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序 
 

我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。 

しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア

近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ

諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化

問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に

対する懸念が台頭してきております。 

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も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してま

すます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られ

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、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの

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あります。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日本プロジェクトマネジメント協会に「プロジェクト

＆プログラムマネジメント標準ガイドブック（P2M）改訂調査研究」を調査委託いた

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す。 

 

平成１９年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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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 18年度機械工業に係る技術開発動向等の補助事業の一環とし

て、当センターが受託しました「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブッ

ク（P2M）改訂調査研究」について取りまとめたものであります。 

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

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

トの普及があります。当協会としては、協会設立時以来、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 18 年度当該事業として「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイ

ドブック（P2M）改訂調査研究」報告書をとりまとめました。この成果が関係各位におい

て十分活用され、わが国のエンジニアリング産業を初め各種産業においてわが国産業の振

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、当協会内に「P2M 改訂委員会」を設置し、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

とともに当協会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１９年３月 

 

特定非営利活動法人 

日本プロジェクトマネジメント協会 

理事長   田中 弘 
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は じ め に 
 

本報告書は、「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック（P2M）改訂

調査研究」の成果を取りまとめたものである。 

 

1. 日本発の「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック（P2M）」の初版

が発行されてから 5 年が経過した。この間、新しい発想のもとで生まれた P2M の有効

性は広く世界に認められるところとなり、先進主要各国の PM スタンダードにも取り入

れられつつある。わが国では、当協会が P2M に基づく資格制度を設け、全国的な普及

活動を行っている。毎年 500～600 名の資格保有者が出るまでに成長し、その動向は世

界からも注目されている。 

 

2. これらの資格者が実業界で力を発揮することで、P2M の有効性の認知が更に深まり広

がるというポジティブ・スパイラルを描くことが、産業界・経済界の国際競争力強化策

の一つとしても重要なものになってきている。P2M 標準ガイドブックの改訂はこれを

後押しするものでなければならない。 

 

3. P2M の改定にあたっては、「P2M 改訂委員会」を設置し、広く改訂意見を抽出・取り

纏めながら行ってきた。その基本方針は下記の通りである。 

① P2M の基本コンセプトを失わず、時代の流れ・変化を取り込んだものにする。 

② 全体的なガイドブックの体系として、整合性のとれたものにする。 

③ 難解または曖昧な部分を修正し、極力読みやすい表現に書き改める。 

④ 事例や図表等でデータ的に古くなった部分を更新する。 

⑤ 統一的な言葉の定義に心掛ける。 

 

これらの改訂により P2M の理解が更に進み、P2M の普及・拡大を促し、ひいては一人

でも多くの実践力のあるプロジェクトマネジャーの輩出につながることが、わが国の経

済・産業の発展・高度化に寄与するものと期待できる。 
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第1部 プロジェクトマネジメントエントリー 
 

第 1 部では、P2M の目的、P2M の特長、P2M が提案する人材像「使命達成型職業人」、

プロジェクトマネジメントの発展と世界、P2M の学び方、活用分野、及び、P2M の資格認

定制度について解説する。 

 

1. P2M の目的 

 

1.1. P2M のねらい 

P2M（Project & Program Management）は、プロジェクトあるいはプログラムマネジ

メントプを実践する専門職業人（プロフェッショナル）や上位職者のための総合的な実践

知識体系である。具体的には、P2M はこれらの広義のプロジェクトマネジメントを実践す

るプロジェクトマネジャー、プログラムマネジャー、あるいは、彼らを統括する事業部長、

さらにはプロジェクト型事業が経営の重要な位置を占める企業や団体の経営者のために、

世界で広く使用されているプロジェクトマネジメントの実践手法に加えて、わが国産業が

有する独特の強みを加味した、ユニークなマネジメント体系を提供し、実践のためのスキ

ル形成に役立たせることを目的としている。 

 

1.2. P2M の活用者 

P2M は上記のような、企業や団体のプロジェクト業務に従事する専門職業人や経営者の

他に、次のような管理者や実務家およびプロジェクトマネジメントを学びたい学生にも利

用価値がある。 

① 国内外で産業開発や社会開発などに従事する専門家 

② 公共事業に新機軸の導入を試みる管理者 

③ 国や地方自治体で、機動性が求められる政策や戦略の立案と実施に携わる公務員 

④ プロジェクト型経営手法（management by projects）の習得を希望する企業人や学

生 

⑤ 日本プロジェクトマネジメント協会が提供する P2M 資格の取得を希望する者 

 

1.3. P2M が対象とするプロジェクトマネジメント 

P2M は、すべてのプロジェクトマネジメント、あるいはその発展系であるプログラムマ

ネジメントないしはポートフォリオマネジメントを対象とする。 
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プロジェクトとは、次のような特性をもつ事業、企画あるいはイベントである。 

① プロジェクトは、定常と異なる目的を達成する活動である。 

② プロジェクトには、特定された開始と終了の時点がある。 

③ プロジェクトには、使用できる資源の制約がある。 

④ プロジェクトでは、何を達成するのか明確であるので成否がはっきり分かれる。 

⑤ プロジェクトは、チームで行う。 

⑥ プロジェクトは、特定の使命を実現して付加価値を創造する活動である。 

特性の①から⑤は世界的に広く認識されている項目であり、項目⑥は P2M が強調する項

目である。 

P2M はこのような特性を持つプロジェクトの創出・計画・実施ならびにプロジェクトが

創出する成果物の価値を 大限に引き出すマネジメント、のすべてを扱う。特に「プロジ

ェクトの創出」と「プロジェクト成果物活用価値の 大化」は他のプロジェクトマネジメ

ント体系にない P2M の特長である。 

 

1.4. P2M が立脚するユーザーの視点 

P2M はプロジェクトの創出から、計画、実施、更にプロジェクト成果物の価値 大化ま

で、プロジェクトの全ライフサイクルを扱っている。従って、 

① P2M は経営者・事業部長・プロジェクトプロデューサーなど価値創造に責任を有す

るユーザーの視点を、第３部の「プログラムマネジメント」、第４部の「プロジェク

ト戦略マネジメント」、「プロジェクトファイナンスマネジメント」、「プロジェク

トシステムズマネジメント」、あるいは「バリューマネジメント」などで具体的にカ

バーしている。 

② 一方、第２部の「プロジェクトマネジメント」や第４部の「個別マネジメント」の各

章は、世界で実施されているプロジェクトマネジメントの実施方式の共通項を余すと

ころなく提供しており、またこれに、日本のマネジメントの特長を加味している。従

って、プロジェクトの構想が出来て、基本計画が与えられた段階からプロジェクトマ

ネジメントを行う、コントラクターや IT サービス事業のプロジェクトマネジャーあ

るいは顧客側企業内のプロジェクト実施部門のプロジェクトマネジャーの視点も満

たしている。 

③ P2M はモジュラー形式で記述されている。プロジェクトマネジメント実践者あるい

は将来プロジェクトマネジャーを目指す実務家のキャリアパスに沿って、それぞれの

段階での必要実践知識を P2M の該当箇所から習得し、キャリアが進むに従って、よ
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り広い範囲の知識習得に進み、P2M が提唱する「広い視野」と「高い視点」を持っ

た使命達成型職業人となるルートが用意されている。 

 

2. P2M の特長 

P2M は、 

① 世界で活用されているプロジェクトマネジメントの基礎知識体系の提供、 

② 日本発の、付加価値の高いプロジェクト創出のためのマネジメント手法の提供、 

③ これらの二つを駆使して価値創造を行う使命達成型職業人モデルの提示、 

④ プロジェクトマネジメントのガバナンスの概念提供、 

を４つの大きな特長としている。 

 

2.1. 世界で活用されているプロジェクトマネジメントの基礎知識体系の提供 

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトの内包する独自性や再現性の低さの故に、

一部の適用分野においては、いまだ成功の確率は必ずしも高くはない。そのような状況で、

プロジェクトマネジャーは構想が終わり、基本計画が与えられたプロジェクトを成功に導

く使命を負わされる。プロジェクトマネジメントの不全で、得べかりし利益の逸失は許さ

れないので、まず、プロジェクトマネジャーが拠って立てる堅固なプロジェクトマネジメ

ント体系が必要である。 

P2M は、第 2 部と第 4 部を中心に、世界的に 強の一角にあるわが国エンジニアリング

業界のグローバル体験に基づくプロジェクトマネジメント実践手法をベースに、製造業や

IT 業界のマネジメントの特長も取り込んだ、プロジェクトマネジメントの実践知識体系を

提供している。 

 

2.2. 日本発の、付加価値の高いプロジェクト創出のためのマネジメント手法の

提供 

P2M の第 3 部ではプログラムマネジメントを解説している。プログラムマネジメントは

1960 年代の米国 NASA のアポロ計画で初めてその用語が使用されて以来、米国の国防・宇

宙開発事業を中心に限られた範囲で使用されてきた概念である。大規模なプロジェクトを

プログラムと称し、これを有機的なプロジェクト群に分解して、マネジメントの有効性を

高めようとする概念である。 

2001 年発行の P2M はプログラムマネジメント自体に構造を与えると同時に、プログラ

ムの創出と計画に戦略的な意味付けを与えた点で世界のパイオニアとなった。 
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P2M が説くのは以下のフィロソフィーである。 

① グローバル競争の時代にあっては、これまでの延長で、静的・慣性的な事業・組織運

営を行っていたのでは、企業・団体の存続と成長は覚束かない。組織として、積極的

な価値創造やイノベーションをプロジェクトに組み込む、未来を先取りしたマネジメ

ントの仕組みづくりが必要である。 

② 現下の環境では、国・社会や経済のレベルで、複数の課題がモザイク的に組み合わさ

って複雑・複合問題となり、解決が迫られている。このような複雑系の課題に対して

は、従来のプロジェクトマネジメントを発展させた、複数のプロジェクト群の有機的

な結合によるプログラムアプローチの必要性が生じている。 

③ 価値創造型プロジェクトあるいはプロジェクト事業の創出の手法は、わが国の企業が

国際競争力を維持してきた源泉であり、米欧発の伝統的なプロジェクトマネジメント

の体系に加えて、これら日本発を組み込むことにより、プロジェクト化時代の経営に

合った大きな武器となる。 

 

2.3. 使命達成型職業人 

以上を実現するには、マネジメント体系そのものを漠然と理解するだけではなく、明日

のわが社、わが団体、わが国を創る、といった強い信念をもった、主体性のある使命達成

型の職業人が必要である。 

P2M は、P2M を実践するプロジェクトマネジャーやプロジェクトマネジメントに関連す

る職業人が医師、弁護士、公認会計士などと同様に、社会に認知された高度専門職業人（プ

ロフェッショナル）であることを希求している。さらに、わが国社会がそしてグローバル

社会が求める、現代の複合課題や複雑系課題の解決に挑戦する「使命達成型職業人」を理

想モデルとしている。図 1-1 は使命達成型職業人が満たすべき要件をまとめたものである。 
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図 1-1 使命達成型職業人が備えるべき要件 

2.4. プロジェクトマネジメントのガバナンス 

同時に、企業・団体として、組織横断的に、プロジェクトマネジメントの活用を図り、

プロジェクトマネジメントへの投資の 大効果を引き出すために、プロジェクトマネジメ

ントのガバナンス体制構築が必要である。 

プロジェクトマネジメントのガバナンスは、第 4 部第 1 章の「プロジェクト戦略マネジ

メント」に述べるが、エンタープライズプロジェクトマネジメント（EPM）の概念はプロ

ジェクトガバナンスを確保する体制の代表的なものである。 

 

3. P2M が提案する人材像「使命達成型職業人」 

前節で述べたとおり、P2M はプロジェクトマネジャーが高度専門職業人であることを希

求しており、それを使命達成型職業人に求める。 

3.1. 高度専門職業人 

(1) 高度専門職業人に相応しい体系的知識の習得と実践 

高度専門職業人に求められる実践力の形成には、体系的知識、実践経験、職業的倫理観

を含む姿勢・資質の３つの要件を満たすことが不可欠である。P2M は、実務家がその

有効性や妥当性を認めたマネジメント科学、システム科学、情報科学、人間科学に基づ

き、体系的に、実践に適した形式で整理されている。高度専門職業人はこの知識体系の

学習と実践により能力向上に努めることが求められる。 

(2) 職業倫理の遵守と CSR 実践の第一人者としての高度専門職業人 

プロジェクトは社会や組織の内外に与える影響も大きく、プロジェクトマネジメントに

携わる高度専門職業人には、人類や社会の幸福、福祉に貢献できる道徳観と倫理観が要

求される。これには職業人としての自己責任（Professional Responsibility）と企業・

団体の構成員として、組織の社会的責任（Corporate Social Responsibility）の遂行を

行動責任
(Accountability)

実践力
(Capability)

体系的知識（Knowledge）

実践経験（Competence）

姿勢・資質・倫理(Attitude)持続的学習と実践
(Development)

実践力形成
(CBB)

行動責任
(Accountability)

実践力
(Capability)

体系的知識（Knowledge）

実践経験（Competence）

姿勢・資質・倫理(Attitude)持続的学習と実践
(Development)

実践力形成
(CBB)
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率先垂範することが求められる。 

(3) 高度専門職業人としての顧客満足の達成 

高度専門職業人の価値は、顧客（クライアント）の満足度を高めることにある。満足度

とは、顧客が獲得した便益や効用が支払コストに対して勝っているという実感である。 

プロジェクトマネジメント職業人は、プロジェクトに関する構想策定、計画・実行、運

営に関する高度の専門的サービスを提供し、効率を上げて、顧客の満足を獲得しなければ

ならない。効率性とは、資源をムダ・ムリ・ムラなく活用する高生産性の仕組みを提供す

ることを意味する。 

 

3.2. 使命達成型職業人の資質 

プロジェクトマネジメントに関わる高度専門職業人は、社会や組織に課せられた成長や

リスクの除去といった使命を達成するために、挑戦的な企画、事業開発、新しいイベント

など、複雑あるいは複合的な問題を取り扱う。このため、プログラムやプロジェクトの創

出と成果物の構築において、個別分野の専門家を横断的に結集して「高い視点」でリード

できる姿勢と資質が要求される。この使命達成型職業人はプロジェクトマネジメントに必

須の「広い視野」を持つために体系的知識を習得し、また常に関連する新しい知識を補充

すべく研鑚を積まなければならない。P2M では、プロジェクトマネジメント、プログラム

マネジメント、11 に及ぶ個別マネジメント知識領域を提供しているが、これはプロジェク

トマネジメントの 小限ベースラインと考えるべきである。 

 

