 3＞

PhⅠProcess

PhⅡProcess

PhⅢ Process

申請・承認

 

図 8-2 臨床試験のプロセス（概念図） 
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SM:study Manager , Mo:Monitor , MW:Medical writer , DM:Data manager , ST:statistician , QM:Quality manager
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図 8-3 臨床試験のプロジェクトメンバー（概念図） 

 

 

8.3.1.1   モジュラー化(modularity) 

 臨床試験においては、スタディマネジャ（SM）をはじめとする各メンバーについて、そ

の進捗ステージごとにプロセスをモジュラー化することが可能であろう（図 8-4）。 

 モニタリング業務、データマネジメント業務、統計解析業務、メディカルライティング

業務等の各相の試験で必要となる業務プロセスは、全体の業務を細分化したリスト（work 

break down structure : WBS）により可視化することが可能であり、各プロセスをモジュ

ラー化し、モジュラー化されたプロセスごとにアウトソーシングすることも可能になって

きている。 

 モニタリング業務を実施する者をモニター（MO）と称し、モニターの業務は、臨床試

験が適正に行われることを確保するため、この省令及び当該臨床試験の実施計画書に従っ

て行われているかどうかについて、臨床試験を依頼した者が実施医療機関に対して行う調

査であると GCP で規定されている。そして、モニターの業務内容は、通常、各製薬会社

の標準業務手順書（SOP）において詳細に規定されている。すなわち、モニタリングは臨

床試験の流れ（図 8-4）に沿って実施され、準備、依頼、実施、終了の各プロセスをプロ

ジェクトマネジメントの立ち上げ、実施、終結のプロセスに当てはめて可視化することが

可能である。 
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臨床試験

準備 依頼 実施 まとめ

試験計画書作成

施設選定
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QCﾎﾟﾘｼｰ作成 QCﾌﾟﾗﾝ作成 QCﾁｪｯｸ実施 QCﾚﾋﾞｭｰ実施

ﾃﾞｰﾀ固定

総括報告書作成

終了手続

ﾅﾚｯｼﾞ共有 ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ

QC報告

次相
への

以降検討

ﾃﾞｰﾀｴﾝﾄﾘｰ
単一ﾌﾟﾛｾｽ

試験依頼 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ･SDV CRF回収 終了手続複数ﾌﾟﾛｾｽ

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

総括報告書作成

SM:study Manager , Mo:Monitor , MW:Medical writer , DM:Data manager , ST:statistician , QM:Quality manager

 

図 8-4 臨床試験のプロジェクトのモジュラー化 

 

 データマネジメント業務は、データマネジャ（DM）が臨床試験の成績を記録する症例

記録（CRF）の設計、CRF の内容を入力するデータベース、入力インターフェイス、入力

データの論理チェックプログラムの設計、データ修正用紙（DCF）の作成等のプロセスが

あり、これらのプロセスはテンプレートにより標準化することが可能な部分と試験ごとに

カスタマイズが必要な部分とに分けることが可能であるが、プロセスの明確化及びモジュ

ラー化が も進んでいる。 

 統計解析業務は、統計家（statistician）が統計解析計画書に基づき当該試験の成績を解

析することが主体である。標準の統計的手法を用いて、SAS®等のパッケージソフトを用い

る場合や単純な解析は、データベース構造を開示することにより、ある程度はモジュラー

化が可能であろう。 

 メディカルライティング業務は、臨床試験の計画書、総括報告書及びCTD(common 

technical document)を作成する業務はメディカルライター（MW）が主体となり、試験の

実施計画書、これらのドキュメントはテンプレート化が可能であり、部分ごとあるいはド

キュメント全体をモジュラー化することが可能である。 
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8.3.1.2   統合化とインターフェイス 

 モニタリング業務、データマネジメント業務、統計解析業務、メディカルライティング

業務等の業務プロセスは、その範囲の大小はあるもものの、モジュラー化することが可能

であるが、全体 適を考える場合には、各モジュラーの関係性を明確にし、それぞれのイ

ンターフェイスの整合をとることが必要となる。モニタリング業務内での各業務プロセス

がモジュラー化されている場合には、その関係性が明確にされていることが多く、インタ

ーフェイスの整合をとることも容易であるが、部門を超え、業務内容が異なる場合には、

調整に難渋することがある。 

 例えば、データマネジメント業務では、症例報告書（CRF）のクリーンアップ（clean up）

において、医療機関を訪問して原データとの照合（source document verification : SDV）

を実施するモニター（MO）とその内容を確認する品質マネジャ（QM）及びデータマネジ

ャ（DM）とのインターファイスを調整する必要があり、統一フォーマットとして、デー

タ修正用紙（data collecting form : DCF）を活用して、業務を標準化する等の工夫が必要

であろう。 

 

 

8.3.1.3  オープン化とクローズ化 

1)クローズ化されている現状 

 臨床試験のプロセスは、これまで各製薬企業の機密事項として、明らかにされることが

少なかった。これは、臨床試験のプロセス改善により、試験期間を短縮することは、ひと

つのプロジェクトで数十億円もの莫大な費用節減効果につながり、ひいては製薬企業の存

亡にかかわる可能性があるためである。製薬企業は、当局からの規制の枠内で臨床試験プ

ロセスの効率化を目指して、種々の工夫を凝らし、その効率化自体にも莫大な費用をつぎ

込んできた経緯がある。 

 

2)オープン化する臨床試験 

 製薬企業は、その生命線である研究開発力の強化及び効率化のために、世界的には M&A

が盛んに行われ、いわゆるメガファーマ（Mega pharmaceutical company）といわれる巨

大製薬企業が競争優位に立っているといわれている。このようなメガファーマであっても、

内部リソース（inside resource）を削減し、業務量の変動には外部リソース（outside 

resource）で対応する傾向がみられている。 

 外部リソースを活用するには、アウトソーシング（out sourcing）する業務プロセスを
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オープン化する必要がある。日本でも 1998 年の GCP の改訂以降、2000 年頃から開発業

務受託機関（CRO : contract research organization）や治験施設支援機関（SMO : site 

management organization）等の臨床試験における各種の業務をサポートする企業の台頭

してきたことにより、臨床試験の各プロセスのオープン化が急激に進展している。 

 

8.3.2  全体機能(total function) 

8.3.2.1 基本仕様 (basic specification) とモジュラープロジェクト (modular 

project)の展開 

 医薬品開発の基本仕様は、第 I 相試験から第Ⅲ相試験までの一連の臨床試験を実施し（図

8-5）、それぞれの試験成績から、シード化合物の医薬品としての製品プロファイル（profile 

of product）を明らかにすることである。 

7

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 開発の相

時 間

目的

ﾃﾞｻﾞｲﾝ

実施 個々の試験

解析

報告

試験の種類

治療的使用

検証的試験

探索的試験

臨床薬理試験

 これを必要なモジュ

study）、反復投与試験

用量設定試験（dose r

投与試験（long term t

study）、高齢者、肝

population study）の

な試験と標準的に必要

 ここで、第 I 相試験

 

図 8-5. 開発の相と試験の種類の関係 

 

ラープロジェクトに展開しようとすると、単回投与試験（single dose 

（multiple dose study）、POC 試験（proof of concept study）、

anging study）、比較臨床試験（randomized clinical trial）、長期

rial）のように標準的な臨床試験と臨床薬理試験（pharmacological 

機能障害者、腎機能障害者等の特殊集団に関する試験（special 

ように製品化しようとするシード化合物によりカスタマイズが必要

な試験に大別される（図 8-6）。 

の初回投与時を除いて、第Ⅲ相までのいずれの Phase（相）におい
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ても、複数の臨床試験が並行して進行することになる。個々の臨床試験では、先に述べた

ように準備・依頼・実施・まとめのプロセスサイクルが進行することになる。 

Clinical trial

Phase I Phase IIa Phase III

Pharmacological

multiple dose

single dose

POC

Phase IIb

POS : proof of concept study、BE : bioequivalent study、RCT : randomized clinical trial

Dose ranging

Special population

BE

RCT

Long term

Pharmacological Pharmacological Pharmacological

Special population Special population

 

図 8-6 並行して実施される臨床試験の例 

 

 

8.3.2.2  臨床試験プロセスの統合化 

 同じ Phase において、複数の臨床試験が並行して進行する場合には、プロセスを統合化

する方が効率的な場合がある。例えば、Phase III において、比較臨床試験と長期投与試験

が同時に進められることは、よくあることである。この場合には、MW では試験の実施計

画書の作成、MO では試験を実施する医療機関の設定、DM では CRF デザイン、DB デザ

イン等、各担当での業務プロセスを統合化することにより、効率化が図られている場合が

多い。 

 

8.3.3  全体操作性 basic operability 

 全体操作性では、プログラムとしての運営要領や工程表（program road map）を作成し、

全体的なシナリオの前提条件や仮説を考慮しながら、状況変化に起因する進捗低下や制約

条件の増加等をシミュレーションして、プログラムの実現可能性を高めるデザインを包括

する（文献 4）。 
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8.3.3.1  プログラムロードマップ(program road map) 

 スタディマネジャ（SM）は、プロジェクト開始前にMicrosoft Project®等のプロジェク

ト運営ツールを活用して、臨床試験の各プロセスのスケジューリング及びリソース配分を

計画し、工程表（program road map）を作成する。さらに、キックオフミティング（kick 

off meeting）等のコミュニケーション手段により、プロジェクトメンバーを含むステーク

ホルダー全員にその内容を伝達する。この計画時には、十分な時間をとってプログラム全

体の思想を実現可能なストーリーとして描いておく必要がある。 

 

8.3.3.2  グランドデザイン(grand design) 

 グランドデザインは、プログラム全体のストーリーに制約条件等を含め、全体 適が得

られるようにまとめ、SM やプロジェクトオフィスにより作成される。特に、医薬品開発

では、数多くの臨床試験の成績をまとめて、規制当局に申請して承認を取得するので、こ

の段階から医薬品としての製品プロファイルをある程度は明らかにしておかなければなら

ない。製品プロファイルを明らかにするためには、基礎研究段階で得られた動物試験等の

成績を科学的に吟味すること加えて、実際の医療現場からはどのような要求があるかを正

確に判断する必要がある。さらに、医薬品開発には、5～10 年の長期間を要するので、5

年先又は 10 年先の医療現場の状況を推定することが要求される。また、計画した臨床試験

から得られることが予測される成績を場合分けしてデシジョンツリー（decision tree）を

作成すること等により、各マイルストーンでの判断内容を予め可視化することができ、状

況変化にタイムリーに対応できるグランドデザインが作成できる。 

 

8.4  今後の臨床開発の行方 

8.4.1  クローズでインテグラルな状況 

 これまでの本邦での医薬品の研究開発は、クローズでインテグラルな状況下で行われて

いる。これは、シード化合物を探索する基礎研究及びヒトに適用する臨床開発のいずれの

プロセスにおいてもあてはまる。基礎研究では、日本の製薬企業は積極的に研究段階での

アライアンスを実施していない自前主義（autarkic）であるが、過去に国際的に通用する

医薬品が創生されているのも事実なので、基礎研究段階ではこのようなクローズでインテ

グラルな状態のままでよいかどうかについては結論が得られていないと報告されている

（文献 5）。現時点では、基礎研究については、これまでに得られている成功体験を活か

しながら、少しずつアライアンスを拡大する方向性が考察されている。 

 臨床開発では、データマネジメント業務、モニタリング業務、統計解析業務、メディカ
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ルライティング業務等が前述のとおりアウトソーシングされているが、その業務範囲は限

定的であり、アウトソーシング先は、排他的でクローズな状況であった。 

 

8.4.2  変化するアーキテクチャと臨床試験の競争力 

 1997 年に制定された GCP では、CRO の業務内容が明記され、「SMO の利用に関する

標準指針策定検討会 報告書（厚生労働省 平成 14 年 11 月）」（文献 6）で SMO の業務

内容、業務範囲等が明確化されたことにより、急速に臨床試験支援業務のモジュラー化や

オープン化が進展している。例えば、CRO16 社が中心となって結成されている CRO 協会

は、「受託業務の適正な実施に関する日本 CRO 協会の自主ガイドライン（日本 CRO 協会 

平成 12 年 4 月 1 日）」を作成（文献７）し、受託業務の範囲を開発戦略の立案、第 I 相

試験から第Ⅲ相試験の実施に係わる業務、承認申請書、等の作成業務、市販後調査の実施

に係わる業務等、医薬品の臨床開発に必要な業務を GCP に定められている「開発業務受

託機関：CRO」の業務内容として全体的に実施することを提案している。 

 日本の製薬企業のうち、売上が上位に位置する企業は、これまで CRO 及び SMO との共

生を目指して、臨床試験に関するスキルやノウハウの開示、業務プロセスの明確化を実施

する等のモジュラー化やオープン化の中心的な役割を担っている。これは、日本及び世界

で競争優位に立つために必要なことであろう。また、CRO や SMO も複数の製薬企業や医

療機関から業務を受託していることから、ナレッジを集積してきており、機密保持契約の

範囲内で業務プロセスを標準化する方向に動き始めている。このような製薬企業と CRO

や SMO 等の臨床試験支援機関を含めた全体的なアーキテクチャの構築が日本の臨床試験

の競争力を世界的なレベルに引き上げているのではないかと考えられる。 

 

8.4.3  モジュラー化・オープン化への組織的な対応 

 ここではアーキテクチャの変化に対して、製薬企業がどのような対応をしてきたかにつ

いて考えてみたい。製薬企業ではクローズでインテグラルな状況であった臨床開発を徐々

にモジュラー化、オープン化しつつある。しかしながら、統計解析、データマネジメント、

臨床開発、メディカルライティング等の機能を重視して構成された組織のライン軸が強く、

シード化合物単位や臨床試験単位でのプロジェクト軸が強力に活動できている製薬企業は

少ないのではないだろうか。これは、各機能組織の専門性や特殊性が高いことやプロジェ

クト制に対応可能なリソースが十分に確保できないことに起因しているのであろう。これ

までは日本ローカルとしてある程度の独立性を有していた外資系の製薬企業が、グローバ

ルでの独立性に脆弱さをみせるようになってきている。これらの外資系製薬企業を中心に
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欧米からプロジェクト軸を強化が持ち込まれ、プロジェクトマネジメントオフィスを設立

する等の組織的な対応が柔軟に行われている製薬企業も現れてきている。内資系の製薬企

業もグローバル化が進展し、米国や欧州で臨床開発を推進するためにモジュラー化、オー

プン化を進めル方向に動き出している。 

 

8.4.4  プログラム価値(program value)創造と臨床開発の企業としての付加価

値 

 臨床開発は、基礎研究で発掘されたシード化合物をヒトに適用して、その医薬品として

の製品プロファイルを明らかにするものである。そのプログラムとしての価値の創造には、

大きく 2 つのポイントが考えられる。 

 まず第 1 は、モジュラー化、オープン化の限界であろう。すなわち、臨床開発において

同時に並行して進められる複数の臨床試験の各プロセスについて、どこまでモジュラー化

することができるか。また、各プロセスをどこまでオープン化できるか。 

 これは、これまで企業秘密としてクローズな状態であった臨床開発プロセスを製薬企業

がいかに可視化することができるかということと、可視化された各プロセスのシェアリン

グ（shearing）がポイントである。そして、モジュラー化された業務をCRO等の臨床試験

支援機関がどこまで受託することができるかにかかっているであろう。この委受託関係間

には、標準化されたインターフェイスとしてモニタリング報告書を電子化した

DD-WORKS®やCLINICAL WORKS®等のプラットフォームが提供されているので、オー

プン化が加速される可能性はあるであろう。 

 このようにグローバル化への対応がせまられ、モジュラー化、オープン化が進展してい

る現在、世界のメガファーマの状況を鑑みると臨床試験に必須のプロセスであるモニタリ

ング、統計解析、データマネジメント及びメディカルライティングの大部分は、内部リソ

ースのみに頼ることを諦める必要があろう。 

 第 2 に、モジュラー化やオープン化された各プロジェクトやそのプロセスを高い視点と

広い視野から見直し、規制当局に申請して承認を得るための製品プロファイルを明らかに

するためのシナリオからの基本要求に基づいて、プログラムとしての臨床開発を具現化す

るためのグランドデザインをどのようにして描くかがポイントとなる。 

医薬品開発の特殊性で述べたように、医薬品開発のマイルストーンでは不確実性が高いな

かで科学性と倫理性を両立させた判断が求められる。その際には、プロジェクトマネジメ

ントの基本スキルとツールを活用し、そこから得られる情報に基づき、プログラムアーキ

テクチャを構築していかなければならないと考える。 
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 近の医薬品開発には、「くすり」としてのプロファイルを明らかにすることが 優先

であると考える「科学性重視型」のマネジメントと、投資金額や開発期間等の開発目標を

優先に考える「経済性重視型」がみられる。いずれも規制当局から承認を取得するため

に必要なデータを収集するためにスピード、品質及び資源の 適化が要求されているが、

基本的な視点が異なっている。これまでは、「科学性重視型」が多く、承認取得のために

規制当局を説得するのに必要十分なデータを集積しようとして、試験数が多く、コストが

高く、開発期間も長くかかるものが多かったと考えられる。 

 一方、「経済性重視型」は時間とコストの重点を置いた考え方であり、経営の視点から

開発の必要性や採算性が判断されることになる。 

 このようにプログラムアーキテクチャを構築する際のプロファイリングとシナリオの考

え方が大きく変化している。ここで大切なことは、大きく考え方が異なる場合には、それ

ぞれのプロセスで持続的なコンフリクト（conflict）が発生していることを認識し、そのコ

ンフリクトを解消する課程で問題を認識して解決することであろう。コンフリクトを解消

するための標準的かつ実践的なルールを設定することが、どのような状況下でもプログラ

ムを具現化することができるアーキテクチャの構築にとって重要であると考える。 
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第９章 TCO の削減とアーキテクチュアーマネージメント 
 

9.1  アーキテクチャーマネージメント 

 P2M ガイドブックからアーキテクチャーマネージメントを引用すると下記の通りであ

る。 

 “アーキテクチャーは標準モデルを結合することにより生まれる価値を 大限に生かす

ことである。 

 そして、そのマネージメントとはインターフェースマネージメントの意味もあり、共通

の秩序や暗黙知を抽出し形式化する管理である。“ 

 IT 関連技術の進化の早さはそれを導入する企業も周知のことであり、導入する企業もこ

れまでの“IT 技術導入による業務の効率化よりその効果”に視点が移っているようである。 

 そのため、広い視野でかつ高い視点で IT システムの導入を考える必要が出てきている。

しかし、顧客の思い（期待感）と実際の間にはギャップがあり、実行に移すとなると各種

制約がある。 

 そこで、この報告書は IT 関連システムについてのアーキテクチャーマネージメントに

関する考察として取り上げた。 

 上記に示すアーキテクチャーマネージメントの“標準モデル（既存の技術モデル）の結

合により、その思いを形式化する”をベースに今回の検討主題を TCO（Total Cost of 

Ownership の削減とし、その検討結果を以下に報告する。 

 

9.2  IT を取り巻く現状の問題点 

 IT 導入ユーザの現状は図 9-1 に示すような環境変化に対応するにはこれまでのオーソド

ックスな導入アプローチではその変化に対応出来なくなっている。 

 一方、IT 関連企業も同業他社との激烈な競争、顧客の期待感そしてこれまでの市場への

アプローチ方法の手詰まりから、新たな模索が必要となってきている。 

 これまでの IT関連企業は発注者である顧客の要求すなわちRFP(Request For Proposal)

に従い、提案書を作り、顧客との話合いを通して仕事を進めるスタイルを取ってきた。 

 しかし、 

①発注者の要求はかなり制限された範囲のプロジェクト生成であり、特に発注者側の企

業全体の使命に基づくようなプロジェクトではかなり限定されたものである。 

②一方のその仕事を請負う IT 関連業者は顧客よりのＲＦＰまたは簡単な要求仕様に従

い、提案書を作成し、コスト競争に明け暮れ、疲弊するばかりであった。 
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 その結果、ユーザ側もこれまで構築されてきたシステムは決して、長期的視野及び高い

視点から考慮されたものではなく、時代と共にその技術も古いものとなり、スピードの速

い技術変化に対応できなくなっている。 

 このような状況に鑑み、IT 関連企業もこのような環境変化による複雑現象の中で問題の

発見と解決の方向をユーザと共に考えていこうと言った思考・行動をとるようになった。 

 すなわち、 

図 9-1 環境変化と企業変革 

 すなわち、IT 業界においてはインターネットをはじめとしたネットワークの進化そして

ボーダレス化やビジネスを取り巻く環境変化の中で従来の IT 関連コストの削減を主要目

的とした外部資源の活用と言うより下記に示すような戦略的 IT 投資を行うことが主眼と

なり、経営改革に直接関わるものとなってきた。 

ニーズの変化 

マーケットの変化 

技術変化のスピードアップ 

競争の激化 

経済のグローバル化 

こ
れ
ら
の
複
合
事
象
か
ら
市
場
の
変

化
に
先
見
性
を
も
っ
て
読
み
解
き
、

企
業
を
正
し
い
方
向
に
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き
、
将
来
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値
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使
命
作
り
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必

要
と
な
る
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その使命に示される内容を読み解き、プロジェクトとして落としこむことが重要で
る。これがプロジェクトによる企業変革（Management By Project(MBP)であり、こ
を達成することが顧客・IT 関連企業に求められる使命となった。 

 すなわち 

 企業(グループ)全体の業務効率とコスト削減 

 市場・技術変化に対して俊敏な経営判断と事業展開の迅速化 

 本業へのリソース集中と競争力強化 

 継続的 新ＩＴ技術の利用 

 このため、IT 関連企業はこれらユーザ側の要求に従い、企業の営業戦略と経営リソース

の見なおしが迫られることになった。 
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9.3  IT 関連企業の動き 

 IT 関連企業はそれぞれの得意分野に特化した市場へのアプローチをこれまでやってき

たが、顧客側の IT 投資に対する考え方が変化してきたことに鑑み、これまでのやり方を変

えざる得なくなってきている。 

 IT 関連プロジェクトはこれまではネットワーク関連機器の進展とインターネットに代

表されるネットワークに関する構築プロジェクト（ネットワークインテグレーション）や

オペレーションサービスが中心であった。 近はこのネットワークやオペレーション技術

を利用したデータセンターやアプリケーション（ASP）サービスに移っていっている。ア

プリケーション技術もサーバーや各種業務モデルパッケージの登場により、企業の業務改

革の一環のツールとして採用されてきていた。 

 そして、このネットワークとサーバーの信頼における連携もブロードバンド技術やセキ

ュリティー技術の進展とあいまって広域・大容量でかつ重要な業務（金融系、政府系等で

のデータのやり取り）にも適用可能となってきた。 

 このように、IT 関連技術の進化に伴い、ユーザも手探りの状態で、これまでは必要に迫

られる形で IT 投資を行ってきた。しかし、このやり方に顧客側もその効果に疑問を持つよ

うになってきた。 

 一方の IT 企業側も顧客の要求に応じて個々の技術で顧客アプローチを行ってきたが、結

果的にはこれら双方のこれまでの活動は顧客の企業改革の部分 適でしかなかった。 

 そして、IT 企業側も個々のプロジェクトを通して、これらの既存技術と各種業務知識の

インテグレーションにより、新しいシステムモデルを考えることができるようになってき

た。 

 いわゆるネットワークインテグレーション（NI）とソフト開発と関連システムのインテ

グレーション（AP-SI）の統合である。 

 一時的システム集約のプロジェクト生成のように見えるが、これまでの個別プロジェク

トでは埋めることのできなかった双方の隙間を埋められるようになったことで、顧客にと

ってはシステム構築時でのステークホルダー数の減少、そしてその結果として担当者のプ

ロジェクトにかかわる労力の減少に役立ったと思われる。 

 

9.4  新たな発想の必要性 

 IT 関連企業はこれまで自社の経営資源ですべてをまかなう発想でビジネスの展開を進

めてきた。 

 このことから必然的に限界が発生し、顧客の真の要望には到達することができず、顧客
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もその範囲内でのプロジェクトの生成を余儀なくされていたと思われる。 

 そこで顧客の求める TCO の削減を達成するには “何が必要か？”を考える必要がある。 

そのためには顧客が何を考えているかを具体的に想定する必要がある。その概要を想定す

ると以下のようなことが考えられる。 

① 新の IT 技術を使用して企業変革を行いたい。そのための信頼できる相談相手がほし

い。 

②そして、長期にわたって技術、運用面で面倒見てもらいたい。 

③IT 技術も日進月歩のため SE の教育や確保に苦労している。できれば SE の数も 小

限にし、その役割も預けたい。そして本業に専念したい。 

④データセンターなどの IT 関連システムもできうる限り、固定資産として持ちたくなく、

本業の設備に投資をしたい。 

⑤そして、これらを一括して面倒見てくれる信頼の置ける IT 関連企業があればよい。特

にデータセンターは他企業と共同とし、セキュリティー技術に長けた、安価なシステ

ムの構築と運用のできる企業があればよい。 

 

 この想定が事実とすれば IT 関連企業としてこれまで個別プロジェクトで実行していた

NI 系または AP-SI 系のプロジェクトに必要な技術の他に下記の技術が必要となってくる。 

①データセンター構築にかかわる技術 

②対象企業の業務知識および企業変革のためのコンサルティング能力 

③システム運用・保守技術・体制 

④そして、これらの各要素のインターフェースを結びつけ全体を総合的にまとめるプロ

ジェクトマネージメント技術 

 

 すなわち、個別のプロジェクトとなっていた機能の関係性の整合を見て、それぞれ具体

的に異なる技術やシステムの内容やその絡み合いが明確になれば、顧客要求を満足する

TCO の削減モデルに関する全体機能を設定することができる。そして、顧客との関係での

全体操作性を考慮して、全体構造を作り上げると言ったアーキテクチャーが容易にプロフ

ァイリングの結果、想定することができる。 

 勿論、具体的モデル（アーキテクチャー）はそれぞれの顧客との話し合いの結果生成さ

れるものであり、それ故に、IT 関連企業にコンサルティング能力が要求されることになる。 

そして、上記に示すように具体的に関連する要素が判明し、各要素技術を組み合わせて、

プロジェクト化することにより、使命達成の目標設定が明確になる。 
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 また、プロジェクト規模も必然的にこれまでのものより大きく、かつ長期にわたるプロ

ジェクトになるため、このプロジェクトは複雑、不確定なものとなるので環境変化に対応

できる長期的視野にたった計画も必要となってくる。 

 その一方では、複合・複雑なプロジェクトを効率的かつ効果的に達成するため、さらに

高度なプロジェクトマネージメント能力（プログラム統合マネージメント）が必要となり、

IT 企業側にはスキームモデルの構築からシステムモデル構築、そしてサービスモデルまで

のマネージメント能力を持つプログラムマネージャが求められることになる。 
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第１０章 NET ビジネスプログラムにおけるアーキテクチャマネジ

メント 
 

10.1  はじめに 

 プログラムアーキテクチャマネジメントの適用事例として、日本ユニシス株式会社にお

ける「．NET 事業（ドットネット事業と読む）」の実践について紹介する。 

筆者は、この．ＮＥＴ事業の責任者であり、事業の全体使命を実現するために、複数のプ

ロジェクトで有機的に結合された組織体を機能させるプログラムアーキテクチャを構想し、

経営から課せられたビジネス目標を与えられた期間で達成するプログラムマネジメントを

実践した。 

 プログラムマネジメントを事業に適用したのは初めての経験であったため、アーキテク

チャマネジメント実践事例の紹介としては不適切な表現も登場するかもしれないが、ファ

クトを書くことにする。紙面の都合もあり、本ビジネスプログラムにおけるアーキテクチ

ャマネジメント実践にあたっての工夫や努力、気づき、反省、教訓などについてはまた別

途紹介したいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 用語の定義 

■ プログラム 

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。 

■ プログラムアーキテクチャ 

プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオの基

本要求に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本手的な操作

性などをグランドデザインするものである。 

■ プログラムアーキテクチャマネジメント 

プログラムアーキテクチャマネジメントとは、プログラムを外部環境の変化に対

応させながら、全体使命（ミッション）に基づき自らを革新するためにそのアー

キテクチャを変更していく活動（①使命を戦略プロセス化、②プロジェクトモデ

ル化、③構造化、④構造への機能のあてはめ、⑤情報装備）である。 

*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より引用
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10.2  ．NET 事業胎動の背景 

 「Re-Enterprising 2003」。日本ユニシス株式会社が、「顧客価値創造企業」というス

ローガンを掲げ推進中の経営戦略の名前である。該社は、現在この Re-Enterprising にも

とづき、グループ各社、全事業部門がそれぞれの将来のあるべき姿を目指し、業績向上と

顧客価値創造経営実践のためのイノベーション、企業改革を断行中である。 

この Re-Enterprising 経営戦略は、ユニシスグループ各社の役割・機能の再編成と構造改

革を行い、経営的視点で各社が有機的に影響し合うことで、グループ全体としての 適解

を求めようとするプログラムマネジメントの在り方そのものでではないかと捉えている。 

言うなれば、日本ユニシスグループ全体が、Re-Enterprising という大きな経営改革プロ

グラムを推進中であって、このイノベーションは、各社／各事業部門における事業の枠組

み、進め方にも大きな影響を及ぼした。 

 

図 10-1 日本ユニシスの主力ビジネス 

 

 日本ユニシス株式会社は、IT サービスカンパニーであるが、その中核事業は、①コンサ

ルティング、②アウトソーシング、③Windows ビジネス、④ビジネスアグリゲーション、

④セキュリティ、⑤ユビキタスの６つビジネスドメインに代表される。この中で近年、Ｓ

Ｉ事業として経営資源の選択と集中を行い、立ち上がったビジネスが Windows ビジネス

ドメインに位置する「．NET 事業」（以下、本文では．NET ビジネスと称す）である。 
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図 10-2 日本ユニシス経営戦略構造における．NET 事業の位置づけ 

 

 

10.3  ．NET ビジネスプログラム プロファイリング 

 ．NET ビジネスにおけるプログラムアーキテクチャマネジメントについて記すには、ま

ずそのビジネスプログラムのプロファイルを明らかにせねばなるまい。なぜ、日本ユニシ

スが．NET 事業（ビジネス）を推進するに至ったか、ビジネス参入動機、市場動向、経営

が本ビジネスに求める期待価値とは何かについて記す。 

 

10.3.1  ．NET ビジネスとは 

 ．NET ビジネスという言葉の「．NET」とは何かの説明から始める。2001～2002 年、マ

イクロソフト社は、デスクトップ PC 市場の成熟を鑑み、サーバ SW 市場に新たなビジネ

スチャンスを見出そうとしていた。マイクロソフト社は、MS プラットフォーム上のアー

キテクチャを再構築し、ブロードバンドと Web サービスによる次世代インターネットビジ

ネスを実現するビジョン「．NET」を打ち出し、そのビジョンを具現化した Windows2003

サーバ製品群のリリースを開始した。 

 「．NET」とは、マイクロソフトが次世代インターネットの情報環境にむけて実現する

新しいビジョンであり、また、マイクロソフトが将来 Windows プラットフォーム上で提

供する製品、サービスすべてにおいて Web サービスをはじめとする先進テクノロジの新奇

性をブランド想起させるための概念用語（コンセプチャルワード）であると言える。 

 それでは、「．NET ビジネス」とは何か。「．NET ビジネス」とは、前記の Windows

サーバ製品群を使用した SI（システムインテグレーション）を実行し、ひたすら会社の売

り上げに貢献するという単純なものではない。それだけでは、顧客価値創造企業たる日本

ユニシスの実践する SI ビジネスとは言えない。 
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 ．NET ビジネスのプログラムマネジャである筆者は、この．NET ビジネスを次のように

定義し本事業を推進した。 ．NET ビジネスの“あるべき姿”のコンテキストと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

．NETビジネスとは 

．NETビジネスとは、リアルタイムエンタープライズを目指すお客様のシステム将来
構想を描き、お客様の価値創造活動とそれを支えるITインフラストラクチャの実現に．
NET製品／技術を駆使しSIを実践すること。そして、顧客価値創造のための提案力とSI
力の対価としてビジネス目標が達成できること。 

お客様のリアルタイムビジネスを支えるエンタープライズITインフラ実現のため
に ．NET製品／技術を駆使してSIを実践し、 適なITパートナーを目指すことであ
る。 

 

