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〔要約〕 

Ⅰ アーキテクチャマネジメント委員会報告 

１．はじめに 

アーキテクチャは構想に具体的な形状、構造を与え、全体として調和させ期待価値を

産出す知恵である。構想は、「あるべき姿」の追求で実現要素にこだわらない自由度があ

るが、設計は構想の本質を理解し「見える姿」「使える姿」に現実化せねばならない工学

的要素が含まれる。つまり、構想が問題設定とすれば、アーキテクチャは問題解決のグ

ランドデザインである。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、基本的操作性な

どグランドデザインする発想と技法の一体である。 

２．アーキテクチャとデザイン 

アーキテクチャとは建築の設計を意味する言葉であり、その専門家をアーキテクトと

呼ぶ。設計行為はデザインという表現もあり、その行為者をデザイナーと呼ぶ。両者の

違いと関係がどこにあるのか、微妙である。ここでアーキテクチャは、デザインよりも

上位にあり設計対象の全体を扱う概念である。したがってデザインは、アーキテクチャ

に準拠して部分を設計する意味を持っている。つまり、アーキテクチャは、対象の本質

を見抜いて、全体と部分の関係を機構として創作する設計機能を持っている。構想設計

という言葉があるが、アーキテクチャは、構想を具体的な部会関係性に設計して落とし

込む領域である。アーキテクチャとデザインは設計という構造と機能を設計する共通機

能は保有しているが、本質的に全体と部分の領域、部分関係性と部分特殊性の対象、創

作性と技能性に見られる。 

西欧の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。この教会の部分である柱、天井、床、ステンドグラス、祭壇、彫像は、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.として全体に調和している。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、部分特殊性である。このような事例は音楽の指揮者と
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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。 

 

３．アーキテクチャとシステム 

アーキテクチャという概念は、建築の世界から 1980 年代に情報システムヘ、そして

1990年代にはビジネスの領域にまで浸透した。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。ルコプロスとカラゴスタスは、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。 

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。しかし、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。 

 

４．企業、ビジネス、アーキテクチャ 

企業やビジネスを技術システムと同様に取り扱うシステム思考が通用している。企業

は経営、組織、事業、生産、販売、会計の基幹システムなどから成る多重システムアー

キテクチャでサポートされている。この企業システムは、経営ビジョン、方針、戦略な
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どの特定目的や意図で、その期待に最も近い技法により実現される。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。経営アー

キテクチャは、最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。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。またネル（Nell）は、全社レベルのアー

キテクチャについて、次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。 

 

５．アーキテクチャとプロジェクトモデリング 

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。アーキテクチャは、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、構想シナリオを、複数のプロジェク

トに分割する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。 

 

６．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。 

特に最近の経営においては、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
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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できる。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。 

 

７．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できる。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できる。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できる。ソニー、旭

硝子、ブリヂストン等の代表的な日本企業は、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している。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。こうすることによって、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。これは、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。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
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して持つような機能性の設計が必要になってきている。さらに IT の進化を取り込みな

がら効率的な組織を設計運営することが求められるようになってきている。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。子会社をグローバルに配置す

る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。 

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な

い。最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

にまとめることができる。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のがシェアードサービスの考え方であ

る。こうやって見るように、組織のアーキテクチャー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最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。

それと同時に最新の 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とれる。この場合に全体

のアーキテクチャをデザインするには、高い視点と広い視野が求められるのである。 

 

８．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。 

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きたのである。

自動車業界では、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
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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あるわけである。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

アーキテクチャのデザインということができる。 

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。 

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

て管理することができる。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。これも一つのアーキテクチャの例と考えることができる。 

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、情報システムと

は切っても切れない関係になってきているのである。 

 

９．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。 

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、機能横断的な組織としてプロジェクト部門を設けることが良く行われる。この縦

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。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ってくる。このような組織構造の設計を
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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のである。 

 

１０．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できる。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できる。 

 

上記の基本の考え方をベースとして、製造業全般、トヨタ生産方式、医薬品の研究開

発、TCOの削減、ネットビジネス、システム開発、公共経営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。 

 

Ⅱ P2Mコラボレーションプラットフォーム委員会報告 

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・共同研究の成果を取りまとめたものである。 

 

１．マレーシア国際プロジェクトマネジメント大会 2003 

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。マレーシアでは、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。 
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PMCC から２名が参加し、P2M の国際デファクト化に向けたプレゼンテーションを

行った。また、海外先進事例調査として、マレーシアでの代表的なプログラムマネジメ

ントである『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」』の進捗

状況を調査した。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。本プログラムは、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）の一部であり、

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、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。進捗状況としては、第１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、いよいよマレーシアを知

識社会に変換にシフトさせるとのことである。 

 

２．PROMAT参加報告 

大会は FIDIC（Federation Internationale 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。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。 

参加者で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あった。PMCCとし

ては、どうやって知的所有権を守るか、品質を守るかということを十分考える必要があ

る。 

 

３．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始めてもたれた。PMCCが APFPMの日本代表パートナーとな

っているため、１名が参加した。 

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た。今後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予想される。 
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４．IPMAモスクワ大会調査報告 

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。本大会の全体的印象を要約

すれば、下記の４点が上げられる。 

① 伝統的な PM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一歩前進し今後の 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。 

 

５．国際シミュレーション＆ゲーミング大会 

本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、PMCC他

130 余の学会が後援して開催されたのである。メインテーマは「シミュレーション＆ゲ

ーミングの社会的貢献と責任」である。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、PMCCとして参加をしたものである。 

本大会は、34 回の歴史を持つ由緒ある学会であり、海外からも米国、欧州各国 50 ヶ

国から 150名程度のメンバーが参加した。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るという成果を上げることができた。 
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