3.3. 使命達成型職業人による価値創造 

使命達成型職業人は価値創造に貢献しなければならない。プロジェクトマネジメントに

関わる使命達成型職業人の職務は、個別分野の職業人では取り扱えない「複合問題の解決」

に力点が置かれている。複合問題は、複数の分野が絡み合っているため本質を理解するこ

とがむずかしく、また、その解決には複数の個別分野の専門家の協力を得て解決案を創造

し、これを実行する必要がある。 

つまり、使命達成型職業人の価値は、複合問題を「有効に」解決できる実践力である。

有効性とは解決に対する費用対便益の比が高いことであるが、この有効性が部分ではなく、

できるだけ広い範囲に享受されることが重要である。広い範囲での有効性が保たれれば、

顧客の満足度を高めるだけではなく、プロジェクトに関与する関係者や潜在的な影響を受

ける社会からも高い評価を受けることができる。 
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プロジェクトマネジメントとは、そのような社会の全体満足や受容性をも視座に入れる

べき価値創造活動である。 

図 1-2 は以上を纏めて使命達成型職業人の価値創造のサイクルを示したものである。 

図 1-2 使命達成型職業人の価値創造サイクル 

 

3.4. 社会的変化と使命達成型職業人の果たす役割 

社会環境の変化により、社会を動かす仕組みや制度に変革が必要となる。変革への対応

を怠れば脅威につながるが、適切な対応を行えば成長の機会を創り出す。トップや指導者

の洞察力から生まれた戦略の文脈を読み解き、使命や目的を達成するためのプロジェクト

として結実させるためには、使命達成型のプロジェクトマネジメント職業人の存在が不可

欠である。たとえば、社内新事業、ビジネスモデル構築、新商品開発、設備投資・IT 投資、

買収合併（M＆A）、組織革新など、すべてがテーマを持つプロジェクトであり、プロジェ

クトマネジメントの実践力が必要になる。 

これらのプロジェクトは独立している場合もあるが、相互関係をもつ複合プロジェクト

も少なくない。そのときどきに求められる、たとえば、「スピード」や「グローバル競争

対応」、あるいは「CSR」といった社会環境や市場の要求に応えながら、プロジェクトデ

ザインを行い、それに向けたリソースの 適組み合わせを図ることなどが必要である。ま

た、持続型社会実現の思想が強まるなかでは、たとえば、リサイクル法の成立に対応した

ゼロエミッション型経営で、開発、設計、製造、廃棄までを同期連携的にとらえるプロジ

ェクトとして取り組むことになる。 

組織体では、定常的な事業システムによって安定業績を志向する「オペレーション活動」

と、新たな企画を軸に将来価値を創造する「プロジェクト活動」とがある。これまで一般

企業ではオペレーション活動が圧倒的多数を占めてきたが、 近ではプロジェクト活動が

増加し、これら２つの活動の占める割合が逆転している組織が多いといわれている。 

エンジニアリング企業、情報サービス企業、シンクタンクなどは、プロジェクトそのも

プロジェクト
マネジメント

複合問題
効率･有効性･

受容性
価値

専門職業人 専門サービス 問題解決 満足実現
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のが事業内容であるため、「プロジェクト中心の経営」（Projectized Enterprises）が日常

的であり、プロジェクト活動に適した柔軟な組織づくりや資源プールへの工夫がなされて

いる。しかし、変化が激しい社会環境では、事業部門や戦略部門が、組織の存続を賭けて

新しいテーマをプロジェクトとして立案し、企業変革に貢献する「プロジェクトによる経

営革新」（Management by projects） が必要になり、使命達成型専門職業人の教育と育成

が企業や団体の競争力に直結した課題となっている。 

 

4. プロジェクトマネジメントの発展と世界の取り組み 

かつて、国防施設・宇宙開発、社会インフラストラクチャーおよび大規模生産施設の建

設計画・遂行管理手法であったプロジェクトマネジメントは、今日では、ほぼすべての産

業分野のみならず、公共サービスや社会活動においても活用が進んでいる。その間、プロ

ジェクトマネジメントは全く同じ体系と手法を維持したのではなく、移り変わる産業や社

会サービスの要請に応じて多様化を遂げてきている。 

 

4.1. プロジェクトマネジメントの世代モデル 

図 1-3 は Global Project Management Handbook Second Edition に引用されている

(Tanaka2004) プロジェクトマネジメントの世代モデルである。 

 

図 1-3 プロジェクトマネジメントモデルの世代展開 

プロジェクトマネジメントの原型は、1950 年代から今日まで脈々と実践されている「伝

第1世代 第２世代 第３世代 第４世代
古典PM モダンPM 戦略的PM 草の根PM

モデルB-1
プロジェクトマネジメント

  =
  戦略的新製品開発の計画・

  遂行管理フレームワーク

(製造)

モデルB-2
プロジェクトマネジメント

   =
　グローバルビジネス展開の

モデルＡ 　共通ビジネス言語 モデル C モデル D
プロジェクトマネジメント （ＩＴ、 情報通信、金融) プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメント

  = 　=   =
　国防施設、社会施設、大規模 　競争力獲得、付加価値増進、   あらゆる組織的活動のための

　生産設備プロジェクトの遂行計 モデルB-3 　組織変革、複雑系課題への対応  草の根プロジェクト計画・実施

  画・遂行管理手法 プロジェクトマネジメント 　のための戦略的プログラム＆   手法

　=  　プロジェクトマネジメント体系

　業務改革、企業変革、公共

　サービス改善の 計画・実施

　ガイド

（企業、政府・自治体、団体）

ネオ古典
モデル A'

プロジェクトマネジメント

   =
　設備資本・資源調達 適化に

　向けたグローバル協業の計画・

  マネジメント手法

（エネルギー資源産業）
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統的プロジェクトマネジメントモデル」であり、これが第１世代である。このモデルは、

国防施設、社会施設、大規模生産設備プロジェクトの遂行計画と遂行管理の手法である。 

これに、80 年代中盤に萌芽し、90 年代に花開いた「現代的（モダン）プロジェクトマネ

ジメントモデル」が第 2 世代のモデルとして続いた。 

このモデルの 大の特徴は、ハードプロジェクトマネジメント手法、つまり、スケジュ

ール、リソース、コスト、スコープ、調達といったハードよりの要素マネジメント手法と、

ソフトプロジェクトマネジメント手法、すなわち、組織、ヒューマンリソース、コミュニ

ケーション、統合などの人間系要素マネジメント手法の結合である。 

現代的プロジェクトマネジメントは、根本的には同じモデルでありながら、活用する分

野のビジネスの特徴からある程度の差異を内包した 3 つのサブモデル、つまり、モデル B-1 

新製品開発（製造など）、モデル B-2 グローバル化対応への共通ビジネスランゲージの提

供（ＩＴ、情報通信、金融など）、そして、モデル B-3 組織変革のエージェント、を形成

している。 

2000 年代に入ると、わが国の P2M に代表される第 3 世代の「戦略的プロジェクトマネ

ジメントモデル」が出現した。 

プロジェクトマネジメントが生まれてから 近まで、戦略計画の実施マネジメント体系

であるプロジェクトマネジメントと、その上流のビジネス戦略マネジメントは別のマネジ

メント体系として認識されてきた。すなわち、組織にとっての価値創造の源泉であるプロ

ジェクトの設計と骨格構成はビジネス戦略マネジメントが所掌する範囲であり、そのよう

に生成されたプロジェクトの与件のなかで、実施計画を作り、計画をいかに忠実に実行す

るかがプロジェクトマネジメントに与えられた使命であった。 

「戦略的プロジェクトマネジメントモデル」はプロジェクトマネジメントと上流のビジ

ネスあるいは組織戦略マネジメントが結合された形で提供されるのを大きな特徴としてお

り、いわば、オールイン・ワンのプロジェクトビジネスマネジメント体系と言えよう。 

このモデルは、2001 年 11 月に（財）エンジニアリング振興協会により発表され、現在

は、特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会により管理されている「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」で開花し、世界のプロジェク

トマネジメント界に大きなインパクトを与えた 

そして、今後我々の身近に迫ってくるのが、第 4 世代の「草の根プロジェクトマネジメ

ントモデル」で、これを「ユビキタスプロジェクトマネジメントモデル」とも称すること

ができる。このプロジェクトマネジメントモデルが本格化すると、「すべてがプロジェク

ト」という概念が一般化し、すべての組織の運営や社会活動がプロジェクトマネジメント
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的になる。 

ここで注意すべきは、新たなプロジェクトマネジメントモデルの登場は、その前のモデ

ルを駆逐することはなく、すべてのモデルは現在も並存して活用されている、ということ

である。 

 

4.2. 世界のプロジェクトマネジメントへの取り組み 

プロジェクトマネジメントは、上述のような発展を遂げ、PMI®が米国統計局と実施した

推計では世界のプロジェクトマネジメント実践者の数は約 1,700 万人に及ぶ。このような

発展において中心的な役割を果たしたのは、実務家が所属組織を超えて結成している NPO

団体であるプロジェクトマネジメント協会である。 

主たるプロジェクトマネジメント協会は、米国を本拠として世界 160 数カ国に 22 万人と

ほぼ同数のプロジェクトマネジメント資格保有者を擁する Project Management Institute 

(PMI® )と、世界 40 カ国のプロジェクトマネジメント協会の連盟体で、約 7 万人の会員と

約 6 万人の資格保有者を有する International Project Management Association (IPMA)で

ある。 

 

4.3. 我が国のプロジェクトマネジメントへの取り組み 

わが国では、プロジェクトマネジメントは、戦後、米国技術に基づいて石油精製・石油

化学プラントを多数建設した総合エンジにニアリング業界によって、技術とともに導入さ

れ、1960 年代から今日まで、総合エンジニアリング、重機械系メーカーや総合建設産業で

定着した。この間（財）エンジニアリング振興協会がわが国におけるプロジェクトマネジ

メント研究と普及を行う唯一の団体であった。 

1990 年代中盤になると、90 年代初頭の米国の IT 産業・情報通信産業でのプロェクトマ

ネジメントの定着が日本にも影響を及ぼし、IT 産業のサービス事業部門でプロジェクトマ

ネジメントの取り組みが盛んになり、今日では、IT 産業のプロジェクトマネジメント人口

はわが国でも圧倒的多数となっている。また、プロジェクトマネジメントは、製造業、組

織改革や金融の分野でも活用されるようになった。 

わが国でプロジェクトマネジメント実務家によるプロジェクトマネジメント協会ができ

たのは、1997 年 7 月にパイロット運営を開始し、翌 98 年に正式に発足した日本プロジェ

クトマネジメント・フォーラム（JPMF）が初である。98 年には PMI 東京支部（中間法人）

が、99 年にはプロジェクトマネジメント学会が設立されている 

このような動きの中で、経済産業省は、1999 年に、わが国産業界に蓄積されてきたプロ
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ジェクトマネジメント技法や経験の知識を体系化することを奨励し、同省の 3 年間にわた

る委託により、財団法人エンジニアリング振興協会が、実務家、学識経験者によるプロジ

ェクトマネジメント導入開発委員会を設置し、欧米の実態調査を基礎に日本発信型のプロ

ジェクトマネジメントの知識・能力体系と資格認定制度を検討した。その結果として完成

したものが P2M である。 

P2M は 2001 年 11 月にエンジニアリング振興協会と JPMF が主催した東京国際プロジ

ェクトマネジメント大会で国内外に向けて発表された。P2M の普及と資格制度の推進は、

わが国の産業界や公共サービスを横断して実施されるべき事業との観点から、2002 年に、

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（PMCC）が設立され、

P2M の普及と資格認定業務が移管された。 

PMCC は、2005 年 11 月に JPMF と組織統合を行い、特定非営利活動法人日本プロジェ

クトマネジメント協会（PMAJ）として再発足し、今日に至っている。 

 

5. P2M の学び方 

プロジェクトマネジメントの実践には、専門職業知識の習得、実践経験そして使命達成

型プロジェクトマネジメント職業人としての倫理規範の実践を総合した「実践力」が必要

である。P2M は、このような実践力形成のためのベースラインとなる Capability Building 

Baseline＝CBB を提供している。 

 

5.1. 要素職業知識の提供 

専門職業知識の提供という面では、第４部 個別マネジメント、の下記の 11 の章に P2M

が提唱するプロジェクトマネジメントの個別要素ごとの専門マネジメント知識を解説して

いる（表 1-1）。前述のようにこれらの個別マネジメントは世界で共通項的に活用されてい

る実践方式に、＊を着けた章として、米欧の他のプロジェクトマネジメント体系に含まれ

ていない先進的なマネジメント要素を加えて構成されている。また、各章がプロジェクト

の、主としてどの段階で活用されるかも示してしている。 
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表 1-1 プロジェクトマネジメントの個別専門職業知識 

章 個別マネジメントの章立て 主たる活用段階 

1 プロジェクト戦略マネジメント＊ 構想段階・基盤 

2 プロジェクトファイナンスマネジメント＊ 構想・計画段階 

3 プロジェクトシステムズマネジメント＊ 構想・計画段階 

4 プロジェクト組織マネジメント 基盤 

5 プロジェクト目標マネジメント 計画・実施段階 

6 プロジェクト資源マネジメント 計画・実施段階 

7 リスクマネジメント 構想・計画・実施段階 

8 情報マネジメント 基盤 

9 関係性マネジメント＊ 基盤 

10 バリューマネジメント＊ 基盤 

11 コミュニケーションマネジメント 基盤 

「基盤」とは、プロジェクトマネジメントの共通基盤となることを意味する 

個別マネジメントの各章については下記に留意願いたい。 

 

5.1.1. マネジメントガイドプレート 

第 4 部 個別マネジメントの各章頭に、読者に各個別マネジメント要素の全体像を把握し

てもらうように、当該個別マネジメントの全体の実践指針を示し、次にマネジメントが踏

まえるべき環境や制約を記し、メインとなる当該マネジメントの目的→業務プロセス→成

果を概説し、これらの業務のためのリソースとして知識データベースを与えている。（図

1-4） 

 

図 1-4 マネジメントガイドプレート 

5.1.2. プロセスより要素知識に重点 

P2M では、「インプット」→「プロセス」→「アウトプット」といった流れを規定し、

実践指針

知識ベース データベース

目的 成果業務プロセス
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プロセスに「制約」が加わり、「リソース」が投入されるといった、プロセス的な記述を