 「．NET ビジネスプログラム」とは、本．NET ビジネスが課せられた全体使命、ビジネ

ス目標（後述）を達成すべく、ビジネスとして機能するためのスキームとフレームワーク

をもち、エージェント構造を実装した自立組織によって企業に財をもたらす一連の価値創

造活動である。 

 

10.3.2  ミッション 

 ビジネスに与えられたミッションは次の通りであった。 

 

ミッション

「Microsoft．NET を、主要なサービスビジネス基盤の一つとして全社展開を図り、関連
ビジネスを拡大することにより、NUL の収益向上に資すること。」 

 

 

 

 

 

 本ミッションは、短文ながらも昨今の経営状況を認識するマネジメントとすれば、実に

重たい意味をもつものであった。本ミッションが登場した背景・動機は、メインフレーム

系ビジネスに大きく依存していた収益構造をオープン系ビジネス中心の収益構造へと転換

する必然性にあった。オープン系の収益を支える柱は UNIX、Windows、Linux の 3 つで

あった。 

 UNIX ベースのビジネス収益は立派に成立してはいたものの、JAVA ベースでの SI ビジ

ネスはすでにコモディティ化していた。すべての SIer が参戦する JAVA 案件は低価格競

争に陥り、独自の競争優位性を示すことが難しくなっていた。そうした参入障壁の低い領

域での SI ビジネスについては現状維持で進むことを余儀なくされ、新しい収益源確立のた
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めに、市場ポテンシャリティが高い Windows．NET ビジネスの採択と経営資源の集中を検

討するに至った。 

 2002 年当初、市場参入機会の獲得とニッチ・ビジネスがヒットする可能性について、次

のような仮設を立て考えた。大手業界ベンダは、当時はまだ．NET プラットフォームを中

核とする SI ビジネス市場への参入を狙っておらず、自社製ミドルを核とするＳＩビジネス

の展開に主眼をおいていた。したがって、．NET に傾注した SI ビジネスを展開すること

は、大手競合ベンダの占有する市場の隙間を着実に獲得していける可能性を秘めているの

だ、と。 

 筆者は、2 年前、SIer である日本ユニシスが．NET に寄せる希求は・・として、「．NET

ビジネスプログラム実行計画書」の中で次のように書いていた。 

「．NET プラットフォームは、マイクロソフトが提供する製品、サービス技術すべてを包

含し、次世代インターネットの情報環境でシェア優位にたつ可能性が高い。業界のリーダ

が示すビジネス戦略に追随することは、NUL のシェア／ビジネス規模の拡大という点でも

大きな可能性を秘めている。市場を占有する可能性の高い技術を早くから取り入れ、．NET

に対する顧客ニーズが 大化する時機に備えることは SI ビジネスを収益基盤とする NUL

にとって大きな意味をもつ。」と。 

 ビジネス立ち上げ当時は、大事なこととわかっていても丁寧にミッションに秘められた

真意をコンテキストとして詳述し、さらにコンテキスト分析表現などしている余裕はなか

った。しかしながら、頭の中では、ミッションのコンテキストをビジネス展開するイメー

ジというものが存在し、それを実現するためのアーキテクチャを構想し、着実に実践、機

能実装していったことが結果的にわかっている。 

 

10.3.3  事業特性 

 ．NET ビジネスは、会社の中核事業のうちの１つである Windows ビジネスドメインに

位置するものであるから、重要性・必然性の高いビジネスに違いなかった。したがって、

事業開始前にその事業特性を P2M ガイドブックで紹介している価値デザインマトリクス

に照らして考えてみるということはしなかった。今になって．NET ビジネスプログラムに

対して存在していた「成果願望」「評価項目」というものを価値デザインマトリクス VCM

（Value Context Matrix）で表現する次のようになる。 
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表１ ．ＮＥＴビジネスプログラム 価値デザインマトリクス 

   成果 

願望 

評価 

  項目 

 

収益 

 

成長 

 

市場占有 

 

環境適応 

革新性 Ａ Ａ Ａ Ａ 

社会性 Ｂ Ａ Ａ Ｂ 

先見性 Ａ Ａ Ａ Ａ 

新奇性 Ａ Ａ Ａ Ａ 

倫理性 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ 

 

 VCM で表現してみてみると、．NET ビジネスは革新性／先見性／新奇性を重視し、短期

的収益増大が見込めなかったとしても、将来への成長とシェア獲得を狙いとしているビジ

ネスであると言うことができる。 

 

10.3.4   ．NET ビジネス推進の目的と期待された便益 

 ．NET ビジネス推進の目的は、日本ユニシスの SI サービスを介した付加価値提供による

顧客価値／満足度の向上を狙いとする以下 3 つであった。 

①．NET ビジネス・プレイヤーとしてのブランド確立 

②．NET プラットフォーム上でのＳＩ事業展開による収益の向上とシェア拡大 

③．NET プラットフォーム上で革新的なＷｅｂベースのソリューション（Web サービスを

含む）を先駆的に企画・開発・提供することによる競合他社との差別化、先行者受益の

獲得 

 そのほか、上記 3 つを目的とするビジネス推進の効果として ES7000 というサーバ拡販

効果も期待された。 

 

 

 

 

 

 

 

NULのSIサービスを介した付加価値提供による顧客価値／満足度の向上を狙いとし、以
下3つを．NETビジネス推進の目的とする。 
①．NETビジネス・プレイヤーとしてのブランド確立 
②．NETプラットフォーム上でのSI事業展開による収益の向上とシェア拡大 
③．NETプラットフォーム上で革新的なWebベースのソリューション（Webサービスを

含む）を先駆的に企画・開発・提供することによる競合他社との差別化、先行者受益
の獲得 

（④ES7000の拡販は、上記目的を推進することで派生する期待効果であると捉える。）

．NETビジネス推進の目的 

本ビジネス推進により期待される便益は次の通りであった。 

【顧客にもたらす便益】 

・開発コスト低減、ＴＣＯ低減 
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・システム使用性の向上 

・ビジネス・パフォーマンス、スケーラビリティの向上 

・システム相互運用性とセキュリティの強化 

・新しいビジネスモデルの創出 

【日本ユニシスが獲得し得る便益】 

・サービスビジネス機会とプラットフォームビジネス機会の獲得 

・自社及びパートナー企業のソリューション提供による収益、便益 

・マイクロソフトやパートナーとのジョイントセールス機会 

・新しいマーケットへの参入、新顧客を獲得する機会 

・ＭＳブランドを利用するマーケティングの強み 

【マイクロソフトに与えうる便益】 

・マーケットでの．NET の迅速で幅広い採用による各種便益 

・重点ビジネスのためのソリューションの派生や産業専門知識の獲得 

・エンタープライズ分野でのＷｉｎｄｏｗｓプラットフォームの実績向上 

・拡張性、信頼性、Windows プラットフォームをサポートする高いシステム技術実行

性 

 

10.3.5  ビジネスチャンス 

 本ビジネスプログラムにおけるビジネス機会は、次の通りと認識していた。 

1)．NET 関連の SI 実践 

■システム開発受託 

■システム開発支援 

2)．NET 関連サービス商品販売 

■コンサルティング 

■教育 

■マイグレーション 

■オブジェクト指向開発方法論 LUCINA for ．NET 

3)ASP／アウトソーシング契約 

■Web サービス（ビジネスコンポーネントなど） 

■アウトソーシング契約 

4)．NET 系 SW 導入／保守サービス販売 

■SW 導入／保守サービス 
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5)．NET 系 SW 製品販売 

■マイクロソフト製品の SW 販売 

■NUL 製補完 SW 販売 

■NUL 製．NET ソリューションの販売 

6)サーバ（HW 製品）販売 

■ES シリーズ HW 製品の販売 

 

10.3.6  ビジネス目標 

  ．NET ビジネスの目標は、定められた期間（2002 年 9 月～2004 年 3 月までの 19 ヶ

月間）内に課せられたパフォーマンス目標とサポート目標を達成することであった。 

1)パフォーマンス目標 

 2002 年度 SI 受注：nn 億 

 2003 年度 SI 受注：nn 億 （2003 年度は 2002 年度の 10 倍） 

2)サポート目標 

■．NET システムインテグレーターとして業界 No.1 になる 

■．NET 関連技術者数 2003 年度上期までに 500 人を育成 

 

10.3.7  ビジョン 

 筆者が掲げた．NET ビジネスのビジョンステートメントは、次の通りであった。 

ビジョン 

「Bridging the Gap Between IT and Dream」 

 

 

 

 

 このビジョンにこめられた意味は、お客様が実現したいと想い描いたビジネスパラダイ

ムと IT との間に橋を架け、我々の手で導こう。日本ユニシスの SIer としての知恵と経験、．

NET 実装／適用技術力をもって目標へと向かう 短距離、 適解を提供し、お客様の価値

創造経営を IT パートナーとして支えよう、ということである。 

 本ビジョンを提唱するにあたり、プログラム参画メンバ全員に対し常に次のような志を

持ち仕事にあたるよう指揮した。技術者集団にともすると失われがちな「ビジネス的視点」

「顧客視点」「ヒューマンコミュニケーション」を重視し、．NET ビジネスプログラムの

マネジメントを実践した。 
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１．ビジネス目標達成をスローガンとした活動の展開 

２．マーケットインを意識した高品質なサービスの提供 

３．実務を通した新技術／ヒューマンスキルの獲得と向上 

 

 

10.4  ．NET ビジネスの機能と実行組織 

10.4.1  機能 

 ．NET ビジネスプログラムには、SBU（戦略事業ユニット）として必要なすべての機能

をもたせ、そのパフォーマンスを 大化すべく組織設計、経営資源の配分を行った。．NET

ビジネスプログラムに持たせた機能は次の通りであった。 

● ．NET ビジネス全社戦略策定 

● ．NET ビジネス実行計画策定と推進 

● ビジネスパフォーマンスモニタリング 

● マーケティング（4P 戦略策定と推進） 

● ブランディング戦略策定と推進 

● アライアンス、パートナー対応 

● 社内教宣及び対外的エヴァンジェリスト活動 

● 教育プラン作成と実施推進 

● ．NET 関連技術者養成 

● プルーフ・オブ・コンセプト 

● 製品評価 

● ．Net 開発方法論（ＬＵＣＩＮＡ ｆｏｒ ．Ｎｅｔ） 

● ．Net 関連サービス・デリバリ（コンサルテーション、インテグレーション） 

● 営業支援 

● 技術支援 

 

10.4.2  実行組織 

 ．NET ビジネス実行部隊は、．NET 専任組織として設立し「．NET ビジネスディベロプ

メント」と命名された。発足時は 16 名であったがすぐに 80 名に拡大し、プログラム集結

段階では 130 名以上の部隊となった。 

 ．NET ビジネスディベロプメントは、会社組織の一事業部門内にありながら、単一組織

 118



で一事業としての投資を受けビジネス推進を行う事業部内事業部のような存在であった。

また、ビジネスパフォーマンスのレポーティングを行う対象は、会社経営幹部から構成さ

れる「．NET 推進ボード」であった。こうした事業部門内事業としての投資スキームや、

経営幹部が直接ビジネスパフォーマンスをモニタリングするという方式は、日本ユニシス

においては初の試みであり、Re-Enterprising 経営改革実践の表れと言えよう。 

 筆者は、本ビジネスを推進するにあたり、「職制組織」と「ビジネス実行組織」の２つ

の異なる性質の組織設計を同一のリソース（人員）に対して施した。ここでの職制組織と

は、人事賞与／考課評価権限をもつ管理者と評価される側の所属員から構成され、年度が

かわるまで変更しない組織を意味する。一方のビジネス実行組織とは、システムエンジニ

アリングにおけるプロジェクト組織と同義なもので、プロジェクトリーダに課せられた有

期性をもったビジネス目標計数達成のためのグループ組織である。以下は、ある時点での

職制組織図である。 

 

図 10-3 ．NET ビジネスディベロプメント職制組織 

 

 ビジネス実行組織は、ターゲットマーケット別にプロジェクト制で実施するものとし、

ターゲットマーケットプロジェクトの実施責任は各プロジェクトリーダにもたせるという

実行スキームを組んだ。 

 ．NET ビジネスプログラムの中で起動したプロジェクト数は、開始時点では 11 であっ

たが、途中、3 プロジェクトを 1 プロジェクトに統合したことで 9 つであった時期を経過

した後、ビジネスプログラム終結時点では、20 プロジェクトの実施・運営をするまでに拡

大した。以下は、ある時期の実行プロジェクトを収益性と重要性の 2 軸でポートフォリオ
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に展開したものである。 

 

図 10-4 ．NET ビジネスプロジェクトポートフォリオ 

 

10.4.3  ビジョニングによる関係性の強化 

 個々のプロジェクトの使命感や目的意識の共通化をはかり、プログラム全体として共通

感を浸透させるため、プロジェクト間の関係性強化を重視した。関係性強化の 1 つの試み

として、プログラム全体と個別プロジェクトにおけるミッションとビジョンの共通化、階

層化の徹底を図った。 

 ．NET ビジネスにおけるミッション定義とビジョン定義は、“全体”としてのプログラ

ム共通観が存在し、“部分”としての共通観つまり個々のプロジェクにおける意識統一も

はかられた。筆者は、ターゲットマーケットプロジェクト個々の実行責任をあずかるプロ

ジェクトリーダ全員に対し、プログラム全体のミッションを分化、再定義することを課し、

各プロジェクトにおいてもプロジェクトリーダーが個々のミッションとビジョンを常に意

識しながら仕事にあたるよう指導した。 

 ．NET ビジネスのステークホルダーは、メインプレーヤだけで 120 を超え、サブプレー

ヤーも含めると 300 を超えるため、ここでの記述は割愛するが、主要ステークホルダーに

対してもこうしたビジョニング活動による関係性強化をはかったことは言うまでもない。 

 

10.4.4   ．NET ビジネスにおける Re-Enterprising  

 ． NET ビジネスを胎動させるに至った日本ユニシスの経営イノベーション

Re-Enterprising との関連性についてもふれておく。 

本稿冒頭で述べた Re-Enterprising は、全社の各部門、各部、各個人のあらゆる組織レベ

ルにおいて各自考えてイノベーションを推進せよ、という指令として全社に浸透していた。
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しかしながら、何をどう改革することでイノベーションとするのかその具体的施策につい

ては、事業部門長の自由裁量にまかされていた。筆者は、．NET ビジネスディベロプメン

トにおける Re-Enterprising たるイノベーションを次のように考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスプランを練っていたスタート時点は１６名であった．ＮＥＴビジネスディベロプ

メントが１年半後に１３０人以上もの一大組織に成長し、全員が崇高にモチベートされた

自立組織を実現するに至ろうとは、当時は思いもよらなかった。 

 

５． ．ＮＥＴビジネスにおけるプログラムアーキテクチャマネジメント 

   

．NETビジネスにおけるRe-Enterprisingとは 

．NETビジネスディベロプメントは、『自立組織』を実践し、．NETビジネスの目標を

達成することでNULの収益拡大に貢献する。自立組織実現の基本要件は次の通りであ

る。 

■What構築能力のあるワークリーダを育成する。 

■ビジョンやバリューの浸透をはかり、活動に対する共感と研鑽がでたきる体質を作

る。 

■顧客価値の理解と．NETビジネスとしての価値指標を提供する。 

■コーチング的マネジメントを実施する。 

■少ないルールとリソースの有効活用、 大活用化をはかる。 

■仕事への積極的コミットメントを行う。 

■組織品質の測定と管理を行う。

 

 P2M では、プログラムアーキテクチャとは、プログラムのプロファイリングとシナリオ

の基本要求に基づき、それを具現化するために全体構造、全体機能、基本的な操作性など

をグランドデザインするものとしている。また、アーキテクチャマネジメントには、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情報を装備すること、の５つの任務があるとしている。

この 5 つの任務という切り口で．ＮＥＴビジネスプログラムのアーキテクチャマネジメン

トについて紹介する。 
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図 10-5 アーキテクチャの構造 

 

 ．NET ビジネスプログラムの概観をおさらいしておくと、以下のようになる。 

■．NETビジネスプログラムとは 

 ．NETビジネスプログラムとは、全体使命（ビジネス目標）を複数のプロジェクト

に分割し、有効的に統合を図りながら実践するための有期価値創造活動である。 

 ．NETビジネスプログラムの実行には「プログラムマネジメント」技法を適用する。

 プログラムマネジメントとは、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る。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である。 

 プログラムマネジメントでは、経営的な視点から個々のプロジェクトの活動を制

御、統括し、企業の持てる経営資源（投資）で、いかにして 大限の成果（利益）

をあげるか、という点を重視する。 

．ＮＥＴビジネスプログラム

プログラ ム

マネージャ

PM

個別P 個別P

PM

個別P 個別P

．ＮＥＴビジネスプログラム

プログラ ム

マネージャ

PM

個別P 個別P

PM

個別P 個別P
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■．NETプログラムマネジメントにおけるマネジメントサイクル 

．NETビジネスプログラムの実践は複数の個別プロジェクトの実施により構成され

る。 

．NET個別プロジェクトの計画、実行、中断、再開、中止は適宜ビジネスの状況、価

値指標評価をもとに判断する。 

プロジェクト

取捨選択

プロジェクト
優先順位

設定

プロジェクト

間調整

プロジェクト

間統合

プロジェクト

取捨選択

プロジェクト
優先順位

設定

プロジェクト

間調整

プロジェクト

間統合

 

■．NETビジネスプログラム／プロジェクトにおいては以下の内容を把握し、管理す

る。 

◆共有する成果物 ◆共有する技術 

◆共有するリソース（ひと、材料、設備、協力会社等） ◆関係するプロジェクト 

◆共有する情報 ◆プロジェクトの優先順位 

図 10-6 ．NET ビジネスプログラム 

 

 

10.5  アーキテクチャマネジメント 

10.5.1  使命を戦略プロセス化 

 使命（ミッション）を戦略プロセス化するにあたり、．NET ビジネスにおいては、プロ

グラムは複数のプロジェクトが有する戦略実行シナリオを個々に実践することで、個別プ

ロジェクトの成果が全体プログラムの成果を合成するように設計した。 

 ビジネスプログラムの実践は、システムエンジアリングのプログラムとは異なり、機能

実装に必要な要件定義が明らかになった上で解を求めるというプロセスアプローチにはな

らない。成功のためには何をすればよいか、仮説を立て検証しながら進まねばならない。 
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したがって、．NET ビジネスプログラムでは、個別プロジェクトを定義し、役割や機能を

分化し関係性を定義してスタートしたものの、そのプロジェクトが有効性を発揮し“価値”

を創造するプロジェクトであると認知される存在となるまでには、様々な思考錯誤があっ

た。 

 どのプロジェクトでどのビジネス機能を果たし、その関係をどう保ち強化していくか、

新しいプロジェクトをいつ起こすか、投資対効果のみあわないプロジェクトをいつやめる

か・・戦略プロセスをイメージし組み替えたり合成したりする思考エンジンは、プログラ

ムアーキテクチャを構想する初期段階にとどまらず継続的に稼動していたと自覚する。 

1)What の洗い出し―何をすればよいのか？― 

 プログラムの 終目標である①受注目標、②ブランド力 No.1、③技術者 500 名以上の

育成を達成するためにはいったい何（What）をしたらよいと思うか?を思いつくままに

全部書き抜くことをした。あるべき姿を表現するコンテキストからトップダウンで必要

な What を記すこともすれば、常套手段、アイディア、単なる思いつきも含め、可能性

があると思えるものは何でも書き出しボトムアップで What を記すこともした。社内有

識者を募り、さらに What を膨らませた。当初、洗い出された．NET ビジネス成功のた

めの What は 300 以上あったと記憶している。 

2)カテゴライズ、合成、分解、優先順位付け 

 次に、洗い出された What を目的別にカテゴライズし、同一カテゴリの中で意味分類

的に合体すべきものは合体、明らかに使用する経営資源の源泉や使用するタイミングが

異なるものは分割した。カテゴリの中に複数存在するＷｈａｔに優先順位付けを行った。 

3)プロセス設計 

 目的別カテゴリは、後に個別戦略プロジェクトとして定義しなおし、プログラム全体

数字目標を分化した計数目標を個別プロジェクトに課した（展開）した。そして、個別

プロジェクト内でその目標を達成するためのプロセス設計を行った。 

 

10.5.2  プロジェクトモデル化 

1)プロジェクトの成立／不成立 

 What 類がたくさんつまったカテゴリを 1 つ 1 つ有期的（期限を持つ）なプロジェク

トとして定義し、そのプロジェクトの運営に適切な PM をアサインし必要な経営資源（人、

予算）を割り当てることで、．NET ビジネスプログラムにおける個々のプロジェクトは

次々と成立していった。 

 やるべきことがわかっていてもそのプロジェクトを運営するにふさわしいスキルのＰ
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Ｍがアサインできない、もしくはそのプロジェクトに必要な経営リソースが割り当てら

れない場合、そのプロジェクトの成立には時間がかかった。 

2)Why の浸透－なぜするのか？－ 

 プロジェクトを個別に成立させ、それら個別プロジェクトがバラバラの方向感と目的

意識をもって運営されるとプログラムは成果をあげるどころか崩壊・破局を迎えてしま

う。 

 したがって、．NET ビジネスにおいては個別プロジェクトを預かるＰＭ達にはしつこ

いほどプログラム全体使命の明確化やビジョンの浸透、目的意識の統一をはかった。 

なぜ、我々はこんなことをせねばならないのか？やるとお客様にとって、会社にとって、

貴方にとって、どういう良いことがあるのかをプログラムマネジャが説明・説得するの

である。 

 ここで高いモチベーションを与え、明確に Why を説得できない、納得性をもたせら

れないプロジェクトは結果的にはうまくいかないし、よいパフォーマンスも発揮できな

いと言える。 

3)プロジェクト個別戦略 

 プロジェクト単位に担当ＰＭには「戦略シート」を書かせ、目的意識の統一とプログ

ラムに対する共通の価値観をもたせることをした。 

 戦略シートは、PM 名、プロジェクトのビジョン、戦略プログラムの概要、実施計画、

具体的スケジュール、成果物名称、プロジェクトの実績（計画／実績比）を表す 8 つの

価値指標にもとづく評点グラフなどが一目でわかるようにデザインしてある。 

 

図 10-7 ．NET ビジネス価値指標グラフ 
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10.5.3  構造化 

1)階層構造 

 プログラムマネジャとプロジェクトリーダとの間の指揮・命令系統は階層化した。ま

た、業績評価や年次考課評価などの評価業務については、プログラムマネジャ→職制

Mgr（PM 兼任のプレイング Mgr）→担当メンバという階層構造を使用した。 

2)疎結合からエージェント構造への進化 

 ．NET ビジネスプログラムに存在する複数の個別プロジェクトは、フラットな関係を

保ち、エージェント構造となるよう機能実装しようと考えた。エージェントは、「外部

環境との相互作用にもとづいて、状況を認識したり処理体と協力しながらある目標に向

かって自律的に問題解決を進めていく処理体」である。 

 プロジェクトは自立分散した状態でプログラムマネジャを中核として存在し、計数目

標と経営リソースの割り当てで競合しないように配分した。 

  日々の業務上の命令／指示系統については、プログラムフェーズ前半においてはプ

ログラムマネジャ⇔PM⇔担当メンバというハブ＆スポーク状の疎結合な伝達形態が多

かったが、後半はプロジェクト自立組織同士が透過でスムーズに仕事のやりとりができ

るエージェント型の形態に進化した。 

 

図 10-8 ．NET ビジネスにおけるプログラムマネジメントアーキテクチャ 
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10.5.4  構造への機能のあてはめ 

1)モジュール化 

 企業再編や組織再構築の概念として昨今、「モジュール化」が注目を浴びている。「モ

ジュール化」は、複雑さを管理可能にし、平行作業を可能にし、不確実性に強いという

特長を持っており、複雑で変化の激しい外部環境に対応しながら企業改革を推進する場

合に参考となり得る有効な原理・原則をもっているからであろう。 

 

■モジュール 
「モジュール」とは、半自律的なサブシステムであって、他の同様なサブシステム
と一定のルールに基づいて互いに連携することにより、より複雑なシステムまたは
プロセスを構成するものである。そして、ひとつの複雑なシステムまたはプロセス
を一定の連結ルールに基づいて、独立に設計されうる半自律的なサブシステムに分
解することを「モジュール化」という。 

■モジュラリティ 
ある連結ルールの下で独立に設計されうるサブシステム（モジュール）を統合して、
複雑なシステムまたはプロセスを構成することを「モジュラリティ」という。 

＊「モジュール化」―新しい作業アーキテクチャの本質―
（東洋経済新報社）より引用

 

2)プロジェクトへの機能のあてはめ 

 ．NET ビジネスにおけるプログラム／プロジェクトの設計においては、このモジュー

ル化を意識しモジュール＝プロジェクトとなるように設計した。そして、個々のモジュ

ールつまりプロジェクトに持たせるべき機能（前掲 10.4.1 項）をあてはめた。前述の

What 洗い出しアイテムは、すべていずれかのモジュール（プロジェクト）で実行され

るよう割りつけた。 

3)インタフェース 

 グランドデザインされたアーキテクチャ上で生身の人間が同じ方向感と目的意識、価

値観をもち全員が一丸となってプログラム遂行にあたることを可能とするスキームを構

成する必要があった。そのスキームを成功させるには、個々のプロジェクトは独立しな

がらも相互に作用し、プログラムとして全体 適に機能するためのインタフェースが必

要であると考えた。 

 ．NET ビジネスでは、プログラムとプロジェクトのインタフェースに、ビジネス目標

管理と日本ユニシスの目標管理制度とを連動させることで実装した。目標管理制度とは、

個人目標の達成度合いによって個人の業績評価がされる人事評価制度である。 

 ．NET ビジネス目標をプロジェクトに分化、プロジェクト内ではさらにプロジェクト
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目標を個人に分化、個人に課せられたビジネス達成目標は、個人目標の設定面接を通じ、

納得づくで合意される。可能な限り 上位から分化した役割、目標を 下層まで下ろす

ことをした。 

 逆の言い方をすれば、．NET ビジネスプログラムに参画する各個人がそれぞれのもつ

個人目標を達成すれば、その積み上げにより個人が参画するプロジェクトの目標は達成

され、ひいてはプログラム全体としての 終ビジネス目標も達成することができるので

はないか、と考えた。 

 文章で書くと単純なことのように読めるが、このビジネスパフォーマンスの形成と人

の業績管理とを連動させることは理想的だと頭ではわかっていても実施には様々な苦労

と調整があった。 

 結果的には、このしくみ、インタフェースの作用もあって、プログラム全体として実

りある業績を残すことができたと考える。 

 

10.5.5  情報装備、全体の見直し 

 ．NET ビジネスを推進するにあたり、プログラム開始直後からしくみの構築と情報の装

備にあたり確立されたのが．NET ビジネスディベロプメントの情報共有基盤である。製

品・技術情報、ナレッジ、日々のビジネスに関する進捗報告情報や案件管理情報など、様々

な情報を管理・共有している。 

 ．NET ビジネスディベロプメントは、全社の Windows ビジネスを支援する使命がある

ため、イントラネットやインターネットを介し全社的／国際的な情報の収集・提供が行え

ていた。 

 ．NET ビジネスプログラムは、３つのフェーズに分けて実績管理を行い、平成 16 年 3

月末をもってその第一幕を閉じ終結する。．NET ビジネスとしてゼロベースから胎動させ、

ビジネスとして立ち上がり財をなす収益循環を作りあげたことを意味する。 

 平成 16 年度 4 月以降の．NET ビジネスプログラムの再開には外部環境の変化にともな

い構造変革が必要だと感じている。これを将来行うことでプログラムアーキテクチャマネ

ジメントとしての全体の見直しになるのではないか、と考える。 

  

10.6  おわりに 

 ．NET ビジネスはプログラムとして構想・実践したものであるから、その全貌を記そう

とするならば、プロファイリング、戦略、アーキテクチャ、プラットフォーム、プログラ

ムライフサイクル、価値指標の 6 つのマネジメントカテゴリについて、まんべんなくそれ
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ぞれ論じていくことが好ましい。しかしながら、今執筆機会は、アーキテクチャマネジメ

ントについて論ずることに支点がおかれていたため、 低限必要なプロファイリングとア

ーキテクチャマネジメントに関する執筆にとどまった。 

 プログラムアーキテクチャマネジメントの理解と実践とを結びつけて書く力が至らず、

不十分、不適切な表現、わかりにくい箇所も多々あるかもしれないが、今後推敲していく

ことでお許し願いたい。 

 ．NET ビジネスプログラムは、この３月でプログラムとして与えられた期間を終結し、

その間に達成してきたビジネスパフォーマンスを経営幹部に報告する予定になっている。

ゼロベースで始めたビジネスプログラムとしてはまずまずの成果責任を果たせたと考えて

いる。本プログラム実施により立ち上がった．NET ビジネスの 2004 年度以降は、拡大成

長→安定時期に移行していくものと思われる。 

 Windows の普及の是非については IT ベンダ各社、ユーザ企業各社において賛否両論存

在する。．NET のインフラそのものはマイクロソフトが提供するものであるが、そのイン

フラを利用するリアルタイム経営を支えるビジネスシステム構築を推進する日本ユニシス

の社会的責任は大きい。 

 日本ユニシスは、リアルタイムエンタープライズを目指しているお客様の顧客価値創造

経営に将来にわたり貢献できる．NET ビジネスプレーヤーでありたい、お客様の 5 年先、

10 年先のあるべき姿をともに見つめ、経営戦略と IT 戦略とのリアルタイムな連携・融合、

エンタープライズアーキテクチャの創造をお手伝いできる IT パートナーであり続けたい

と考えている。筆者をはじめとする．NET ビジネスプログラム参画メンバ全員がそうした

願望と強い理念を持ち続けたことが本プログラムを成功に導き、イノベーションを成功さ

せたと確信する。 

 事業を実践するチャンスに恵まれねば、こうしてプログラムアーキテクチャマネジメン

トに挑戦することはできないし、自らの体験を書き記すこともできない。若輩の筆者にプ

ログラムマネジャとしてチャレンジする場を与えてくれた経営幹部にはとても感謝してい

る。 

 末筆ながら、本ビジネスプログラムに惜しみない激励と指導、鞭撻をくださった島田社

長をはじめとする経営陣、そして連日徹夜でも決して笑いを耐やすことなく高い目標への

チャレンジ精神を持ち続け 後まで一緒に．ＮＥＴビジネスプログラムを支えてくれた．

NET ビジネスディベロプメントの同士達に感謝の意を呈する。 
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第１１章 システム開発におけるアーキテクチャマネジメント 
 

11.1  はじめに 

 アーキテクチャの定義は、「ある人工物システムをうまく機能させるために、それをど

んな構成要素に切り分け、それぞれの構成要素にどんな機能を振り分け、構成要素間の相

互依存関係が生じるインタフェース部分をどう設計するかということに関する基本的な構

想」とある。（*1） 

 本稿では、プロジェクト内の組織編成について考察したい。対象は BPR のための ERP

パッケージ導入の IT プロジェクトとする。 

 

11.2  プロジェクトの組織 

 PMO はプログラムおよびプロジェクト組織に設置するプロジェクトマネジメントオフ

ィスである。PMO の定義や紹介は本稿では詳細には言及しない。PMO 発展の歴史は大規

模プロジェクトの成功を目的に設立されたものである。（*2）しかし究極の目的は、”プ

ロジェクトの品質向上に寄与する組織”と考える。ただし実例、実体は状況に応じて千差

万別である。 

 P2M 標準ガイドブックでは、プロジェクトオフィスの目的として、「組織内を同時並行

的に流れる複数のプロジェクトを円滑に遂行させることによって組織の全体 適化を実現

することにある」としている。（*3） 

 PMO はプロジェクトの外に存在して、プロジェクト支援、コンサルティングとメンタ

リング、方法論と標準化、トレーニング、プロジェクトマネジャの割り当てであるという

定義もある。（*2） 

 ここでは、プロジェクト内に存在する PMO について述べる。その場合はプロジェクト

マネジャの支援組織としての色が濃い。BPR 推進は企業全体のプロジェクトでありその内

にはサブプロジェクトやチームを編成する。それらのインタフェースが PMO であると考

えることもできる。 

 

11.2.1  BPR のための ERP パッケージ導入の IT プロジェクトの特徴 

 BPR のための ERP パッケージ導入の IT プロジェクトの組織を考えるにあたり、その特

徴について以下の観点でのべる。 

・プロジェクトの目的 

・パッケージ導入方法論 
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・プロジェクトの範囲  

・開発工程 

・成果物 

・品質管理 

 そのあとに組織の特徴と PMO の役割についてのべる。 

 

1)プロジェクトの目的 

企業の経営上の課題や業務上の課題を明確にして、パッケージにない業務をどのよう

に扱うのかも含めて、何をどのように解決するのかを明確にする。 

2)パッケージ導入方法論 

一般に、IT ベンダが持っている方法論が存在する。それらをベースにしてパッケー

ジ導入方法を検討する。 

3)プロジェクトの範囲 

情報システムとして、プロジェクトの対象範囲を明らかにする。パッケージの機能を

知り、範囲を特定することに加えて、既存システムの存続やそれらと新システムとの

インタフェースを確定させる。 

4)開発工程 

図 11-1 に示すように、通常の開発工程とは異なるアプローチを採る。 

5)成果物 

一般の開発に比較して成果物が少ない。業務の整理は行うが、開発は一部のアドオン

開発に限定されるためである。 

６）品質管理 

パッケージ機能そのものの確認は必要ないが、パラメタ設定の正当性やアドオン開発の品

質確認は必要であり、パッケージ機能に精通した担当者が行う。 
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11.2.2  プロジェクト組織の特徴 

 プロジェクトの体制と役割について述べる。パッケージ活用のプロジェクトでは、一般

の情報システム開発プロジェクトとは組織構成も異なる。ERPの作業主体は、ITベンダと、

開発・テスト・導入を担当するユーザである。ERP は IT ベンダとユーザが共同して作業を

行う場面が多いのが特徴である。 

 ERP パッケージには標準的な業務の機能が備わっている。よって、使用するパッケージ

の機能に詳しい担当者が、業務に精通した責任者と共同して作業を行う。パッケージの機

能に詳しい担当者としては、IT ベンダが請け負うことが一般的である 

すなわち、IT ベンダとユーザ（開発・テスト・導入を担当するプロジェクトチーム）が共

同して、ユーザ要件と ERP 機能を対峙させながらプロジェクトの開発フェーズを進めてい

くことになる。 

 両者が協議してビジネスプロセス分析を行い、それをもとに IT ベンダがプロトタイプを

作成しエンドユーザが検証する。という進め方である。 

例としてあげると組織図は図 11-2、図 11-3 のようになる。 

 

プロジェクトマネジメントオフィス 

システムチーム 

経営企画部門の代表 
ユーザ部門の代表 

情報システム部門の代表 
IT ベンダの代表 

IT ベンダ ユーザ部門 

業務チーム 

プロジェクトリーダ 

 

図 11-2 ERP パッケージ導入の組織図概要 
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11.2.3  プロジェクトマネジメントオフィスの役割 

1)大規模プロジェクトとしての役割 

 ERP 導入の場合はプロジェクトが大規模になるため、サブプロジェクト化されることが

多い。PMO はそのサブプロジェクト間を調整する役目を持つ。すなわち全体方針の決定

や、サブプロジェクトごとの機能の切り分けを明確化する。 

特に、コミュニケーションに関しては、大規模プロジェクトでは図 11-4 のようにチャネル

が増えてしまうので、サブプロジェクトを経由した管理を行う。 

 

 

図 11-4 構成員数とコミュニケーション・チャネル 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾁｬﾈﾙ 

構成員 

２人  ４人  ６人  ８人  10 人 
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35

30
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2)ERP パッケージ導入プロジェクトとしての PMO 

 ERP パッケージ導入プロジェクトはその開発の特性に関係して PMO の役割として次の

ようなものを挙げることができる。 

①利用者部門の参画促進 

 経営管理、業務改革では、業務の標準化や業務の改善、変更を必要とする。そのためユ

ーザ部門の積極的な参画は欠かせない。PMO はユーザ部門が自らシステムを構築してい

ることを認識させることが必要である。とくに ERP を改良せずに受け入れる変革管理の存

在は重要である。業務の標準化、テストなどをユーザ部門が作業する場を設定し、プロジ

ェクトを成功に導くことを心がける。 

②IT ベンダの質の確認 

 ERP パッケージには標準的な業務の機能が備わっている。多くのユーザ要件に対応する

ために、パラメタ設定は複雑になっている。IT ベンダでも、すべてのパラメタを熟知して

いる担当者は多くない。パッケージの選定やベンダの選定時には、適用実績や導入担当者

の実績を確認する必要がある。 

③開発期間 

 価値創造プロジェクトであるので、早く効果を出すことが求められる。そのためにはプ

ロジェクトの目的を完全に達成できなくても、スコープ絞り早期の本番稼動をめざすほう

がよい。システムを使用開始後に、徐々に業務の見直しを加えていくことを推進する。 

④データ移行 

 マスタ、トランザクションの移行は、パッケージの円滑な稼動の重要なポイントである。

既存システムとのデータ構造に整合をとるほか、コード体系の見直しなどの作業がある。 

⑤パッケージのバージョンアップ 

ソフトウエアパッケージは、新機能提供のため随時新バージョンが提供される。しかし、

バージョンアップは慎重に検討する。追加開発した機能への影響や、パッケージそのもの

の問題（不具合）を含むこともあることを考慮するほうがよい。 

 

11.3 結び 

 アーキテクチャに関連付けて、ERP 導入プロジェクトの組織編成について考察した。 

 PMO を論じる場合、その組織や企業の戦略によって異なることは認識した上で、敢え

てここでは PMO の意義、役割を、サブプロジェクトやチームの橋渡しや、プロジェクト

マネジャ支援とした。重要な点は、トップマネジメントを巻き込んでおき、リスクに備え

ることであると考える。 
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第１２章 P2M アーキテクチャ論への期待 
 

12.1 はじめに 

P2M では、プロジェクトマネジメントのアーキテクチュアをどうするかがテーマになっ

ている。 

そもそも、IT の世界で、アーキテクチュアとは、IT システム設計のための設計思想に

当たるものであるとの基本認識を持っているが、一段階、ブレークダウンすれば、何故に、

何を対象に、どのようなことを設計するのがテーマとなるのか、そして、そこで思想と呼

ばれるような、全体体系は一体なんであるかといった点を考察し、汎用的な実践のための

方法論として、役に立つものとするための基本課題を提起してみたい。 

PJ マネジメントのアーキテクチュア論の骨格を考えようとする場合に、その目的から考

えられる視点は、次の 2 つが考えられる。 

すなわち、①ステークフォルダの目的と意思を的確に反映しているか？ 

      ②ＰＪとして成功するための、一般的な要件を備えているか？ 

これらの 2 つの視点に対して、アーキテクチュア論としての土台となる枠組みを与える

ことができるならば、汎用的な手法としての意味があろう。 

本稿では、これらの背景をベースに、第二の視点の検討材料を与え、今後の論題をを提

起したい。 

 

12.2 今後望まれる PJ マネジメントのアーキテクチュア論 

 

12.2.1  PJ マネジメントのアーキテクチュア論の仮定 

①PJ マネジメントの検討に当たり、認知モデルの刷新が重要である。 

・旧来の機械論パラダイム、還元主義からの脱却と複雑系の認知モデルへの立脚 

・対象は、必ずしもその全体像は明らかにならない前提における全体像認識のフレーム 

ワーク → プロファイリングの手法 

②優れたアーキテクチュアは、ステークフォルダの目的を整理付ける枠組みとすること 

ができる。（→P2M の特徴であるプロファイリング） 

③優れたアーキテクチュアは、成功とみなされる PJ の選択条件を内部に有している。 

（→昨今、話題になっている PPM（PJ マネジメント・ポートフォリオ･マネジメント） 

 等がそれにあたると考えられる。） 
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12.2.2  PJ マネジメントのアーキテクチュア論の対象 

①何を対象として、アーキテクチュアを論じるかにあたり、PJ をどのように組み立てる

かは、ステークフォルダの目的、意思を反映し、プロファイリングして全体像を組み立て

ることが重要となると考えられる。また、もう一つの要素として、成功する良い PJ とは

何かの一般的要点を抽出することも重要である。このことにより、ベースとなる枠組みが

明らかになり、それに基づき、PJ を設計することにより、PJ の成功が保障される条件を

高めることができれば、アーキテクチャ論の成果となる。 

②P2M では、PJ の集合体としてプログラムの概念を提出しており、このプログラムの

概念をベースにすると、各 PJ がどのような役割にあり、どのような構成要素となるかに

より、その様式、様態をアーキテクチャの形式で認識し、その良さ、悪さを議論できるの

ではないかと考えられる。 

③昨今の議論において、プログラムマネジメントはプロジェクトポートフォリオ（PPM）

の議論もなされているが、その概念が整理されているとはいいにくい。すなわち、PPM と

して評価するための評価軸は、個人の判断に委ねられており、客観性を欠いている。その

ため、評価軸をちょっと変えるだけで、得られる結論は大きく変わり、結果表現としての

PJ のポジションは変更されてしまう。これが、P2M において、より客観性を持たせつつ、

プロファイリングを行っていくためには、より、客観性のある評価軸が見極められていく

ことが望まれ、認知モデル、概念モデルとしてのプロファイリングから、更に、的確に、

成功するための基本条件がセットされたプロファイリングモデルとしてのモデルまで進化

させることができれば、ツールとしての価値が更に高められることになる。 

 

12.2.3 検討の方向性 

①これをもっと、客観性をもたせるための方策としては、1 つの試案であるが、日本発

の品質工学（田口玄一博士が会長）の世界で、大きくテーマとなっている統計手法である

ＭＴＳ（マハラノビス・タグチ・システム）の利用を検討する余地があるのではないかと

提言したい。田口博士がいつも言っていることであるが、いくら病人を研究しても、健康

な人を判断する指標にはならない。すなわち、「病気を研究するな。健康を研究せよ。」

の指示である。また、いくら駄目な企業の経営を研究しても、良い経営とは何かの定義は

得られない。同様なことが、複雑な構成要素を有する PJ における評価についても言える

のではないかと考えられる。そこで、「良い PJ とは何か」の定義付けを、MTS の手法を

用いて、基本条件を明らかにすることができれば、それを、PJ のプロファイリングにおけ

る評価軸および、評価指標にセットすることにより、触れ幅の少ない、ベースラインのし
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っかりした PJ の認識が可能になるのではないかと期待される。 

このように、統計的な客観性を持つ手法をベースにして、定量的に極められた評価軸を

良い PJ の評価指標として持つことが、PJ マネジメント、プログラムマネジメントのアー

キテクチュア論における 1 つの中心テーマになるのではないかと提言したい。 

②良いアーキテクチュアとしての必須の条件としての指標をきちんと作りこみ、それを

評価軸、評価手法として、PPM の考え方にマッチさせて管理指標を用意し、その上で、ス

テークフォルダの利害を 大化するブレークスルーポイントをセットし、そのためのデザ

インをすることが今後の検討のポイントがあると考えられる。 

そして、そのためのツールとして、MTS に裏打ちされたＰＰＭ手法（P2M で新たなネ

ーミングと概念定義が必要。例えば、M-PPM：マハラノビス PPM 等の概念の整理）の活

用方法を開発し、PJ の評価軸を整備していくことであり、その一手法として、M-PPM の

検討をしていくことを提言したい。 

 

12.3 まとめ 

本稿は、論点の整理と、今後のアーキテクチュア論の検討の論題の提出にとどまってい

るが、その主要な点は、より客観的なポートフォリオを組むための視点として、PJ の持つ

いろんな属性のうち、一般的に、どこにチューニングして PJ を見ていくかの検討の 1 方

向を提起している。このような検討は、骨太で、役に立つアーキテクチュアを組上げる上

では、不可欠の課題になるものと考える。 

 

12.4 今後の予定 

今後、今回提示した、MTS の手法を用いた、PJ 評価の検討を実施し、良い PJ の一般

的特質の抽出を検討したい。 

 

 

参考文献 

①やさしい「タグチメソッド」の考え方 

出版社: 日刊工業新聞社 ; ISBN: 4526051926 ; (2003/10) 
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第１３章 公共経営におけるアーキテクチャ・マネジメントの変化 
－自治体における「協働」を事例として－ 

     

13.1  はじめに 

 自治体は首長を中心とする行政組織や地方議会だけを指しているのではない。そこに住

む住民や、様々な活動をしている企業や団体などを含めた全体を意味する言葉である。し

かし、現実には、自治体＝行政組織という認識をされてきている。 

その大きな要因は「お上」という言葉に代表されるように、自治という言葉は空しく、執

行機関である行政組織が大きな力を有する社会システムであった点にある。行政改革ある

いは公共経営と呼ばれる一連の改革は、これまでの行政のあり方を根本的に変化させるこ

とを求めている。まさに、社会システムのアーキテクチャーの大きな変革が求められてい

ると言えよう。 

 本稿では、このような大きな変革の１つの動きである、住民がより積極的に、その運営

に携わることによって、真の意味での自治体になるため具体的な方策としての「協働（パ

ートナーシップ）」について検討する。 

 

13.2  住民参加と「協働」 

 住民参加を考える際に、古典とも言えるシェリー・アーンシュタインの「住民参加のは

しご」の議論が参考になる。アーンシュタインは、Citizen Power という観点から「住民

参加とは、住民が決定に際して力を分担すること」で、それが住民参加の意義でもあると

して、住民参加の度合いを「住民参加のはしご」として分類した。この分類によれば、住

民参加の形態を、①あやつり（Manipulation）②セラピー・なぐさめ（Therapy）③お知

らせ（Informing）④意見徴収（Consultation）⑤懐柔（Placation）⑥パートナーシップ

（Partnership）⑦委任されたパワー（Delegated Power）⑧住民によるコントロール

（Citizen Control）、と８段階に分けた。そして、①、②の段階は「住民参加ではなく

（Nonparticipation）」、③～⑤の段階は「印としての住民参加（Degrees of Tokenism）、

⑥～⑧の段階ではじめて「真の住民の力が生かされる住民参加（Degrees of Citizen 

Power）」、としている。 

 この理論が日本に紹介された当時の状況と比較すれば、日本における住民参加は着実に

進んでいる。例えば、ほとんどの自治体で総合計画を策定する際には住民アンケートの実

施や各種審議会の設置、 近ではインターネットを積極的に利用した広報・公聴のように、

③④の段階はクリアーしている。つまり多くの自治体において制度としての住民参加は実
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施されている。しかしながら、例えば自治体が行っているアンケート調査に関しては、大

谷（2002）が指摘しているように、市民調査の内容のずさんさやいいかげんさのため有効

なものとなっているとは言いがたい。また、審議会などにおいても、時間的制約や形式的

な問題から、その参加者は限定され、内容も形骸化している。さらに、 近注目を浴びて

いるワークショップに関しても、広範囲で積極的な参加が実現しているとは言いがたい。

つまり、現在の住民参加は、制度がとして整いつつある第 2 段階「印としての住民参加」

から第 3 段階「真の力が生かされる住民参加」への大きなステップを乗り越える段階で苦

闘している状況である。 

 特に、現在想定している「協働」の定義として、「地域住民と自治体職員が協働して自

治体政府の役割を果たしていくこと」を含意している以上、「協働」には、アーンシュタ

インの「⑥パートナーシップ」の段階より、より高い水準の住民参加の段階、すなわち「真

の力が生かされる住民参加」が実現した段階であると考えることが出来る。この苦闘は、

単に段階が変わる以上に、行政システムあるいは自治という社会システムのアーキテクチ

ャーを大きく変えることが求められていることに起因していると考えられる。そのような

意味で、実質的な住民参加としての「協働」の実現は、非常に大きな変化を社会システム

に要求することになる。 

 

13.3  「協働」の担い手としての NPO と民間企業 

 しかしながら、多くの分野で住民参加が進められ、さらに錦の御旗の如く求められてい

ることも多いが、住民参加は絶対的でないことにも注意する必要がある。例えば、複雑な

都市問題を扱うのに、経験に乏しい住民の限られた知識や技術だけに頼った判断は必ずし

も良い結果を導くとは限らないことは経験的に良く知られている。住民からの提案にも、

良いアイディア、重要な指摘も数多くあるが、しかし一般には情報が不足し、専門知識や

経験が乏しいことから、思いつきの提案の留まってしまうことが多い。 

 住民参加は、その主張の公共性や参加の継続性や安定性に課題があり、行政組織から見

た場合には、住民個人はパートナーとしては不安な存在であることは確かである。そこで、

住民が集まって独立した組織を作れば、提案する内容の公共性が高まり、また独立したセ

クターが行うことで、安定的で継続性が生まれる可能性があると考えられる。このような

住民の組織・集団として NPO（Non-Profit Organization：非営利組織）に期待が集まっ

ている。当然、NPO に参加するメンバーは住民だけに限らず、多種・多様なメンバーが参

加していることが多い。その中には当然、専門家も含まれ、NPO の専門性を高めることに

一役かっている場合も見受けられる。 
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 NPO による住民との協働、すなわち公共領域の市民化・住民化に加え、自治体の構成員

としての企業や各種団体との協働、すなわち公共領域の民営化も進められている。このよ

うな動きは、一般に PPP（Public Private Partnership：公民パートバーシップ）と呼ば

れている。これは、なるべく民間に出来るものは民間に任せ、公共の権限を縮小しようと

いう考えで、具体的な手法として、委託、PFI（Private Finance Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）、民営化などがある。これらは、民間企業との間と

も積極的な協働を行うための方策として期待されている。 

 さらに、積極的な住民参加、協働を考える上で、参加の度合いだけではなく、参加の段

階や形態にも注意する必要がある。行政サービスを考えると、一般的に、計画策定、政策・

施策策定、実施段階の３つの段階がある。協働に関しては、その度合いとともに、参加の

段階が問題となる。現状においては、多くの場合計画策定段階において何らかの形式での

住民参加が行われている。また、執行段階における参加にも注目されている。 

 総合計画を始めとして、今や地方自治体では都市マスタープラン、環境計画のように様々

な計画が策定されている。これらの計画策定において、今や住民参加は必須となっており、

制度としても充実しつつある。このような意味で計画策定段階における参加、あるいは協

働はそれなりに成果を挙げていると言えよう。 

 しかしながら、問題を抱えていることも事実である。行政における計画の位置付けであ

る。本来、計画は も基本になるべきものであるが、その強制権があるわけではなく、理

念的なレベルで終わっている。現状において参加されて作られた計画が実効性を伴わない

という点が問題である。 

 計画を、実効性を有するものにするためには、それを施策としてまとめ、予算を獲得す

る必要がある。しかし行政サービスとしての施策や政策は、これまで一般的に非公開で行

政内部にて検討され、実施され、具体的な事業化段階で一般の住民に知らされ、関係者と

協議が行われることになることが多かった。特に、反対運動などが起こった場合には、そ

の解決に多くの時間を要した上、施策は実施されるが、結果として相互不信が残ってしま

うことがある。その大きな要因の一つが具体的な政策や施策の計画段階での議論が不足し

ていることに起因している。そのために、計画から施策・政策策定プロセスにおいて、多

様な参加者によって議論がなされることは極めて重要である。 

 行政が政策立案などを行う際に原案を公表し、専門家や利害関係者、その他広く市民か

ら意見をもとめ、これらを考慮しながら意思決定を行う仕組みであるパブリックコメント

制度のように具体的な参加の制度化も進められ、多くの自治体が制度として導入している。

しかし、まだまだ協働で施策・政策策定を行っているとは言いがたく、参加が も進んで
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いない段階でもある。 

 実施段階においては、現状では公共性や公平性の観点から全てを公務員が行うことが前

提となり、非効率な運営が問題とされている。実際には、行政サービスの一部として公務

員のみがサービスを提供する必要はなく、また部局での裁量権の拡大や外部化が求められ

ている。実際に NPO などが積極的に参加し、多くの自治体が実施を試みているのもこの

段階である。しかし現状においては、NPO を安い外部委託先として取り扱う例が多く、そ

こには NPO 自体の裁量権は限定されていることが多い。むしろ補助や委託は、結果とし

て行政の支配を強めることになる点にも注意が必要である。 

 担当部局への裁量権の拡大あるいは外部化を行う場合には、それぞれの部局の活動を、

これを監視するのではなく正しく評価する必要がある。管理、監督することに多大なコス

トをかけるのではなく、適切な評価システムを導入することにより、個々の部局の責任と

義務を明確にすることで、行政組織だけが担う必要はなくなってくる。そこには多くの参

加者が生まれ、協働活動を積極的に導入することが可能となる。 

 

13.4  「協働」を実現・保証するための制度と仕組み 

 住民参加は着実に進んでいるが、それをシステムとして定着させるための制度や仕組み

が必要とされる。例えば、参加を支援する道具として情報通信技術は無視できない。ブロ

ードバンドに代表されるように社会の情報化を進展させ、ネットワークを介して、極めて

低コストで大量の情報のやり取りを可能としている。新しいコミュニティの基盤としても

活用され、NPO の活動なども情報通信技術の積極的な活用が背景となっている。 

また、各種情報のデジタル化は、これまで以上に容易にかつ大量の情報の受発信を可能と

する。例えばインターネットを利用した行政の広報、公聴は、情報公開の重要な担い手と

なっている。当然、行政組織内の情報化は業務の一層の効率化を実現し、サービスの向上

だけではなく、行政業務の効率化は政策参加への余裕を生み出すことが可能となる。しか

しながら、当然課題があることも確かである。個人情報に関する情報管理の問題は、モラ

ルの問題だけではなく、法制度としても充実が求められる。 

 また、自治体においては、首長の交代、議会構成の変化によって、方針が変化すること

が多い。そのため選挙の結果によって、一挙に住民参加が実現することもあるが、その逆

もあり得る。そこで住民参加を担保するために、条例によって住民参加を定める自治体が

増えている。これらは、一般に市民参加条例と呼ばれ、箕面市、宝塚市、石狩市などを始

めいくつかの自治体で策定されている。 

 このよう市民参加条例には大きく分けると 2 つに分けることができる。一つは、住民参
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加の理念や基本原則を規定した理念型のもので、現状での多くの自治体で採用されている

ものである。しかし、その理念を現実の協働へと結びつけるための制度の導入が不可欠で

ある。もう一つは、理念だけではなく、その具体的な手続きまで含めた条例も登場してい

る。石狩市の「行政活動への市民参加の推進に関する条例」では、市民参加の手続きにま

で踏み込んだ内容となっており、多様な参加手続きを保障するとともに、従来ならば規則

などで規定されている条項を条例で規定していることから、これまでより進んだ面が見受

けられる。このような条例が今後増えるかどうか注目されている。 

 また、協働の担い手としての NPO を支援するための条例や制度も策定されている。協

働の形態としては、NPO サポートセンターの設置や管理に関するものから、行政サービス

への参入機会に関するもの、協働にウェイトをおいたもの、さらに総合的な支援・協働を

謳ったものなどその内容もバラエティに富んでいる。 

 条例だけではなく協働のための方策として、松下（2002）は、具体的な住民と行政の協

働活動を行う際の指標となるべきルールとして、(1)パートナーシップの可能性および意

義・効果の検討、(2)パートナーシップ形態の選択、(3)パートナーシップの相手方、(4)パ

ートナーシップ過程の公開、(5)パートナーシップの検証、の 5 つを挙げている。 

 具体的には、まずパートナーシップに適した事業かどうか、新規のみならず既存の事業

について、一緒にすることで、サービスの質・量が充実するか、コストの削減が図れるか、

NPO の特性を生かすことができるか、ふさわしい NPO がいるか、関係者の意識、知識、

能力などが高まり、今後の信頼性が高まるか、などの点について評価を行い、協働で進め

るべきかどうか検討する。協働の形態に関しても、委託、共催、補助・助成、事業協力、

仲介・調整など様々な形態が存在する。これらの中から、事業に も適切な形態を選ぶ必

要がある。当然、事業毎に 適なパートナーシップも違ってくるので、NPO だけではなく

PPP も想定して、 も効果的な相手との協働を行う必要がある。 

 そして、パートナーを選び基準やその審査過程、実際に協働作業している事業について、

その進捗状況などをオープンにし、公開した上で、パートナーシップの成果を明らかにす

るため、結果についての中間報告、事後報告などを公開で行うことなどが必要である。 

以上にように、条例や規則による協働活動の担保や具体的なルールを定めることで、効果

的な協働の実現を目指す必要があるが、特に、協働活動に関しては、常に評価を行うこと

によって、その公共性や公平性を担保することが必要となろう。 

 特に、行政評価あるいは個々の政策評価に関しては、その理念から始まり、その具体的

方法について、様々な議論が行なわれている。古川（2002）は、行政評価システムを具体

的に導入するための方策を提案している。本稿では、行政評価システムの導入とともにそ
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の担い手としての役割を地方議会にゆだねる考えを提案する。 

 

13.5  評価システムとしての地方議会 

 多くの自治体において、行政組織も積極的に政策への参加を模索し、実際に制度として

も住民参加や意見の反映も容易になっている。そこで問題となるのは、制度的に住民の代

表として位置付けられている地方議会との関係である。教科書的には、議会は首長と切磋

琢磨しながら、政策を競うものであるという理想がある。しかし、江口（1999）が指摘し

ているように、現在の地方議会には数多くの問題がある。それを改善するために、地方議

会の権限を強化し、活性化を図ることが極めて大切であると考えられている。しかしなが

ら、地方議会の改善方策や活性化に関しては、これまでにも様々な施策が行われているが、

大きな成果を上げているとは言いがたい。 

 さらに、今や議会が住民の代表としての役割を果たしているとは言いがたい状況も見ら

れている。実際、市民の声の反映する場所として行政自体の政策立案能力が高まり、また

住民に対してもそれなりの窓口が用意され、行政組織が執行能力を有していることからも、

住民は自らの声をあげるべき対象は、議会より行政組織を対象とすることが多くなってい

る。その結果、議員に頼む事柄は、筋がいい話ではないことが多くなってしまう。つまり、

議員への陳情が無意味というわけではないが、そこに見られるものは、客観性に乏しい要

求に過ぎないことが多い。そして、それらは住民の総意というよりは、一部の利益を代表

するものに過ぎないことも多く、結果として地方議会の代表性に問題を残すことになる。

つまり、住民の意識や要望と議会との乖離が大きくなり、その乖離を埋めることが難しい

という現状から、積極的に行政組織との協働を目指す動きが活発になっていると考えるこ

とが出来る。 

 理想としての、地方議会の活性化や役割の執行はありうるが、市民との協働、あるいは

民間との協働が積極的に行われていった場合に、地方議会の役割はどのようなものになる

のか、現実的な対応として議会の役割を再構築する必要がある。特に、住民の直接的な参

加と協働を積極的に認め、その力を活用しながら、現実的な対応として議会の役割として、

行政における評価システムの導入とその担い手として議会として限定することで積極的な

役割を果たしてもらうことを提案する。この提案は、議会の権限、果たすべき役割を限定

化するものであり、間接民主主義の考えからすると後退したものであることは認識してい

る。当然、数年に１度の選挙だけではなく、議会活動全体のディスクロージャーと住民に

よる監視体制を導入することで、議会に対する評価システムも必要となる。協働活動の評

価を住民とともに行っていく仕組みを明確化し、その担い手として役割を積極的に議会に
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求めることで、協働における役割と身の丈にあった活動を行う必要があると考えられる。

限定された役割を与えることで、むしろその機能を積極的に発揮させることを実現するこ

とを目指す。新しい関係の構築が必要となる。また、その役割を果たしているかどうかチ

ェックするのは住民の大切な義務なのである。 

 

13.6  最後に 

 真の意味での自治体になるためには、住民がより積極的に、その運営に携わることが必

要となろう。それが、単なる選挙で議員や首長を選ぶだけではなく、行政サービス全般、

特に計画段階、執行段階、そして評価段階を含め、全過程においての協働活動の実現が求

められている。しかし、制度としては整っているが、現実には参加してくるのは一部の住

民のみで、住民参加への関心が低いのが現状である。より多くの人が参加しやすい方法の

模索なども必要であるが、全ての自治分野において参加を実現するためには、より多くの

住民の参加が必要不可欠となることは確かである。 

 今後、新しい地方自治を実現するためには、地域が持っている力を集結し、課題に解決

に図る必要がある。単に行政や議会にお任せするのではなく、住民１人一人が権利の主張

とともに、責任と義務を果たす必要がある。当然、住民にとっても、責任や義務も大きく

なることを忘れてはいけない。協働によって生まれる新しい自治は、住民の成熟度によっ

て、その是非が問われることになるであろう。それは社会アーキテクチャーの変革が実現

が出来たかどうかを図る指標にもなるのである。 

 

（注）本稿は、松井（2003）に加筆・修正を行ったものである。 
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第１４章 システム開発プロジェクト事例にみるアーキテクチャマ

ネジメント 
 

14.1  はじめに 

 プログラム（プロジェクト）アーキテクチャとは、「プログラム（プロジェクト）の実

現に向けて基本構想と構造基盤を構築する共通観である」であり、プロジェクト間の関係

性を構造化するものとされる 。言い換えると、アーキテクチャとは、あるミッションを達

成するために実際の活動を構築するもの（制度、機能を含む）であり、プログラムもしく

はプロジェクトそのものの具現化に重要な影響を及ぼすものといえる。P2M では図 14-1

に示すようにアーキテクチャを「全体構造」「全体機能」「全体操作性」からなるとして

いる。 

 また、アーキテクチャマネジメントとは、プログラムやプロジェクトを環境の変化に対

応させるため、また使命（ミッション）に基づき自ら革新するためにアーキテクチャを変

更していく活動（戦略プロセス化、プロジェクトモデル化と構造化、構造への機能のあて

はめ、情報装備）であると定義されている 。プロジェクトマネジメントにおけるアーキテ

クチャ概念の導入は新しいものであり、まだ十分な議論がなされているとはいえない。本

論では、アーキテクチャの理解を深めるために、弊社における大規模システム開発プロジ

ェクト事例を題材にプロジェクトアーキテクチャおよびアーキテクチャマネジメントの視

点から分析と考察を行う。そしてアーキテクチャマネジメントの仕組みの拡張に言及する。 

アーキテクチャ 

全体構造 

全体機能 

全体操作性 

プロジェクト分割と関係 

プログラムライフサイクル 

プロジェクト機能 

モジュラープロジェクト 

ロードマップ・ルール 

シミュレーション 

図 14-1 アーキテクチャの構造(P2M ガイドブック図表 3-11 から) 

 

14.2  システム開発プロジェクト事例 
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14.2.1  背景 

 オムロン株式会社ＳＳＢカンパニー（ソーシアルシステムズ・ソリューション＆サービ

ス・ビジネスカンパニー）公共ソリューション事業部では、駅務機器および駅務システム

を中心としたビジネスを行なっている。駅務機器とは、自動券売機、自動改札機あるいは

自動精算機などを指す（図 14-2）。近年の IT 化の進展により、駅務機器相互あるいは電

鉄各社内の情報機器が連携して新たなサービス（機能）を実現するシステム化が加速して

いる。 

ホスト・コンピュータ
本

運用管理サー収入管理サー
(LAN) 

駅 データ 集計

(LAN) 

自 動 定 期改 札 券 売 窓精 算 印

図 14-2駅務機器接続構成イメージ

 

 そのような中、2000 年 10 月に関東の 16 電鉄による共通乗車カードシステム（パスネ

ット®）の運用が開始された。パスネット®の実現には複数の電鉄、メーカなど多くが関与

したが、本事例ではパスネット®導入の中でオムロン（株）における駅務機器（券売機や

改札機など）開発を中心としたシステム開発プロジェクト（弊社では関東駅務トータルネ

ットワークシステム開発プロジェクトと呼んだ。以下、略して関東プロジェクトという）

を取り上げる。 

 

14.2.2  プロジェクトの特徴 

 関東プロジェクトの主な特徴は以下のとおりであった。 

①完了期日（オープン日）が絶対であること 

②開発や改造を行う対象が多種、多数にわたること 

弊社の担った新規納入あるいは改造が必要となった駅務機器は 11 機種、約 6500 台にの
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ぼった。 

③複数の電鉄横断的なシステムであること 

④複数の業務機能（共通運賃の実現以外に収入管理、不正防止、遠隔監視など）の同時実

現が必要であること 

⑤システム開発期間内に様々なイベントがあること 

 プロジェクト実行期間が丁度 2000 年をはさんでいたことから、いわゆる Y2K（2000 年）

問題や期間中に実施される運賃改訂、駅の区間拡大による改造への対処が必要であった。

（図 14-3） 

⑥複数の機器、メーカが複雑に絡み合ったシステムであること 

 
図 14-3 本システム開発プロジェクトの全体スケジュール 

 