行っていない。 

これは、プロセス化をすることにより、プロジェクトマネジャーが持つべき、特に使命

達成型プロジェクトマネジメント職業人にとり必須な、「ゼロベース発想」、「高度な視

点」あるいは「広い視野」の形成努力に歯止めがかかることが無いようにとの配慮である。 

P2M が求めるプロジェクトマネジャーは、所与の計画に対する遂行マネジメントを確実

に行う能力のみならず、組織の価値創造あるいはイノベーションのために、プロジェクト

を構想する能力（つまり仮説を設定し、これを検証しつつプロジェクトとして纏め上げる

能力）を強調していることに加え、実施段階におけるプロジェクトマネジメントの成否に

多大な影響を与える不確実性、環境変化、顧客などステークホルダーとの関係性の不順に

より発生する問題を解決する局面では、プロセス型のマネジメント体系では十分な対応が

できないことを想定しているためである。 

専門職業人は、専門職業知識の学習―記憶（できるだけ多くの知識ポケットを持つ）―

実践―問題遭遇―知識の想起と結合方式の決定―適用という一連の流れによって問題処理

を行う。このための専門職業知識のポケット作りを助けるのが第 4 部 個別マネジメントの

１1 の章である。 

 

5.2. 実践力への導入―プロジェクトマネジメントならびにプログラムマネジメ

ント 

個別要素マネジメント知識のみでは、プロジェクトマネジメントの実践はできない。P2M

では第 2 部でプロジェクトマネジメント、そして第 3 部でプログラムマネジメントを説い

ており、個別の要素マネジメント知識を結合して、プロジェクトの創出・計画・実施マネ

ジメントならびにプロジェクトが創出する成果物の価値を 大限に引き出すマネジメント

の実践方式を示す。これらは次の考え方に基づいている。 

5.2.1. プロジェクトマネジメント実践フレームワークとソフト思考 

第 4 部の個別マネジメントを「個別実践フレーム」と呼ぶとすれば、これらの複数フレ

ームを、プログラムあるいはプロジェクトごとに結合させた全体統合的な形式、すなわち

個別マネジメントの複合利用が「プロジェクトマネジメント実践フレームワーク」である。

プロジェクトの局面において、多様な思考法を包括した、有効性、効率性そして柔軟性の

高いマネジメント実践力を発揮するためには、ゆるやかなソフト思考が重要である。プロ

ジェクトマネジメント実践フレームワークの特色は、そのゆるやかなソフト思考を形式化

に近づけた点にある。P2M のソフト思考の特色をまとめると、次のとおりである。 
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① 実践実績に裏付けられており、応用力がある。 

② わが国としてのマネジメント文化や競争力が反映されている。 

③ 細目についてたがを嵌めない。 

④ 人間の知力活用を促す。 

⑤ 各知識領域ごとのにこだわらず、問題を総合的に思考する。 

5.2.2. プロジェクトおよびプログラムマネジメントと個別マネジメントの関係 

前述の通り、P2M は、プロジェクトマネジメントやプログラムマネジメントの局面で、

どの個別マネジメントを活用するかの厳密なガイドを提供するものではない。しかし、お

およその目安を示すと図 1-5 のようになる。この図は P2M が第 3 部 プログラムマネジメ

ントの「アーキテクチャマネジメント」で解説するプロジェクトマネジメントの 3 つのモ

デルと各個別マネジメント要素のおおよその関係である。 

図 1-5 P2M の 3 つのプロジェクトマネジメントモデルと提供する個別マネジメントの関係 

 

6. P2M の活用分野 

第４節で解説したように、プロジェクトマネジメントは、かつての重厚長大なインフラ・

施設建設の分野から、ほぼすべての産業分野や公共サービス分野に活用分野を広げている。 

活用分野を例示すると次のようになる。 

 

 

 

 

 

統合、戦略、リスク、関係性、バリュー、コミュニケーション

“サービス”

モデル

“システム”

モデル

“スキーム”

モデル

Ｐ２Ｍのプロジェク
トモデル区分

構築成果物

運用段階

実施段階計画段階構想段階

組織、情報（ＩＴ）、目標（スコープ タイ
ム コスト 品質）、資源

P2Mの手法

プロジェクト

マネジメント

戦略、統合（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）

ファイナンス、システムズ

P2Mの手法

プログラム

マネジメント

統合、戦略、リスク、関係性、バリュー、コミュニケーション

“サービス”

モデル

“システム”

モデル

“スキーム”

モデル

Ｐ２Ｍのプロジェク
トモデル区分

構築成果物

運用段階

実施段階計画段階構想段階

組織、情報（ＩＴ）、目標（スコープ タイ
ム コスト 品質）、資源

P2Mの手法

プロジェクト

マネジメント

戦略、統合（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）

ファイナンス、システムズ

P2Mの手法

プログラム

マネジメント
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表 1-2 P2M の活用分野 

社会基盤系 国土交通・輸送システム、ライフライン（電気・水・ガス・情報

通信）システム、国土安全・国防施設、公共・社会サービス施設、

都市開発、地域開発、民間建築物、環境保全システム 

資源開発系 石油・天然ガス・電源開発、石油精製・石油化学・化学・金属精

錬・電力プラントならびに備蓄・配送システム、省エネルギー 

生産施設系 各種生産プラント・施設、物流システム、生産システムの革新（自

動化・知能化システム、CIM、バーチャルファクトリー） 

製品開発・製造改革系 新製品開発、オープン・モジュラー型生産システムよる切り替え

の早い生産 

総合エンジアリング系 社会開発、資源開発、生産施設の構想化・設計・建設・O&M 

IT・情報通信系 システム開発、システムインテグレーション、IT によるソリュー

ション創出、ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO） 

国際協力事業 政府開発援助、技術移転、国際共同開発 

事業・組織改革系 経営改革、組織変革、リエンジニアリング、企業の吸収合併 

新事業の創造、ベンチャー、戦略的パートナーシップ 

行政系 政府省庁、地方自治体における高機動性を要する政策・開発戦

略・産業戦略、省庁をまたがる複合課題等 

教育系 プロジェクトシミュレーション型教育 

コミュニティ系 各種イベント、生活支援プロジェクト、ボランティア団体の運営 

 

 

7. P2M に基づくプロジェクトマネジメント資格認定制度 

日本プロジェクトマネジメント協会では、P2M に基づいたプロジェクトマネジメント資

格の認定を行っている（表 1-3 参照）。 

高度専門職業人には、職業知識、実務経験、姿勢から形成された実践力が不可欠であり、

その入口は、専門性に必要な体系的知識を習得することから始まる。しかし、実践で問題

を設定し、これを解決することは、実務の経験なくしては達成できないのも事実である。

さらに、職業人には社会的責任が存在し、使命や目的達成への熱意、倫理、姿勢が問われ

る。 

エントリーレベルでは P2M に準拠した知識習得者を資格認定し、P2M のうち限定範囲
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の知識を習得し試験に合格した受験者にはプロジェクトマネジメントコーディネーター

(Project Management Coordinator: PMC) 資格を、P2M 全般の知識を習得して試験に合格

した受験者にはプロジェクトマネジメント・スペシャリスト（Project Management 

Specialist：PMS）の資格を与える。 

その上の実践レベルでは、より高度の実践力（Practical Capability Level）と実務経験

を認定の要件とするプロジェクトマネジャー・レジスタード（Project Manager Registered: 

PMR）の資格を与え、 上位レベルではプログラムマネジメント・アーキテクト（ Program 

Management Architect＝PMA）の資格を与える。PMR は目的達成型で現場志向のプロジ

ェクト運営を中心とした実践力を重視し、PMA は複雑な複数のプロジェクトを統合管理す

るプログラムマネジメント、あるいは使命達成型のプロジェクト創造や開発志向に向けた

資格である。この 2 つの資格については、PMS 取得が資格要件になる。 

表 1-3 P2M 資格の種類と内容 

略称 資格名称 受験資格､有効期間、試験内容 レベル 

PMC プロジェクトマネジメント・コーディネーター / 

Project Management Coordinator 

学歴・実務経験問わず 

P2M の限定範囲の筆記試験、 

入門 

PMS プロジェクトマネジメント･スペシャリスト/ 

Project Management Specialist 

学歴・実務経験問わず 

５年毎の更新、筆記試験 

基礎 

PMR プロジェクトマネジャー/ 

Project Manager Registered 

PMS＋プロジェクトマネジメント経験  

５年毎の更新、筆記試験+面接 

実践 

PMA プログラムマネジメント・アーキテクト/ 

Program Management Architect 

PMR＋プログラムマネジメント経験、

５年毎の更新、論文＋面接 

高度 

 

資格認定制度の導入により、次のようなメリットが期待できる。 

 PMC 資格付与により、プロジェクトマネジメントの基礎教育と実務家に対する基礎知識

ベンチマークの設定ができる。 

 PMSの資格付与により、幅の広いP2M教育の普及と実践力習得への動機付けができる。 

 PMR の資格付与により、プロジェクトマネジャーの社会的認知と雇用機会が増大する。 

 PMA の資格付与により、プロジェクト型事業の創造による組織再生や変革の機会が増大

する。 

 資格制度により、使命達成型プロジェクトマネジメント職業人の複合問題への対応が向

上する。 
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 企業・団体内に P2M 資格取得者がプールされることにより、組織のプロジェクトマネジ

メント基盤の形成あるいは強化が可能となり、またプロジェクト運営に関する共通言語

ができる。 
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第2部 プロジェクトマネジメント 
 

1. プロジェクトとは 

 

1.1. プロジェクトの定義 

プロジェクト（project）とは、特定使命（Specific Mission）を受けて、始まりと終わり

のある特定期間に、資源、状況などの制約条件（constraints）のもとで達成を目指す、将

来に向けた価値創造事業（Value Creation Undertaking）である。 

特定使命とはプロジェクトに期待される総合的達成要求のことである。この要求を明確

にすることが、プロジェクトマネジメントの出発点となる。特定使命を明確にするために

は、プロジェクトに対する考え方、目的、目標、方針、手段、行動指針などについて規定

することが必要である。プロジェクトの特定使命の価値が認められ、資源投下が決定され

ると、その特定使命はプロジェクトミッション（Project Mission）になる。 

 

1.2. プロジェクトの基本属性 

プロジェクトには特定使命、特定期間、制約条件に関連して、テーマの個別性、始まり

と終わりのある有期性、状況変化やリスクを含む不確実性などのプロジェクト固有の基本

属性をもつ。 

図 2-1 プロジェクトの定義 

(1) 個別性 

個別性はプロジェクトの非反復的な特性を指している。類似性の見られるプロジェクト

であっても、全くの同一環境下で実施されることはなく、非反復的であるといえる。特定

使命による個別テーマが問題解決を促す場合が多く、プロジェクトには個別性、差別性、

革新性など多様な非定型性がある。個別性には種類や水準の差異があっても、未経験の要

素が入り込むため、解決には視点移動、適応、応用、創造などの知恵や工夫が必要になる。 

 

価値創造事業プロジェクト 基本属性

個別性

有期性

不確実性
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(2) 有期性 

有期性は、プロジェクトの明確な「始まり」と「終わり」を特色とする基本属性の一つ

である。「始まり」は、プロジェクトの使命によってチームが新しく立ち上がり、プロジ

ェクトの責任者が決定されるので明確だが、「終わり」は必ずしもそうではない。構築し

たソフトウェアやプラントが完成しても、引き渡しが不明確で、保守が際限なく継続する

という場合も多い。どこが「終わり」なのか明確にしておく必要がある。また、「終わり」

があることで責任者が明確な責任をとる体制といえる。プロジェクト遂行のためには、定

常の組織から臨時的に協働できる専門的な人材が結集され特別チームが編成されるが、遂

行期間が決められ、プロジェクトが完了すると解散する。 

(3) 不確実性 

プロジェクトは非反復的であり、特殊な条件や状況を想定して実行される事業であるこ

とから、不確実性を伴う。この不確実性によって、プロジェクトは未知の情報、未確定な

技術、予測不可能な環境などのさまざまなリスクに晒されるのである。プロジェクトはこ

のリスクに前向きに取り組み、人間の創意工夫、知恵、判断力と創造的なチーム活動で克

服する事業である。 

 

1.3. プロジェクトの価値活動 

プロジェクトには発想者の特定使命に対する洞察力が含まれており、その成果として個

別性、差別性、革新性などに富む新しい価値が創造される。人間は生活、産業、公共の場

で幸福、営利、福祉を追求する何らかの価値活動を行っている。価値活動は人間が中心と

なって資源を投入し、ニーズのある成果物やサービスをつくる活動である。 

プロジェクトの価値とは、特定使命に込められた要求が実現された場合に達成される効

果で評価されるが、それには２つの要件がある。第１要件は、プロジェクトが期待どおり

の効果を実現するために必要な実践力の枠組みである。第２要件は、プロジェクトの成果

物が期待どおりにバランスよく関係者にもたらす価値である。 

二つの要件を満たしたプロジェクトでの価値創出は「資産価値（知的資産価値を含む）」

に加えて、資産が新しい利益を生み出す「イノベーション価値」、さらに、プロジェクト

が外部のステークホルダーの利害関係を調整し、波及効果を享受する「調和価値」の３つ

が生み出される。受注プロジェクトでは顧客のための価値創出を目的とするが、納入後に

資産価値は自社に帰属しないものの「知的資産価値」、「イノベーション価値」、「調和

の価値」を生み出す。 

公益的な視点では、主観的指標が主となるが便益性、安全性、人間性、社会性、環境性
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などの公共利益に寄与する。また企業的な視点では、客観的指標である収益性、革新性、

成長性、安定性、信頼性などが企業利益に寄与する。 

プロジェクトの価値の計画や評価は、プロジェクトが創出する便益と資源投入に要した

コストの差額などを評価基準とする。その代表的な手法には CBA（Cost Benefit Analysis）、

CF（Cash Flow）、NPV（Net Present Value）、IRR（Internal Rate of Return）などの

指標がある。これらは戦略マネジメントを参照されたい。 

 

事例◆ 公的プロジェクトと民間プロジェクト 

たとえば公園プロジェクトは、快適、休息、集合、景観などの便益を与えるが、公益事

業であるから収益は期待できない。したがって、この便益と土地獲得、施設、緑化の整備

にかかるコストとの比率で評価し、便益が大きくなるように計画して、プロジェクトの価

値を高める計画が重要である。 

企業の場合は、製品開発のように競争者よりも優れた製品をタイミングよく市場に投入

すれば、将来のキャッシュフローに貢献する。それだけではなく、企業の株価上昇に寄与

することから資産価値を高め、成長や信用に弾みをつけ、結果的に資金調達が容易になる。 

  

つまり、プロジェクトの価値活動をまとめると、プロジェクトは次のような要素を包括

した事業であると要約することができる。 

• プロジェクトは特定使命をもつ価値創造事業である。 

• プロジェクトが実現すると成果に新奇性、差別性、革新性がもたらされる。 

• プロジェクトには始まりと終わりがあり有期性がある。 

• プロジェクトは資源制約や状況変化による不確実性がある。 

 

2. プロジェクトマネジメントとは 

 