14.2.3  プロジェクトの構造と機能 

 関東プロジェクトの全体構造（体制）を図 14-4 に示す。図に示すように全体として 2

段階のマトリクスマネジメント体制をとった。上位の階層では、プロジェクトを通じてか

つ並列に対応すべき機能（開発と品質保証の管理、および Y2K、運賃改訂、オープン対応

といったプロジェクト全体に影響を及ぼすイベントの管理）を縦軸に、各電鉄を横軸にお

いた体制とした。また下位の階層（複数あるプロジェクトで開発プロジェクトのみ）では、

開発の効率化を図るために機種を縦軸に、各電鉄を横軸においた体制をとった。 
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図 14-4 関東プロジェクト体制イメージ 

 

 上位、下位それぞれのマトリクスマネジメント体制には、縦横プロジェクト間の葛藤解

消および全体マネジメントの円滑な運営のために PMO（Project Management Office）を

設置した。 

 

14.2.4  プロジェクトマネジメントプロセスと仕組み 

 大規模プロジェクトでは、混乱を防止するためにプロジェクトマネジメントプロセスを

整備して実行することが必須である。関東プロジェクト（特にその中の開発プロジェクト）

では、①スケジュール管理、②課題管理、③リスク管理、④仕様変更管理、⑤構成管理、

⑥品質管理の 6 つのマネジメント領域を重点にマネジメントプロセスを定義し実行した。 

また、これらのマネジメント活動を円滑にすすめるために市販ツールなどからなるプロジ

ェクトマネジメント支援システムを構築した。 

 

14.3  事例の分析と考察 

 本章では、関東プロジェクト事例についてプロジェクトアーキテクチャ、特にアーキテ

クチャマネジメントの５つの要素 からの分析と考察を試みる。 
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戦略・ビジョン プロセス化する プロジェクトモデル
にする 

構造を与える 機能を与える 全体を見直す 

図 14-5 プロジェクトアーキテクチャマネジメントの仕組み 
(P2M ガイドブック図表 3-23 から) 

 

(1)「戦略・ビジョン」 

 関東プロジェクトでは、決められた期日に遅滞なくシステムを運用稼動させることだけ

を目標とするだけでなく、弊社にとって 20 世紀 大の駅務システムを実現することで、

21 世紀初頭の駅務事業の基盤を作ることをビジョンとしてあげた。このビジョンに従い、

既存組織の枠に拘らない大規模なプロジェクト体制を構築するという指針をあげた。 

 

(2)「プロセス化」 

 一般にシステム（ソフトウェア）開発では、SLCP（Software Lifecycle Pocess）など標

準的な開発工程（プロセス）が示されている。関東プロジェクトは複数の電鉄向けにシス

テム（ソフトウェア）を開発し納入するというプロジェクトであり、基本的にシステム（ソ

フトウェア）開発標準工程に沿ったプロセスをプロジェクト全体のベースとした（世間標

準的な開発工程を参考に自社（SSB カンパニー）内のソフトウェア/システム開発標準を開

発しており、この自社標準に従った工程設計を行った）。 

 

(3)「プロジェクトモデルにする」 

 14.2.2 項の「プロジェクトの特徴」④で述べたように、複数の業務機能（共通運賃の実

現以外に収入管理、不正防止、遠隔監視など）を同時実現する開発プロジェクト群として

扱うためにそれらを統合した関東駅務トータルネットワークシステムという概念（定義）

を与えた。 

 それとともに、プロジェクトの構造を設計する指針となったのはプロジェクト開始当初

に行ったリスク分析にあった。特に大規模、複雑であるというプロジェクトの特徴から次

のようにリスクを分析した。 

1)プロジェクトの関係者が非常に多い。また調整をとりながら同時並行に実行しなければ
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ならない業務が複数ある。 

2)マネジメントすべき情報量が膨大となるためにコミュニケーションなど情報管理工数が

爆発的に増える。 

3)情報処理に伴うマネジメントの負荷が増大することによって指揮命令系統が混乱する。 

4)課題解決に時間がかかる。また的確な（十分な）対応が行えない。 

5)この結果、品質低下、コスト増大、納期遅延といった問題を引き起こす 

 このようなリスク分析の結果、「問題の発生は不可避でありプロジェクト混乱を防止す

るためには問題発見と解決のスピードアップがポイント」という基本方針を立てた。この

基本方針にある「問題発生を不可避」であるとした前提はその後のプロジェクトの構造や

仕組み、役割に大きな影響を及ぼすこととなった。 

 

(4)「構造を与える」 

 関東プロジェクトでは、先にも述べたようにプロジェクト実行中に全体に影響を及ぼす

イベントや品質保証活動を考慮して進める必要があった。これはシステム機能実現の機器

開発と並行して実行・管理すべき活動である。これらの活動を電鉄向けの複数のシステム

開発プロジェクトと並行して運営していくためにマトリクスマネジメント体制を構築した

（図 14-4 に示される２階層の上位階層のマトリクス）。 

 さらに、機器開発でも同時並行に多くの駅務機器を開発・改造することが必要であった。

駅務機器は、機器の種類（券売機、精算機といった種類のこと。以下、機種と呼ぶ）単位

に機能が異なっている。ある機能を複数の駅務機器に対して反映する場合、「機種」（機

器群）として効率的な開発・改造方法を考え、実行することが重要になる。このようなこ

とから、（機器）開発プロジェクトの体制を 終的に実現する電鉄向けのシステムの軸と

それを横断的に見て駅務機器設計の効率化を考慮した機種の軸からなるマトリクスマネジ

メント体制とすることに決定した。（図 14-4 に示す 2 階層の下位階層のマトリクス） 
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図 14-6 開発プロジェクト管理の仕組み 

 

 もう一つ関東プロジェクトで特徴的なことは、マネジメントプロセスに重点を置いたこ

とである。前項(1)で述べたように、「問題発見と解決のスピードアップを図る」ことがで

きるマネジメントプロセスを如何に実装するかがキーであった。プロジェクトマネジメン

トプロセスとしては２．４章に述べた進捗管理などが具体的な活動となるが、重要なこと

は進捗管理などのプロジェクトマネジメント活動を「効果的かつ継続して実行するための

仕組み作り」にある。特にマトリクスマネジメント体制は、構造としてはシンプルに見え

るが実際は縦横の葛藤を如何にうまく対処するかがキーとなる。その対処のためにプロジ

ェクトに与えた機能が PMO(Project Management Office)であり、また図 14-6 に示すよう

なマネジメントシステムを含む仕組みを構築した。 

 

(5)「機能を与える」 

 マトリクスマネジメント体制を決める段階で、キーとなる機能（プロジェクトマネージ

ャ、グループリーダ、PMO など）の役割分担を決定した（表 14-1）。 
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表 14-1 関東プロジェクトにおける役割定期の例 
ポジション 役割 

プロジェクトマネージャ 
(PJM) 

・ プロジェクト全体の運営 
・ プロジェクト全体に関わる案件（スケジュール、シ

ステム全体使用変更など） 
・ トップマネジメントへの報告 

コンサルタント 
SE 

・プロジェクトでの問題対応支援 

PMO 
(Project Management Office) 

・ 計画作成支援 
・ プロジェクト・グループ間の進捗状況分析 
・ プロジェクトマネージャへの状況報告 
・ 進捗／調整会議などの運営 

客先別プロジェクト 
リーダー(PL) 

・ 客先に対する開発としての代表者 
・ プロジェクト管理（計画作成、進捗管理） 
・ 要件変更時の核機器別グループリーダーへの指示 
・ プロジェクトスケジュールの変更権限 

機器別グループ 
リーダー(GL) 

・ 機器プロジェクト内要因調整 
・ 機器仕様の決定 
・ 設計戦略作成、実行 
・ 機器全体設計計画作成、進捗管理 

 

 また、プロジェクトマネジメントの活動（スケジュール管理、課題管理、リスク管理、

仕様変更管理、構成管理、品質管理）のプロセス定義（実行ルールと実行方法の定義）も

「機能を与える」に含まれるものである。 

 

(6)「全体を見直す」 

 関東プロジェクトでは、プロジェクトモデルまでを見直すような活動は行わなかった。 

一部ではあるが、ＰＭＯがプロジェクトマネジメントの仕組みについてはその導入から改

善の一連の活動を担った（図７）。この活動は、ソフトウェアプロセス改善（Software 

Process Improvement;SPI）にヒントを得ている 。 

 

図 14-7 PMO によるプロセス導入・実行および改善の活動 

 

 157



14.4  まとめ 

 本論では、プロジェクトアーキテクチャマネジメントについての理解を深めるために、

弊社におけるシステム開発プロジェクト事例をもとにアーキテクチャマネジメントの視点

で分析と考察を試みた。アーキテクチャマネジメントは、プログラム（マネジメント）の

領域に含まれるものであり、今回取り上げたシステム開発プロジェクトは必ずしも分析に

適した事例であったとはいえないが、プロジェクト活動の一つ上位の視点から（プロジェ

クト活動を決める仕組みの視点で）深くプロジェクトを分析することができたと思う。つ

まり、プロジェクト活動を決める仕組みの重要性を再認識することができた。 

 さて、今回の事例ではプロジェクトは成功裏に終了したものの、その後の組織的な展開

において難しい状況になった。これをアーキテクチャマネジメントの視点から考えると、

５つの要素間の一貫性に問題があったのではないか思われる。例えば、「戦略・ビジョン」

では、組織的なレベルの戦略・ビジョンを含んでいたが、その後の「プロセス化」「プロ

ジェクトモデル化」などでのスコープはシステム開発プロジェクト中心になってしまって

いる。つまり、プロジェクトレベルでのアーキテクチャマネジメントとしては一貫性がと

れていたが（このことがプロジェクト成功の一因であると言えるかもしれない）、組織的

なレベルでのアーキテクチャマネジメントに問題があったため、その後の組織的な展開に

難が生じたのではないかと考えられる。 

 この考えを発展させると、アーキテクチャマネジメントの仕組みにはフラクタルな構造

があることが見えてくる。 

 図 14-8 に、筆者のプロセス改善活動の経験から構想していたプロセス改善の仕組みを示

す。 

 

図 14-8 プロセス改善の仕組み 
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 プロセス改善の議論では、プロセスそのものを取り扱うことに焦点をあてる傾向がある

が、筆者はその経験からプロセスの変更には構造の変更が必須であると考えている（さら

にもうひとつの要素として制度が重要である）。つまりプロセスと構造は表裏一体である

ということである。この図はゴールやビジョンを達成するためのプロセスを考え、構造化

するという流れにおいてアーキテクチャマネジメントの仕組み（図 14-5）に極めて似通っ

ているが、次の点で異なっている。一つは、プロセス・組織・制度の上位レベルと詳細レ

ベルの２つに分けている点である（便宜的に 2 階層に分けているが、変更対象の規模によ

り階層はさらに深くなることがある（プログラム-プロジェクト-チームなど））これは先

に述べたフラクタルな構造を示している。もうひとつはフィードバックループが多いこと

である。図５では全体のフィードバックが示されているが、未経験のプロセス、構造を実

現するためには実際にはより頻繁なフィードバックが必要である。今後、アーキテクチャ

マネジメントの仕組みを拡張し、洗練していくためには、階層構造とフィードバックの仕

組みの組み込みが必要であると考える。 

 

【参考文献】 

・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」、財団法人エンジニアリング振興協会、2001 年 11 月 

・芝尾 芳昭、「プロジェクトマネジメント革新―人材・プロセス・ツールの 適活用」、

生産性出版、1999 年 6 月 

・高木 徳生、「ソフトウェア中心の大規模システム開発プロジェクト事例にみる成功要
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１．調査研究の目的 

本報告は、世界のプロジェクトマネジメントの最新動向の把握と参加各国との情報交換

及び調査・共同研究により、P2M の国際デファクト化の推進を図ることを目的とした。 

 

２．調査・研究の内容 

 ・ マレーシア国際プロジェクトマネジメント大会 2003 

  国際標準に向けた P2M プレゼンテーション、さらにマレーシアの代表的なプログラム 

    マネジメントである巨大ハイテク産業都市「サイバージャヤ」と「プトラージャヤ」 

    の進捗状況を調査した。 

 ・ 韓国 PM 協会「PROMAT 参加報告」 

   P2M の国際普及に向けたプレゼンテーションならびに世界の PM 動向を調査した。 

 ・ Asia-Pacific Federation for Project Management (APFPM) 設立会議 

   APFPM は、順調に立ち上がり、他のこの種のイニシアティブと異なり、割合早いピッ

チで進展していると観察できる。額面通りに推移すれば、AP の PM 界の結束がなり、

大きな勢力になるものと思われる。 

 ・ IPMA モスクワ大会調査報告 

   P2M が世界に先駆的に発信したプログラムマネジメントが主流になる転換期であるこ

とが指摘されている。 

 ・ 第 34 回 国際シュミレーション＆ゲーミング学会 

   シュミレーション＆ゲーミングといった新しい業種に P2M をアピールし、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。 

上記、国際大会に参画し、P2M の国際標準に向けた様々な活動ならびに共同研究をまと

めたものである。 

 

３．チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1  チーム編成 

委員会は、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、研究活動結果を本報告にまとめた。 
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3.2  活動スケジュール 

■ P2M コラボレーションプラットフォーム委員会 

第 １回     平成１５年 ７月 ７日 

第 ２回     平成１５年 ９月２４日 

第 ３回     平成１５年１１月 ８～９日 

第 ４回     平成１５年１２月 ５日 

第 ５回     平成１６年 １月  ６日 

第 ６回     平成１６年 ６月２３日  

第 ７回     平成１５年 ３月 ９日 
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第１章 マレーシア国際プロジェクトマネジメント大会 2003 
マレーシアにおいて最初の国際プロジェクトマネジメント大会がクアラルンプールにて

開催された。当大会はマレーシア建設協会が建設週間 2003 の一貫として、開催されたもの

である。 

PMCC からシドニー工科大学 小原教授、石倉事務局長の 2 名と、千葉工業大学 新井教

授が大学予算で同行出席され、合計 3 名が参加した。 

 

1.1  大会概要 

本大会は、マレーシア国内のプロジェクトマネジメントの推進を計る一環として開催さ

れたものであるが、国際大会というには海外からの参加者は７名と少なかった。 

プロジェクトマネジメントは未だ建設業に限定されており日本や西欧の如く、ソフト、

情報系やサービス業への進展は進んでいないのが現状である。 

 

1.1.1  大会プログラム 

プログラムはメインセッションと 3 つのパラレルセッションから構成されている。 

1.1.1.1  メインセッション 

・マレーシア建設協会長挨拶 

・マレーシア建設大臣挨拶 

・マレーシア PM 協会長による講演 

    －Emerging Challenges of Project Management in Malaysia 

・建設協会 CEO 

    －Future Prospect of PM in Malaysia 

・Dr. D. Kras（オランダ PRC Cowcentrum 会長） 

    －PM as a profession – an Europian perspective 

・Dr. N. Mousa（オーストラリア AIPM 副会長） 

    －PM in the Asia Pacific Region 

Dr. N. Mousa は、オーストラリアが提唱している Asia Pacific Region Project 

Management Federation (APFPM)の事務局を務めており、西欧に対抗してのアジアパシ

フィック地域での協調、協力関係構築の重要性につき説明した。 

 

1.1.1.2  パラレルセッション 

・Building & Infrastructure 
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・Energy 

・ICT 

小原教授と新井教授と石倉事務局長は、B セッションにて発表した。 

・小原教授 

    －Linking Mission with Value Creation Activities  

       – How to apply PM to renew business                           

・石倉事務局長 

     －P2M Professional Certification System and PMCC Activity    

・新井教授 

     －Gaming & Simulation in Value Creation             

 

1.1.2  出張スケジュール 

小原教授、石倉事務局長は、下記フライトスケジュールで出席した。 
9 月 6 日（土） 成田発 12:25 JL 723 
 クアラルンプール着 18:35  
9 月 9 日（火） クアラルンプール発 22:35 JL 724 
9 月 10 日（水） 成田着 06:35  

図表 1  出張スケジュール  

1.2  マレーシアでの代表的なプログラムマネジメント調査報告 

－Multi-media Super Corridor Program 

― 巨大なハイテク産業都市「サイバージャヤ」と「プトラージャヤ」― 

２年前の ENAA JPMF 主催国際 PM 会議（IPMC2001）時にマレーシアでの同プロジェ

クトについての報告を MSC Othman 会長より報告していただいたが、今回同プロジェクト

の進捗程度の調査をかねて同社を訪問した。 

MSC Physical Infrastructure 部門の責任者である T. K. Muzaffar 氏が丁寧な報告をし

てくれた。 

同プログラムは第１期 1996～2003、第２期 2003～2010、第３期 2010～2020 となって

おり丁度第２期に入った。既に 925 社が Cyhber Jaya 新都市に進出を決めているという。 

このプログラムはマレーシアを知識型社会に変換を図ると言う壮大なプログラムである。 

サイバージャヤ、プトラージャヤは、マレーシアが国家プロジェクトとして進めている

新しい首都建設計画「マルチメディア・スーパーコリドー計画」（MSC）の一部だ。MSC

は、クアラルンプールから南に高速道路で 30 分（30 キロ）ほどのところに隣接している、
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縦 15 キロ、横 50 キロの、細長い廊下（コリドー）のような地域である。  

この地域内に、インターネットや電話、放送などに使う、高速回線を張りめぐらせ、金

融取り引きから役所への申請まで、政府と民間の業務のなるべく多くを、マルチメディア

によって行おうとする計画である。 

マレーシアの首都機能のほとんど（プトラジャヤ）や、大学などの研究施設（プトラー

ジャヤ）が、ここに移転してくるほか、アジア屈指の新空港も完成している。 

MSC の地域内では、マレーシアの従来の法律ではなく、今後の情報化社会に即した、新

しい法律を実験的に使っていくことも決定されている。マレーシアは新首都を、情報化社

会にどんな法律がふさわしいか、という世界的な実験場としても、位置づけようとしてい

る。  

そして、新首都のビジネス地区が、サイバージャヤである。ここには、マイクロソフト、

インテル、NTT、ブリティッシュ・テレコム、ロイター、シーメンス、シェルなど、世界

的な通信・ハイテク関連企業が 59 カ国からの 925 社が、現在拠点を置くことを決めている

という。 

MSC プログラムは３フェーズに分れており、第一フェーズの 1997－2003 にて大方のイ

ンフラ完成、今年から第２フェーズに移り、マレー国内の他のサイバーシティーとのリン

ケージ造り、第３フェーズの 2003－2010 では、愈愈マレーシアを知識社会に変換にシフト

させるとのことである。 
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1.2.1  巨大なハイテク産業都市「サイバージャヤ」概要 
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1.3  講演内容 

1.3.1  Linking Mission with Value Creation Activities – How to apply PM to 

renew business （小原教授）   

P2M
Linking Mission with Value Creation Activities

ー How to apply project management to renew businessー

Shigenobu Ohara
University of Technology, Sydney                              

PMCC Research Center
Copy Rights@PM Knowledge Development  Institute

Construction Industry Development Board                     
September 8, 2003 Kuala Lumpur Malaysia

 

What are topics of  Speech?  

1, How is industry of Japan?
It had passed a decade. Japanese manufacturing 
revives differently and construction will reshape. 
　
2, P2M thinking
Japan launched a new way of thinking. It focuses to 
apply business innovation.

3, Does Malaysia learn the Japanese lessons?
Japan struggles for survival, and conducts to comply 
with change. 　　　
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１, Turning Point of Japanese Construction 

-Industry and Core competence-　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

Japanese construction is facing turning point 
The market size of Japanese construction had inflated 82 trillion 
yen (686 bil $) at peak in 1996. but continued to decline to 54 
trillion yen (448 bil$). It had been dependent on public job. 

　　　　　　 95    96　　97　　98　　99　01    02      03

　 80

　　70

　　60

　　50　　

　　40

Trillion 
Yen=8.3 
US dollar
　

54 today
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Point – what is major domain of construction?  

So, the industry has to create new business demands in 
the private sector quickly in three domains.　　　　

Construction

Public infrastructure                   
Road, dam, airport, 

Structure development
Housing, Skyscrapers, 
Hospital, School,

Zone development
Urban community, Industrial 
park, Campus
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Miyagi Stadium

 

 

 

Super general contractors  

Trillion yen    P/S rate

1,Ohbayashi 13640  2.5

2,Taisei         13220  2.8

3, Shimizu     13040  2.5

4, Kajima      12500  3.1

5, Takenaka 11200  0.5

Trillion yen    P/S rate

6,Kumagai  9000 2.9   *

7,Nishimatsu 7100

8, Fujita         5730 3.0 *

9, Hazama     5100 3.1 *

10, Goyo 50901.1

These jobs are developed by big general contractors of 
top 10 firms. It dominate the industry at its market 
sharing 15-20% and 25-40% by 64 companies. 
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Overseas market and engineering potential

１, Before the bubble                                               
Japanese contractors intended to go Asia. In fact, they 
had achieved 10.1 billion us dollar construction, which 
overwhelmed 40% of total Asian market, but only 10% 
of architect and consulting job. 　

2, Monument works                                                  
It is known that Hazama built one of twin “Petronas
Towers” of 452 meters height of 77,000  cubic meters 
of HRC, and Kumagai exhibited technology of SS for 
“Empire Tower” of 330,000 for office use.   

 

 

 

What is core competence of industry? 

Contracts 
under 

given configuration

Time

Quality/ScopeCost

It is a set of capability of engineering, procurement and construction. 
Project manager took important role to  manage time, cost, quality 
and scope under limited resources to deliver the specified system.
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Project 
Contractor

$2 billion sales 
Company 　　

$2 billion  liability 
from Bank

Marketing 
Cost 2-3％

Gross 
Profit
　6 %

If Profit is 
under 6%, 
bank stops 
loan and it 
go bankrupt
　

What is happening in reality in Japan?    

Condominium 
Project under 
Competition 

Interest         
4-5%

700 
subsidiaries 
and 3500 
affiliated go 
bankrupt.$
5 billion is 
unpaid

 

 

 

Construction has problems 

１, Slow independence
The industry cannot forget good days of 40-45% of 
public demands, and innovation is slowly on going.
　

２, Low profitability
Its product is good in quality, but not differentiated. 
More intelligent services shall be applied. 

３, Business model                                                  
A stiff competition is still ongoing in the old 
business model, and new challenge is a little.      　
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2, Linking Mission to Value Creation Activity

- Versatile model appearing in construction  -　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

What are lacking in project management?

1, Strategy
The industry had been supplying hardware structures, 
but numerous contractors can do it in stiff competition 
So, strategy shall be renewed to survive and grow.

2,Finance
The industry had enjoyed the stable growth, and banks 
continued to supply  ample money for construction, but 
today, as  banks  select finance,  business is decreasing.      

3, Value awareness 
It is a surprise, a word of “value” had never appear in pm. 
The contractors/owner suffers from vacancy of tenants in 
Tokyo with burden of interests and defective assets. 
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Competence and knowledge expansion  

Business Related
1, Project Strategy

2, Project Finance

3, Relationship

4, Information

5, Systems

6,Value

Engineering Related
7, Time, Cost, Scope

Resources 

8, Risk                       

9, Organization 

10, Procurement 

11, Communication

The first thing to do was reinforcement of competence. 
Project manager has to make breakthrough to have 
understanding and compliance of business as well as delivery 
of technical system.   

 

 

 

Undeveloped

Apartment

Zone 
development
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“UDP”

Earthquake 
Proof/Disaster 
Prevention 
R&D Projects
　　

ICT Facility 
Ecology Friendly 
R&D Projects　

Knowledge 
Data Base

10‐15 S 
Buildings

Annual 
Target  100 
Units /8 
million$ 　

Kajima/Taisei/Shimizu had made strategic 
projects of a new apartment jointly

Program 
Consortium

Broad Band 
Energy 
Conservation

R&D 
Savings 3 
million$

 

 

 

Mori family runs developer business in Tokyo. It 
challenged 11.7 hecter multi-purpose community 
composed of office, housing, hotel, shops and museum.
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The scheme includes mission of renewal and investment 
of 270 billion(240M$) with its risk. It is detrimental that 
non recourse finance does  not affect liabilities beyond 
SPC debt to mother firm. 　

The Finance scheme is detrimental 

Capital from  
Developer 

Loan from 
BanksSPC

Zone development 
and 54 storied multi-
purpose building

Non Recourse 
Project finance

180 billion yen(160 M$)90 billion yen(80M$)

 

 

 

Investment Trust 
Kajima developed with Nomura model of REIT-model of 
fund raise from investors by security trust. 　
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　　　　Investment Trust Service 

Two firms invest capitals for establishment of SPC 

SPC starts construction and sells bonds of project

SPC buys land by capital & loans 

Security buyers get dividends. 

After the construction, SPC pay backs loans by revenue

 

 

 

Due diligence
In Tokyo, numerous 
buildings are for lease. 
Takenaka started due 
diligence service to 
make engineering 
report of evaluating 
asset, lawful rights, and 
usability. It is value 
adding business by 
reform, tenant support, 
energy saving and 
maintenance service .
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Japanese 
Architecture

44.4% 

Support    
7.1%　

Japanese    
Civil Works

41.0%　　　

European

25.4% 
American

39.6%

American 
16.5% 　　
　　　

Maintenance and support will grow  

European

39.0%

European 

18.2% 

American

12.2%

 

 

 

　What are common keys for problem solution ?

１, Upstream and after construction                                 
Scheme in upper stream and down stream is closely related in 
conjunction with value making, and project management has to 
take care all. Project has to pay back for investment .　

２, Services                                                        
In the matured society, intelligent services are keys to upgrade
the value by project strategy, finance, alliance and care under 
high cost pressure of cost and competition. 
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3, Linking Mission to Value Creation

- Mission for program and value chain-　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

 

 

 

What are contemporary projects?

1, Social issue          Urbanization, Ecology, Traffic, 

2, Service Business    Intelligent office, Health care 　　　
　　　

3,  Business model    Tenants, Rental, Warranty,

• It is clear that its context is beyond a “delivery of 
technical system” but shifted to “problem solution”.

•Project management shall deal with  complex systems 
of “technical system, financial system, and social system”.
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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 a single framework. So 
50% is handled by ordinary PM, but the rest is unsolved. 

 

 

 

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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P2M- Japanese Version Project & Program 
Management for Enterprise Innovation

Mission

　 Program  

　 Projects Integration

Leadership

　Value Change

 

 

 

How is complex problem  managed?

“Mission”

Mission is a holistic request for innovation engraved 
by insightful view in complex but changing world.  It 
is an initiative source of complex projects for future 
value
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How do we managed chaos or complexity?
LCC

Building is stock 
Its value shall be

sustainable  

PFI  
500 public business

is on going　

SPC
Non recourse 

finance  for urban
development

　　　　Cost Visualization　　　　
Cost is 3 times 
of building cost

Ecology & Safety
Energy saving

R&D
Land cleaning 

Due diligence
Building assessment 
is service business 

PM/CM/FM
Project, Construction,

Facility, Property 

　Universal design
Design environment

Usable to every people

 

 

 

How does insight harness complexity to a way 

Consistency in  
complexity

Insightful competence transform  it 
simply to expressions of  simple  phrases
　　　　　　　

Mission is a start of projections.

If hot water available, cook instantly 
noodle in a cup  (Nissin Foods).                
If portable, people enjoy while 
walking or running (Sony walkman)

Read implications in 
problem and solution 　

Creative hypothesis

Reading missions，formula is 
indicated for touching the 
essence to value chain.　　　　　Business model
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Aqua Line 

Metropolitan area of Tokyo was congested in 1960 by 
inflow of transports and inhabitants It was 
sandwiched between two industrial zones. So Aqua 
line mission was built at that time to bridge two areas 
across Tokyo bay of 15.1 kilometers. It was put in 
service on December 1997 by 10 minutes drive. Its 
investment amounted 11.7 billion us dollars. Latest 
high technology and management had been applied.

Mission of Aqua line across Tokyo bay 

 

 

 

　9.6　ｋｍ 5.5　ｋｍ

Wind Tower　　
Ventilation of gas

Sea Firefly　　
Platform　
650mlx100mw

　Structure of Aqua Line across Tokyo Bay
8 sets of tunnel boring machine put  132,000 piece of  segments of
10 ton/piece. Steel structure of 450,000 tons equivalent to 115 
Tokyo tower was consumed with concrete of 1.1 million tons.
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Tokyo Aqua Line
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Mission                                                         
Disney Tokyo makes and offers dream space and time. 
Here Children and adults can enjoy together and 
forget anything about annoying ordinary world while 
they are visiting. 

Mission of Tokyo Oriental Land 
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•Land for system　　
System of housing with machine shall architect 
virtual experience of adventure to space, Jurassic 
park of dinosaurs, deep seas and strange continents.

 

 

 

アンバサダーホテル

• Style of accommodation for service                             
All the staffs are trained how to greet, care, speak 
and help for hospitality to “guests” and hotels are 
provided for staying couple of days enjoyment.                  
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Which is successful Aqua line and Disney?   

“Old scheme”
It was an idea  
when areas 
were full of 
factories 

“New system”
Aqua line was 
built  by high 
technology in 
time and budget.

“Old service”
It  gains  only 1-2% 
annually to the 
total amount of  
investment.

“New scheme”
It is a customer 
oriented idea to 
renew  better 
services 

“New system”
Disney sea was 
built  by new 
technology with 
extra 2 billion

“New service”
100-150 thousand 
visitors/day/ 100 
dollars to earn 3-
4 billion dollars.  

 

 

 

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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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

 

 

 

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
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Unified  Leadership in PM　

“DousatsuRyoku”
Insight Competence

“Sikumi Ryoku”
Proposal  Competence

“Jikkou ryoku”
Implementation Competence”

Mission Creating

Integration of Projects

Program Value Chain 

Managing complex projects requires three basic 
competencies and proven knowledge support bases.

 

 

 

　　 Program Management Way　

　Profiling mission to scenarios

Design system projections 　　

　Strategic plan for constraints

Design platform for communication

Manage  problems by real options 

Measure and control values of program 
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What is P2M at glance? 

Entry

Project 
Management

9-Discrete 
Management

Entry

Program 
Management

Project 
Management

16-Discrete 
Management

A new program management is offered.                           
A new discrete management is expanded in  strategy, 
finance, value and information.  

 

 

 

P2M offers program integration management 

a, Profiling management 

b, Strategy management

c, Architecture management 

d, Platform management

e, Life cycle management

f, Valuation management
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Japan tracks after America

　1840　60　80　1900　　20　　40　　60　 80   2000

　 100 %

90

　　80

70

　　60

50

　　40　　

　　30

　　20

10

0

　　

Evolution of labor force number appeared in    
J. B. Quinn “Intelligent Enterprise” 1992 p-4

Service Industry

 

 

 

Cost factor is a key ?-Japan 35,516

India

Indonesia

China

Philippines

Thailand

Malaysia

Korea

Taiwan

Singapore

GDP/capita $  　 500　1000　2000  3000   10,000   20000　30000 
　　 Asian Economy Outlook 2002 418

753

853

1023

1944 

3680

8679

13347

28272
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Summary 

Service economy is coming and mindset shall be changed
Japanese contractors challenge hybrid project.
Program is an organic unification of project from mission      
Mission includes multiple issues to be demystified.
Program management handles project value chain.
Program is designed in compounds of scheme, system and service

models.
.

 

 

 

Difference of Kansai and Chubu Mission

１, Kansai Airport                                                  
Kansai was initiated by  Cost +Profit = Price
　Actual cost exceeded 1.4 times over budget of 1 
trillion yen (90 billion us$).  The highest landing price. 

2, Chubu Airport                                                   
Chubu was initiated by Price – Profit =Cost.
Actual cost resulted 0.9 times within budget of 66 
billion us$ . The landing cost  is competitive
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　　　　 Toyota Way  

Scheme Model
Any plan includes useless design, function or component. 
Pursuing maximum to avoid these is Toyota way .　

System Model
Italian designer architect airport like crane-elegant 
profile nobody could see unless staying at sky top. By 
replacing design, it could save 300 million us dollars

Service Model
5000 lamps lighting runway is required to be checked 
and replaced by 3 hours, but improved it to 1 hour. 

 

 

 

PFI is Finance and Architecture Hybrid System
PFI is British reform policy of upgrading public 
services radically by authorizing private firm to 
provide services by unified program of scheme, 
facility construction, and recovery of investment 
by operation.
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PFI increases 10 times in 3 years. 
Started with 11 projects by law in 1999 , it  increased to 
104 projects today. In the latest project of rebuilding the 
public office for ministry, it could save cost of 5% in the 
800 million budget of public office building.  

　　 2000Jun, Dec 01Jun, Dec, 02Jun, Dec,  03Jun

　 100

　　 80

　　 60

40

20

0　　

　　

104

 

 

 

3, How to Apply Project Management

ー P2M to renew business ー　　　　　
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　What can we learn from case study?

１, Construction requires transformation
Seeds are emerging in many service oriented or 
hybrid business model.

2, Construction shall look  into manufacturing　　
Manufacturing had restructured and going to 
revive. Its transformation was conducted faster.

 

 

 

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 in manufacturing 

• 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　
10 times potential ,
　　　　　　10 staff 
core team 　　　
1/10 Speed delivery
　　　　

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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Success Depends Platform design ?

“Rules” are dominant

“Jobs” are given 

“Closed” team

“Stable” climate

“Limited” freedom

Organization

“Minimum rule” is adapted

“Interest” is a priority

“Open ”cross team

“Rich”climate

“Challenging” freedom

　　　“Ba”

 

 

 

Fashion Business

Boutique shop in Tokyo
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0

100

200
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700

1987 1989 1991 1993 1995

New

Fashion Business

Automobile Interior

Dyeing Business 

What is your view on the business development? 

 

 

 

Mission Exercise in Formulation Process 

Mission shall be tested in several options of context 
reading, partners, and stakeholders interests. Gaming/ 
simulation deeply relates to its methodology.   

　Mission ProjectsScenario Program

Profiling mission Strategic decision Apply architecture
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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 

 

 

 

　　 Program Management Way　

　Profiling mission to scenarios

Design system projections 　　

　Strategic plan for constraints

Design platform for communication

Manage  problems by real options 

Measure and control values of program 
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　　　　 Summary

　　　　　　

 

 

 

The deep trap of  Japanese competitiveness 
　

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, (IMD Report)
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PM 
View

The First Generation
“Goal oriented” PM in 
1976

The Second Generation
“knowledge 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? 

 

 

 

BOK type 　

Context

　Process

　Knowledge

　 Stakeholder

　Service　Speed
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Subcontracting is dependent in hierarchy
Surprisingly, there exists 580,000 firms. Its 95% is tiny 
subcontracting firms with less than 29 employees. Only 
0.1%  has  more than 300 staffs with capital over 100 
million yen (830,000 us dollars). 

24.5%                             
10~299 staffs+0.1%

25.8%                      
5~9 staffs

　 49.6%                                      
1~4 staffs    

 

 

 

　　　　　　
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.

Core competence is managing of project?

Managing project is defined to realize project of technical 
system efficiently as it is expected.  　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　

Contracted 
Project

Management

Realize 
deliverable
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Summary Points

The industry faces turning point of maturity.
The industry is exploring a new business model
Project management is core competence.

Polarization is ongoing to contractor or supplier.

 

 

 

Summary Points

The strength of PM is integration capability.
Problem solution is basically related to needs.
Finance scheme is detrimental.
Mission is a key for solution of hybrid systems.
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Administration  

　　　　　　　Materials

　　　　　　　　　　　　　　　

Machine/Automation(IT model)             

　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Labor

Subcontracting( business model)

100%

80

60

40

20

0
1950         1960        1970        1980       1990       2000 

Hybrid model changes cost structure

 

 

 

Is Japanese “a giant” of manufacturing ?

Mobile Phone

DVD

VTR

PC

Color TV

Steel

Motor Cycle

Air 
Conditioner

HDD

Quantity Base  ０　　　２０　　　４０　　　６０　　　８０％ 　　

NIKKEI July 27, 2001

12.9%

38.3

23.2

8.4 

24.6 

14.5

46.1

38.7

6.9
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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. 

 

 

 

Giant Manufacturers Slowdown 

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 　 　　　
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T Company Case.

T firm is a giant of electronics manufacturer of 
44.6 billion us dollars. Dram divisions had sold 
5.4 billion. After IT bubble, chip price collapsed 
from13 dollars to 3, and it suffered from 1.3 
billion deficit. What was fact finding?

1, Korean is strong in competitiveness.                     
2, Profit making is difficult at current business. 
3,Restructuring is needed, but how?  

 

 

 

If CEO, what do you overcome the crisis?      

１, Fact finding    
Get information, analyze data and know facts 
　
2,  Vision -policy(strategy) making                            
Look the whole of happenings, and envisions 
the essence to policy what could solve the crisis.      

3, Mission launching                                               
Launch “holistic”mission for the middle to 
read them deeply to projections.     
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Fact Finding                 
Samsung Korea    21.1％

Micron US　　 18.9

Hynics Korea　　 17.2 

NEC Japan　　　　 6.7 

Hitachi Japan　　　　3.9

Infinyon Germany 　8.5

Toshiba Japan　　　　3.1

Mitsubishi　　　　　　3.1

 

 

 

Vision, Policy & Mission  at Corporate Level

Vision, policy, and mission are separated in large 
companies, but often mixed in small companies.  

DRAM memory chip business is matured, and not 
competitive any more. Restructuring shall be quickly 
but radically conducted. Resources of 2000 engineers 
shall be shifted to any growing division of chip users so  
that the business revives in a new form. Candidates 
are digital camera or medical equipment divisions.
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　 Corporate Level and Projects Level　

Corporate transformation are identified

Decision is made to implement in missions　　

The vision and policy are formulated.

Mission is received to program managers

Program manager finds issues to projections

Program manager integrates projects for values
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

　　 Exercise 9,                                      
How do you do after receiving mission ?       

１, Clarify Mission  　　　　　　　　　　　　　
Mission is a demand asking project managers 
to read and do it. It is an initial point to touch.
　

　2,  Issue Finding                                                   
Clarify issues in the mission to identify benefits, 
objectives, resources, and constraints.                      

3, Design Program                                                  
Issues are converted to independent projects or 
program to be interactive like value chain.     
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Clarify the Mission

Mission is clear if it is in the existed line, but fuzzy if it 
is in the new line. Talents for perspective, 
uniqueness, ,proposal, and venturing are indispensable.

1, Close the DRAM factory and sell. Is it included? 

2, Reallocate  2000 engineers. All engineers involved? 

3, Restore the technology  in new business?

4, Create business to absorb resource costs.  Any mode      

5, Raise product R&D in promising business.

 

 

 

Issue Finding in the Mission 

How memories can be used in business?
Mobile phones, Digital Camera, CAD, hospital

Medical check and surgery equipment are one of ours
but, data editing and filing technology are a demand

Among competitors, how specific product is 
offered and timely get performance.

Medical services are related to services, but  
better collaborate with the top to time to market.
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Program-Project Tree  

Medical Services    

R&D 
Project　

Partnering 
Project 　　　

　　

Marketing
　　　
Project

A New 
Product

Engineer 
Relocation 

Joint 
Venture

Sales 
&Service

 

 

 

Toshiba 
Medical 
Business

Cannon  
focuses  X 
ray camera 
　　

Toshiba 
focuses CT 
scanning

Static IT 
graphic 
technology

Precise 
Quality 
Equipment 

120 countries  
Service 
Network　　　

　　　　

　　　　 Program Management

Partnership  
in medical 
check/monitor  
system

Dynamic IT 
graphic 
technology

50％
Market 
share of 20 
billion $
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　　　 Exercise 5                                           
What are lacking in Context and Knowledge?

１、Project is undertaken for mission achievement　

２、Project shall generate extra value to customer　

３、 Leader must positioning with strategy

４、 Leader must generate cash or finance for project

 

 

 

Building and Architecture Industry

Customer
Satisfaction

　Building   
looks fine in design

Efficient
Execution 

What is required
function in design

Good Quality is 
warranted 

Price shall be 
competitive Procurement Building

Project 
Management
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　　　　　　　　P2M Thinking Applied

Customer&
Partners

　
Ecological design

Life cycle cost 
and service

Functional
configuration

Project Finance 
and cash flow

Life style 
configuration

Harmonized outlook
design

Architecture Value
in Community

Value 
Creation 
PM

 

 

 

　　　How to demystify fuzzy mission?

What are essentially new? What is essential issues to be 
implied?  What is expected  and demanded? How many 
feasible scenarios  could be written under hypothesis ? 

Zero thinking

Core competence

Time to Market

Value creation

Fuzzy mission shall be 
demystified by context 
an partnership　　
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　　　 Exercise 5                                           
What are lacking in Context and Knowledge?

１、Project is undertaken for mission achievement　

２、Project shall generate extra value to customer　

３、 Leader must positioning with strategy

４、 Leader must generate cash or finance for project

 

 

 

How to overview environmental change? 
(IMD Competitiveness Report in 2001)　

R&D　Japan ranks at 2nd　　①America,③Swiss,
④Germany,⑤Sweden,　

Skilled workers 　Japan ranks at 10th　　
①Philippines,②Ireland,③Austria

Productivity　Japan ranks at 26th　　①America,②
Norway,③ Luxembourg,

New emerging business 　Japan ranks at 49h　　
①Hong Kong,②Israel,③America

Japan ranks at 30th in Business efficiency（30th）
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Risks, Failures and Chances in Interfaces

 

 

 

 

Finance Business

IT Business

Manufacturing 

Logistics

Finance Software CAD/CAM

SCM Model

Trades

Venture Capital EMS

　　　 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
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1.3.2  Gaming & Simulation in Value Creation（新井教授） 

 

1

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

Project and Program Management for 
Enterprise Innovation:

Simulation and Gaming Perspective

Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology

 

2

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

P2M (Project & Program Management) 
and Simulation & Gaming

P2M is “Mission oriented” complex project and program 
management developed in Japan
A new concept dealing with complex social and business 
issues. 
In the chaos of a lost decade, service hybrid renaissance 
is a profile of novelty perceived in common. 
Simulation & Gaming is a promising thinking for 
demystifying not only complex interactions in 
stakeholders' world, but harmony of methodologies.
Applying Simulation & Gaming to Project & Program 
Management would be fruitful for both fields.
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3

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

What is the problem for us to 
solve by P2M and S&G?

Limit of cognitive competence
Memory or calculation

Causal relationship

Complexity of reality and distortion of 
information

Limit of knowledge

Limit of understanding the world with causal relationship

Social pressure
Distortion of decision making by social pressure

 

 

 

4

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

Collaboration between P2M and S&G

Systemic models with social scientific theories 
and methodologies

Construction of frame/Scheme models
Design & debriefing of gaming

Learning from hypothetical experiences
Agent Based Modeling

Investigation of many possible worlds by computer 
agents

Comparison with real world
Learning from many cases in the past

New social science frontier
Competence of setting reasonable hypotheses
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5

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

Competence of Project Managers as a 
Player in Projects Arena

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

First class competence of coordinating and managing.
Setting hypotheses for creating new concepts.
Integrating a variety of methodologies and tools.
Having skills of promoting dialogue among project team 
members.
Helping others create image using metaphors and 
articulate it into words.
Creating trust between team members.
Understanding history, and utilizing it to describe a path to 
the future

Ref.: Competence of knowledge engineers: from Ikujiro Nonaka, Hitotsubashi University

 

 

 

6

International Conference on Project Management (ICPM) 2003
Project Management and Beyond – Facing The Challenges of Globalization

Prof. Kiyoshi Arai, Chiba Institute of Technology, Dr.Eng

Thank you for listening!

Kiyoshi Arai
k-arai@pf.it-chiba.ac.jp

http://isaga2003.org
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1.3.3  P2M Professional Certification System and PMCC Activity（石倉事務局

長） 

 

P2MP2M　　Professional CertificationProfessional Certification
System and PMCCSystem and PMCC　　ActivityActivity

ICPM　2003
Kuala Lumpur

Sept. 9 2003

Masayuki Ishikura, PMP, PE
General Secretary, PMCC Japan

 

“P2M” Professionals 
Certification System

and
were launched

at The International PM Congress 2001  
in Tokyo, in Nov. 2001

Japanese PM
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P2M 

Project & Program M anagement
For

E nte rprise  Inn ovation

Interim Translation
of

Selected Chapters

P2M

A guidebook of

２００２

PM CC /E N A A 

Jap an

Project & Program M anagement
For

E nte rprise  Inn ovation

Interim Translation
of

Selected Chapters

P2M

A guidebook of

２００２

PM CC /E N A A 

Jap an

“Project & Program Management
for Enterprise Innovation (P2M)”

Published in Nov.2001

 

 

 
  

P2M 
What is PMCC?

A Non-profit Organization
Founded : April 5, 2002
Chair : Dr. H.Yoshikawa

( Chair of Science Council of Japan)
Members   : About 100 companies, individuals
P2M Club Members : 500

Annual Turn over : 5 mil.US$
Staff : 22
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P2M 

PMCC’s Mission

To strengthen the economic 
competitiveness on global market

To build a new knowledge system
To harmonize the economic activities via 

efficiency and social welfare

Fostering  PM / P2M by diversified industry
divisions, public agencies and organizations
as a cutting-edge disciplines, and 
certification of PM professionals based on 
P2M:

 

 

 
  

P2M 
PMCC Objectives

To Certify 3 level of PM Professionals
P2M: PMS, PMR and PMA

based on

Targeting Professionals Qualified in 
5 years

4500

To collaborate with global PM Community

To enhance the acquisition of knowledge
by diversified industry divisions / 

public agencies, organizations.

PM/P2M
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P2M 
Why Project Manager Certification?

Business Modeling
Increase on PM Competency 
Entrepreneur

Recovery / Revitalization of
Global Competitiveness

Certification of
Practical Project-

Managers

Certification of
Practical Project-

Managers

Reduced Competitiveness  On 
Products / Commodities
Resource Allocation

Change in Economic Condition
Global Competitiveness

Increase on Unemployment
Industry Shift・Social Change

Back Ground and
Environment Benefit

 

 

 
  

P2M Road Map to meet P2M Professionals 
Demand

To Meet PM Prof’ls
Demand: 2 mill.

In Japan

Advancement of P2M
Practical Tools

Development e-learning

Advancement of P2M
Practical Tools

Development e-learning

P2M Talent
Development 
At Enterprise

P2M Talent
Development 
At Enterprise

Popularization of P2M
/ Fostering

Popularization of P2M
/ Fostering

Popularizes of P2M,
Economic Compe-
　　　　　titiveness

Popularizes of P2M,
Economic Compe-
　　　　　titiveness

P2M Tool, 
Curriculum

Development

P2M Tool, 
Curriculum

Development
Development of

P2M Guide
Development of

P2M Guide

Ｐ２Ｍ
Population

Increase in P2M 
Professionals

Increase in P2M 
Professionals

20002000--20022002 20032003 20042004～～

Practical
Application

of P2M

Practical
Application

of P2M

Global  P2M 
Standardization
Global  P2M 

Standardization
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P2M P2M 
Certification/Examination
Semi – public Certification
Qualifications Renewal with CPD
Interrelation with PM associations

1st Level: Project Management  Specialist
　　　　　　　　 PMS
1st Level:

2nd Level:

Project Management  Specialist
　　　　　　　　　　　　　　　　 PMS

Project Manager Registered
　　　　　　　　 PMR
2nd Level:

3rd Level:

Project Manager Registered
　　　　　　　　　　　　　　　　 PMR

Program Management Architect
PMA

3rd Level: Program Management Architect
PMA

 

 

 
  

P2M 
PM Certification

At PMS
１st ２nd 3rd

44%

Certification Exams. Administrated 

Candidates,      599 606 785
Passed, 252 254 ?
Success Rate: 

Exam./ Certification planned early 
next year

PMR
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P2M 
P2M Club Organized

Members only with those  passed Exam.
Currently about   500  members

to form a Professional Society, 
to exchange Information and
Mutual Professional Development 

Purpose:

 

 

 
  

P2M 
PM Community in Japan

Industry

Professionals

ENAA

PMCC JPMF

Certification

PMCC Collaborates with other Project Management
Associations in Japan and Worldwide
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P2M 
Global Activities at PM Communities

P2M related educational program
Waseda, Meiji University(Japan)
Lille university (France)
University of Technology, Sydney (Australia)

APM, IPMA, AIPM, APPMF, SOVNET

Networking and harmonizing with 
other PM organizations

Participating in / Hosting international 
PM Initiatives

Global PM Forum (GPMF)
Operational Level Committee Initiative (OLCI)
PM competency Development (Global Performance Based
Standards for Project Management Personnel)

 

 

 
  

P2M 
Global Networking in Tokyo 
at GPMF＃11, IPMC2001
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P2M 
OLCI Initiatives at Yokohama,Oct.,’02

 

 

 
  

P2M 

Our Belief
P2M, a New Vitamin for Revitalization

Turning Dreams into Reality via P2M

of 
Japanese Industries , Global’s,  too

To contribute 
and 

Competency
Most Important

Global Project and 
Program Management Standard

Global Networking,
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P2M 
OLCI Workshop 2002, TokyoOLCI Workshop 2002, Tokyo

Workshop Workshop @ @ quiet monumentalquiet monumental
silk mansion in Yokohama silk mansion in Yokohama 

 

 

 

　

Please Visit Our HP:
http://www.pmcc.or.jp/
NPO
Project Management Professionals Certification Center
(PMCC)
Or contact:
M. Ishikura
Managing Director/General Secretary
PMCC
E-mail: ishikura@pmcc.or.jp 
Tel: 03-3502-4405
Fax:03-3539-1741
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1.4  P2M 講演の御礼と評価記事 

3 名の講演に対し、御礼とその評価記事である。 

 

Dear Mr.Harjono Zainal Abidin, 

I am really thankful to your invitation to the congress and hospitality you extended 

during my stay there at Kuala Lumpur. It was a good experience to learn that peoples 

are interested in project management with earnest intentions to look for application 

not only in engineering but also in business improvement as well. 

It is true to confess that the participation had motivated me to create Asian version in 

the near future in English. 

Above all, I am so happy that you had noted the value of P2M and introduced it in 

excellent summary. 

We are of course willing to continue further relations for research and discussions. 

Thank you again for sending the summary of the session to recall good and valuable 

memory. 

   Shigenobu Ohara 

 

Dear Professor Shigenobu Ohara 

We wish to thank you again for being with us at ICPM2003 together with Prof Arai 

and Mr Ishikura.  It was a indeed a great pleasure to listen to your lecture and one 

that remains imprinted in our minds for which we hope that there is opportunity to 

meet again in the near future to discuss further cooperation with Malaysian Research 

Institutions. 

Below you will find a brief summary of the Energy Session in which you spoke as a lead 

to recommending such cooperation which we hope will extend through all of East Asia 

and further. 

Thank you again for your fine presentation. 

Yours faithfully Harjono Zainal Abidin 

 

 

SUMMARY ICPM 2003 Session 2B ENERGY 9 Sep 2003 

================================================= 
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A preliminary summary of the energy session held at ICPM 2003 INTERNATIONAL 

CONFERENCE FOR PROJECT MANAGEMENT 2003 Organized by Construction 

Industry Development Board, Malaysia in collaboration with PMI Malaysia Chapter 

and Insitute of Project Management Malaysia. 

 With many thanks to Wan Zulkiflee, Managing Director of PETRONAS GASBhd, for 

sparing the time to chair the session in the morning and we hoped the participants 

found it well worth the effort. For those who could not make it we offer the following as 

a quick summary. 

All the topics presented seemed to integrate with current issues of the day from a 

business standpoint starting with the "hi-powered" opportunities from the Chairman of 

Malaysia's ENERGY COMMISSION, Datuk Mohd Anas and ending with the equally 

"powerful" and innovative business management solution from Professor Shigenobu 

Ohara of PROJECT MANAGEMENT CERTIFICATION CENTRE PMCC, Japan. 

In between we had Radzi Salleh of OGP delving deep into his experiential wealth to 

demonstrate practical "knowledge area" processes undertaken on PETRONAS projects 

at international and national levels; and Erika Klingler of SEMCON-Sweden elegantly 

showed us the well structured organizational solutions and methods called PROPS that 

has the potential to be adapted across a host of industries and cultures across the 

region. 

Datuk Mohd Anas, Chairman of Energy Commission, firstly had some positive 

business news for those attending his "AN OVERVIEW OF MALAYSIAN ENERGY 

PROJECTS" with an announcement of planned new additional generating capacity est 

at 10-12,000MW in the next 10 years at an expenditure of "...over USD10 Billion 

(representing) a challenge for the power sector ...especially under an environment of 

uncertainty and when other countries in the region are competing to attract foreign 

funds at the same time." 

These challenges from the Malaysian Power Industry seemed to be the perfect case 

study for applying Prof Shigenobu Ohara's "LINKING MISSION WITH VALUE 

CREATION ACTIVITIES: HOW TO APPLY PROJECT  MANAGEMENT TO RENEW 

BUSINESS", an insightful journey in new thinking that examines the very premise of 

projects as a business endeavor to arrive at an elegantly simple solution but full of 

depth - that of creating value as the first and highest priority. 
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 And what is value? The answer to that question lead to the design of a new high-level 

view of business i.e. the mission "framework", with its structural elements extracted 

from a diverse range of economic "patterns of thinking" and integrated into a "holistic" 

project management knowledge-system. 

The result is P2M, or Project and Program Management, said by Professor Christophe 

Bredillet of ESC-Lille Grand Ecole-France to be " ...a powerful key for the development 

of (new) organizations  (including) society (in general) since it is deeply rooted in 

human praxis." Therefore a project management methodology that includes "strategic 

thinking" for the benefit of community at large as an attractive "business" solution 

Japan's future. 

P2M is the standard guidebook for mission oriented "complex" project or program 

management developed in Japan (Ohara et al) with the concerted support of its 

national government, industry and practitioners. 

It is heartening to note Prof Shigenobu Ohara's invitation to Malaysian practitioners of 

project management to " ... join us and help to make a new beginning for the future of 

business in Asia". 

MORE views will be posted on this list as we collate input from other members of the 

rapporteur team at ICPM2003 forming the first issue of BATC'S WEB JOURNAL on 

Project Management to be hosted at MPMFORUM 

http://www.mpmforum.com .... 

Harjono Zainal Abidin i-Editor Malaysia Project Management Forum 

http://www.mpmforum.com 

BATC-UTM City Campus 

http://batc.utm.my 

PROJECT MANAGEMENT INSITUTE Malaysia Chapter 

http://www.pmimy.org 

"PMI Malaysia Chapter" <pmimy@y...> wrote:MYSIG-ICT List Members 

Pls be informed of the following and the registration forms can be downloaded at 

http://www.pmimy.org/ 

 

--- "PMI Malaysia Chapter" <pmimy@y...> wrote:MYSIG-ICT List Members 

Pls be informed of the following and the registration forms can be downloaded at 

 236



http://www.pmimy.org/ 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PROJECT MANAGEMENT 2003 

Beyond Project Management: Facing the Challenges of Globalization 

 

DAY 2 Parallel Session 2B – ENERGY CHAIRMAN 

Wan Zulkiflee Wan Ariffin Managing Director 

PETRONAS GAS BHD 

 

TUESDAY 9 SEPTEMBER 2003 

Session 2: Parallel Session B ENERGY 

09:00 ・10:00 

An Overview of Malaysian Energy Projects in the Short to Medium term 

Datuk Ir. Mohd Anas Mohd Nor Chairman, Energy Commission Malaysia 

 

10:30 ・11:30 

What it Takes to Manage Successful Projects? 

Tn. Haji Mohd Radzi Salleh Managing Director OGP Technical Services, Malaysia 

 

11:30 ・12:30 

Project Management Model for Malaysian SME's Erika Klingler, PMP Managing 

Director 

SEMCON (asia Pacific) Sdn Bhd Malaysia 

 

14:00 ・15:00 

Project and Programme Management for Enterprise Innovation 

Adjunct Professor Sigenobu Ohara 

University of Technology, Sydney, Australia 

 

The Q&A/Panel Session promises to be an interesting one and worth your while to 

make it. 
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第２章  PROMAT 参加報告 
2003 年 10 月 28 日（水）～29 日（木）に開催された、韓国 PM 協会、PROMAT (Korean 

Institute of Project Management and Technology)2003 年大会に、PMCC から 2 名が参加

し、P2M の国際普及に向けたプレゼンテーションを実施した。 

 参加者：PMCC 専務理事 飯倉督夫、コーポレート・インテリジェンス㈱ 武富為嗣 

 スケジュール： 

10 月 28 日（水）：午前中 PROMAT セッション参加 

                  PROMAT と PMI のミーティングに参加 

10 月 29 日（木）：午前中 PMI プレゼンテーション 

                          PMCC プレゼンテーション 

                  夕方  ディナーパーティ 

 

2.1  大会報告 

大会は FIDIC(Federation Internatonale Des Ingeneir Console)と合同で行われ、参加者

は 300～400 人の規模であった。最初のミーティング以外は、個別のミーティングになり、

PROMAT 独自のセッションを持っていた。 

 

2.1.1  PROMAT と PMI のミーティング 

PROMAT と PMI のミーティングは、PMI が翻訳や試験の実施を PROMAT に与えてく

れないので、困るというものであった。PROMAT は、日本はどうしているとこちらに質問

してきたので、JPMF がうまくやっていると答えておいた。 

PMI の Rebecca Moore は戦略的な判断は PMI のボードで行われているので、そこに伝

えると答えていた。PMI は多分委譲しないだろういうのが感想である。なぜか判っていな

いのが PROMAT という感じであった。 

 

2.1.2  PMI のプレゼンテーション 

PMI のプレゼンテーションは、PMBOK がグローバルに認知されていて、12 万人の会員

がいると強調していた。アジアでの伸びが急速であるとのことだが、全体の 80％は米国と

カナダで占めているので、グローバルというほどには他の国々には延びていないと思って

も良いと思う。また、今年の 12 月に OPM３を発表するとも強調していた。この 2 つで世

界に普及させたいというのが彼らの戦略である。 
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2.1.3  PMCC のプレゼンテーション 

PMCC のプレゼンはうまくいったと思っている。後で色々とコンタクトしてきたので、

関心も高い感じであった。しかし、どうやってアライアンスを組むか考える必要がある。

ビジネス界からのコンタクトは、P2M ガイドブックを翻訳してよいところだけを自分らの

研修事業などのビジネスに生かしたいという意図が見え見えで、どうやって知的所有権を

守るか、どうやって品質を守るかということを十分考える必要がある。 

 

2.1.4  コンタクト 

Jay S. Choo： Chairman PROMAT 

Young Min Park： PMCC Contact Point Pmsoft President 

  

VentureTiger： Chang-Woo Park President 

Soo-Jin Lim： Senior Consultant 

ミーティングを持つ。特に具体的な展開案を持っているのではなく、と

りあえず飛びついたという感じ。高麗大学のネットワークがあるので、

そこの教授を巻き込めたら一緒にやりたいといっておいた。Mｓ.Lim は

ずっと案内してくれ、積極的ではあるが、アイデアがない。P2M ガイド

ブックを送り、教授に見てもらってくれといってある。そしたら、アカ

デミックな連携も取れると。 

 ソウル大学：Han-Jin Lee という博士課程の学生がコンタクトしてきた。 

                これからは、広げられる可能性がある。 
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2.2  PMCC プレゼンテーション 

＜発表者：武富為嗣＞ 

PM Activities in Japan and 
Introduction to P2M

PROMAT Symposium & Seminars
October 29 ~ October 30, 2003

Korea Science & Technology Center, Seoul 

Tametsugu Taketomi
Project Management Certification Center (PMCC)

(Corporate Intelligence Corporation)

 

 

 
  

P2M 

Corporate Intelligence Corporation © Copyright All right reserved 2003

Agenda

PM Activities in Japan
PMCC Activities in Japan
Background of P2M Development in Japan
P2M for Integrated Program Management
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1997              Japan Project Management Forum (JPMF) 
- PM Professionals　

1999              Society of Project Management (SPM) 　　　　　　　　　　　
　　

- PM Academia　　 　　

2002               Project Management Professionals Certification Center 
in Japan (PMCC)

PM Activities in Japan 

PM Activities in Japan has started from Engineering and 
Construction Industries.

Those industries established Engineering Advancement 
Association of Japan (ENAA) to promote PM methodologies and 
exchange knowledge and experiences of professionals in the 
industries in Japan.

Through activities of ENAA, following organizations have 
established

 

 

 

 
  

P2M 
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Global Activities at PM Communities

P2M related educational program
Waseda University
Meiji University
Lille university (France)

IPMA, APM, AIPM, PMI,

Global PM Forum (GPMF)
Operational Level Committee Initiative (OLCI)
PM competency Development (Global Performance Based

　　　　　　　　　　　　　　Standards for Project Management Personnel)

Maintaining relationship with other PM organizations

Participation for international PM Initiatives
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Agenda

PM Activities in Japan
PMCC Activities in Japan
Background of P2M Development in Japan
P2M for Integrated Program Management

 

 

 

 
  

P2M 
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What is PMCC?
(Project Management Professionals 

Certification Center)

A Non-profit Organization
Founded : April 5, 2002
Chair :Dr. H.Yoshikawa

( Chair of Science Council of Japan)

Members : About 100 companies and individuals
P2M Club Members : 800
Annual Turn over : 5 mil.US$
Staff : 22
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PMCC’s Mission

To enhance competitiveness of enterprises through P2M  
in the global market
To establish a new knowledge scheme
To harmonize efficiency and effectiveness of societies 
through P2M 

◆　　Popularize P2M to various industry sectors, and public sectors as a 
cutting-edge discipline

◆　　Increase numbers of project managers as certified professionals 
based on P2M

◆　　Enhance recognition of certified P2M project managers in the global 
business societies　
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PMCC Objectives

Development and accumulation of P2M 

4500

scheme and  
PM knowledge in various industries, public sectors.

Qualifying

Generating P2M Professionals in 3 years

Collaboration with global PM communities

3 level P2M Professionals 
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P2M Road Map for future growth 

PM Professionals
Demand: 2 million

In Japan

P2M Population

20002000--20022002 20032003 20042004～～

P2M Guide Book
Development 

P2M Guide Book
Development 

P2M Tool & 
Curriculum

Development 

P2M Tool & 
Curriculum

Development 

P2M Advancement
Practical Tool

e-learning 

P2M Advancement
Practical Tool

e-learning 

P2M Popularization
in Business Society

P2M Popularization
in Business Society

P2M Professionals
Development 

in each Enterprise

P2M Professionals
Development 

in each Enterprise
P2M Practical

Application
P2M Practical

Application

Global P2M 
Standardization
Global P2M 

Standardization
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P2M Certification/Examination 

Associate public Certification
Qualifications Renewal with CPD

1st Level: Project Management  Specialist
　　　　　　　　 PMS
1st Level:

2nd Level:

Project Management  Specialist
　　　　　　　　　　　　　　　　 PMS

Project Manager Registered
　　　　　　　　 PMR

2002~

2004~

2005~

2nd Level:

3rd Level:

Project Manager Registered
　　　　　　　　　　　　　　　　 PMR

Program Management Architect
PMA

3rd Level: Program Management Architect
PMA
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PMCC’s Major  Activities in 2002~2003

Establishing Relationship with other PM organizations /  
communities

Participation in International PM events

Class Room Education to increase P2M Population

Implementation of P2M Certification Examination

Advance Research for P2M Development

Publication of P2M Reference Books, Text Books and 
Journals

 

 

 

 
  

P2M 

Corporate Intelligence Corporation © Copyright All right reserved 2003

Project & Program M anagement
F or

E nte rp rise  Innovation

Interim Translation
of

Selected Chapters

P2M

A guidebook of

２００２

PM CC/EN AA 

Japan

Project & Program M anagement
F or

E nte rp rise  Innovation

Interim Translation
of

Selected Chapters

P2M

A guidebook of

２００２

PM CC/EN AA 

Japan

“Project & Program Management
for Enterprise Innovation (P2M)”

Published in Nov.2001
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Agenda

PM Activities in Japan
PMCC Activities in Japan
Background of P2M Development in Japan
P2M for Integrated Program Management
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3-1.  Economic Environment in 21st Century 
surrounding Project Managers
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Competition changes from operational success to knowledge-
base success

●　US Revival           　　 ・ Economic growth led by finance and IT　

　　　　　　　　　　　　　　　　・　Money in the world goes to US
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　・　Success in IT represented by Wintel　　　　　　　

●　Japanese Decline　　　・ Conventional strength(high quality, high service,
high productivity) does not function in the world
market any further

　　　　　　　　　　　　　　　　・　Operational strength cannot be a future success
for Japanese firms

　　　　　　　　　　　　　　

What Happened ‘90s: 
US Revival v.s. Japanese Decline
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Examples show how competitive structure has changed 

　M&A in ‘90s　　　 Tyssen & Cruppe - Hostile takeover, then merge 
ICI                    - Separation of Zeneca
Aventis - Roune Poulanc & Hoechst
Mannesman - Telecommunication company?