2.1. プロジェクトマネジメントの定義 

プロジェクトマネジメント（Project Management）とは、プロジェクトミッションを達

成するために有期的なチームを編成して、プロジェクトマネジメントの専門職脳を駆使し

て、プロジェクトを公正な手段で効率的、効果的に遂行して、確実な成果を獲得する実践

力（capability）をプロジェクトに適用することである。 
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2.1.1. プロジェクトマネジメントの要件 

(1) 公正な手段 

ここで公正な手段（Due Diligence）とは、プロジェクトの主体者が社会理念、倫理基準、

社会の受容性に配慮して専門的基準や法規に準拠し、かつ国際規格水準に適合した手順に

より、プロジェクトを遂行することをいい、社会的な説明責任が可能な状態を指している。 

(2) 効率的遂行能力 

効率（efficiency）とは資源投入に対する産出の比率を意味し、プラントや建造物などの

場合には物的生産性指標のことである。プロジェクトマネジメントではムリ、ムダ、ムラ

を 小限に抑制する手順、知恵、工夫が必要とされるが、効率的遂行能力においては、物

的生産性に加えて、今日では市場情報や生産データを活用したり、異種技術を結合したり

して、価値を高める知的生産性も重視されている。 

(3) 効果的遂行能力 

効果性（effectiveness）とは、プロジェクトによってもたらされる全体的な影響に関する

指標であり、プロジェクトに直接的、間接的に利害が関係する人たちの満足度に関係する。 

効果的遂行能力は、プロジェクトの投資コストに対して獲得される便益（benefit）の程

度で評価することができる。 

2.1.2. プロジェクトマネジメントの専門職能 

プロジェクトマネジメントの専門職能を大別すれば、次の 3 つである。 

• 特定使命を課題設定として具体化し、問題解決に至るまでのプロセスを推進する職能 

• 課題設定を目的、目標、方針に展開し、その明確化と制約条件のもとで成果物を獲得

する職能 

• プロジェクトの参加者と関係者との調和を図り、全体的な満足を実現する職能 

図 2-2 プロジェクトマネジメントの定義 

 

特別チーム

プロジェクト
マネジメント

価値創造
公正な手段

効率的遂行能力

効果的遂行能力

成果物獲得
実践能力
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2.2. プロジェクトマネジメントの基本的枠組み 

プロジェクトマネジメントは多目的のための、多数の対象に関係する要求を満足させる

実践力であり、価値活動でなければならない。この実践力を発揮するためには基本的枠組

み（ framework）として、共通観（Common View）と個別マネジメント（Segment 

Management）が必要であり、これらを複合的に活用することが求められている。多数者

とは主体者、参加者、協力者、関係者を意味し、プロジェクトマネジメントには、その相

互の協働や調和が必要である。多目的とは特定使命の構成要素であり、プロジェクトはそ

れらの複数目的が達成されて価値が形成される。多数の対象とは管理すべき対象としての

個別目標と関連要素であり、個別マネジメントが対応する。 

図 2-3 プロジェクトマネジメント実践力の枠組み 

 

2.3. プロジェクトマネジメントの共通観 

プロジェクトマネジメントの共通観（Project Management Common View）の各要素は

プロジェクトの種類、規模にかかわらずすべてのプロジェクトマネジメントに共通に適用

できる接近方法であり、本ガイドブックではシステムズアプローチ、プロジェクトライフ

サイクル、プロジェクトの場、プロジェクトステークホルダー、プロジェクトマネジメン

トスキルに関する５つを基本的前提としている。従ってプロジェクト関係者はこの共通観

を学び、同じ共通理解してプロジェクトを遂行することが求められている。 

• システムズアプローチ 

• プロジェクトライフサイクル 

• プロジェクトの場 

• プロジェクトステークホルダー 

• プロジェクトマネジメントスキル 

 

プロジェクトマネジメント
実践力の基本枠組み

共通観 （Common View）

複合マネジメント
（Integration Management）

個別マネジメント
（Segment Management）
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図 2-4 プロジェクトマネジメントの共通観 

(1) システムズアプローチ 

プロジェクトマネジメントは、システムズアプローチ法を基にした課題への取り組みに

対する考え方である。プロジェクトマネジメントでは、投入、プロセス、産出、制約、外

乱、マネジメントサイクル、知識・ツール・データベースの７要素を一般的なテンプレー

トとして認識している。この方法の優れている部分は、問題特定の仕方である。 

プロジェクトマネジメントでは、制約は初期段階における基本前提であり、制約を変更

する場合は戦略基準の意思決定に従わなければならず、プロジェクトマネジャーの権限外

の問題になる。外乱については、プロジェクトマネジャーの能力で調整できる対応と調整

できない大きな撹乱要因とに区別しなければならない。成果物を保証できない大きな外乱

要因が生じた場合は、システム全体をつくり変えることが必要になる。ここで重要なこと

は、プロジェクトマネジャーの権限内と権限外の区別である。 

図 2-5 システム認識論 

プロジェクトワークのプロセス設計と、そのパフォーマンスの優劣を規定するのは個別

マネジメントである。プロジェクトマネジメントの対象領域は、人的資源と物的資源に加

知識・ツール・データベース

マネジメントサイクル

プロジェクトワークプロセス 産出

外乱制約

投入

プロジェクト属性

プロジェクト
マネジメント

個別性

有期性

不確実性

価値創造事業

システムズアプローチ

プロジェクトライフサイクル

プロジェクトの場

プロジェクトステークホルダー

マネジメントスキルの利用
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え、金融資源、基盤資源、知的資源、情報資源を総合的に活用し、複雑で不確実性の高い

プロジェクトに対する価値の創造が追求される場である。 

特定使命を展開していくと、プロジェクトは単一構造ではなく、複数のサブシステムを

サブプロジェクトとして構造化した形態をとる場合が多い。その場合、個々のサブシステ

ム間のインターフェイス（投入と産出および制約条件の関係）を明らかにする必要がある。 

プロジェクトエンジニアリングには、システムズアプローチが欠かせない。人間は自然

を利用し社会的な要求を充足するために、プロダクツとサービスを創造する価値活動を行

っている。 

一般的にエンジニアリングとは、Man、Material、Machine のシステムの 適化を図る

工学的技法を意味するが、プロジェクトマネジメントにおけるエンジニアリングシステム

は、社会系、経営系、情報系、工学系、金融系などの複合ニーズの分析、問題設定、解決

を図るためのシステムズアプローチを意味する。そこでは、創造的な成果を獲得するため

に、融合領域における科学、実践ノウハウおよび技法を拡張して横断的に利用する。 

 

事例◆ 使いやすい金融情報システムとは 

金融情報システムの構築では、ソフトウェアやアプリケーションのデザインに金融実務、

機械、IT、人間工学などに関する知識が必要である。ATM など現金引き出し、預け入れ、

振り込みには光学読み取り装置、演算、情報処理システムを融合させなければならないし、

利用者が操作しやすい人間工学を駆使した使いやすさを考える必要がある。 

 

(2) プロジェクトライフサイクル 

プロジェクトの遂行段階ごとの特徴的な基本属性に照らし合わせて、すべての遂行過程

を把握するためには、プロジェクトライフサイクル（Project Life Cycle）として理解する

ことが便利であり、それは国際的共通観となっている。 

プロジェクトには「始まり」と「終わり」があり、プロジェクトライフがある。そして、

すべてのプロジェクトは固有のライフサイクルをもっている。プロジェクトの期間を横軸

にとり、作業量を縦軸にとって、その経過をグラフ化すると山型カーブになり、累積作業

量では S カーブになる。これをプロジェクト固有のマイルストーン（milestone）で区分す

ると、区分期間をフェーズ（phase）として認識することができる。マイルストーンは製品

開発、コンピュータプログラム、プラント建設などで異なり、マネジメントとの関連性で

選択できる。 

 一般的なプロジェクトライフサイクルは、始まり、中間、終わりのフェーズで構成され、
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中間は複数に分割されている。このフェーズ区分は、確認可能な中間、あるいは 終の成

果物を指標としている。なぜなら、この成果物の種類や特性によって仕事の内容、質、マ

ネジメントの対象が異なるからである。プロジェクトフェーズごとの計画やプロジェクト

ライフサイクルを意識した管理はこの考え方によるものである。 

 

図 2-6 プロジェクトライフサイクルの２つの概念図 

(3) プロジェクトの場 

プロジェクトの場とは、ステークホルダーが特定使命を理解し、地理・文化的領域、専

門的領域、組織的領域を超えてプロジェクトに参加し、モニタリングやコミュニケーショ

ンにより相互交流と協働を推進する人間関係を構築し、情報交流を通じて形成するモラー

ル空間である。プロジェクトマネジメントの成果は、プロジェクトの場をいかに活性化で

きるかによって左右される。 

つまり、プロジェクトでは多様な人間、情報、文化が基盤にあり、特定使命に向けて交

流し、融合しながら共通理解を深め、心理的エネルギーを 大限に引き出しながら、非定

型性、多様性に対峙する必要がある。プロジェクトマネジメントの重要な要素は、プロジ

ェクトの内部、境界、外部における社会的、経済的、自然的影響力である。ここで、社会

的影響力とは人間、地域、組織間で相互作用し、プロジェクトが既存の制度、生活、習慣、

風土、文化、コミュニケーションに対して与える影響力である。たとえば、プロジェクト

を国際間協働で推進する場合、相互に文化を理解することを尊重しなければ、対立や誤解

が発生し失敗のリスクは高まるだろう。 

作
業
量

プロジェクト期間

構想フェーズ 構築フェーズ

設計フェーズ 運営フェーズ

構想フェーズ 構築フェーズ

設計フェーズ 運営フェーズ

作業曲線図 累積作業曲線図

マイルストーン マイルストーン
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また、 近のようにネットワークを通じて形成される、対面性のないバーチャルチーム

では、仕事に対する専門的関心だけが結集力であり、協働のプロジェクトの現場はサイバ

ー上になる。プロジェクトは、共通の使命、目的に共感して動機づけられた参加者に設定

された特定の場である。ここで使命やビジョンには、より魅力的で正確な伝達力が要求さ

れるであろう。地理、時間、文化を超えてプロジェクトに共感し、人間中心の情報交流の

場として「プロジェクトの場」が提案されている。 

図 2-7 プロジェクトの場 

事例◆ プロジェクトの場 

客満足重視、現場重視、チームワーク、完全追求姿勢の 4 つのキーワードは、日本の製

造業に端を発しプロジェクトマネジメントにも浸透し、常にプロジェクトの場を支配する

影響力になっている。このキーワードの理解が組織を活性化し、異質で有効な情報をつく

り出す。たとえば、契約を 優先して守る、訴訟を避ける、身内の対立を回避して和を図

るなどの姿勢はプラスにもマイナスにも作用するが、プロジェクトの場をデザインするこ

とによって、マイナスを 小化することができる。品質管理運動のチーム編成はその一例

であろう。 

 

(4) プロジェクトステークホルダー 

プロジェクトステークホルダー（Project Stakeholders）は、特定利害関係者と訳される

ことが多いが、実際にはプロジェクトに直接的、間接的に関与する協働パートナー、資源

取引相手、事業主（プロジェクトのオーナーまたはプロジェクトの権限者）、投資機関、

金融機関、コンサルタント、デザイナー、プロジェクトチーム、プロジェクトマネジャー、

コントラクター、エンジニアリング企業、メーカー、シンクタンク、認可機関などを含み、

これらさまざまな関係者が参加し、価値創造活動を開始する。 

ステークホルダー

コミュニケーション

人間関係

情報交流

ステークホルダー

コミュニケーション

人間関係

情報交流

地理・文化の軸

専門性の軸

組
織
の
軸
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プロジェクトに直接参加するのはプロジェクトチームメンバーであるプレイヤーばかり

でなく、サブプレイヤーとしてサービス会社、人材派遣企業、流通会社などの協力者も関

与する。また、プロジェクトに直接参加・関与しなくても、プロジェクトから社会的影響

を受ける地方自治体、地域住民もあり、プロジェクトの実行や実現により利害関係が発生

したり、社会的影響を受ける機関、会社、個人も総称してステークホルダーと呼んでいる。 

事業主はプロジェクト価値を総合的に評価して資源投下の意思決定をするばかりでなく、

ステークホルダー要求事項（コンテキスト）の中で全体適性を評価し、判断するのが役割

である。プロジェクトマネジャーは、組織からプロジェクトの実行を任命され権限委託を

受けた専門職業人である。その職務は使命を実践的目標や目的に具体化して、制約された

資源を認識したうえで、専門的な人材を集めて特別チームを編成して任務を遂行すること

である。 

 プロジェクトはプレイヤーと協力者として関与するサブプレイヤーにより実行される。 

 プロジェクトは参加・関与しなくても第三者に社会的影響を与える。 

 プロジェクトでは既存の特定利害関係を変えるステークホルダーに注目する必要がある。 

(5) プロジェクトマネジメントスキルの利用 

マネジメントスキルとは成果を獲得するために、組織をつくり、人を動かし、効率と効

果を上げる専門職業能力のことである。組織は専門家による分業を可能にして、仕事の効

率を飛躍的に上昇させることが分業の原理として知られている。組織に所属する人間は、

仕事に対する関心や熱意、快適な職場環境などの要因で動いている。したがって、目的や

状況に適合した組織をつくり、そのリーダーが所属する人間に動機づけを行い、効率を上

げるのが、マネジメント理論の基本である。 

しかし、プロジェクトマネジメントのスキルではさらに大切なことは効果である。効果

は全体満足であり、部分効率のバランスのとれた業績結果である。効果には、方向性、部

分間の整合が要求されるが、環境や状況変化に適応性を発揮して正しい方向性や問題解決

を示すのがリーダーシップである。これらのマネジメントスキルの知識の源泉は、実践経

験により得られた教訓（discipline）、判断方式（norm）、手順（practice）、知恵（wisdom）、

技巧（expertise）などとして理論化されている。実学の強みは実践で有効と認められた知

識という点にある。 

 

2.4. プロジェクト遂行活動とプロジェクトマネジメントの基本活動 

プロジェクト活動は、チームによる価値創造活動であり、プロジェクト遂行活動とプロ

ジェクトマネジメントの基本活動によって実現される。プロジェクト遂行活動とはプロジ
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ェクトの成果物を創る活動であり、プロジェクトマネジメントの主要な基本活動は、プロ

ジェクト遂行活動を効率的、効果的に推進できるように計画・統括・調整することである。

具体的にはリーダーシップ、方針の策定、プロセスのデザイン、目標設定、組織編成、作

業分割、組織運営、資源配置、動機づけなど、プロジェクト遂行活動に正しい方向性を与

え、組織を活性化し、人的能力を 大限に発揮させ、マネジメントサイクルを適用するこ

とである。 

図 2-8 プロジェクト活動の概要 

プロジェクト活動はプロジェクト遂行活動とプロジェクトマネジメントの基本活動で遂

行されるがその関係を理解するためには、プロジェクトワークプロセスの概念が必要であ

る。プロジェクトワークプロセスとはプロジェクトの始まりから終わりまでの全体的なプ

ロジェクト遂行活動の流れを表すと同時に、プロジェクトマネジメントの基本活動の流れ

を時間的経過で示したものである。 

プロジェクトワークプロセスを、プロジェクト遂行活動とプロジェクトマネジメントの

基本活動の両者は密接に関連しているが、理解を深めるためガイドブック（ことに注意す

べきである）はそれぞれのワークプロセスを提示する。プロジェクト遂行活動はプロジェ

クトライフサイクルに従って発生する作業の詳細分解と遂行を分担するのに対して、プロ

ジェクトマネジメント基本活動はリーダーシップとマネジメントサイクルを適用して、遂

行活動を支援する職能である。ワークプロセスには、 

• プロジェクト遂行活動のワークプロセス 

• プロジェクトマネジメント基本活動のワークプロセス  

• 全体を構成する特定部分のワークプロセス 

がある。 

ここでは特定部分のワークプロセスをワークプロセスモジュールと呼び、それは複数の

活動の集合によって、中間成果物としての見極めが可能な単位である。ワークプロセスは

仕事の手順であり、わかりやすく説明するためにプロジェクト遂行活動のワークプロセス

プロジェクト活動

プロジェクト遂行活動

プロジェクトワークプロセス

プロジェクトマネジメントの基本活動
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図、プロジェクトマネジメント基本活動のワークプロセス図（図 2-9）を示す。 

図 2-9 プロジェクトマネジメント基本活動のワークプロセス 

(1) プロジェクト遂行活動のワークプロセス 

プロジェクトの主たる目的は特定使命に基づき、価値創造の産物である成果物を提供す

ることである。これを受け持つのがプロジェクト遂行活動である。  

成果物を創る業務は、プロジェクトマネジメントの共通観で示したプロジェクトのライ

フサイクルをフェーズに分けて実行される。プロジェクトのライフサイクルはプロジェク

トの業種によって分割や取り扱う方法に違いがあるが、フェーズに分けて実施することは

共通している。詳細は第５章 １．ライフサイクルマネジメントを参照されたい。 

(a) フェーズⅠ 構想： 

プロジェクトの概念形成、戦略策定、プロジェクトの価値創出を行いながら、採算性を

含む具現性を実現させる構想を策定する。ここではプロジェクトの特定使命・目的・目

標を明確に示す。この業務を的確に行うことでプロジェクトの持つ潜在的な成功率のお

よそ８０％を獲得できる。構想計画が十分行われないと、開発段階で構想計画にもどり

必要以上な時間を消費することになる。 

(b) フェーズⅡ 計画設計： 

プロダクト作成の設計に入る。基本設計、詳細設計を完了させる。 

 

図解 ﾌﾟﾛｼﾞｪｴｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾌﾟﾛｾｽ図解 ﾌﾟﾛｼﾞｪｴｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄのﾌﾟﾛｾｽ

責任分担表

組織図

工程計画

作業手順

誰が、何を？

役務範囲の明確化
（ＷＢＳの設定）

誰が？

何を？

いつまでに？

どのように？

A100

A110 A120 A130

A111

A112

A121

A122

A131

A132

PM

EM PPM CM

PJE

ABC-PJ

プロジェクト
の使命・目的・
目標の明確化

予算

要員

スケジュール

作業手順

責任者（部署）

役務範囲
（スコープ
の定義）

進捗管理

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ計画書
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(c) フェーズⅢ 実施： 

実施段階ではプロジェクトに必要な資源の調達を行い、その検査して納入される。プラ

ント系ではこれらを建設現場に運び、建設、テストをして終了させる。システム開発で

は、運用前に多くのテストが行われ、システムが運用できるか確認されて運用に入る。

ソフト開発ではテストが膨大となり、総コストの 50％から 70％になることもあるので、

テストを削減できる設計が求められる。 

プロジェクトの実施期間では種々の問題が発生し、プロジェクト担当者はその解決に翻

弄されることが多い。    

(d) フェーズⅣ 終結： 

プロジェクトの終結ではプロジェクト活動で得られた多くの知的資産の蓄積を果たさ

なければならない。プロジェクトが解散すると企業の資産として再利用できないから、

知的資産重視（株価に反映される）の昨今では重要な業務である。 

(e) 実践力： 

プロダクト創出のために必要な実践力は、P2M 実践力基準提示のタクソノミⅠ：全体

思考様式、Ⅱ：戦略思考様式、Ⅲ：統合思考様式が求められる。 

(2) プロジェクトマネジメントの基本活動のワークプロセス 

プロジェクトマネジメントの基本活動は決められた制約条件（納期、予算、手持ち人材

等）の中で手順よく、効率的に業務を遂行し、完了させることが求められており、これを

担当するのがこのマネジメントである。通常プロジェクトマネジメントとして認識されて

おり、第５章目標マネジメントに記載のライフサイクルマネジメント、スコープマネジメ

ント、タイムマネジメント、コストマネジメント、品質マネジメント、アーンドバリュー

マネジメント等が実施される。これを図示したのが図 2-9 である。本図ではプロジェクトは

既に構想計画が終了したところから始まる。図はプロジェクトマネジメントのプロセスを

示したものである。 

① 使命・目的・目標の確認：使命記述書の作成 

構想計画でプロジェクトの使命・目的・目標が明確となっているため、プロジェクト

関係者全員にプロジェクトを理解させるために使命記述書を書く。 

② WBS（Work Breakdown Structure） 

プロジェクトのスコープが明確になっているので、プロジェクト業務を細分化する作

業をする。ＷＢＳでは Scope of Supply と Scope of Work のマトリックスから管理可

能な 下位ベースの作業要素（同時に管理可能な 小単位）である WP（Work 

Package）を取り出す。WBS はプロジェクトマネジメントの管理の基礎となる重要
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な要素の一つである。 

③ WP 別責任分担表の作成 

プロジェクトに関与する関係者の業務と責任分担表をつくる 

④ 組織図の作成・管理 

⑤ 作業手順図の作成・管理 

プロダクトをつくる作業は作業の優先順位と情報の流れに従った手順がある。この作

業手順をまとめたものが作業手順図である。 

⑥ 工程表の作成・管理 

作業手順図に WP の作業所要時間を入れると作業手順図は工程表となる。ただし、

工程表として、アローダイアグラムは使いにくいので種々の手法が開発されている。 

⑦ 予算表・管理 

与えられた実行予算をWBSのレベルに従って分割し、WPレベルまで予算配分する。 

⑧ 進捗管理図（EVM:アーントバリュー法） 

進捗管理図はプロジェクトのすべての要素をコストで表現し、工程に合わせてその累

積値をプロットすると S カーブができる。この S カーブを基準値として、実際の出

来高、実際に使ったコストを図示することで、出来高管理、進捗管理、予算管理を行

う手法で一般に EVM が採用されている。 

 

2.5. プロジェクトとワークプロセス 

(1) プロセスマネジメントの視点 

プロジェクトワークプロセスとは、その基本遂行活動の流れを時間的経過で示した標準

的な類型である。ただ、このワークプロセスをマネジメントの視点で理解するためには、

２つの重要な認識が必要である。 

① 効率的な視点でのプロセスの見直しと改良 

通常実施されているワークプロセスは、ムダ、ムラ、ムリがあるので、日常的に見直

して効率的に改良しなければならない。 

② 効果的な視点でのプロセスの見直しと改良 

通常実施されているワークプロセスは、ステークホルダー、とりわけ顧客の視点で日

常的に効果を発揮できるように改良しなければならない。 

(2) ワークプロセスの種類 

プロジェクトは価値創造活動であるから、資源の投入、変換、成果物の獲得というシス

テムの流れをたどるが、その変換を付加価値創造の視点で見れば、創造者、評価者、デジ
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タル表現の３つのプロセスを見る立場に区分される。 

① 価値創造者のワークプロセス 

マイケル・ポーターが提案した価値創造者の視点は、価値連鎖（Value Chain）と呼

ばれ、企画、開発、設計、調達、建設、テスト、運転という機能がワークプロセスで

表現される。また、人事や財務はワークプロセス全体に関わる支援機能になる。この

ようにプロセス全体の機能を結合した複雑なプロセスマップが必要になる。 

② プロジェクトの基本活動効率化のワークプロセス 

③ 評価者のワークプロセス 

評価者は価値連鎖で産出した製品、建造物、サービスを評価する立場であるから、契

約で事前に規定した品質、性能、価格、納期などの条件を価値が満たしていなければ、

改良、修正、拒絶されることになる。創造者は評価者が満足するように、ワークプロ

セスの再設計（reengineering）をする必要がある。 

④ デジタルワークプロセス 

ワークプロセスでは、コンピュータの画面上ばかりでなく、プロジェクトの遂行活動

に必要なデータ、情報、知識をデータベースとして蓄積し、CAD／CAE／CAM を

利用してプロジェクトを推進することができる。また、インターネット、LAN など

のネットワークで中間成果物をやりとりすることにより、バーチャルなワークプロセ

スが実現できる時代になった。 

(3) ワークプロセスのリエンジニアリング 

ビジネスプロセス・リエンジニアリング（BPR）はマイケル・ハマーとジェームス・チ

ャンピーが提唱した改革法である。これは顧客の視点に立って、既存のプロセスをゼロか

ら根本的に見直し、ムダを削除して、できるだけ情報技術を利用し、リードタイムの短縮

とコストダウンを実現する方法である。この考え方は、プロジェクトのワークプロセスに

もそのまま適用できる。ワークプロセスモジュールの重複分析による短縮、同期並行化へ

の転換、デジタルワークプロセスの採用により、特定使命を 大限に実現するワークプロ

セスをデザインするのは極めて重要である。 

 

2.6. プロジェクト業務を支援する共通マネジメント 

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトマネジャーが既存組織と関係をもちながら、

特定使命の遂行に限定して臨時組織をつくり、運営される形態である。営利、非営利使命

のいずれであっても、プロジェクトは組織内、組織間、あるいは不特定の個人によって臨

時的なチームが形成され、通常、プロジェクトリーダーは、特別権限を行使することによ



 40 

り、マネジメント能力における裁量を発揮して成果達成の責任を負っている。このように

プロジェクトマネジメントは、プロジェクトに限定されたマネジメントであるが、先行し

て理論や実践が開発されている一般経営管理の分野で、かなりの部分で有効利用できる。

その有効利用できる主要な分野は、マネジメント原則、組織論、マネジメントサイクル、

リーダーシップ、資源活用の５つである。 

 

図 2-10 プロジェクトマネジメントスキル 

2.6.1. 共通マネジメントスキル 

(1) マネジメント原則 

(2) マネジメントサイクル ～プロジェクトマネジメントサイクル 

プロジェクトマネジメントサイクルは、プロジェクト全体、モデル、フェーズ、ワーク

フローなどで問題解決能力を高めて、効率・効果を向上するために利用可能な共通手順で

ある。このサイクルはプロジェクトの実務によって固有性はあるが、その標準形式が妥当

と認められたものである。 

デザイン（designing）、計画（planning）、実行（implementing）、調整（coordinating）、

成果（delivering）の５つのプロセス要素が行動の手順を形成する。プロジェクト活動は将

来予測や予知のために情報を獲得し、方針や大小の目標に従って不確実性に対応している。

この対応手順は目標までの意思決定の行動様式にも対応している。 

デザイン要素とは、プロジェクトの立ち上げに重要な創意、工夫、複数の 適案が計画

可能な段階まで練り上げられたデザインに仕上がるまでの手順を指している。調整要素は

問題の発生と原因追求と対策に関する当事者協議による解決を目的として、計画目標と実

プロジェクトマネジメント全体像、共通観

プロジェクトマネジメントスキル

共通マネジメントスキル 個別マネジメントスキル

マネジメント原則
組織論
マネジメントサイクル
リーダーシップ
資源活用

プロジェクト戦略マネジメント
プロジェクトファイナンスマネジメント
プロジェクト目標マネジメント
関係性マネジメント
プロジェクトシステムマネジメント

等11項目
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績の差異をモニタリングして、誤差を縮小する指示をする統制要素に代わる概念である。

統制要素は状況変化による環境要因、偶発的要因、目標間の干渉、協働障害、誤動作など

が複合しており、事前協議において分析評価による調整行為をすることが望ましい。 

図 2-11 プロジェクトマネジメントサイクル 

(3) 資源活用 ～プロジェクト資源と配置 

プロジェクト資源には、物的資源、人的資源、知的資源、情報資源、金融資源、基盤資

源の６つがある。物的資源には機械、部品、材料、原料がある。情報資源は意思決定、知

識形成に必要な判断材料、状況、データである。知的資源は人間が創造した知識、ノウハ

ウ、技術、技巧、サービスである。金融資源は資本や資金の調達を可能にする源泉、手段

である。アイデアはプロジェクトではないが、必要な資源の投入が意思決定されるとプロ

ジェクトになる。プロジェクト資源では、制約性、相互関係性、再資源性の３つのことに

着目する必要がある。 

資源は有限であるから、プロジェクトマネジメントの制約条件になる。知的資産は、情

報資源と知的資源が融合して形成される。知的資産は、再生可能な知識資源として地理的

距離、文化的空間、時間を超えて、プロジェクト自体およびプロジェクトマネジメントの

生産性を向上させる効果がある。 

その結果、知的資産は物的資源や人的資源、とりわけ労働の必要量を変化させる。たと

えば組立作業が象徴するように、作業の自動化や人工知能化が進めば省力化により労働力

は削減される。また、金融資源は資源の一つであるが、他の資源を調達する手段という特

殊性がある。つまり、金融資源なしにプロジェクトは成立しない。 

これまでのプロジェクトマネジメントでは、金融資源や枠組みへの接近を前提条件とし

て取り扱ってきた。金融資源は、プロジェクトのニーズとシーズを結合させる重要資源と

して認識すべきである。プロジェクトマネジメントは、プロジェクト資源を投入して、成

成果

調整

実行

計画

デザイン
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果物を獲得する創造的な調整活動のプロセスで、新たな情報や知識を獲得する。また、労

働者は経験を通じて熟練技巧を高め、物的資源も廃棄による工夫で再資源化を図ることが

できる。 

後に基盤資源であるが、法制度、ネットワーク、道路など、制度的な社会基盤から獲

得されるサービス資源を指している。 

図 2-12 プロジェクト資源 

事例◆ 注目される知的資産 

情報化社会が到来して、知的資産が経済への影響力をもつようになり、プロジェクトマ

ネジメントでも金融資源、情報資源、知的資源の優位性に注目しなければならない。これ

らの知識は、プロジェクトマネジメントに関わる職業人にとって、必須の教育対象となっ

ている。 

事例◆ 有力な基盤資源 

近ではネットワークの利用がプロジェクトマネジメントには欠かせないため、光ファ

イバー網は有力な基盤資源である。規制の少ない自由取引環境、公正で安全な人的、法的

なサービスや権利保障もこの種の資源であり、プロジェクト遂行上の重要な効率的支援と

なる。 

 