Deregulation of Financial Industry　　 Who are major players in City in London?　
　　 Corporate Governance change

Emerging Competition　

　　
　 Old Communist countries

　IT Advancement

Boarderless Competition
New business model

What happened ‘90s : Europe

drive
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25

20

15

10

5

0

GDP per capita

（1,000US$）

　　 1991                   1996                    2001            2006                     2010  

2008　　Beijing Olympic
2010     Shanghai world exhibition

Source：made by OECD static data、World Development Bank report

30

PPP ratio
China:Japan 11.2 6.2 3.5

China 　Japan

CAGR
1%　

CAGR
7%　

What happened in China

　 GDP 2001
China v.s.Japan

　　　 (US$)

　　　 Nominal　　　PPP

China　　 　890　 4,300

Japan　 35,620　　26,500

　Ratio　 　40.0　 6.2

GDP per capita: China v.s. Japan
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　　 1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  

20
（million）

15

10

5

0

　　 350

980

No.2 in 
the world

Rapid Growth & Domestic Increase

Legend 
Top Share

（18％）

Legend Group growth

Hard Competition among foreign and domestic suppliers under government 
protective promotion for domestic suppliers
　　　　　　　　　　　　　emerge domestic supplier as global competitor

1984   　start its business as private co.
65% of shares are hold by 
Scientific academy

　
grow by importing foreign technology 
and know how

　　　　　　- collaboration with Microsoft, Intel
　　　　　　- collaboration with IBM

- learn channel management of vendors 
from HP. establish sales channel

1990    　sales own brand product

1994    　public offering at Hong Kong

1997    　top share in China （18%）

2002   　top share in Asia excluding Japan
　　　　　No. 8 in the world in high tech industry

1997
・　IBM　 100％subsidiary in Shenzhen
・　Intel         Chip factory in Shanghai
・　Dell 　 Customer center in Xiaman
・　DEC　 Production Facilities in Fujian
・　Toshiba   Sales start of PC with LCD Display

Foreign Entrance

　　 65%

Protective tax:
30%

China: Rapid Growth (PC)
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Western capitalism faces new competition from emerging 
economy. Rules of business games have changed

●　Deflation Pressure to Advanced Countries　
　 Low-cost competitors emerged in the Western market after coｒｒupｔion of

Communism in 1989. This event caused deflation pressure to Japanese economy.

●　Huge Debt in the National and local Governments　　
　　　 Investment attitude of public sectors are suppressed by these debts

- UK, Japan

●　Decrease of Population and Demographic Change
　　　 Decrease of population and increase of older generation will be the pressure

- Japan highest speed to change, 

Management change to cope with these structural changes is needed
for Western firms

Challenge to Western Capitalism
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Management needs to change

●　Deflation Based Economy　　　 More strict risk-return management for          
investment(project)

●　Accounting System Change　　 Consolidated accounting system
　　　(Global Standards)           　　 Market value based accounting system　　　　

●　Deregulation　　　　　　　　　　　 Focus on corporate value through direct 
financing

●　Emerging Competition　　　　　　　 Emergence of low cost competitors

●　IT Advancement Globalization and low entry barrier

Change of Business Custom and Rules  (Japan)
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Core Competency and Source for Profit：
Need to develop new structure for high profitability and sustainable 
growth

■　From operational success to knowledge creation
－　 high quality, high service, high productivity do not lead to

high profitability
　　　－　 new technology development does not lead to high profitability

■　Scheme development  for high profitability through global point of view

　　　－　involve low-cost country to manufacturing for high profitability
　　　－　convert knowledge to profit

From Conventional Wisdom to Knowledge Creation

P2M aims to support for those developments
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3-2.  Project Management in 21st Century 
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●　Manage the trade-off of Quality, Cost, Delivery
　　　　　－　Progress Management （bar chart, WBS, PERT, CPM…）
　　　　　－　Vendor Management   （Contract Management, Schedule Management…）
　　　　　－　Output Management（Report, Design Document, Procedure,…）

●　Organize and manage project
　　　　　－　Project Organization（Engineering, Procurement, Construction/Implementation, 

Training, Administration…）
　　　　　－　Steering Committee, Progress Meeting, 

●　Control risk
　　　　　－　identify risk factors, avoid by contract terms, prepare for back-up…

●　Establish and manage communication channel
　　　　　－　develop Coordination Procedure
　　　　　　　　　　　　　・to clients, to project team, to vendor, others,
　　　　　－　supply communication field and tools　

First Generation Project Management

Lead a project managing by a given purpose
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●　Manage business process
　　　　－　Business Process Reengineering(BPR)
　　　　－　Shared services, Outsourcing, Application Service Provider(ASP)
　　　　－　Supply Chain Management(SCM)

●　Manage return on investment of a project
　　　　－　Projection for return on investment
　　　　－　Net Present Value(NPV), Return on Investment(ROI)

－ Value for Money(VFM)
　　　　－　Real option

●　Strategically prioritize projects and implement
　　　　－　Portfolio Management　

Lead a project driven by business process

Second Generation Project Management
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● Plan and lead a new business scheme to proceed in a firm
　　　　　－　Business model planning
　　　　　－　Develop a scheme for global supply chain
　　　　　－　Develop a scheme for product life cycle management (R&D, Production Sales)

●　Establish a collaboration scheme utilizing IT network
　　　　　－　Business to Business(B2B)
　　　　　－　Network collaboration
　　　　　－　Virtual enterprise

●　Manage value proposition
　　　　　－　Business model creation
　　　　　－　Integrated value proposition

Third Generation Project Management

Conceptualize new business scheme and propose value from 
higher management viewpoint
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3-3.  Emerging Types of Projects in 21st Century
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Asian HQ

European HQ

• Business Integration
• IT Integration
• Governance Integration

US   HQ

Enterprise Global Integration through IT 

Project Management (Case 1)

Shared Services

Outsourcing      

ASP                    

Increase Value
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Market Needs

Customer
Customer

Production Site

Headquarter

EMS

1. Factory Relocation to Overseas1. Factory Relocation to Overseas

2. New Supply Chain System2. New Supply Chain System

3. Information Network with Headquarter3. Information Network with Headquarter

4. Value-added Business Model4. Value-added Business Model

5. Cash Circulation System5. Cash Circulation System

6. Operation under New Business Model6. Operation under New Business Model

Building Extended Enterprise : 
Project Management (Case 2)

complicated management issues to solve
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supplier supplier

New Business Model Creation: e-Market Place
- How to integrate suppliers and buyers on a web
- How to establish profitable structure of e-market place
- How to technically connect

Banks

Project Management (Case 3) 

Buyer Buyer Buyer

Supplier

e-market place

　　Design
　　Design 　 Purchase

　 Purchase 　 Production
　 Production 　 Logistics

　 Logistics 　 Sales
　 Sales

　Maintenance
Service

　Maintenance
Service

　　Plan
　　Plan

Value Creation
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Bio-Processing Factory　

　　　Household Dust

Agri-Field

Food

Eco-friendly Circulation System

Fertilizer

・　Project Finance
・　Eco-circulation System
・　SPC Establishment
・　Bio- technology
・　Factory Construction
・　SPC Operation

New Business Model Creation: Ecological Circulation System By PFI
- How to integrate suppliers and buyers
- How to establish profitable structure of Special Purpose Company (SPC)
- How to establish economical bio-reactor

Project Management (Case 4) 

PM Skill Required
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Project R
isk

Program Portfolio Management:        Increase Corporate Value  
Project Management (Case 5)

Selection & 
Prioritization

Enterprise Resource Planning

Investment Return

Project A

Project B

Project C

Efficient Project Operation
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Agenda

PM Activities in Japan
PMCC Activities in Japan
Background of P2M Development in Japan
P2M for Integrated Program Management
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Ⅳ １　　Project Strategy Management

　　 ２　　Project Finance Management

　　 ３　　Project Systems Management

　　 ４　　Project Organization Management

　　 ５　　Project Goal Management

　　 ６　　Project Resource Management

　 　７　　Risk Management

　 　８　　Information Management

　　 ９　　Relationship Management 

　 １０　　Value Management

　 １１　　Communications Management

P2MTM　PM Knowledge Base

　　　　Quality Management

　　　　Cost Management

　　　　Delivery Management

　　　　Scope Management

　　
Ⅰ　Entry
Ⅱ　Project Management
Ⅲ　Program Management

P2M: New Individual Management Area  

　　　　Profiling Management
　　　　Program Strategic Management
　　　　Architecture Management
　　　　Platform Management

Life Cycle Management
Value Assessment Management

P2M consists of 4 parts. Part 4 consists of 11 chapters. 
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P2M: Integrated Program Management  

　
　

　
　

　
　

　
　 　

　
　

　
　　

　　

Project AProject A Project BProject B Project CProject C Project DProject D

PROGRAMPROGRAM

Portfolio 
Capital
BPR

　　　Enterprise 
Value Creation

　　　　

Single Projects for Discrete Objectives

Integrated program management is a main part of P2M
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Conventional PM

 

 

 

 

 

 

P2M

Up-Stream
“Scheme”

Mid-Stream
“System”

Down-Stream
“Service”

Advancement of Project Management

1. Divide mid-stream (System)
　　　　　－　incorporate a scheme adjustable to environmental change, identifying  

combined structure and option of independent profit unit 
　　　　　

2. Expand to up-stream (Scheme)
　　　　　－　illustrate a detailed scenario or plan based on management idea or insight

3. Expand to down-stream (Service) 
　　　　　－　exploit new opportunity accumulating and modifying know how or data 

acquired from system development and usage　　　　　

Program Management
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Dynamic Project CycleDynamic Project Cycle

Synergy of 3 types of Projects

Scheme Model

System Model Service Model

Knowledge Database

P2M Development 
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Conventional Wisdom has no longer functioned：
Project Manager armed with P2M will increase his/her 
competitiveness and the competitiveness of enterprises

P2M aims to cope with new competition which 
project managers face in 21st century

Project Managers in 21st Century  

 

 

 

　

Please Visit Our HP:
http://www.pmcc.or.jp/
NPO
Project Management Professionals Certification Center
(PMCC)

contact:
M. Ishikura
Managing Director/General Secretary of PMCC
E-mail: ishikura@pmcc.or.jp
Tel: 0081-3-3502-4405
Fax:0081-3-3539-1741
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Government - Industry-Academia

Continuous support to P2M as a significant factor for 
Nation’s Competitiveness

Platform for Producing Cutting-edge Professionals

P2M ProfessionalsP2M Professionals

IncreasingIncreasing
Added ValueAdded Value

EnhancingEnhancing
IndustrialIndustrial

CompetitivenessCompetitiveness

EncouragingEncouraging
Business IncubationBusiness Incubation

Professional Development Programs for Classified Objectives

METI Policy Commitment to P2M
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2.3  企業における PM 実態調査 

１．訪問先  Ａ社、Ｂ社 

２．期間   2004 年 1 月 28 日～1 月 29 日 

３．目的   プロジェクトマネジメントを実際にどのようなところに応用しているか、 

              あるいはどんなところに導入するのに興味を持っているかの意見聴取を 

              行った 

４．概要 

１）Ａ社 

  訪問者：戦略本部 経営戦略部長  

  戦略本部 経営戦略部 担当部長  

 

製薬会社におけるプログラムマネジメントと研究開発のプロジェクトマネジメントの連

携について意見交換を行った。製品開発の方向性、研究開発部門から上がってくる開発案

件の評価を全社戦略と照らし合わせて行うことが必要。同時に開発案件にプロジェクトマ

ネジメントを導入して効率的に推進することも非常にホットな話題である。Ａ社は合併会

社であるためにそのような仕組みを標準化して入れていく必要があると思っている。など

とも意見が出て、非常に有意義な意見交換であった。 

製薬業界では、今世界的な業界再編が起きている。その中で各社は生き残りをかけ、M&A

の推進、ライセンス戦略の推進、開発の効率化などに取り組んでいる。 

日本の各社では製品戦略部を設け、事業のポートフォリオ管理とプロジェクトの評価を

連動させようとしている。その中に P2M のような考え方を盛り込むのも有効な方法かもし

れない。医薬品の研究開発は 10 年にも及び数百億円の開発資金を必要とし、なおかつ開発

に成功するものは 10％以下という典型的なハイリスクハイリターンのプロジェクトである。

このようなプロジェクトをどのように管理していくかを検討考察することはP2Mにとって

も非常に有意義である。そこには製品戦略とプロジェクト管理の効率化を同時に連動して

推進させるプログラムマネジメントの考え方が有効である。この考えを推し進めていくこ

とには意義があるとともに非常に興味がある。 

 

２）Ｂ社 

訪問者：秘書室長 取締役執行役員 

 

現在の海外展開や生産効率向上のデジタル化の進展について意見交換を行う。Ｂ社は米
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国をはじめとして、全世界に展開しており、独自のアメーバ経営を行っており、その中で

収益管理やプロジェクト管理も行っている、生産部門のデジタルかも各所でかなり進展し

ている。むしろ、それ以外で知的財産移管する訴訟問題などを抱えていて、奔走する毎日

である。 

デジタル化は現在、IC タグを使ってトレーザビリティを上げて、リードタイムの短縮、

在庫削減、生産地表示などと多方面に活用される可能性を秘めている。これらの開発をど

う進めるかは正にプロジェクトマネジメントである。その意味ではプロジェクトマネジメ

ントに非常に興味を持っている。担当部署がどのように反応するかはわからないが社長を

はじめとして話をしてみる。 

 

以上、2 社とも非常に面白い訪問であった。P2M ではＣ製薬会社が理事として参加して

おられるので、そこを通して今度製薬業界向けのプロジェクトマネジメントを展開するこ

とは非常に意義がある。 

Ｂ社のような IC タグを使ったデジタル化の推進は今後 2～3 年のホットイッシューとな

るために興味深い。京セラは日本を代表する会社の範疇として考えられるため、今後のつ

ながりを持っていくことは有意義であろう。 
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第 ３ 章  Asia-Pacific Federation for Project Management 
(APFPM) 設立会議 

AIPM が熱心に推進しようとする APFPM というアジア太平洋 PM 連盟構想があり、今

回設立会議的な会合が持たれた。この連盟については、構想の青写真段階の昨年に AIPM 

Cunningham 専務理事から JPMF（田中）宛てに参加の招請があったが、連盟の主要なタ

ーゲットが AP 地区の PM 知識体系の設定にあるので、PMCC にこの構想を繋ぎ、PMCC

が APFPM の日本代表パートナーとなっている。 

今回、APFPM の設立総会であるとして、田中に参加要請が事前にあったが、上記の事

情から参加を辞退していた。しかし、現地入りしてから、AIPM 専務理事の再三の要請があ

り、オブザーバーとして参加した。 

 

3.1  APFPM 設立に至るまでの経緯 

96 年に AIPM の提唱で前身のアジア太平洋 PM フォーラム(APRFPM)が結成され、フォ

ーラム憲章と協定書には、AIPM (オーストラリア)、PMI New Zealand、PMA India、

SOVNET（ロシア）、IPMA、PMRCC (中国)が署名した。その他に、活動を推進すること

に同意する個人が６名、支援する個人が４名議定書に署名している。 

当時 ENAA では、熟慮のうえで、支援はするが、署名は JPMF が結成されてから JPMF

の立場で行おうとの結論に達したので署名を見送った経緯がある。 

この Forum は 96 年に第１回目が、オーストラリアの GPMF 大会時に併催され、第２回

目が翌 97年にインドのPMAの年次大会時に開催され、田中がENAA特使として参加して、

ステアリング委員兼スピーカーを勤め、「支援する」を実現した。 

その後、このフォーラムの活動は途絶えていたが、これを再開しようとする提案がイン

ドの Adesh Jain 協会長と AIPM マネジメントの間で起こり、再開に向けての討議が、田中

がENAA/JPMF代表として参加したCairns 2000 Project Management Week (00年10月)

に行われた。 

会議の主催者 AIPM を代表して Dobie（前）会長から、AIPM はアジア地区の National 

PM Organizations の育成をポリシーとして採択している、多くのアジア・パシフィック諸

国で Competency Standard 基準のトレーニングを求めており、Dobie 会長も、英連邦諸国

を飛び回る日々が続いている（本業は PM コンサル会社の社長）との所信表明があり、そ

の後、オリジナル協定書の見直し作業を行った結果次のような意見が出た。 

 AP というが、英語国であり、実質 West であるオーストラリアの観点では御しき

れないアジア特有の要素がある（田中）。 
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 共通の手法やツールを開発するというが、現代の Context では、国の特性もあるが、

業種の違いが PM にも色濃く出ている。エンジニアリング業の PM と IT 業の PM

は大きく異なる。「共通の」はあり得ない（田中）。 

 National PM Organization とは何か？（オリジナルの協定書の意図では、国を代

表する協会で、当該国の政府に対しても、対外的にも Single Voice である協会と説

明あり）。これは、アジアは PM の黎明期にあり、1 つの協会というより当該国で

全国的なカバレジを有する協会とするべき（田中、シンガポール代表）。 

 Reciprocity という条項の定義が曖昧である（多くの出席者）。 

 国連プロジェクト局は、AP 地区での開発プロジェクトに PM が不可欠であること

を深く認識しており、このフォーラムを支援する。AP では、オーストラリアを除い

て自国の PM スタンダードがないので、英国（APM）又はオーストラリア（AIPM）

のスタンダードを使用している。また、PMI の PMBOK や PMP の影響力も外資系

の企業で強い。今後の課題は、これらのスタンダード間やその裏にある協会などス

テークホルダー間のコンフリクトをいかに調整するかにある（国連 Robertson 氏）。 

 アジア地区では、純粋プロフェッショナル教育ではホスト国に評価されない。

ENAA が隔年実施しているアジア諸国での PM セミナー教育での経験からは Total 

Project Delivery System に多大な期待が寄せられ、実際評価される。現在、日本は、

これらの経験を生かして、企業・機関と個人の両方が能力向上することを目指した

PM Program を構築している（田中）。 

 日本の JBIC はアジア地区での開発プロジェクトの Big Stakeholder である。アジ

アの開発プロジェクトを考えるとき、国連もそうであるが、JBIC など、推進基盤を

提供する機関との提携を是非考えよう（国連 Robertson 氏）。 

 アジアの特性を考慮することも大事であるが、Global PM Standard を作り、これ

は Public Domain に属する知的財産であるので、これを各地区の特性に合わせてテ

ーラリングしていくことを考えるのも重要である。(Lynn Crawford 教授) 

 来年の東京での国際 PM 会議は、AP 地区での実践的な PM 事例を発表してもらう

ことも大きな目的である。このフォーラムの成果・中間成果も是非取り上げていき

たい（田中）。 

これらを踏まえて、AIPM が Discussion Paper を作成し、新生フォーラムのあり方を関

係者で討議していき、また、具体的な協力プロジェクトを探索していくことになったが、

結局この作業はなされず、1 年後の東京国際 PM 大会の際に、11 カ国が参集してビジネス

ミーティングが開催されたが、その後進展はなかった。 
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3.2  参加者 

【Australia】 Colin Dobie (議長：AIPM 前会長), Dr. Neveen Moussa (AIPM 会長),  

                  Leigh Cunningham (AIPM専務理事), Granville May (AIPM 副会長) 

【New Zealand】 Phil Heaphy (Secretary PMINZ) 

【China】 Mr.Zhan Qilin (Vice Chairman, China Construction Association) 

                  他 5 名 

【Japan】 Hiroshi Tanaka (JPMF 会長) 

【Singapore】 Bernard Ho (SPM 財務理事：オーストラリア大学出身) 

【Hong Kong】 Jacky Tsang （香港 PM 協会会長：オーストラリア大学卒, Theseus 

  Leung （同副会長：オーストラリア大学出身） 

【India】 Adesh Jain（PMA 会長） 

【オブザーバー参加】 

 Dr Deepak Bajaj (シドニー工科大学),   

 Sheila Yan (中国派遣団のコーディネーター：シドニー在住) 

欠席者: 

【Indonesia】 Hari G Soeparto (IAMPI 会長) 

【Pakistan】  Suhail Iqbal 

【Japan】    Masayuki Ishikura (PMCC 事務局長) 

 

3.3  議事内容 

3.3.1  Introductions and objective of each member association 

参加協会の APFPM への期待が述べられた。推進者の AIPM ほか主要プレイヤーの目的

は次のとおり。 

■ AIPM 

 AP 諸国の PM 協会を結束し、世界の PM 界での AP の発言力を高める。 

 オーストラリア政府や世銀、アジア開銀(ADB)に対して、AIPM の AP への貢献を、

この連盟によってアピールし、国際協力プロジェクトにおいて AP の PM リーダー

シップを確保する。 

 この連盟の成果を AIPM 会員にフィードバックし AIPM の会員価値を増大する。 

■ PMA（インド） 

 AP 連盟を充実させて、AP 共通の PM フレームワークをもって国際協力プロジェ

クトに対する世銀ほか Lending Institutions の支持をより強く引き付ける。 
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 AP 内での交流を強めてナレッジ＆情報交流からインドとして利する。 

■ ニュージーランド 

 PMI の支部からスタートして、半分 PMI 組織、半分は独自のナショナル PM 協会

であり、AIPM と歩調を合わせて AP 内での自らの発展を担保する。 

 会員 850 名（うち PMP350 名）であるが、PMP の次の資格を模索している。 

■ 中国 

 中国は、PM への取り組みが急ピッチであり、3 年前には国際 PM 資格の保有者は

ほぼ皆無であったが、いまや PMP は 2000 名（田中注：過去 1 年で倍増）、IPMA

の資格保有者は 4 ランクトータルで 3000 人（田中注：過去 1 年で 3 倍増）となっ

た。中国ももともとからある IPMA 傘下の協会(PMRC)、PMI を担いでいる外務省

労働訓練局、そして AIPM が育成している協会と 3 つの系統があったが、（PMI 派

は除いて）伝統的なエンジニアリング・建設系の PM 団体は、中国 PM 協会の設立

を準備中であり、国際パートナーとして種々検討したが、AIPM が一番充実してい

るとの感を抱くに至った。 

 AIPM との絆を強めるため、10 名の精鋭が AIPM の（最上位資格）MPD に挑戦し、

このたびめでたく全員 MPD の認定を受けた。 

 AIPM の指導の下、APFPM が大いに発展するように中国としても支援する。 

 

3.3.2  Update on progress of APFPM 

 参加国は 10 カ国となった（オーストラリア、ニュージーランド、インド、中国、

インドネシア、マレーシア、日本（PMCC） 、シンガポール、マレーシア、タイ）。

参加を希望している国はあと 6 カ国ほどあるが、現在、連盟の体制と統治体制（ガ

バナンス）の整備中であり、加盟承認を保留している。 

 ロゴや事務局体制は固まった。 

 資金確保は継続中（後述）。 

 AP の PM 知識体系と資格制度の準備は WG で精力的に進めている。 

 APPM ジャーナルを発行する。しばらく AIPM が面倒を見て WEB で発刊して、

ファンドの目安がついたら紙のジャーナルを季刊で発行する。レフリーつきの正式

ジャーナルとする。 

（コメント：英語で査読つきの論文となると、英連邦以外の国からは寄稿が期待で

きない。査読なしのエッセイや、各国リポートなども交えるべき。） 
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3.3.3  APFPM Body of Knowledge – report on BoK working group 

 WG があるが、実質的にはシドニー工科大学の Dr. Deepak Bajaj が一人で、PMI 

PMBOK、英国協会 APM Bok、IPMAICB、日本の P2M の比較を行い APPM BoK

の骨格形成を行っている。 

 APMBoK は 2004 年２月末までにドラフトを完成し、加盟国のリビューを受ける。 

 2004 年 4 月には発行したい。 

 APFPM は Public Domain に供する。従って、骨格をなす各知識体系(BoK)の著作

権者の合意取り付けは、来年 1 月から行う。 

 

3.3.4  APFPM Competency Standards – report on standards working group 

 この WG は、AP 版の PM 資格資格認定制度を究極の目的としている。コンピテン

シーベースの資格を目指しているが、取り敢えずは、AIPM が最近導入した、

Practical Project Manager (PPM：上記 4 項、RegPM 制度、を参照)という知識ベ

ースの資格を骨格にしたらどうかと考えている。 

 アジアには英連邦諸国以外で英語が外国語となっている国が多いので計画として

は試験問題の翻訳も考える必要がある。 

 AP－PM 資格が加盟国間の共通 PM 資格となるように目指している。 

 

3.3.5  Standing member contribution to emerging national involvement in 

APFPM 

APFPM には加盟 10 カ国のほかに、フィージー、パプアニューギニア、東チモール、ミ

ャンマー、カンボジア、ラオスの 6 カ国を加える構想がある。これは、AP の国際協力プロ

ジェクト・シナリオを考えると、APFPM の骨格が出来たら早急に考えなければならないこ

とと認識している。 

また、これら諸国の開発プロジェクトのメイジャーステークホルダーである

International Development Agencies や、資金提供国のエージェンシーへの APMPM のマ

ーケティングも肝要である。 

 

3.3.6  Funding of APFPM 

Mousa AIPM 会長がこれまで 24 の国際機関（世銀、ADB 他）＋多国籍企業に、APFPM

への財政支援を要請している。今後ともフォローしていくが、これと共に、APFPM の運営

費について加盟協会に資金割り当てをお願いしたい。当面、APFPM を進めるための全体会
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議への渡航費は確保してほしい。 

 

3.3.7  Action plan, including development of a Marketing plan and assignment 

of responsibilities 

 AP-PM 知識体系の発行＋AP 資格認定制度のスタート：2004 年 3－4 月 

 国際協力プロジェクトへの資金提供機関へのアプローチ：Ongoing 

 AP 途上国（上記 6 カ国）へのアプローチチャンネルの吟味：参加協会の知恵を提

供 

 APFPM のマーケティング： 

・ ミッション、ロゴの整備 

・ 共通プレゼンテーション資料の開発 

・ キャンペーン 

・ HP の開設 

・ APPM ジャーナルの発行（まず電子ジャーナル） 

 

3.3.8  Signing of Charter 

設立チャーターの署名式が行われた。 

署名国は、オーストラリア(AIPM)、ニュージーランド(PMI New Zealand)、インド(PMA: 

Project Management Associates)、シ

ンガポール(SPM: Society of Project 

Management)、香港 (HKIPM: Hong 

Kong Institute of Project 

Management) 、 中 国 (Project 

Management and Contracting 

Committee of China Exploration and 

Design Committee/Project 

Management Directing Committee 

of China National Association of 

Engineering Consultants) である。日本は JPMF が署名者とタイプされていたが、PMCC

がパートナーであるため、署名は辞退した。 

 

他に、マレーシア（PMI Malaysia Chapter）、インドネシア(IAMPI: インドネシア PM
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協会)、パキスタン（団体不明）が参加をコミットしている。 

 

3.3.9  Date for next meeting 

次回の参集会議は2004年3月か４月とする。場所は未定（地理的に中立な都市とするが、

スポンサーを名乗り出てくれる協会があれば、その都市となるやも）。 

それに先立ち、1 月頃に電子会議を開催する。 

 

3.4  動向および観察 

 APFPM は、表面だけを見れば順調に立ち上がり、他のこの種のイニシアティブと

異なり、割合早いピッチで進展していると観察できる（ただし、実質は分からない）。 

 額面通りに推移すれば、AP の PM 界の結束がなり、大きな勢力になる。 

 しかし、メンバー構成を見ると、シンガポール、マレーシア、香港、パキスタン、

インドネシアなどは、AIPM と協力協定を結んでいる PM 協会か、会長など幹部が

オーストラリアの大学の出身者であり、インド、日本以外は親 AIPM 連盟であろう。 

 アジアの PMI 勢力は、ニュージーランドとマレーシア（親オーストラリアで、AIPM

がナショナル PM 協会の設立を狙っている）以外は加盟しておらず、この東南アジ

アでの大勢力なしに真の AP 連盟と言えるか。 

 IPMA の副会長国であるインド協会が加盟しているが、狙いは、この連盟を梃子に

国際機関を動かすという政治的な思惑にある。 

 中国の建設系 PM 協会が加盟している。AIPM はこの勢力を大変うまく取り入れた

（取得に 5 年はかかるはずの最上位資格 MPD をたった 10 日の研修のみで、実績審

査で 10 名に付与したのは一例）。中国に 3 つほどある PM 勢力のなかで、この勢

力は本来の主流派であり、中国勢の支援がこのまま続けば APFPM は大きな脅威と

なる。 

 予想される APFPM の質的な問題では、AP-PM 知識体系が、既存のスタンダード

の寄せ集めであり、スタンダードのオーナーが用意に AP-PM 知識体系への断片的

な取り込みに同意しないと考えられることである。そうすると、とたんに立ち往生

する。 

 もうひとつの問題は資金の確保（いままでどのグローバル PM イニシアティブも成

功してない）と、国際機関（世銀、ADB、JBIC など）の支援の取り付けに尽きる。 

 日本（PMCC）には、悩ましい課題である。AIPM 幹部と PMCC と親しい Lynn 

Crawford の関係は、大会でも挨拶以外は顔を合わすことがないほど冷え切っており、
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ＡIPM（とくに最の権力者 Colin Dobie 前会長）は Lynn Crawford の主催する 2

つのグローバル PM イニシアティブを敵対視している。 
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第４章  IPMA モスクワ大会調査報告書 
平成 15 年 6 月４日から 6 日まで第 17 回モスクワのコスモスホテルで IPMA（欧州プロ

ジェクトマネジメント協会）と SOVNET（ロシアプロジェクト協会）が共催の国際大会が

開催され、PMCC は小原重信シドニー工科大学客員教授をリーダーとして 7 名（外部協力

6 名）のチームを派遣した。 

 

4.1  サマリー 

4.1.1  参加目的 

参加目的は、最新の世界動向を把握し P2M 標準を国際認知させるとともに、その情報を

今後のガイド改定や資格制度に反映させることであるが、本報告書の随所にその成果を読

み取ることができる。本大会の全体的印象を要約すれば、次の４点が新鮮であり今後の

PMCC 運営の重要な指針となる。 

 

4.1.2  指針 

① 伝統的なプロジェクトマネジメントの限界が英国の基調講演で鋭く指摘され P2M ガ

イドが世界に先駆的に発信したプログラムマネジメントが主流になる転換期であるこ

と。 

② 欧米各国が精力的に社会やビジネスに利用できる新しい標準ガイドと資格精度を整

備し始め日本の P2M 型を追随しており、今後、米国はプログラムマネジメントのガイ

ドを準備しており、国内にも参入する可能性が高いこと。 

③ 競争関係にあった IPMA と米国の PMI が相互に協力関係を認知し協定したので、知

識開発がグローバル標準へ 1 歩前進し今後の ISO 化が促進されること。 

④ IPMA は基調講演でも日本の P2M を数度にわたり紹介し評価したが、今後も一層の

交流が不可欠でこのような参加を通じて世界の動向を追跡する必要が高いこと。 

 

4.2  大会動向と参加者 

4.2.1  大会の動向 

IPMA は欧州を中心とする国際大会であるから、英、仏、ロシア、ウクライナ、オラン

ダ、独、スイス、オランダ、スペイン、チェコ、ポーランド、カナダなど多国籍であるが、

米国の PMI 関係の参加者が多いのも特色である。ロシアは発電、原子力、エネルギーなど

巨大プロジェクトが多いので、欧米が将来の市場を拡大する狙いがある。 
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4.2.2  大会参加者 

ロシアは10年前から発電関係でプロジェクトマネジメントを導入してきたが、政府関係、

地方自治体、産業もあり、プロジェクトマネジメントの需要が増大している。IPMA と

SOVNET は大会の主催者であるが、共催として教育省、情報通信省、企業投資支援連盟の

名前が共催となっていることからも、その傾向が伺える。 

大会参加者は 1200 名程度であるが 900 名が国内、海外が 300 名程度である。 

 