2.6.2. 人間系マネジメント 

(1) 組織論 ～プロジェクト組織 

専門職能による分業組織は、高い生産性を達成するための基本原理である。一般的に組

織では、共通の目的をもち、協働の意思を確認して、コミュニケーションにより使命を達

制約性

相互関係性

再資源性

金融資源

情報資源物的資源

知的資源基盤資源

人的資源
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成して、生産性を高め、確実に業績を獲得する意図がある。プロジェクト組織は臨時的で

あり、既存組織に関連しながら新設、併設、独立して編成されるが、人材、技術、情報な

どの資源とは依存関係にある。その形態は多様かつ臨時的であるが、個別性と不確実性の

視点からみると、プロジェクト組織は創造的プロセスを伴う。プロジェクト組織を大別す

ると、機能型組織とプロジェクト型組織になる。 

前者は量産型メーカーやサービス事業に多くみられ、後者は個別受注型のエンジニアリ

ング産業、情報サービス産業、研究機関に多い。機能型はオペレーション業務がプロジェ

クト業務の比重よりも大きいので、プロジェクトが副次的に取り扱われやすい。一方でオ

ペレーションよりもプロジェクトの比重が高い企業は、マトリクス型組織で常時、プロジ

ェクトチーム編成に対応できるような体制を確立している。 

この両極の間にはいくつかの組織パターンが存在するが、その典型は臨時的に独立した

プロジェクト組織をつくるタスクフォース型である。それは重要度の高いテーマに取り組

み、プロジェクトマネジャーの権限も強く、機動性を発揮できる。また、マトリクス型組

織では、プロジェクトチームと機能的組織部門が併存し、スタッフが兼任するため、どち

らの仕事や命令を優先させるかで軋轢が生じやすい。 

図 2-13 プロジェクト組織 

同期的調整が不可欠で、特別調整のためにプロジェクトオフィスを置く場合は、人的資

源調整でリソースプール管理型組織が採用されているが、 近では IT によるネットワーク

型組織が浸透し始めている。両者とも定常的業務とプロジェクトを同時並存させる点では

共通している。組織の目的は営利的、非営利的、複合的形態に分類できるが、非営利的な

組織編成の要件

①共通の使命、目的をもつ
②協働の意志をもつ
③コミュニケーションをもつ

機能型組織
柔軟な協調によ
り組織で 大効

果を出す

プロジェクト型
組織

タクスフォース型
組織

プロジェクトオ
フィス付プロジェ

クト組織

マトリクス型
組織
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ものとしては政策立案、自治体が計画する地域開発、学会シンポジウム、企業が行う開発

事業、プログラムの開発、組織変革、ボランティア集団が実施する救援活動、特別テーマ

の企画などがある。 

(2) リーダーシップ ～プロジェクトリーダーシップ 

プロジェクトチームの集団的努力に心理的エネルギーを与えて、プロジェクトの目的や

目標を効果的に達成していくために、リーダーがメンバーに対して与える影響力がリーダ

ーシップである。リーダーシップには組織的なポジションに基づく権限的影響力と人格的

魅力や経験的な能力に基づく権威的影響力の２つの要素がある。 

リーダーシップは、正しい方向性を与える、心理的エネルギーを与える、問題の本質を

理解させる、危機に際して解決の示唆を与える、などの共通要素がある。リーダーシップ

にはプロジェクトの種類や状況に適応した有効なスタイルがあり、創造性重視、目標達成

重視、人間性重視などのスタイルを学習や経験で向上することができる。 

(3) チームビルディングとコンピテンシー 

チームビルディングでは、 適な人材が確保できるかが重要な課題である。重要なファ

クターとしてコンピテンシー（competency）が注目されている。コンピテンシーとは組織

内の特定の職務にあって、反復的に優れた業績を上げる現職者がもっている特性のことで

ある。このような人材の特性は多くの場合、業務に関する知識やスキルよりも、仕事に対

する考え方、取り組み姿勢、熱意、価値観など、人格や資質に基づく行動様式から生まれ

ることが明らかになっている。人間は天賦の能力、学習による能力、仕事上の行動を相互

作用させて結果を出す。そこで大切な要素は行動様式である。 

このような人材がチームのメンバーの模範となる意味は大きい。その理由は模範、行動

規範、専門能力、専門手順において、優れた業績を上げるからである。特に図表２－12 に

示すように、常に前向きに革新的な意識をもち、広い対人関係を維持する行動様式、現状

から問題を発見することができ、アイデアを発想して、論理的に戦略を考え、組織全体を

調整し、情報と時間を意識しながら成果に結びつけることができる。そのような行動様式、

経営資源を使って成果を出せる人材は、プロジェクトリーダーに向いている。 
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図 2-14 チームビルディングとコンピテンシー 

(4) チームスタッフのコンピテンシー評価 

プロジェクトには多様で専門的な人材が必要である。たとえば個性的な発想力をもつ起

業家、期待される成果を確実に出せる経験豊かな実践力を発揮するエキスパート、チーム

をまとめる統合力のあるプロジェクトマネジャー、組織内コンフリクトを回避して、人を

動かす機動力を備えたマネジャーなどである。そのような人材を評価するには、次のよう

なコンピテンシーモデルを作成する手順が必要である。 

① 高業績者を複数選定する。 

② ビジネスプロセスをインタビュー形式で記述する。 

③ 各プロセスを実施するうえで重要なポイントを記述する。 

④ 各プロセスの望ましい行動を記述する。 

⑤ 共通した望ましい行動をプロセスごとにまとめて、職務コンピテンシーモデルをつく

る。 

図 2-15 プロジェクトチームスタッフ職務分析 
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第3部 プログラムマネジメント 
 

1. プログラムと経営戦略の実践 

P2M は、個別のプロジェクトをプログラムとして統合することによって、経営活動その

ものを視野に置いた経営の全体 適を想定したマネジメント体系である。経営活動は、一

言で言えば、外部環境と内部環境（組織）をいかにバランスさせていくか、いかに効率よ

く効果的に経営資源を投入してタイムリーな施策を展開するかということになるだろう。 

環境変動が高速かつ広範になってくれば、経営戦略とその実践段階における関連性が希

薄になり、ついには経営の全体方向とは関係なく施策が展開されるという個別 適の状態

に陥る危険性をはらんでいる。 

プログラムは経営戦略とプロジェクトを連結し全体 適を保持して、継続的な経営成果

を達成するための重要な役割に位置づけられるものである。経営戦略は市場や顧客、商品、

競争相手、ビジネスモデルや業務プロセス、組織等の広範な戦略要素の適合を意図したも

のである。 

従って、経営戦略からプログラムへの展開にあたっては、戦略の意図する方向性や焦点

（選別と集中）を十分に読みきったうえで行わなければならない。同時に、既存の個別プ

ロジェクト群を的確にプログラムとして統合し経営戦略との関連性を保持し続けることが

必要である。経営戦略とプログラムの関連性確保、維持は経営そのものにとって極めて重

要な着眼点である。 

また、経営戦略は継続的な事業の発展を指向したものであり、中長期の時間軸で策定さ

れる。その実践施策としてのプログラムも中長期のライフサイクルを想定しておくことが

必要である。プログラムにミッションを設定して、プログラム自体の軸がぶれないように

してあるのはこうした背景からである。 

もうひとつの側面として、経営戦略は確実に実行されなければならない。これはプログ

ラムミッションが確実に達成されることを意味する。そのためには、プログラムを構成す

るプロジェクト群の設計に「あいまいさ」があってはならないし、個々のプロジェクトは

資源の裏づけを持つ実現可能なプロジェクトでなければならない。また各種の環境が当初

予測を超えて変動する場合も予め想定しておく必要がある。 

P2M が、プログラムマネジメントをはじめ、個別マネジメント群で多くのマネジメント

を準備しているのはこうした背景からである。 

このようにプログラムは、経営戦略との関係を保ちつつ、プロジェクト群を設計して着

実に成果を勝ち取る重要なポジションに位置している。プログラムをいかに上手にマネジ
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メント出来るか否かが、経営の全体 適を確保しつつ継続的な発展が可能かどうかの鍵を

握っていると言っても過言ではない。 

 

2. プログラムとプログラムマネジメント 

 

2.1. プログラムとは 

2.1.1. プログラムの定義 

プログラム（program）は、全体使命（Program Mission）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。 

プログラムには、プロジェクト型事業を専業とする企業が行うプラント建設プログラム

などのようにステークホルダーの間に 初からプログラムのコンセプトがある程度共有さ

れているタイプのプログラム（オペレーション型プログラムあるいは類型的プログラム）

と、企業や組織にとって全く初めてでそのコンセプト自体が不明確な状態からスタートす

るタイプのプログラム（創出型・変革型プログラム）がある。P2M では、主に後者のタイ

プに注目して記述している。前者のタイプのプログラムを事業として繰り返す企業でも、

長期間には技術革新や競争環境その他の事業環境の激変による全く新しい事業展開や組織

改革の要求から、後者のタイプのプログラムの実施が必要となる。1) 

2.1.2. プログラムの基本属性 

プログラムには、事業主、オーナーから全体使命として提起される事業概念や要求がプ

ログラムを構成する複数のプロジェクトに反映されている。このような複合的な問題解決

を前提とした要求は、いろいろな発想（concept）が多様に絡み合っており、問題解決のロ

ードマップを示唆・教示した豊かな内容と文脈（context）を含んでいる。この多義性

（Multiplicity of Context）には、政治的、経済的、社会的、技術的、倫理的など、いろい

ろな要素が総合されており、プログラムはこれらの要素の組み合わせにより、規模、領域、

構造の拡張性（scalability）をもつのが一般的である。 

プログラムは、複数のプロジェクトの有機的結合となっているので、プロジェクト間の

境界、結合、プロジェクトライフサイクルの複合などで生じる複雑性（complexity）をも

                                                  
1） 建設関係、資源関係、IT システム関係等の各種の大型プロジェクトはオペレーション型プログラムの性質を持つ

ことが多い。宇宙開発などの大規模研究開発プログラムは初期には創出型であるが次第にオペレーション型に転

化する。また、例えばハイブリッド車のような新概念の商品や全く新しいビジネスモデルの事業も 初は創出型ある

いは変革型であるが、市場に定着し次世代モデルに移行する段階からはオペレーション型となることが一般的であ

る。多くの企業組織にとって、企業統合、事業単位の分割・売却／買収等は変革型プログラムであるが、一貫した

プログラムとしてのマネジメントが意識されないケースも少なくない。 
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つ。また、単一プロジェクトの基本属性に加え、完成までの期間が相対的に長く、環境変

化に直面するため不確実性（uncertainty）も高くなるという基本属性がある。 

 

図 3-1 プログラムの基本属性 

 プログラムは、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。 

 プログラムは、問題解決を教示した意味や文脈を含む多義性がある。 

 プログラムは政治・経済・社会に展開され、規模、領域、構造で拡張性をもつ。 

 プログラムは、複数のプロジェクト間の境界、結合、ライフサイクルの複合などで生じ

る複雑性をもち、実現までが比較的長期にわたるので、環境の変化による不確実性に直

面する。 

 

2.2. プログラムと価値創造 

2.2.1. プログラムによる価値創造  

プログラムは全体使命により構想された価値創造を意図した組織的活動である。創出型

プログラムでは、商品概念、市場の仕組み、組織の形態、事業の収益構造などについて従

来にない全く新しいものを創出する。変革型プログラムでは、既に存在するこれらについ

て部分的改善ではなく構造的・体系的に全く新しいものに改変して、効率・効果の向上だ

けではなく、それまでに存在しなかった種類の価値を創造する。オペレーション型あるい

は類型的プログラムでは、主に統合活動による効率化や技術力などの資源統合の効果によ

 

プログラム 

多義性 

拡張性 

複雑性 

不確実性 
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る経済的利益拡大、知識や競争力の創造や拡大等の価値創造を行う。 

プログラムは全体でありその部分を構成する多数のプロジェクトから成立つ。その観点

で見ると、プログラムのコストの全体は部分の総和に等しいが、プログラムが企図する価

値の全体は部分であるプロジェクトの価値の総和ではなくそれを遙かに超えるものであり、

それを構想し、実現を図るものが統合マネジメントである。すなわち、プログラムマネジ

ャーには全体を価値の観点から統合的に俯瞰できる能力が要求される。現実のプログラム

ではこれを構成する個別プロジェクトの中には単独では価値を生まないもの、あるいはコ

ストのみのものもあるが、プログラムは全体としての価値を生み出すことを目指して実行

される。また、通常のプログラムの考え方とは逆に、既にある複数のプロジェクト群をあ

る視点で統合再編成することで新たなプログラムを定義して遂行するボトムアップ型のプ

ログラムの場合でもプログラムの価値は部分をなすプロジェクト群の価値の総和を超える

べきものである。 

次に、プログラムのコストは一般に金銭評価が可能なものであるが、価値は同じ基準で

計算できない場合も多い。財務上あるいは税務上の理由から、しばしば投資コストすなわ

ち資産価値という図式で表されることがあるが、言うまでもなくプログラムによる創出価

値とは異なるものである。企業におけるプログラムは 終的には売上高、純利益、さらに

は投下資本利益率（ROI）の向上などの数値的な価値評価に帰結することが原則であるが、

必ずしもこれが全てという訳ではない。社会インフラ整備などの公共的性格のプログラム

では、直接的に金銭的価値評価が困難な場合も多い。プログラムの企画段階では、金銭的

なコストとそれに見合う価値を対比しつつ構想計画を行う。金銭的尺度で価値評価が出来

ない場合には、価値は組織やステークホルダーの価値観が反映された価値指標に基づき評

価されるものであり、プログラムマネジャーには高い価値判断能力が要求される。  

2.2.2. プログラムの現代的意味 

プログラムマネジメントは伝統的に、宇宙開発や軍事開発のような大規模管理を対象に

してきたが、現代の急速かつ不連続的な環境変化の中では、大規模性ではなく複雑現象、

スピード、不確実性要素への的確な対応もプログラムマネジメントのひとつの重要な課題

となっている。 

プロジェクトの不確実性に対し、実行の途中段階に選択の柔軟性を与え、その実物投資

に対する選択権に関して金融工学的な方法論でリスク評価を行うリアルオプションの考え

方（第 4 部 第 1 章参照）によるプログラム設計の手法がある。プロジェクト事業に於いて

は、リアルオプションのように定量的リスク評価をしないまでも、不確実な要素の決定を

後延ばしにして初期フェーズを進める手法は以前から広く利用されてきた。こうしたオプ
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ション手法の積極的な応用として、たとえばプロジェクトを複数フェーズで分割管理する

従来の固定的手法ではなく、さらに小さなモジュラープロジェクト（Modular Project）に

分割し、状況変化に柔軟に対応するほうがマネジメントの有効性を発揮できる場合も多い。

これまでのプロジェクトをプログラムとみなして、モジュラープロジェクトの統合管理や

集合管理をすることも有効性があるだろう。状況の変化に適応してモジュラープロジェク

トの代案に切り換えれば、使命価値を損なうことなく、複雑現象における問題解決、プロ

ジェクトライフサイクルの短縮、投資回収の不確実性などの社会的要求にも対応できる。 

（注）モジュラープロジェクト（Modular Project）とは、プロジェクトの基本属性を

維持し、完結した成果物を獲得できるプロジェクトの 小管理単位である。プロジェ

クトの規模が相対的に増大する場合には、従来のプロジェクトをプログラムと考え、

フェーズをモジュラープロジェクトと解釈し、フェーズはさらにミニフェーズとした

ほうが課題の複雑性や状況変化に対して柔軟に対応できる。 

図 3-2 モジュラープロジェクト 

 プログラムマネジメントでは、不連続的な環境変化による複雑現象、スピード、不確実

性への対応が重要である。 

 モジュラープロジェクトに分割することで、マネジメントは状況の変化に対応すること

ができる。 

 モジュラープロジェクトの統合管理によって、使命価値を損なうことなくプロジェクト

ライフサイクルの短縮、投資回収の不確実性などの社会的要求に対応できる。 

2.2.3. マルチプロジェクトの考え方  

マルチプロジェクト（Multiple Projects）とは、通常は資源制約的環境下で同時並行的

に運営される相互に独立したミッションを持った複数のプロジェクト群を意味する。資源

制約的とは、これらのプロジェクト群が資金、人員、施設・設備など有限の経営資源を共
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有していることであり、例えばそれぞれのプロジェクト組織の中に共通の機能別組織を組

み込んでいるケースが代表的な例である。マルチプロジェクトのケースでは、相互に独立

であるので、プログラムの場合と異なり全体としての価値は各プロジェクトの価値の合計

に等しい。ただし、共有資源の取り扱いによっては、個別のプロジェクトの価値を毀損し

たり、甚だしい場合は共倒れになる危険もある。従って、厳密にはプログラムとは異なる

ものであるが、資源運用等について複数のプロジェクトをプログラムのように組織のミッ

ションの観点から統合運用することや、ポートフォリオマネジメントを適用することは有

意義である。また、統合運用の結果としての効率化や知識共有の進展による追加的な価値

実現を期待することも可能である。 

 

2.3. プログラムマネジメント 

2.3.1. 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（プログラムミッション）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的活動である。こ

の実践的活動の役割は、プロジェクト間の関係性や結合を 適化して全体価値を高め、使

命を達成する統合活動にある。 

プログラムマネジメントは当初はきわめて曖昧であるミッションの概念からスタートし

て、プログラムという自律分散と統合の仕組みを作りだし、これを実行することで価値実

現を目指す活動である。プログラムマネジメントの中心となるのは、プログラム統合マネ

ジメントとそれを可能にするコミュニティの整備である。また、その遂行には第４部に述

べられている個別マネジメント知識とプログラムが関係する対象分野の専門知識等が必要

である。 

2.3.2. プログラムのライフサイクル 

プログラムのライフサイクル及びライフサイクルマネジメントの考え方はプロジェクト

マネジメントのそれらと基本的に異なるものではない。（第 4 部 第 5 章参照）ただし、プ

ログラムの場合は、その本来の性格から以下の点に注意が必要である。 

(1) 有効なプログラムガバナンスの体制は、実質的にはプログラムのライフサイクルの

明確化の中で保証される。組織経営の観点から、プログラムのライフサイクルを適

切なフェーズに区切り、フェーズ毎に経営戦略との整合性を審査・確認するフェー

ズゲートを設定する。プログラムの場合に与えられる命題は、プロジェクトにおけ

るスコープと比較して、曖昧性・多義性をもつミッション概念から発生しているた

め、ライフサイクルも自明のものではない。また、審査の方法自体は公式・非公式
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の様々な形態をとり得るが、具体的には自明のものではない。プログラムではプロ

ファイリングにより概念を形式化し、アーキテクチャマネジメントでプロジェクト

群として構造化していく。多様な可能性の中から、どの段階でプログラム概念をシ

ナリオとして決定し、またプロジェクト群を定義するのか。また、これらを誰が承

認し、あるいは必要な変更を指示するのか。プログラムに対する上位ステークホル

ダーの接点となるライフサイクルの明確化とその中での審査手法が重要である。 

(2) 実行段階のライフサイクルはプログラムを構成するプロジェクト群のライフサイク

ルを統合したものとして存在する。ただし、個別プロジェクトライフサイクルを寄

せ集めた単なるボトムアップ的集合では、ミッションが要求する価値創造と時間

的・資源的な要求に適合することは困難である。プログラムとしてのライフサイク

ルの要求に基づき各プロジェクトのライフサイクルを設計する必要がある。 

2.3.3. プログラムの統合とその原則 

2.3.3.1 プログラム統合の役割 

プログラム統合の基本的な考え方は、第一に全体使命（プログラムミッション）を複数

のプロジェクトに展開し、次にこれらのプロジェクトを価値創造というミッションの達成

に向けて整合的にコントロールすることである。各プロジェクトはそれぞれのプロジェク

ト組織により自律的に遂行され、かつそれらの組織活動の集積が初期のプログラムミッシ

ョンの達成に集束されるように、プロジェクト群を設計し、コントロールする必要がある。 

プログラム統合の具体的な役割は、以下の 3 つである。 

① プログラムの組織行動に方向性を与える。これはプロファイリングマネジメントによ

り行われ、そのアウトプットはプログラムシナリオである。 

② プログラムに構造を与える。これはプログラムアーキテクチャの設計である。 

プログラムの構造は具体的にはプログラムを構成するプロジェクト群に関する構想

計画文書類で定義される。これにはプロジェクト構成表、プロジェクトミッション記

述書、プロジェクトの関係性記述文書などがあり、他にプログラムの資金・予算構想

計画、スケジュール構想計画などが含まれる。 

③ ミッションに照らして組織の行動の方向性をコントロールする。ここでは個別に行わ

れる各プロジェクト群の統合とステークホルダー間のベクトルの整合が重要である。 

プロジェクトにおける統合マネジメントは、プロジェクトの様々な活動を一つの方向に

まとめるという統合的価値実現に主眼がある。これに対しプログラムの統合マネジメント

は、初期に発想される価値創造のプログラムミッション概念を展開して全体 適化したプ

ロジェクト群の概念を構成するという統合的概念展開の機能と、それらを実行して価値創
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造を実現する統合的価値実現の機能とを併せ持つものである。 

2.3.3.2 統合活動の基本原則 

プログラムマネジメントにおける統合活動の基本は、プロジェクトマネジメントの上位

にあってプロジェクト間の構造や相互作用の仕組みを設定構築し、外部環境の変化に自主

的に先見性をもって改革的に対応することである。 

統合活動は、すべてのプロジェクト間における計画（planning）、整合（coherence）、

監視（monitoring）、介入（intervention）、調整（coordination）、選択権（alternative 

selection）、変更（change）などを行使して、外部環境の変化にプロジェクトの組織能力

を適応させることを役割とする。 

統合の考え方の基礎となる活動指針は、次の４つを基本原則とする。 

(1) ゼロベース発想の原則 

プログラムマネジメントは、現代社会の抱える複雑系問題の解決に有効性を発揮する。

複雑系問題は発見や解決への難度が高いだけでなく新たな発想による枠組みを必要とする。

その接近法は「ありのままの姿」を広い視野で理解し、「あるべき姿」に変える洞察力を

重視したミッションを出発点とし、そこから基本的な枠組みを構築して発展させるもので

ある。これらの活動は、すべてゼロベース発想で取り組むことが重要である。 

(2) 変化柔軟性の原則 

プログラムは不連続で急速な状況の変化にさらされるため、状況しだいで意図した価値

も変わっていく。プログラムマネジメントは、この不確実性に対してプロジェクト間の関

係性を独立した単位として構造化する必要がある。それによって、スピーディかつタイム

リーに代替案への移行や中断・中止などの意思決定を支援し、プログラム価値の維持と向

上が達成できるような仕組みとスキルを提供しなければならない。 

(3) コンピテンス基盤の原則 

現代社会では、かつての工業化重視から独自の知識と有用な情報を結合して価値を生み

出す仕組みづくりの重視へと変遷している。組織における中核能力をコアコンピテンスと

呼ぶが、価値の創造はオープンなコミュニケーションの場と情報処理の支援とが一体化し

なければ達成できない。 

この知識創造活動を正しい方向で効率的かつ迅速に推進するためには、関連ナレッジや

データを情報として蓄積・伝達する情報処理の相互補完関係が不可欠である。また、オー

プンなコミュニケーションの場については、情報ネットワークの整備だけでなく、国家、

組織、職業を超えた共通の問題認識を深め、異質文化を尊重する風土づくりが必要であり、

それらがコンピテンスの基盤となる。 
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このような文化・風土を背景として知恵や知識が生まれるのであり、知識・情報・文化

の一体化に向けた仕組みとスキルの整備が必要である。 

(4) 価値評価の原則  

独創的なミッションは、プログラムの計画・実行活動を通じて「固有の資産価値」をも

つ成果物に変換される。この固有の資産は、プログラムがミッションとして期待した「イ

ノベーション価値」という「機能価値」を併せもっている。 

ステークホルダーは、それぞれの立場でこの資産価値と機能価値を享受するが、その満

足度の水準は計画、実行、終結に至るプロセスでマネジメントが生み出した「調和価値」

と密接な関係にある。さらにステークホルダーは、参加する立場と役割により、経験と学

習を通じて蓄積したノウハウやデータの「知的資産価値」をも獲得することができる。 

これら４種の価値は公正・公平に評価され、価値観、市場、競争、技術革新などによっ

て起こる状況変化の中でマネジメントを方向づける重要な指針になる。とりわけバランス

のとれた多元的な定性、定量指標は、事前評価、経過評価、 終評価による維持・改善・

変更への対応を目に見える形で示すという意味から重要である。 

図 3-3 価値評価の原則とプログラムの価値 
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図 3-4 プログラム統合活動の基本原則 

2.3.4. ロードマップ  

図 3－5 は、プログラムによる価値創造のロードマップである。プログラムを実行する組

織主体としては、当初のプログラムミッションから期待される価値創造の 大化を目指し

て統合マネジメントの諸活動によりプログラムを実行する。また、そのプログラム実行の

過程で組織の実践力であるコンピテンスを高めていくことは、プログラムが創造する価値

の増大への鍵となると同時に組織の未来にとってのプログラム実行の 重要な成果でもあ

る。 

図 3-5 プログラムによる価値創造のロードマップ 
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 統合活動とはプロジェクト間の仕組みを設定構築し、外部環境の変化に対応することで

ある。 

 計画、整合、監視、介入、調整、選択、変更は、外部変化への対応と組織能力を適応さ

せる手段である。 

 統合活動には 4 つの基本原則がある。 

 統合はゼロベース発想の原則により、洞察力を重視して基本的な枠組みを構築し発展さ

せる。 

 統合は変化柔軟性の原則により、代替案への移行、中断、中止などの選択を決める。 

 統合はコンピテンス基盤の原則により、知識、情報、文化を一体化する仕組みを整備す

る。 

 統合は価値評価の原則により、プログラム価値の維持、改善、変更への対応を可視化す

る。 

 

3. プログラムマネジメントの共通観 

プログラムマネジメントの共通観（Program Management Common View）とは、経営

戦略を実現するための手法として、施策の複合体であるプログラムを構築しプロジェクト

に展開する一連の思考プロセスや手法に関する共通理解を指す。 

経営戦略は広範かつ高速な環境変動下にあって、顧客や商品やビジネスモデル等の戦略

要素との適合を保ちつつ経営成果を生み続けるものでなければならない。従って、プログ

ラムには「変動への対応力」が期待されると同時に、プロジェクトを通じて「確実な実現」

も要求される。そのためにプログラムを遂行するマネジメントには以下の共通観（共通理

解）が必要となる。 

 

3.1. 共通観の内容 

(1) 価値をキーワードとして認識する 

あらゆる組織は、何らかの価値創造、提供を行いその存在意義を認められるという活動

を行う。組織活動の目指す価値は数値的に把握可能なものだけとは限らない。P2M は広範

な組織活動をマネジメントの対象としているために「価値」を共通のキーワードとして認

識する。 

(2) 長期的な視点からのプログラムミッションを掲げる 

プログラムが環境変動を吸収してダイナミックに機能するためには、長期的な視点から

中短期の動向を読み取ってシナリオ化しておくことが必要である。そのためには５年～１
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０年先を見た構想からスタートしなければならない。つまり、プログラムが目的とするこ

とをミッションとして表現し、プログラム自体の存在意義を関連するステークホルダーに

周知する必要がある。 

(3) マイルストーンとしてのプログラムビジョンを設定する 

そして、ミッション実現に向けたシナリオの具体的なマイルストーンとしてプログラム

ビジョンを設定する。この段階では、プログラムミッションの具現化ステップを具体的な

目標として表現することが望ましい。ただし、まだ願望に近い状態であることは否めない

だろうし、この部分はシナリオに包含して表現することも可能である。 

(4) プログラムのアセスメントの仕組みを構築する 

プログラムの目指す価値を指標化すると同時に、進捗状況を測定する手法を確立しなけ

ればならない。ここでプログラムに関わるステークホルダーはプログラムの目的とする期

待成果を具体的なイメージとして共有できる。 

(5) プログラムをアーキテクチャとして可視化する 

プログラムはその構成要素である「プロジェクト群」によって実現される。その構造を

設計して可視化することによって、ステークホルダーは自己の果たすべき役割と関連する

他者との関係について理解を深めることになる。 

(6) プログラム遂行のためのコミュニティを形成する 

プログラムは経営戦略とその実践行動であるプロジェクトを「つなぐ」ものであり、双

方の要素を包含して全体 適に導く役割を持っている。その遂行に当たっては、多様な人

材の結集と相互啓発、多様な情報の流通と共有化や加工による「創造活動」が不可欠であ

る。そのためには、組織の概念を超越したコミュニティを形成して、広くステークホルダ

ーの参画を促すことが必要である。 

 