4.2.3  日本からの参加者 

日本からの参加者は 21 名で、その内 PMCC 関係者は総勢 7 名が参加であった。PMCC

関係は、敬称は省略するが新井潔（千葉工大）、小原重信（シドニー工大）、木谷忍（東

北大）、田中弘（日揮）、仲村 薫（アルテミス）南野（日立製作所）、福田（カザフス

タン現地）である。千葉工業大学の新井潔教授と東北大学の木谷忍助教授は、科学研究費

で特別参加していただいたので 7 名を確保し、PMCC として面目を維持できた。PMCC 以

外の日本人は 10 名で、PM 学会関係で IBM の富永章専務他 5 名、NTT データ１名、千葉

工大 3 名であり、大会にプロジェクトマネジメント学会の共催者としての名前がある。 

 

4.2.4  今後の課題と提案 

PMCC としての課題は 2 つある。 

第１は P2M の積極的支持者の IPMA への参加者数の確保である。IPMA は、PMI と並

ぶ重要なプロジェクトマネジメントの国際大会である。JPMF やプロジェクトマネジメン

ト学会は共催者になっているが PMCC の名前がなく、ENAA の関係者も参加していないの

で、P2M の参加者数と名目上の存在感はウラハラになっている。ENAA、JPMF と PMCC

のシナジーを発揮出来る対策が必要になる。次年度に早目の計画と募集を実施すべきであ

る。 

第 2 は、欧州やロシアでの対応である。PMI や IPMA は、本格的にブースを設置して市

場開拓している。標準認知が当面の課題であるから、緊急に市場開発の必要がないが、怠

れば、国際標準への昇格が危ぶまれる。日本の P2M への関心も高く翻訳版はただちに在庫

がなくなる状態であり、具体的な工場管理のコンサルティング系、大学教育、ロシア語翻

訳出版の話も出ている。参加と対応が逆効果にならぬように IPMA へのポジショニングに

ついて方針を検討する必要がある。 
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4.3  IPMA 大会の全体基調 

大会は 1 日目のグローバルフォーラム、2 日目の基調講演、２－3 日目の論文発表とラウ

ンドテーブル討議の４形式で構成された。 

 

4.3.1  グローバルフォーラム 

4.3.1.1  目的 

グローバルフォーラムは、プロジェクトマネジメントのグローバル標準化と重要項目に

集中して毎年実施する有識者の討論の場である。大会会長のボルバエフ教授が 5 ヶ国の知

識体系の方法論と活動についてプログラムを編成したが、日本の P2M については他国の 2

倍の時間を特別枠として設置し関心を表明した。 

 

4.3.1.2  講演と方法論の流れ 

PMI 代表としてファーレンクロッグがタイムとコストが中心概念を強調したのに対し、

APM 会長のマイルス・シェファードがいきなり、P2M のタワーをプレゼンテーションで

示して、プログラムマネジメント考え方が世界の趨勢を決めると発言し、英国 APM も同類

のコンセプトでガイドブックを改定すると表明した。米国は反論し 2004 年に OPM3

（Organizational Program Maturity Model）を PMBOK と共存させて発行するとの

発言した。これでフランスに継いで英米がプログラムマネジメントに参入することになっ

たことが注目される。会議パンフレットの冒頭に掲載された講演はつぎの通りである。 

 PM Methodology World Map      Bill Duncan 氏は欠席した 

 PMI Methodological Approach    Steve Fahrenkrog PMI 

 IPMA Methodological Approach   オランダ エラスムス大学 

 APM Methodological Approach    英国 APM 代表 Miles Schepherd 

 JapaneseP2M Methodological Approach 小原重信 

 P2M Growing Sphere Certification Activity 田中弘  

 SOVNET Methodological Approach Vladimir Voropaev  

   

4.3.1.3  日本の方法論発表 

小原重信が P2M 方法論論理を説明し、科学は 100％の事実再現原理を追求するのに対し

て、実務ビジネスは 30％の情報で 70％の未知の世界に挑戦する価値追求姿勢の差異を解説

して実務力には洞察力原理、統合原理、管理、領域原理の４種が必要であることを強調し

た。 
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田中弘氏は PMCC の活動と PMS 認定の実績を説明して、日本の資格制度が順調に推移

している印象を与えた。 

 

4.3.1.4  フォーラムワークショップ 

研究、標準、教育・訓練の３グループに分割して、PMCC メンバーが参加してテーマ議

論を実施したが学会関係者は招請されなかった。研究はウィーン大学のギャレイス教授、

標準はリン・クロフォード、教育はリール大学のブレディレー教授とウクライナ国立大学

のブシェフ教授が担当した。 

 研究チーム ギャレイス教授、 （PMCC 参加者 新井教授、木谷教授） 

 標準チーム クロフォード教授、（PMCC 参加者  小原） 

 教育訓練  ブシェフ教授、（PMCC 参加者  南野、仲村） 

 

4.3.1.5  課題と提案 

 世界は企業改革型の戦略、プログラムマネジメント、プロジェクトマネジメントの

統合という P2M 型の知識体系ガイドに一挙に流れが転換した。 

 方向性は正しいことは確認されたが、日本のユーザーが PMBOK を信奉しており

認知意識が薄い。PMI が日本型の OPM３を発刊すると確実にシェアは取られる懸

念があるが、現体制では対抗できる手段と意識に限界がある。 

 IPMA 会議の資料、情報を利用して普及 PR へ成果をつなげる広報活動が重要であ

る。例えば、PMS クラブへの情報提供、ホームページ、資料作成などである。 

 

4.3.2  基調講演 

ロシア産業省の副大臣、前 IPMA 会長のマーチン・バーンズ、ロンドン大学のピーター・

モリス教授がそれぞれ 40 分の講演を３氏が行った。 

副大臣は電子政府を目指しているが、コンピュータを導入するだけではなく、国民のサ

ービスを向上させるプロジェクトマネジメントが不可欠だと強調した。 

バーンズ会長は、プロジェクトマネジメントにおける倫理の確立と政府サービスの向上

を力説した。 

モリス教授はタイムとコストの建設引渡型に代表される PMBOK の限界を鋭く批判して、

P2M 思考に流れるビジネスと社会に利用できるプログラム、戦略、技術マネジメントの補

強を強く主張した。この講演で米国型のプロジェクトマネジメントの流れが、大きく日本

型へのプログラムマネジメントへ転換した画期的講演であった。 
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4.3.3  論文発表 

4.3.3.1  概要 

大会の副題は「プロジェクト志向のビジネスと社会」である。この基調に従って、７つ

のセッションに分割して実施され発表された論文数は 120 である。その他に発表を加えた

ラウンドテーブル形式の討議が５つ設定され論分数は 46 であり、総数 166 本の論文発表が

あり盛会を極めた。 

セッションとラウンドテーブルの概要は次のとおりである。 
セッションタイトル 論文数 PMCC 関係 
1. プロジェクトマネジメントとビジネス 17 2 
2. プロジェクトマネジメント 社会と国家 20 1 
3. 新しいプロジェクトマネジメントの開発 25 1 
4. イノベーション型プロジェクトマネジメント 14 1 
5. プロジェクトマネジメント職業人、教育、能力、スキル 15 0 
6. 情報技術と通信のプロジェクトマネジメント 14 0 
7. プロジェクトとプログラムマネジメント 25 0 

合計 120 5 

 
ラウンドテーブルタイトル 論文数 PMCC 関係 
1. プロジェクトとビジネス開発 7 1 
2. 政府サービスの改革 13 0 
3. 能率的なプロジェクトチーム 11 0 
4. IT と情報通信の有効性 7 0 
5. 企業プロジェクトとシステム構築 8 0 

合計 46 1 

 

4.3.3.2  PMCC の講演発表 

PMCC 関係者の発表は P2M を多数の参加者に認知させることに成功し好評であった。

その内容は次のとおりである。 

 Hiroshi Tanaka  

“Projectized Organization in the Century of Changes and Challenges” 

 Kaoru Nakamura  

“Challenge to Project governance in Japan” 

 Kiyoshi Arai, Shinobu Kitani 

”Disaccordance of Project Context :A Program Management Approach to 

Community Environmental Planning” 
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 Shigenobu Ohara  

“P2M The Japanese Version of Complex Project Management for Enterprise 

Innovation in Turbulet Environment” 

 

4.3.3.3  課題と提案 

 論文提出は大変な作業であり、その成果を P2M クラブへ最新の成果としてフィー

ドバックすることが提案である。 

 また海外論文を SOVNET から入手して P2M クラブに内容を紹介し、必要があれ

ば提供すること。資料を研究所に保管することが重要である。 

 次回の大会には早めにクラブに情報を流して、チーム編成を準備することが発展に

つながる。 

 

4.3.4  注目される講演論文やスライド 

最後に注目される海外の講演論文を紹介する。この研究論文は、PMCC が次世代のプロ

ジェクトの方向性を示す研究として特筆されるのでパワーポイントや論文を確保する必要

がある。 

 

4.3.4.1  ギャレイス教授 「プロジェクト志向の社会」について 

ウィーンや東欧主要都市のプロジェクトマネジメントの普及度について研究して、新し

い地域活性化のモデルを提示し、日本の地域活性化にも応用できるような論文である。

PMCC 参加者でも評判は高い。 

 

4.3.4.2  モリス教授基調講演ロンドン大学「次世代プロジェクトマネジメント」 

PMCC の提携はフランスのリール大学とロンドン大学かも知れない。シドニー工科大学

では P2M の評価が高く、完全な米国版の後進性を指摘し、日本の先進性に同意した有力者

の発言である。多くのプロジェクトマネジメントのエキスパートが米国追従しているが、

今回ほど明確な米国批判はないが、極めて独自性が高い。 

 

4.3.4.3  リン・クロフォード教授「プロジェクトマネジメントのグローバル標

準」 

クロフォード教授は、今や世界標準を統一し、決定するほどの影響力を持ち、米国一極

主義を排除すべく、各国とバランスのとれた交流をこなしている。 
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4.3.4.4  アデッシュ・ジェーン 「政治とプロジェクト」 

歴史パラダイムがあり、インド PM 学会の代表である。５P モデルを発信したモデルは

Politization, Privatization, Professionalization, Projectization, Privatization のステップ

が必要であると解説する。彼は独自のプロジェクト開発発展論を保持している。 

 

4.3.4.5  ジャファリ教授 「多目的プロジェクト評価」 

シドニー大学教授であるが、リオと東京の重要会議から環境持続的発展をテーマにして

多目的プロジェクト評価システムを開発した。 

 

4.3.4.6  PMI のファーレンクロッグ「PMI が開発した OPM3」 

戦略的なプロジェクトポートフォリオマネジメント、プログラムマネジメント、プロジ

ェクトマネジメントを結合した新しいガイドブックの簡単な解説を発表した。これは P2M

流の発想であり、方向性が正しいことは確認することができるが、強力なライバルが誕生

しつつあることも懸念される。 

 

4.4  結論 

① プロジェクトマネジメントの世界的変化 

プログラムマネジメントは日本から発信したが、日本でその是非を議論している間に

確実に世界が反応し先取りし市場へのスピード競争にまで発展した。IPMA の参加の

成果はこの世界的変化を認知したことである。 

② マーケティングの起爆剤 

P2M の普及進度や研修候補者数の停滞を懸念する悲観論がある。フランスリールでの

MBA 講座や今後、オーストラリア交流、英国講座への展開を推進して外国の評判をマ

ーケティング推進の起爆剤にすることを提案する。 

③ 研修 

数人の外国見識者から承認機関と研修の分離を警告されたので早急に実施を検討すべ

きである。 
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4.5  PMCC 講演 「P2M and Methodology」 （小原教授） 

 

P2M and Methodology

Shigenobu Ohara
Director of PMCC Research Center

“Project Oriented Business and Society”

17th World Congress on Project Management

hosted by SOVNET and IPMA June 3-6, 2003 

 

 

 

What is P2M? 
1,  A Guide                                                         
P2M is a guidebook developed in 2001 by supports of 
government, industries and professional forum. 
Program concept is underlined to apply complex project.

2, NPO                                                          
PMCC has started services to foster and to certify 3 level 
professionals. PMS is tested by knowledge, and the 
upper grades by Japanese competency check method.

3, Objectives                                                   　　　　　　　　
　　　　　　　　　P2M is being used in transformation for
manufacturing, R&D, solution business, and schools. 
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What does it link to Knowledge?

A Body of in project management has a source  in  
practice, theory, and methodology. is inherited wisdom 
refined by doing and learning in human collaboration. Theory is 
axioms and principles developed by experiments. is 
an to bring undertaking to realization by using them. 

Knowledge
Practice 

Methodology
approach

Knowledge

　MethodologyTheory

Practice

 

 

 

 

　　　　　　

　1, Emerging PM Needs  World

　　　　　　

 

 

 278



What is a Major Issue in Methodology?

Growth                                                          
Project Management has been expanded quickly from 
construction to IT industries as it complied with needs. 

Enterprise Scale
Lately, it has been  further applied in the area of  product 
development, technology R&D, strategic transformation at 
enterprise level and its needs is becoming more complex. 

New Methodology                                                 
PM Basic framework is effective, but for complex projects,  a 
major issue is its development of  the new methodology.　

Changing 
Needs  

Complex 
Projects

New 
Methodology

 

 

 

 

Why do projects become complex?  

Financial Industry

IT Industry

Manufacturing Industry

Service Industry

Money 
Software

CAD/CAM 
software

CRM/SCM 
Software

Trading Industry

Business 
Consulting

Logistics Business
Model

Emerging business rises in interfaces between different 
sector industries. PM is a few methodology to suit to its 
needs, but it is not sufficient for good performances.
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IT Service hybrids industries（10 billion UD$ ）

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％

 

 

 

 

Awareness to Complex Projects is weak? 　
　　　　　　　

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

A word of  “Project” or “PM” is used regardless of sizes, and 
complexity.  But, new Product, R&D and solution involves with 
uncertainty of the unknown. Awareness to complexity is yet weak 
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　2, Thinking Paradigm and Methodology

　　　　　　

 

 

 

 

For principle finding by facts is an  issue, principles are 
generated by fact based thinking process. “Deduction” is a way 
for finding fact by rules, and “induction” is a way for predicting 
fact by experience. But, it is not enough to get solution. 

Analytical Methodology

Issues 
Fact Based 

Thinking　

Deduction 
by rules

Principles

Knowledge, 
Practice

Induction         
by experience
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If an issue is a problem, a creative thinking has been adapted by 
expert participation. Synetics by Gordon, Brain Storming by 
Osborn, and  KJ method by Kawakita are typical method. It 
make up creation by participation, and  obtain consensus 
concurrently. . 

Creative Methodology

Social 
Problem

Creative  
Thinking　

Group 
Participation

Solution

Knowledge, Practice, 

 

 

 

 

For complex solution, the methodology shall be hybrids of holistic, 
systematic, and comprehensive. The insight thinking generates 
innovative and valuable solution, but it is rarely productive by
resistant people. So, it is essential to visualize, understandable and 
practical by “plus view” methodology. “Abduction” by Pierce, 
and “Soft Systems Approach” are typical  methods. 

Insight Methodology 

Complex
Problem

Insight 
Thinking　

Abduction 

Complex  
Solution

Knowledge 
Practice

Plus view
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3, What do we look into methodology?

　　　　　　

 

 

 

 

Which is Direction to look for Methodology? 
If classified by functions of knowledge methodology, four types 
are used in PM to bring about value. But, the depth is not 
sufficient to put projects work in terms of holistic value. Projects 
caused ecology contamination, and public projects collapsed 
community finance. IT system project fails to work. Why? 
Anything lacks in holistic view , integration to balance systems.  

Perspective Type Methodology

Specific Type Methodology

Discrete Type Methodology

Integration Type Methodology
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Methodology shall be reinforced

1, Perspective type methodology
Initiation of projects start from the uniqueness of 
holistic idea sensed and read in changes. Vision, mission, 
scenario,  and proposal writing are of perspective types.

3, Discrete type methodology
This type targets to specific area for solving critical 
issue by a package of proven knowledge.

2, Integration type methodology
Scientists look for fact, but project managers look for 
value by methodology of integrating resources in 
projects using strategy, modeling & valuation. 

 

 

 

 

1,”Perspective View” at Enterprise Level 
New views shall be introduced to methodology development 
for complexity approach. Innovation by projects is an angle.

Enterprise

Operation Projects

Maintenance Innovation

Mission

Objectives

Goals

Internal 
Function Base

Internal(External ) 
Functional Base

Resources
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2, “Integration View” for Value Increase

PM plays a role of teamwork of deep specialists . A project 
manager is a specialist to control interactive events  in 
broad span of specific deep jobs. The  interfaces  are 
expanding and a leader is responsible to manage value 
chain  from its birth and to its end of the total stream.  

Up Stream
　　

“Mission”

Middle Stream

“Execution”

Down Stream
　　　

“Operation”
PM
P2M

 

 

 

 

An Example of Methodology in P2M 

a, Profiling complexity 

b, Strategy formulation

c, Architecture for modeling, 

d,simulation and gaming

e, Communication platform

f, Decision making by option theory

g,Multi dimensional valuation by BSC
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3, “Discrete View” for Knowledge Expansion

a, Project Strategy

b, Project Finance

c, Relationship

e, Information

f, Systems

g,Value

h, Time, Cost, Scope 

i, Risk                       

j, Organization 

l, Procurement  or  

Resource 

m, Communication 

Knowledge expansion is indispensable in Service economy. In 
projecting, partnering, financing and its systems destines 
outcome. Stakeholders requests valuation in cash & impacts.    

 

 

 

 

　　　　　　

　　　　 Summary
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Create 
View

Know 
Facts 

Holistic 
Order

Methodology
　

Vision, 
Scenario, 
Framework, 
System, 　

Summary 1,   Problem Solution

Knowing 
Base 

Analytic 
Order 

Trees, 
Model, 
Process, 
Flow,

 

 

 

 

Transformation 
in Thinking　　

Teamwork Capability 
Thinking & Doing

Perspective Competency 
for holistic view

Integration Competency 
for value making

Problem 
Solution　

Middle Managers 
for Complex Issues 

Discrete Knowledge 
for implementation

Organizational 
Learning

Summary2, Needs Extra competency?
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Summary3,:  Philosophy of Methodology  
1, System view The base of PM methodology is systems 
approach. It focused  one way top down in WBS and time frame 
control in PPP. The system is made of orderly elements, but 
totality may transform by partial element as well. Bottom up or 
middle up -down action is proven in practice. 

2, Project Model view In PM, a “definite start to end” model is 
defined, and prevailed. But, project is heavily influenced by 
external factors rather than internal changes in its execution. To 
flexibly adapting to changes, project modeling shall be applicable 
in addition to phase approach. 

3, Value view Useless public projects became a target of 
criticisms in Japan today. Strategic project reforms is conducted 
by valuation. Earned value system is not enough, and new 
multiple valuation is mandatory in methodology. 
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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。 

 

 289



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  講演内容 

5.6.1  Indian Economy and Enterprise Innovation:Adopting Programme 

Management（Jiban K. Mukhopadhyay） 

1

Indian Economy and Enterprise Innovation:
Adopting Programme Management

(With Special Reference to the Tata Group)
A 

Presentation 
by 

Jiban K. Mukhopadhyay
Economic Adviser, Tata Group of Companies

Tata Services Limited 
Department of Economics & Statistics 

Bombay House 
24, Homi Mody Street, 

Fort, Mumbai 400 001, India. 
Tel. No.:  91 - 22 - 5665 75 73 

e-mail:  jkmukhopadhyay@tata.com
34th Annual Conference - ISAGA 2003 and PMCC 
Chiba, Japan.
August 24-29, 2003

 

2

Modules

Indian Economy - A Quick Survey 

Programme/Project Management in the 
Public Sector:  Some Illustrations 

Tata Group: Harbinger of Industrial 
Revolution in India 

Project Implementation:  Two Tata Group 
Cases - Tata Motors Limited and Tata Steel 
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3

Indian Economy - A Quick Survey

 

 

 

 

4

Indian Economy - Truly Continental in Nature

• India’s Independence:  August 15, 1947
• Socialist Democratic Republic, with Parliamentary Democracy 
• 28 States, 6 Union Territories and one National Capital Territory 
• Population (Mn.) 

1951 :  361 2001 :  1,027 (2nd largest in the World) 
• Area : ’000 sq. kms :  3,287.3 (7th largest in the world)
• 18 Constitutional Languages - 1,652 Mother Tongues 
• All Major Religions  
• One of the Oldest Civilizations - Continuity with Change 

- Unity in Diversity
• Estimated Real GDP ($ bn.) 

1950-51  :  20      2002-03  :  500     (CAGR)  : 4.3%
• 4th largest economy in the world in GNP (PPP):  $ 2.5 trn. in 2001
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Indian Economy - Pre-Reform Years

• 1950s : The Command Economy 
- Closed Economy Model 

• 1960-1970s : Socialist Measures 

Enhanced Control 
- New Wave of Nationalization 
- Impact of Two Oil Shocks
- “Hindu” Rate of growth (3.5% p/y)

• 1980s : Half-Hearted Market-Oriented 
Reforms 

- Relaxation of Controls 
- From “Export Pessimism” to 

“Growth-Led” Exports (as 
opposed to “export led” growth 

- Pick up in the growth rate 
(5.5% p/y) 
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Indian Economy - A Mixed Economy, 
with Public Sector Dominance

• Inward Looking, Import Substitutive, “Control 
Permit Quota Raj” (1950-51 to 1990-91)

• Egalitarian Approach and adherence to Self-Reliance

• Industrial Policy Resolution, 1956
- Broadbased industrial development

- The Public Sector “Commanding Heights”

• India’s Enterprise Innovation 

• New Market Oriented Industrial Policy, July 1992
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Indian Economy - Reforms Since 1991-92

*  1990-93 : Critical Years 

*  The Gulf War - 3rd Oil Shock 

*  Serious Balance of Payments Problems

IMF Loan & Conditionalities for 
reforms & restructuring 

*  Introduction of Market-Oriented Reforms 
since June-July 1991

*  Paradigm shift in Indian economy 

 

 

 

 

8

Growth of GDP over the Decades (%)

3.5

1.5

5.5

3.5
4.0

2.0

6.1

4.4

50-51 to  79-80 80-81 to  89-90 90-91 to  92-93 93-94 to  02-03

G DP Per Capita G DP

*   Improvement in the post-reform years...
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Structural Changes in the Indian Economy

58.9

23.9

13.2

26.727.9

49.5

1950-51 2001-02

Agriculture Industry Services

*  Can services-driven growth be sustained without high growth in agriculture 
& industry?
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GDP Growth in Post Reform Period 
(6% CAGR)

3.7

5.1
5.6

4.4

6.16.5

4.8

7.87.3

5.9

7.3

3.4
3.9

2.7

4.4
4.8

3.1

5.2

6.1

5.4

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 '01-02 '02-03
(E)

GDP GDP Per Capita 
*  3 yrs. high growth, followed by slowdown...

High Growth Slow Down
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Growth of IIP in Post Reform Years

5.8

13.1

4.1

-4.7

11.4
12.6

-3.4

10.6

5.8

2.7

5.1
6.66.66.1

9.1

1.7

7.05.8
5.4

9.2

5.9

14.1

4.4
2.9

6.05.4

7.2

6.6
7.3

9.1

93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01 '01-02 '02-03

General Cap. Goods Mfg. 

High Growth Slow Down

*  3 yrs. high growth, followed by slowdown, mild revival since ’02-03
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Post-Reform Years
Quantitative Changes

- High Growth Followed by Slowdown

- Early Exuberance Rosy Forecasts

- Excess Capacities, Many Players & Shakeouts

- Industrial Slowdown:  97-98 to 02-03 

- Indian Mfg. Sector at the Crossroad   

- Dreams & Nightmares

- Reforms Missed Agriculture 

Qualitative Changes

- Market & Competition
- Restructuring at Macro & Micro Levels
- Focus on quick project implementation 

Blast of WTO Impact Challenges & Opportunities 
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Mid Term Growth Prospects*
2002-03 to 2006-07
Scenario I Scenario II

(CARG)

* GDP 6.1 7.1

Agriculture 2.7 3.5
Industry 6.5 8.2
Services 7.3 8.0 

*  IIP 6.5 8.0
---------------------------------
I  Business as usual, II Active Government Intervention
*  DES Forecast 
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GOALS

   (1)    CRISIS  1990-91 (1)  HIGH  GROWTH

   (2)    REFORMS  BEGINS,  JULY  1991 (2)  RELATIVE  STABILITY

   (3A)  MACRO - STABILISATION (3)  COMPETITIVE  ECONOMY

   (4A)  FISCAL - DISCIPLINE (4)  GLOBALISATION

   (5)    BoP  VIABILITY

   (6)    INFLATION  CONTROL (6)

(3A)
(5)

(11)

(2) (4A) (4B)

(7)
(3B) (8) (10A)

(9A)
(9) (10B)

(10)

CONTINUING
         ACTIVITY

                               {TIME  FRAME:  5 TO 7 YEARS}

CRISIS  (1)               GOALS

(3B)  STRUCTURAL  ADJUSTMENTS
(4B)  TAXATION  REFORMS
(7)     INDUSTRIAL  DEREGULATION

(8)     TRADE  LIBERALISATION  [EXIM  POLICY]
(9)     EXCHANGE  RATE  MANAGEMENT

(9A)  CURRENT  A/C  CONVERTIBILITY
(10)   FINANCIAL  SECTOR  REFORMS

(A)  BANKING /  INSURANCE

(B)  CAPITAL  MARKETS
(11)   SOCIAL  SECTOR  REFORMS

                                                PERT  CHART  OF  ECONOMIC  REFORMS

*  Even after a decade, reforms are yet to be completed.
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Mechanism of Five Year Plans -

• Structural constraints and development strategy
• Acute deficiency of material capital 
• Low income and low savings rate 
• Agriculture being subject to secular and 

diminishing returns, industrialization was thought 
to absorb labour 

• Deliberate de-emphasis on market mechanism 
• Importance of public investment as projects in the 

core sectors are large having high 
capital/technology intensity, long gestation period 
and low returns 

• Centralised five-year planning mechanisms was put 
on peace since 1950-51

 

 

 

 

16

Mechanism of Five Year Plans  
• Planning targets have been based on optimism and hence were not 

always achieved 

• But India’s broad industrial base has been developed under the planning 
mechanism, with commanding heights status accorded to the public
sectors

• % share of public sector in total investment reduced from 64% in the 
3rd plan (’61-’66) to 29.5% in the 9th plan (’97-’02) 

• “Enterprise Innovation” in India has an emphatic public sector 
orientation during the pre-reform era 

• In the post-reform era, public sector restructuring has been in progress, 
but vigorous privatisation is yet to take place

• Emergence of new enterprise innovation and efficiency 
programme/project management style in the competitive environment
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Growth of Central Public Sector Enterprise
• No. of Central PSEs increased from 5 in 1951 to 258 in 

end-March 2001, with investment raised from $ 6 mn. 
to about $ 100 bn. 

• Skewed distribution of size :  70% of turnover from 10 
PSEs

• Large nos. of loss making PSEs: 111 or 43% of  total 
(’01)

• A large number of loss-making state level PSEs
- A drag on states’ finance

• Lack of managerial autonomy, strong government 
control inefficient operations 

• On-going corporate restructuring in the face of 
increasing competition in post-reform era

- Improvement in operation
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Government Initiatives

• A large number of projects/programmes, 
operated both by the Union and State 
Governments to improve the quality of life, 
increased income and employment 

• Annual funds released based on such a 
monitoring 

• These projects/programmes are regularly 
monitored
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Project Evaluation of the Schemes 
Implemented by the Government 

Illustration I:
• Twenty Point Programme (TPP): Introduced in 1975, revised in 

1982 and 1986 
• TPP conceived for co-ordinated and monitoring a number of 

schemes implemented by the Government of India and State 
Governments with the objective of improving the quality of life 

• Schemes for poverty alleviation, employment generation in rural 
areas, housing, education, family welfare and health

• TPP-86:  Comprises 119 items, of which 54 are monitored based on 
evaluation criteria and 65 based on pre-set targets

• 20 items out of 54 above are monitored on a monthly basis
• Progress is monitored/reviewed both by Depts/Ministries concerned 

as well as the Ministry of Statistics & Programme Implementation, 
Govt. of India 

• Monthly/Quarterly/Half-Yearly/Annual Review/Progress Reports
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TPP- 86:  Performance in 2001-02 & 
April-September 2002

• Surplus land distribution, 
drinking water supply (rural), 
pumpsets energised, child 
healthcare, bio gas plant …

• New construction of houses, tree 
plantation, primary/community 
healthcare centres, village 
electrification, etc. 

Very good 
(90-100%)

Good 
(80-90%)

*  Detailed data are published by the Ministry of Statistics & Programme    
Implementation (GOI)

*  Review & monitoring based on holistic official norms 
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Monitoring Performance of 
Infrastructure Sectors 

Illustration II:
• Eleven Key Infrastructure Sectors (viz. Power, Coal, Steel, 

Railways, Telecom, Fertilisers, Cement, Ports, Petroleum, Natural 
Gas, Roads & Civilization) are monitored to provide an overview of 
their performance, highlighting the slippages, if any, before the 
decision-making authority

• Two Monthly Reports are prepared:
- Review Report in Infrastructure Performance 
- Capsule Report on Infrastructure 

• Detailed organizational flowcharts 
• Close Networking with the concerned sectoral 

Ministries/Depts./Operating Agencies 
• Facilitates decision-making
-----------------------
*   Despite such routine/administrative monitoring, infrastructure 

growth has been slow

 

 

 

 

22

Management of Projects Under Implementation

Illustration III:

• Project Monitoring Division of the Ministry of Statistics & Programme 
Implementation monitors and controls all public sector projects costing 
Rs.200 mn. (about $ 4.5 mn.) plus certain specific centrally financed 
irrigation projects

• Systematic improvement in various areas of project implementation 

• Two-tier system:  Quarterly monitoring of major mega projects (over 
Rs.1,000 crores or $ 22.5 mn.) 

• Flash reports, containing analysis of the status of implementation - are 
sent to the decision-makers 

• Special action oriented reports on large projects (> Rs.5,000 mn. or $ 
112.5 mn.) 

(Contd.)
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Management of Projects Under Implementation

• Project implementation performance (2002-03):

- Total Projects monitored (as on April ’02) : 455
- Projects completed during April-Oct. ’02 : 16
- Projects dropped :  5
- New projects added : 165

• National Highway Development Project (Rs.303,000 
bn. or $ 6.5 bn.) has been divided into 130 individual 
“packages”

(Contd.)

 

 

 

 

24

Management of Projects Under Implementation

Cost and Time Overruns:

• Despite careful monitoring, there are serious time and 
cost over-runs in the implementation of on-going 
projects.  

• By end-March ’02, 524 projects on the monitor having a 
cost overrun of 10.6%, of which, 164 projects have a 
cost overrun of 31.7%, 23 delayed projects have 90% 
cost overrun, and 159 having a time overrun ranging 
from 6-156 months, while 75 completed ahead of the 
schedule

• Sometimes projects are selected without techno-
economic considerations, leading to cost & time 
overruns (Contd.)
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Management of Projects Under Implementation

• Besides, factors like shortage of funds, delay in getting 

clearance, acquisitions of lands, poor performance of 

consultants, vendors, contractors, disputes, litigation, 

high rehabilitation compensation, high cost of 

environmental protection, etc. leads to cost and time 

overruns

• Considerably degree of awareness about cost & time 

overruns in recent years - improvement likely 

(Contd.)
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Remedial Measures:
• Amendment to Land Acquisition Act 
• Standardisation of Contract System 
• Focussed attention on 23 projects having 70% of 

cost overruns for more intensive monitoring
• Special monitoring efforts 
• Review of major/mega projects at site by the 

Minister of State
• Institutional mechanism of Standing Committee to 

review time & cost overruns
• Action taken on the report on the recommendation 

of the Standing Committee

Management of Projects Under Implementation
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Action Taken on the Report:  
Implementation of Budget Announcements, 

Government of India
• A new initiative since 2001-02, giving the details of 

status of implementation of announcements in the 
Union Budgets 1999-00 and 2000-01

• Emphasis on close project/programme/measures 
monitoring, transparency, and enhanced 
accountability

• Out of 87 announcements in the Budget 2002-03, 
actions have been taken for 50.  With the rest 
under various stages of implementation

• Very promising initiative in project management & 
quick implementation
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Tata Group: Harbinger of 
Industrial Revolution in India

 

 

 305



29

Tata Legacy
Harbinger of industrial revolution in India 

A microcosm of Indian industries/services 

Pioneers, Nationalists

Ethical and Value for Money

Recycling the Wealth Back to the Society

Largest and Highly Respected  Conglomerate

Professional Management
Cutting edge knowledge in executing world-
class projects 

Brand Value
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Tatas: Improving the Quality of Life
Serving India for 124 Years

Revenues of $ 10.8 bn. in ‘02-03

- Equivalent to 2.4% of India’s GDP

- Accounts for 6% of Indian Export

- Trusted by over 2 mn. shareholders

85 + Diversified Companies

- % share of manufacturing cos. in the Group’s 
turnover: 64

- % share Tata Motors (20) and Tata Steel 
(18) in the Group’s turnover of manufacturing 
companies (38)

- 7 Business Sectors, 35 Product Lines
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TATA: Steps to Growth

•• TextilesTextiles

18681868--19001900 1990 1990 --

•• CarsCars
•• TelecomTelecom
•• InsuranceInsurance

19001900--19201920

•• HospitalityHospitality
•• PowerPower
•• SteelSteel

19201920--19401940

•• AviationAviation
•• CementCement
•• SoapsSoaps

19401940--19601960

•• TrucksTrucks
•• ChemicalsChemicals

19601960--19901990

•• TeaTea
•• WatchesWatches
•• SoftwareSoftware
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30 Business Areas over 120 years
9 Business Areas discontinued (7 in last 20 years)
12 Business Areas entered since 1980, of which 2 discontinued

30 30 Business Areas over 120 yearsBusiness Areas over 120 years
9 Business Areas discontinued (7 in last 20 years)9 Business Areas discontinued (7 in last 20 years)
12 Business Areas entered since 1980, of which 2 discontinued12 Business Areas entered since 1980, of which 2 discontinued

19
00

19
10

19
20

19
30

19
40

19
50

19
60

19
70

19
80

19
90

20
00

4545

4545
5252

5454

8484

8686

9595
9898

18741874

0707

1212

1717

3939

1010

Textile
Steel
Power
Cement
Soaps & Toiletries
Chemicals
Locomotives
Comm Vehicles
Cosmetics
Air-conditioning
Watches
Telecom Hardware
Auto Components
Passenger Car

Tatas: The Pioneers in Manufacturing
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Project Implementation:  
Two Tata Cases -

Tata Motors Ltd. and 
Tata Steel Ltd.
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Tata Motors Limited:
India’s Leading Auto Company

Turnover of $ 2.2 bn. in ’02-’03

9th Largest CV Manufacturer in the World

More than 130 models of CV, PC &  MUVs

Exports to 70 countries

7 Out of 10 M & HCV bear Tata Mark
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Tata Indica: “More Car Per Car”

India’s Only Fully Indigenously Designed  &     
Manufactured Passenger Car

Crossed 200,000 Mark in Sales in 43 months

Indica V2: “More features, Delight & Satisfaction Per   
Car”
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Tata Indica: Road to Success
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Tata Motors Limited: The Road ahead

Indigo:  Sedan Version of Indica 

- Dec 18, 2002

Estate Version of Indica 
- Next Year

New Range of Bus
- Early Next Year

EX Series extended to LCVs
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Background 

• Several leading auto majors entered India 
(Toyota, Ford, Daewoo, etc.) and Indian 
majors geared for change in the post 
reforms era 

• Global and Indian auto industry now driven 
by constant innovation and alliances 

• Tata Motors Limited’s entry into small car 
segment amidst intense competition and 
economic slowdown in India (beginning 
1997-98)
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Tata Motors Limited:  
Indica - From Tumult to Triumph

•Tata Motors Limited is India’s premier, fully       

integrated automobile manufacturer

•India’s first indigenously manufactured car
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I.  Pre Project Proposal

• Need for a small cost-effective car was long felt 
by Tata Motors Limited 

• In an era of high real interest rates and project 
costs, Tata Motors Limited deliberated in great 
detail to enter the small car market

• Mr. Ratan N. Tata, Tata G oup, Chairman, 
epoused the idea for developing a small cost
effective ca  to be indigenously designed and 
manufactured in India.

r
-

r
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II. Pre Project Evaluation
• Project team formed in 1994 for examining strategic 

options 
• Strategic Question: Should Tata Motors Limited 

develop a new car ?  
• Two views: For and against 
• Tata Motors Limited conducted joint survey with 

Daimler 
- Daimler did not enter 

• Tata Motors Limited carried out a strategic 
assessment to enter the small car market

• Decision taken to enter small car market in the face 
of severe competition (this was also done to hedge the 
cyclicity of risks associated with the truck market) 

• Market assessment followed by technical evaluation
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III. Project Core
• Designing engine configuration and design

• Three areas needed in engine design: 

- Durability 
- Production process development and 
- Vendor development

• Choice of torque between “ride” and “stability”
• Stability selected 
• Based on stability configuration of Indica 

decided (Contd.)
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Project Core
• Choice of tyres - “cross ply” or “radial ply”
• Radial ply selected (first time for a car of this 

size) 
• Determining the configuration of: 

- Shock absorber designs 
- Rubber bushes 
- Spring combinations and 
- Tyre construction

• Concept of “Supplier Quality Improvement 
Groups”created - to adopt techniques in a more 
focussed manner for procurement of parts

(Contd.)
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Project Core

• Selection of welding systems for external 
styling (styling team formed)

• The three options were: 
- Design and manufacturing by HLS 
- Design by HLS and manufacturing by Tata 

Motors Limited  
- Design and marketing by Tata Motors 

Limited
• Option chosen was the second - process 

engineering by HLS, (Ogihara helped in making 
stamping dyes for large sized skin panels)

(Contd.)
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Project Core 

• Total output of the Styling Team focussed 
on: 

- Elegant Style 
- Length of the car 
- Easy to get in and out 
- Height

• Styling completed in six months time

(Contd.)
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Project Core 

Concept:
• Semi mono box concept selected 
• “Monocoque” was decided as the final 

model 
• Boundary conditions of the car were defined 

as having: 
- High levels of safety, 
- High volume, 
- Superior aesthetics, and  
- Contemporary styling.

(Contd.)
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Project Core 

Concept:
• One model that incorporated many features 

chosen - a number of features added and 
integrated into one design

• Two prototypes made and assembled 

• 50 cars were made and subject to field trials 
(testing done at ERC)

• Endurance testing started in January 1998

• Certification granted by VROE and ARAI
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IV.  Value Added Strategic Alliances

• Aim of Tata Motors Ltd. - to design and 
manufacture a car on its own

• Tata Motors Ltd.’s philosophy - all critical 
components to be produced internally, only 
specialised products to be procured

• Products for which suppliers have to make 
investments done through joint ventures

• Critical capabilities were to be obtained.  
Potential partners identified 

• Alliances were to be formed based on learning 
values which Tata Motors Ltd. could derive(Contd.)
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Value Added Strategic Alliances 

Production Line:

• Cost effective, unutilised production line purchased 
from Nissan Corporation in Australia resulted in making 
the project one of the lowest cost greenfield projects

Car Design:

• Italian design from IDEA chosen for car designing 

• Aim of above alliance was to reduce cycle time and 
create internal competence 

• Customer feedback solicited on a continous basis 
(Contd.)
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Value Added Strategic Alliances
Engine Design:
• For development of power train - that is 

revalidation of engine design, 5-6 parties 
were approached 

• LLM of France was selected as a partner 
• This was a fruitful partnership for both sides 
• For the engine management system 2-3 

potential partners evaluated
• Hitachi was identified as a partner 
• Lot of organizational learning took place 

from this partnership (Contd.)
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Value Added Strategic Alliances 

Robotic Painting Line:

• To compliment the “fit and finish”, the design and 
implementation of painting robots was undertaken and 
collaborated with Nachi Fujikoshi

Nachi Fujikoshi

for the fabrication 
of robots 

• Designing of the robots was undertaken by Tata 
Motors Ltd. based on experience gained from its past 
collaboration with for its automated 
line on “Safari” Cars

(Contd.)

 

 

 

 

52

Value Added Strategic Alliances
Overall Summation:
• Integrated knowledge from various strategic alliances 

helped Tata Motors Ltd. to reduce cost and development 
time 

• Basic philosophy of the company was to use 
experimented knowledge coupled with organizational 
learning

• The total project cost was among the lowest green-
field cost in the world due to Tata Motors Ltd.’s 
sourcing of unutilized facilities (eg. paint shop) 
worldwide in order to reduce investments

• To conclude, the Indica is the result of a meticulous 
planning exercise and joint working with many strategic 
partners to create an optimum mix of value additions
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Organisational Learning at Tata Motors Ltd.
Partner Major Learning Benefit to Indica
IDEA Exterior and interior Joint team for

design styling and joint work
LMM Engine design validation Making of small 

engines 
Ogihara 

Nachi
Fujikoshi

Shingi Jitsu

Skin panels die design Joint assessment of 
options

HLS Process engineering Design by Tata Motors
Ltd. and 
engineering by HLS

Design of robots Engineering done by
Nachi Fujikoshi for the 
weldline

Implementing Kaizen Improving information 
flow & reducing cycle 
time 
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Tata Steel :The Success Story

Asia’s First & India’s largest 
Integrated Private Sector Steel 
Company

World’s Cheapest Steel Producer

Turnover $ 2.0 bn. in ’02-’03
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NEW MILESTONE IN PROJECT 
MANAGEMENT  

THE CRM EXPERIENCE
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Project Goals
( March’99 )

• Creation of “World Class Cold Rolling Mill 
Complex at Lowest Project Cost”

• Set world record in “Implementation Time” so 
that Tata Steel becomes the Benchmark

• Develop people with a new “Mindset”

• Develop “Improved Systems” with universal 
applicability
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Cold Rolling Mill Project

• Issue of Letter of Intent             - 27.01.1998

• Ground Breaking                       - 03.03.1998

• Production of first Cold               - 15.04.2000
Rolled Coil

• Commissioning - 2.08.2000
(28 months - the fastest ever)

• Completion Cost                        - < Rs.1600 crs.
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Cold Rolling Mill Project
• Capacity :1.2 Million Tonnes Per Year 

(0.8 MTPY CRCA Products)
(0.4 MTPY Galvanised 
Products)

• Process Technology :M/s Nippon Steel Corporation

• Engineering & Construction :M/s M.N.Dastur & Company Ltd
Supervision

• Advice on Project Management :M/s Fluor Daniel, USA 

• Level - III Automation :M/s Posdata, South Korea

• Overall Responsibility for :Tata Steel
achieving Time Schedule &
Cost Target
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Project Details
*  Civil Work : 1,78,000  cum
*  Structural work : 19,500  tonnes
*  Equipment : 28,650  tonnes

Indigenous : 18,000  tonnes
Imported : 10,650  tonnes

*  Covered area : 1,00,000 sq. m
*  EOT cranes : 28
*  Cables : 1,400 km
*  Pipelines : 57  km
*  Electrical power : 70 MW
*  Make-up water : 3  MGD
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SELECTION CRITERIA

• Proven Design

• Life Cycle Cost

• Past References

• Ability to reach rated capacity
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Measures for Lowest Project Cost
• Economical design of Civil & Structural works
• Optimum tender specifications
• Each tender specification has a target value

– Current Orders
– Absolute estimates on equipment weights

• Enough competition created between the bidders
• Hard Negotiations with bidders 
• No additions after order placement
• Deletion suggested by bidders entertained “On 

Merit”
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Action 
• Introducing “a way of working”

– Comprehensive Study and Learning
(Subject, situation, requirement & resources)

– Masterminding

– Route map to Team members

– Stretched Targets

– Adequate Preparations

– Close Review & Monitoring

– No room for failures
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Monitoring System

A) With Project Managers/Line Managers/Dasturco 
Team
– Project Review :    Weekly

— Safety 
— Quality
— Cost
— Progress
(Encouragement & Help)

– Review with Dasturco & Project Managers of  
Civil, Structural, Utilities, Water Supply, Electrical 
& Power for release of drawings :   Fortnightly
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Monitoring System
- Progress review on Contractual issues and issue 

related with shipment of materials : Alternate 
Day 

– Review of Critical Issues        :  Alternate Day 

B) With Internal Suppliers
– Review of TGS Suppliers        :   Weekly
– Review with Automation &     :   Weekly

ITS departments

C) Review with Contractors working at site
– Contractors’ review meeting :   Daily / Weekly
– Review of Safety & Quality    :   Daily / Weekly

A)
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Monitoring System
D) Review with (outstation) Suppliers

– Presentation made by Suppliers on the current 
status of the Package : (Monthly or Fortnightly 
depending on criticality)

E) Review with CRM Operations
– Co-ordination meeting between Project & 

Operations group : Fortnightly 
– Review of spares requirement : Fortnightly

F) Review of Training needs of individual & 
organisation working on CRM Project : Monthly

G) Workshop on CRM Project with all concerned : 
Held Quarterly at SNTI
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•Major Facilities & Names of the Suppliers:
– Continuous Coupled Pickling & Tandem Cold Mill: 

M/s Nissho Iwai Corporation, Japan (Hitachi & MHI)

IHI, Japan

– Batch Annealing Furnaces (100% Hydrogen 
atmosphere) :  M/s LOI Thermoprocess, Germany 

– Skin Pass Mill : 

– Continuous Galvanising Line#1 (Commercial line for 
Roofing Materials) :  M/s Flat Products Equipment (I) 
Ltd.

– Continuous Galvanising Line#2 (Premium line for 
Auto Body, White goods etc.) : M/s Cockerill 
Mechanical Industries S.A, (CMI), Belgium
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•Major Facilities & Names of the Suppliers :

– Recoiling & Inspection Lines : M/s Delta Brands Inc, USA

– Coil Packaging Line : M/s Demag - Germany / Indomag -
India

– Roll Grinders & Electro Discharge Texturing M/c : 
M/s Toshiba - Japan / Sarclad - UK

– Cars & Conveyors : M/s Tata Growth Shop

– Power distribution, Ventilation, Air-conditioning, Utilities, 
Water supply, Cranes etc. : Siemens, Alstom, Larsen & 
Toubro Ltd, Carbo Tech, Voltas, Tata Liebert, ION Exchange, 
Stewarts & Lloyds, Nelco, Tata Project Ltd., Tata Honeywell, 
Tata Construction Project Ltd., Tata Growth Shop etc.
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Comparison of Cost -
Premium Galvanising Line

Plant Name Cost (Rs. Crores)

• Tata Steel , India : 204 (300,000 tpa)

• EKO Stahl, Germany : 280 (300,000 tpa) 

• Eurogal, Belgium : 250 (260,000 tpa)
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Comparison of Cost -
Coupled Pickle Line + Tandem Mill

Plant Name     Cost (Rs. Crores)

• Tata Steel , India : 456 (Landed cost)

• Bethlehem Steel, USA : 645 (Landed cost)

• Usiminas, Brazil : 602 (FOB equipment) 

• Baoshan Steel, China : 561 (FOB equipment)
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World Records

*  First stand of TCM manufactured and 
despatched by Hitachi within 13 months

*  Start-up trials of Roll Shop in 14 months

* Start-up trials of PL-TCM in 26 1/2 months

 

 

 326



71

New Milestone
• CRM Project Management envisages

– Creation of “World Class Cold Rolling Mill 
Complex at Lowest Project Cost”

– Setting world record in “Implementation Time”
so  that Tata Steel becomes the Benchmark

– Developing people with a new “Mindset”

– Developing “Improved Systems” with universal 
applicability

– Making CRM Project an example for “Change” for 
others
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Present Position
• “World Class Cold Rolling Mill at Lowest Project Cost”
• World Record in “Implementation Time”
• Dynamic  motivated team with a new “Mindset”
• “Improved Systems” in place for 

– Engineering 
– Planning 
– Contracting
– Monitoring
– Cost Control
– Expediting of Equipment
– Controlling Safety & Quality
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Learnings

1)   Comprehensive study of the subject, Meticulous 
planning  and structured review of the plan with
consistency and  command are keys to success.

2)   It is always possible to improve working processes.

3)   Efficient processes are necessary for good results.

4)   There is resistance to change, but if one is convinced
that it will help him better his performance, changes     
will be adopted.

5)   There is no team or teamwork if the goals are loose, 
and targets are easy.
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6)    Proper review meetings can encourage and 
motivate people, besides making them result 
oriented.

7)    That you are going to make him a winner is the 
biggest  motivator for the team or the individual,      
not money or  promotion.

8)    There can be many explanations for missing the 
target, but there is always one way to hit the 
target.   Find that way and move.

9)    Winning team can be made out of ordinary people.

10)   It is the “Power of Mind” which wins.

11)   Good management of learning and knowledge is      
the best learning. 

Learnings
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Indian Economy - A Paradigm Shift
• Indian economy has made a spectacular u-turn towards 

being globally competitive 
• In the post-reform era, characterised by intense 

competition, there has been a considerable  
improvement in:

- Focusing on world-class

world-class

world-class

projects that earn more 
than their cost of capital 

- Focusing on projects that are 
completed in a record time  

- Focusing on projects that are 
extremely cost-effective

• All the above built into a sustainable competitively 
advantage framework 

------------------------
*   The Tata Group has taken a leadership role in executing and implementing world-

class projects
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ARIGATOUGOZAIMASU!
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5.6.2  Technology Transfer through IJVs: The Increasing Role of TTR in India

（Dr.Saji K.B.） 

Technology Transfer through IJVs: 
The Increasing Role of TTR in India

by

Dr.Saji K.B.
Amrita Institute of Management, India

27 August 2003

 

 

 

Presentation Scheme
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2.Research Problem and Objectives 
3.Literature Survey
4.Research Methodology
5.The Research Tool & its Pre-testing
6.Data Collection & Analysis
7.Major findings of the study
8.Contributions of the Research
9.Directions for Future Research
10.Conclusion
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An Introduction

Existing literature include:

•Few studies on Technology Transfer Process.
•Very few studies deal with transferor-transferee 

relationship in Technology Transfer.
•Very few prior studies on IJVs, in which the focal       

issue is the examination of IJV outcome in the  
context of transferor transferee relationship.

( Supported by Godkin, 1988; Reddy and Zhao, 1990; 
Cusumano and Elenkov, 1994; and Agrawal, 2001 )

 

 

 

 

Present study has been conducted to look at the 
process of technology transfer from the 

relationship perspective in the context of IJVs.

Research Problem
“Assessing the role of Transferor Transferee -

Relationship in Technology Transfer in the context 
of International Joint Ventures (IJVs)”.
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Research Objectives

Broad Objective:
To assess the role of Transferor Transferee 
Relationship in Technology Transfer in the 
context of IJVs,  thereby predicting the success 
of an IJV.

 

 

 

Specific Objectives:

•

•
•

To identify the relationship variables which could 
measure the transferor transferee relationship (TTR) 
in the context of IJVs.

To test whether the TTR in technology transfer will 
lead to the success/failure of an IJV.

To find out the importance levels of various 
TTR variables in the technology transfer process, 
and whether the importance levels of TTR variables 
change with different clusters.
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Literature Survey

Technology Transfer Process

International Joint Ventures

Transferor Transferee Relationship

 

 

 

 

Technology Gap Identification

Technology Source Identification

Technology Selection

Technology Supplier Selection

Technology Transfer Contracting

Technology Adaptation

Six stages in the process of Technology Transfer
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Partner - A Partner - B

IJV
A  B

Transferor Transferee Relationship in IJVs

 

 

 

 

TTR Variables in the T-T Process
Complementarity 
Communication 
Trust
Co-operation 
Commitment 
Cultural Sensitivity 
Adaptation 
Learning 
Strategic Integration
Satisfaction
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Strategic Integration

Satisfaction

Learning

Adaptation
Cultural -Sensitivity

Commitment

Co-operation

Trust
Communication

Complementarity

Technology 
Adaptation

Technology 
Transfer 

Contracting

Technology 
Supplier 
Selection

Technology 
Selection

Technology 
Source 

Identification

Technology 
Gap 

Identification

Expected Relationships in the Technology Transfer Process

 

 

 

 

RESEARCH METHODOLOGY

Research Design: Exploratory in nature.

Population: Set of all Indo-foreign IJVs located in India.

Sampling Frame: Set of all Indo-foreign IJVs located in 
India, wherein the T-T happened during the    
time frame April 1992 to March 2001 (10 years).

( Source: DSIR Handbook on Technology Transfer Agreements in India, 2001 ).

Sample Size: Using Systematic Sampling, selected a sample 
of 100 IJVs located in India.

Method of Data Collection:
* Survey method. 
* Specifically, the direct questionnaire method. 
* Max. of 5 responses from each of the sample elements.  
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The Research Tool

• The structured questionnaire has got 3 parts:

#  the first part has sought the demographic details    
of the respondent manager; 

#  the second part has sought the introductory 
details about the IJV; and 

#  the third part has sought specific details about 
the IJV, which included the perception rating  
onto the 59 items set in 5 point Likert scales
(ranging from 1 to 5). 

 

 

 

 

Pre-testing of the Questionnaire

• On 6 Senior Managers of 2 Indo-foreign IJVs  
located in Coimbatore, India. 
(3 managers from each firm)

• No major change was suggested, except a      
clarification sought for the term ‘success’, 
which has been incorporated in Q.No.III-D
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Data Collected
• Data was sought from 100 sample elements. 

• The response rate was 33%. 

• The data was collected from all these 33 Indo-foreign IJVs  
using the questionnaire from as many as 5 respondents.

• Put together, 143 individual responses from 33 IJVs. 

• Out of the 33 IJVs studied,  6 were Indo-US IJVs,      
18 were Indo-European IJVs, and  9  ( which included 
8 Indo-Japanese IJVs ) were Indo-Asian IJVs. 

• 29 out of these 33 IJVs were from the engineering sector. 

• Also, 11 out of the 33 IJVs were found to be failure cases.

 

 

 

 

ANALYSIS OF DATA
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The Unit of Analysis
The respondent IJV companies.

[As the S.D. amongst the ratings were found to be low]

0.4604Satisfaction10
0.6670Strategic Integration9
0.4243Learning8
0.5477Adaptation7
0.5376Cultural Sensitivity6
0.6598Commitment5
0.6912Co-operation4
0.3377Trust3
0.4503Communication2
0.5292Complementarity1

Max. value of S.D.TTR VariableSl.No.

 

 

 

 

Testing Reliability & Validity of Items

Objective: To test the reliability and validity of the 
items developed under the 10 TTR variables..

Tools used: Cronbachs Alpha, Factor Analysis

Inferences:
Since the Alpha values are found to be above 0.70  for all the 10 
variables, it has been concluded that the items used are reliable.

Since the total variance explained by the factors are found to be more 
than 40 per cent in all the cases, it has been concluded that the items 
used for the study are valid too. 
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Testing the Link Between TTR and IJV Outcome

Objective:
To test whether the Transferor Transferee Relationship (TTR) in 
Technology Transfer could measure  the IJV outcome, i.e. 
success/failure.

Tool used:
Cronbachs Alpha for ensuring ‘inter item consistency’. That is 
to make sure the group of 10 TTR variables focus on the   
IJV outcome. 

Inference:
The Alpha value is found to be 0.85, which is well above the 
required minimum 0.7. Hence it is concluded that the group of  
10 TTR variables focus on the IJV outcome.

 

 

 

 

Importance levels of TTR Variables

Objective:
To find out the importance levels of TTR variables 
in IJVs, in order of their importance.
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ComplementarityPosition-10

AdaptationPosition-9
Cult. SensitivityPosition-8
TrustPosition-7
LearningPosition-6
Co-operationPosition-5
CommunicationPosition-4
Strategic Integn..Position-3

CommitmentPosition-2

SatisfactionPosition-1
IJVs in General

Importance levels of TTR Variables in IJVs

 

 

 

 

ComplementarityComplementarityComplementarityPosition-10
AdaptationAdaptationAdaptationPosition-9
Cult. SensitivityTrustCult. SensitivityPosition-8
TrustCo-operationStrategic Integn.Position-7
Strategic Integn.Cult. SensitivityTrustPosition-6
CommunicationLearningCommunicationPosition-5
LearningSatisfactionLearningPosition-4
Co-operationCommunicationCo-operationPosition-3

CommitmentCommitmentCommitmentPosition-2

SatisfactionStrategic Integn.SatisfactionPosition-1

Indo-European 
IJVs

Indo-Asian 
IJVs

Indo-US      
IJVs

Importance levels of TTR variables specific to Geographic Regions
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ComplementarityComplementarityComplementarityPosition-10

TrustAdaptationAdaptationPosition-9
AdaptationCult. SensitivityCult. SensitivityPosition-8
Co-operationTrustTrustPosition-7
Cult. SensitivityLearningLearningPosition-6
SatisfactionStrategic Integn.Co-operationPosition-5
CommunicationCommunicationCommunicationPosition-4
Strategic Integn.Co-operationStrategic Integn..Position-3

LearningCommitmentCommitmentPosition-2

CommitmentSatisfactionSatisfactionPosition-1
Failure casesSuccess casesIJVs in General

Importance levels of TTR variables specific to Outcome Type

 

 

 

 

ComplementarityComplementarityComplementarityPosition-10
AdaptationAdaptationAdaptationPosition-9
Cult. SensitivityCult. SensitivityCult. SensitivityPosition-8
TrustTrustTrustPosition-7
Strategic Integn.LearningLearningPosition-6
LearningCommunicationCo-operationPosition-5
Co-operationCo-operationCommunicationPosition-4
CommitmentStrategic Integn.Strategic Integn..Position-3

CommunicationSatisfactionCommitmentPosition-2

SatisfactionCommitmentSatisfactionPosition-1

Non-Equity 
IJVs

Equity IJVsIJVs in 
General

Importance levels of TTR variables specific to Equity Status of IJVs
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Strategic Integration

Satisfaction

Learning

Adaptation
Cultural Sensitivity

Commitment

Co-operation

Trust
Communication

Complementarity

Technology 
Adaptation

Technology 
Transfer 

Contracting

Technology 
Supplier 
Selection

Technology 
Selection

Technology 
Source 

Identification

Technology 
Gap 

Identification

Expected Relationships in the Technology Transfer Process

 

 

 

 

Factor Analysis across TTR Variables

Objectives:
• To arrive at factors that govern the technology transfer process in IJVs.
• To group the TTR variables in correlated clusters. 
• To identify the specific stages of technology transfer process that 

requires careful management of TTR.

Tool used:
Exploratory Factor Analysis. 
( Extraction Method: Principal Component Analysis.   

Rotation Method   : Varimax ). 

Result:
The rotation converged in three iterations, to yield two factors.

( contd…/-)
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Factor Labeling

The six variables that loaded on Factor-1 were found to be  
Strategic Integration, Learning, Complementarity,  
Adaptation, Cultural Sensitivity, and Commitment. This  
factor has been labeled as ‘strategic’.
[ Supported by Cullen et al (1995), who worked on psychological -
consequences of outcomes and investments in the IJV Relationship.
Also after Johnson et al (1996), Faulkner (1995), Gulati et al (1994) ].

Factor-2 had four variables loaded high, viz. 
Communication, Trust, Co-operation, and Satisfaction, and 
is labeled as ‘human’.
[ After Roberts and O’reilly (1974), Bromiley and Cummings (1993),

Buckley and Casson (1988), Geringer (1991)]. 

 

 

 

 

IJV Outcome Classification using D.A.

Objectives:
To classify the IJV outcome.
To identify the variables that discriminate the IJV outcome.
To determine which variable(s) are the best predictors of -

- IJV outcome.
Tool used : Discriminant Analysis

Results     :
• The results showed that, 73 %  of original grouped cases are getting 

correctly predicted (64 % in the case of failures, and 77 % in the 
case of successes ). 

• The discriminating variables were found to be learning and  
satisfaction.
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Major findings of the study…Slide-1
1.

2.

3.

4.

The ten relationship variables pertaining to the TTR in technology 
transfer have been identified as Complementarity, Communication, 
Trust, Co-operation, Commitment, Cultural Sensitivity, Adaptation, 
Learning, Strategic Integration, and Satisfaction.

A set of 59 items have been developed for measuring the TTR
in technology transfer. The reliability as well as the factorial validity 
of these measures have been tested to be positive.

It has been found through the study that the TTR variables 
could measure the outcome of an IJV (alpha is 0.85). In other 
words, the TTR in Technology Transfer could measure 
the success or failure of an IJV.

It has also been found that the IJV outcome could be predicted by 
using the TTR involved in the technology transfer process of the IJV.

 

 

 

 

Major findings of the study…Slide-2
5.

6.

7.

8.

In the case of IJVs in general, the satisfaction assumes the most 
significant role  of all the ten TTR variables. This is closely followed 
by commitment and strategic integration.

In the case of Indo-European IJVs, the maximum rating is found to be 
for satisfaction, followed by commitment and co-operation. 

In the case of Indo-US IJVs too, the maximum rating is found to be for  
satisfaction, followed by commitment and co-operation.

In the case of Indo-Asian IJVs, the maximum rating is found to be for   
strategic integration, which is followed by commitment and   
communication. Since 88.89 % of the Indo-Asian IJVs studied are of   
Japanese origin, we can conclude that in order to have successful IJVs 
with Japanese firms, a firm has to give due credit to       
strategic  integration, commitment, & communication.
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Major findings of the study…Slide-3
9.

10.

11.

12.

In the case of successful IJVs, the maximum rating is found to be for 
satisfaction, which is followed by commitment and co-operation. The 
increased importance the variable co-operation assumes here is a clear 
indication of the dominant role co-operation could play in making an 
IJV a successful one. 
In the case of IJV failures, the maximum rating is found to be for 

commitment, which is followed by learning and strategic integration. 
The increased significance commitment attains over satisfaction
indicates the IJV failure’s close link to the commitment amongst the 
partner firms.
In the case of Equity IJVs, the maximum rating is found to be for 
commitment, which is followed by satisfaction and strategic 

integration.
In the case of Non-Equity IJVs, satisfaction has come in as the most 

significant variable amongst all the ten TTR variables, which is
followed by communication and commitment.

 

 

 

 

Major findings of the study…Slide-4
13.

14.

15.

The study pointed out the fact that both Indo-European as well as 
Indo-US IJVs are more outcome-oriented, while the Indo-Asian IJVs 
are more process oriented.

The study also pointed out that in order to have successful IJVs with 
Japanese firms, a firm has to give utmost importance to  strategic 
integration; and also due attention to commitment and communication.

Descriminant Analysis indicated that, a total of 73 % of the cases 
are correctly classified  (64 %  in the case of failures, and 77 %  
in the case of successes). The discriminating variables were found      
to be learning and satisfaction.
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Major findings of the study…Slide-5
16.

17.

An IJV with technology transfer in place has to manage the TTR 
carefully in the last three stages of technology transfer process, viz. 
Technology Supplier Selection, Technology Transfer Contracting, and 
Technology Adaptation.

The process of technology transfer in an IJV is found to be strategic
in nature. Also, the study clearly established that the behavioural 
dimension does play a crucial role in the last three stages of the 
technology transfer process, viz. Technology Supplier Selection,
Technology Transfer Contracting, and Technology Adaptation.

 

 

 

 

Contributions to Management Practice…1

The thesis contributes to both the academic and 
practitioner literature. The review of the literature 
establishes the need for assessing the role of TTR
in technology transfer in the context of IJVs.

A six stage conceptual model has been arrived at
for depicting the process of Technology Transfer,
using the existing literature as well as getting the
experience of the practitioners shared.

The study identifies a set of 10 TTR variables, which 
could be used for predicting the outcome of an IJV.

 

 

 346



Contributions to Management Practice…2

A transferor transferee relationship based process model
has been arrived at for the Technology Transfer through  
International Joint Ventures.

A set of  59 items has been developed to assess 
the TTR variables pertaining to the T-T process.

The research established the need for collecting
data only at the company level for similar type of
studies in technology management.

 

 

 

 

Contributions to Management Practice…3

More importantly, the study clearly established the need 
for assessing the IJV outcome with relevance to the 
transferor transferee relationship in technology transfer, 
by providing a strong foundation for further investigation.
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Directions for Future Research
Should consider a broader mix of partner firm -
interactions, how these interactions affect the 
IJV performance, and the role of different 
TTR variables on IJV performance. 

In order to assess the role of TTR in Tech.Transfer, 
one could make use of different approaches like    
case study method, by concentrating on:

- Specific segments of the industry, or
- Specific sectors of the economy.

These approaches would allow researchers to develop 
new models for assessing the role of  TTR in tech. transfer
in the context of IJVs. 

 

 

 

 

Conclusion

The research provides comprehensive suggestions for
firms interested in forming  IJVs as well as enhances 
the understanding of the complex issues inherent in 
transferor transferee relationship in the 
Technology Transfer Process.

More importantly, provides insights to build up a 
sound transferor transferee relationship 
in technology transfer.
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