3.2. 共通観の役割 

プログラムは、その性格上「ミニ会社組織」とも呼べるものを包含している。 

「プログラムミッション」はプログラムの存在意義・目的を規定し、会社の経営理念に

相当する。「プログラムビジョン」は会社の理念達成のための具体的な経営ビジョンに相

当し、「プログラムアーキテクチャ」は会社のビジョン達成のための経営モデルである。 

そして、「プログラムコミュニティ」はそれを遂行する会社の複合された経営組織であ

り、「プログラムアセスメント」は会社経営の決算に相当する。 

こうした共通観（共通認識）を設定することにより、プログラム関係者に一体感を抱か

せ、目的達成へのモチベーションを高めることが期待できる。また、プログラムコミュニ
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ティ内に一定の常識（Common sense）が形成されることによって、何かの事象発生の都度、

コミュニケーションを取る必要はなくなるだろう。 

一人のプログラムマネジャーが、プログラムの全てを統括して成果に導くという姿が理

想的ではあろうが、現実的には困難であろう。やはり、プログラムに関わる全ての人に全

員経営という形で参画してもらうためにも共通観は重要な役割を持っている。 

  

4. プログラム統合マネジメント 

 

4.1. プログラム統合マネジメントの構成要素 

4.1.1. 定義 

プログラム統合マネジメントは全体使命（Program Mission）を複数のプロジェクトに

分離し、有機的結合を図り、プログラムの全体価値を向上させるため、広い視野と高い視

点によってプロジェクトの「統合」を図るが、プログラムのライフサイクルを通じて起こ

る環境や状況変化による価値の増減を評価しながら、ミッションの価値を維持するために、

プロジェクトの結合による構造的な解決や、オプションの選択などによる状況的解決を目

指して不確実性を克服し、プログラム資産の価値を 大限に生かすための管理活動である。 

4.1.2. プログラム統合マネジメントの構成 

プログラム統合マネジメントは長期的視点からプログラムミッションを掲げ、マイルス

トーンとしてのプログラムビジョンを設定し、プログラムの中に複数のプロジェクト群を

想定し、ミッションのシナリオ展開を図る『プロファイリングマネジメント』、プロファ

イリングマネジメントのシナリオを受けて、プログラムをデザインする。プログラムの持

つ価値創造を行うプロジェクト群の構造化と不確実性を吸収するための標準的なモジュー

ルを考慮した設計をすることでプロジェクト群の役割を可視化する。さらにシナリオから

構想計画を策定する『アーキテクチャマネジメント』、プログラム戦略の意思決定を図る

『プログラム戦略マネジメント』で構成される。プログラム統合マネジメントの構成を図

示する。 
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図 3-6 プログラム統合マネジメント相関図 

4.2. プロファイリングマネジメント 

プロファイリング（profiling）とは、プログラムの初期過程で現状の複雑現象から洞察

力（insight）によって見抜いた問題をミッションとして明確にすることをいう。 

プロファイリングマネジメント（Profiling Management）は、「ありのままの姿」から

洞察した全体使命の意図を多元的に解釈し、幅広い価値体系に表現し、「あるべき姿」を

追求してミッションを実現可能なシナリオ（scenario）形式にまで展開する実践活動である。 

18

プログラムライフサイクルを通じて価値評価プログラムライフサイクルを通じて価値評価

４．　プログラム統合マネジメント（相関図）
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図 3-7 プロファイリングマネジメント表現図 

この活動はプログラム立案時の一回限りではなく、プログラムの進行過程で環境の変化

により変更が行われた際に、使命維持のために繰り返し実施されるべき活動である。ミッ

ションは、プログラムの出発点である。ミッションの規定は、曖昧な部分が含まれていて

も、仮説を立てながら価値を実現するために経験・知識を利用して類推し、問題解決への

全体像を描く重要な役割を担っている。 

4.2.1. ミッションプロファイリング 

ミッションプロファイリングの構成内容は、図 3－8 のとおりであり、ミッションを記述

し、文脈と意味を分析するミッション表現（Mission Expression）、全体（プログラム）

と部分（プロジェクト群）の意味を分析し、ステークホルダー間の協力関係や利害関係を

明らかにする関係性分析（Relationship Analysis）、ミッションを実現するストーリーと

しての記述、実現性の調査（Feasibility Study）、模擬実験（Scenario Simulation）によ

ってプログラムの実現化を橋渡しするシナリオ展開（Scenario Statement）により構成さ

れる。ミッションプロファイリングとは、これらの構成内容を展開することでプログラム

の基本構想にまで仕上げる実践活動である。 

（注）シナリオは、現在のミッションがもつ課題を解決するために、課題解決に寄与す

る複数のプロジェクトを立ち上げ、プロジェクト群を含むプログラムの将来像を予測し

ながら道筋を描いたものである。 
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図 3-8 プロファイリングマネジメント 

(1) ミッション表現のステップ 

(a) ミッションの属性 

ミッションの記述は事業主、オーナーの期待する全体像であるから、事業主、オーナー

の時代観、世界観、全体観が反映されるプログラム価値の源泉である。 

ミッションには大別して「現状の問題」と、それを克服した「将来の願望」とが示唆さ

れている。この問題解決型の理想像を実現化するための記述は、目的、内容、方法、方針

などが混在し、斬新で理解しにくい多義性と曖昧性に満ちている。その表現と表現の間に

は、文脈としての深い意味と意義がある。そこがミッションの価値であり、単なる課題で

はない。課題はミッションから派生して生まれる部分である。 

したがって、ミッションには記述者の特定な意図や歪曲があってはならない。記述者は、

オーナーがミッションの表現に満足するまで繰り返し推敲し、修正し、提示する必要があ

る。修正にあたっては、基本的な価値、価値を表現するキーワード、課題、目的、方針な

どを発掘して記述し、曖昧なものは「たとえ」で表現することが重要である。 

使命記述はオーナーの発想価値を尊重して、その価値を可能なかぎり伝達できる完全な

記述にし、随時、追加や発見がないか確認を求める作業も必要である。 

 ミッションには、問題と願望が一対となって提示されている。 

 ミッションには、問題解決が指示されている。 

 ミッションには、多義性と曖昧性が混在している。 

 ミッションには、斬新性がある。 

(b) ミッションの表現技術 

ミッションの記述には、正確にプログラムの「意図を表現する」技術が必要である。ミ

ッションの記述は意図に忠実にヌケやムラがなく、全体として「豊かに」表現することが

プロファイリング
マネジメント

ミッション表現
（Mission Expression）

関係性分析
（Relationship Analysis）

シナリオ展開
（Scenario Statement）

①ミッション記述
②コンテキスト分析
③目的と目標の連鎖

①全体と部分の意味分析
②協力関係、利害関係

①シナリオ作成
②実現性調査
③模擬実験（シミュレーション）
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重要であり、必ずしも論理的に展開する必要はない。 

漠然とした表現やヌケを防ぐための も基本的な技術が 6W1H である。「誰が、何を、

いつ、なぜ、どのように、どの方向で、誰に」（Who、What、When、Why、How、Which、

Whom）を明らかにすることで、ヌケを防いで記述する方法である。 

また、多義性や曖昧性を表現するためには、直喩や隠喩などの「たとえ」や「あや」の

表現技術が利用される。直喩（simile）は別の言葉による類似の「言い換え」であるし、隠

喩はメタファー（metaphor）と呼ばれ、暗示的な言葉を用いて内容を伝達するための表現

である。なお、ミッションは、オーナーを支配している価値の基軸が何かを把握してから

表現することが大切である。 

 全体像には、6W1H の表現方法がある。 

 多義性と曖昧性には、アナロジーやメタファーの表現技術がある。 

 存在価値、方向性、期待成果など将来願望は、オーナーの価値観から接近して表現する。 

 使命記述は、伝達性や確認を求める作業が重要である。 

表 3-1 曖昧性を明確にする方法 

 

(2) コンテキスト分析 

(a) ミッションの解釈文法 

コンテキスト（context）は文脈であり、全体を理解するための基本的な解釈文法である。

特に複数価値の相互関係（interaction）を抽象的に表現している場合、文法に合わない表

現は異なる解釈や誤解を発生させる。このような誤解による損失や犠牲は枚挙にいとまが

ない。 

誤解が生まれる原因は、これまではコンテキストの考え方が希薄であり、接近法が開発

されていなかったからである。したがって、まずミッションを記述するための基本的な解

釈文法を作成しておく必要がある。 

Who 所有者 ミッションの発想者

What 問題と解決 複数プロジェクト

When 始まりと終わり スケジュール、不確実性

Why 存在意義 価値、目的、期待、方針

How エンジニアリング システム、資源、予算

Which 方向性、選択 方針、方向、代案、意思決定

Whom ステークホルダー 利害関係者
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ミッションの解釈には複数の価値が含まれているため、解釈文法を作成する一つの方法

としては、その価値項目を列挙して明確化する方法がある。つまり、コンテキストの可視

化である。 

(b) コンテキストの可視化 

ミッションの記述に示されたプログラムの内容はすでに複数のプロジェクト群によって

構成されているため、「評価項目」に複数のプロジェクト群を置き、そのプロジェクト群

がもたらす「成果願望」としての評価を表すとプログラムのコンテキストを可視化するこ

とができる。分析では、全体の文脈を解読するための文法を目に見える形で示し、オーナ

ー、発想者の価値を 大限に実現する必要がある。 

ミッションのコンテキストを可視化する方法の一例として、表 3－2 のように、プログラ

ムに対する「成果願望」と「評価項目」を整理し、価値デザインマトリクス VCM（Value 

Context Matrix）を作成する方法がある。 

表 3 -2 価値デザインマトリクスの事例 

 

このマトリクスは、項目や評価の基準を考案して、コンテキストのどこに力点があるの

かを可視化できるというメリットがある。ただし、マトリクスの作成にはオーナー、発想

者との合議や確認が不可欠である。 

また、コンテキスト分析では、オーナー、発想者の意図を明確化するために、プロジェ

クトアーキテクトやプロジェクトプロデューサーが参加してオーナー、発想者と面談し、

価値、目的、方針、資源、期待成果などの項目について議論し、確認することも一つの方

法である。 

 

量の縮小PJ

質の拡大PJ

購買改善PJ

経費節減PJ

意識改革PJ

収益性 成長性 市場占有性 環境適応性

A C C A

B A A A

A B B A

A B B A

B A A A

成果願望

評価項目
低リスク性

A

B

A

A

A

日産リバイバルプログラム事例Ａ社 リバイバルプログラム事例 
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 コンテキストは文脈であり、全体を理解するための基本的な解釈文法である。 

 コンテキストに複数価値の相互関係が抽象的に表現されると異なる解釈を発生させる。 

 コンテキスト分析は、オーナー、発想者の成果願望を 大限に可視化する方法が必要で

ある。 

(c) 目的・目標連鎖 

次のステップとして、コンテキスト分析から図表 3－9 のようにミッションをロジックツ

リーで分解して、目的・目標連鎖を読み取る必要がある。 

目的とはプロジェクトの存在理由であり、目標とは期待する結果である。つまり、目的

は「なぜやるのか」を求めており、目標は「何を」「いつまでに」「どのように」といっ

た具体的な内容で規定される。目的は目標の上位概念であり、抽象度の高い水準である。

一方、目標は具体的な作業ノルマであるから抽象度は低い。また、目標は、組織的集団や

個人にまで割り当てられる。目的の明確化は意義を、目標の明確化は達成動機を生み出す。 

 

図 3-9 目的・目標の連鎖 

目的と目標に構造性を与えるのがこのステップであり、これがシナリオ作成の手順にな

る。その手順は次のとおりである。 

① コンテキスト記述から目的・目標の相互関係を図式化する。 

② 外部環境と組織の視点で相互関係を変更して、複数図式を作成する。 

③ ステークホルダー間の協力、対立、矛盾、制約があれば、目的・目標の相互関係を変

える。 

ここで目的・目標の連鎖のためにＡ社の事例で図示する。 

 

目的A

目的B

目的C

副目的a

副目的a'

副目的b'

目標E

目標F

目標G

目標I

副目的b

目標H
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図 3-10 Ａ自動車会社リバイバルプログラムの目的・目標の連鎖図 

プロファイリングマネジメントの一つの役割は、ミッションとテーマ、目的と目標、目

標と手段の間の乖離や偏向を防いで、その整合性を計画し、維持し、調整する実践力であ

る。 

このようなプログラムでは、使命、目的・目標、成果との間に離反や不整合が発生しや

すい状況にある。使命と目的が離反した場合には、目的離反（Displacement of Objectives 

from Mission）と表現される。 

 コンテキスト分析からミッションをロジックツリーで分解して、目的・目標連鎖を読み

取る。 

 目的とはプロジェクトの存在理由であり、目標とは期待する結果である。 

 ステークホルダー間の対立、矛盾等があれば、目的・目標の相互関係を変える。 

(3) 関係性分析のステップ 

関係性分析は、全体と部分の関係に加えて、利害関係の問題を取り扱う。 

(a) 全体（プログラム）と部分（プロジェクト群）の関係 

ミッション記述とコンテキストの解釈を一歩進めるためには、「全体と部分をどのよう

に関係づけるか」を工夫しなければならない。 

59
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複雑な問題解決には全体と部分の自律性を維持しながら、プログラムとしてミッション

を実現できるような全体と部分の関係を知り、診断し、工夫しなければならない。なぜな

ら、問題解決や不確実性に対応するためには、個別プロジェクトとプログラムが自主性・

自発性を発揮し、かつ相互に共鳴し、共振し、共進するのがプログラムマネジメントの本

質だからである。したがって、プログラムとプロジェクトに上下はなく、共進してミッシ

ョンの期待成果を出すことが主眼になっている。そのためには、プログラムトとプロジェ

クト間のインターフェイスあるいは個々プロジェクト間のインターフェイスに一定のルー

ルを定め、プロジェクトの自律性が保たれる必要がある。（図３－13 のようなプログラム

関係特性マトリクス RPM（Relationship Property Matrix）を作成するのが一つの方法で

ある。プログラムミッションで記述された項目について、全体と部分の関係を決めるには

「原則、組織、ルール、行動」に分けて整理し、実施前後の相互の関係を認識しておく必

要がある。具体的にはプログラムとしての管理規定、プロジェクト組織の原則や協力関係、

取り決め、行動指針等を事前に定め、状況をみて運営が好ましい形になる改定を行う。 

表 3 -3 全体と部分 

 

 コンテキストの解釈には、全体と部分の関係を知り、診断し、工夫しなければならない。 

 問題解決と不確実性への対応には、プロジェクトとプログラムの自主性が発揮されなけ

ればならない。 

 全体と部分の関係は、①原則、②組織、③ルール、④行動により把握できる。 

(b) ステークホルダー 

プログラムステークホルダー（Program Stakeholder）とは、プログラムに関わる特定

の利害関係者である。 

直接の関係者は、プログラムの発想者や参加者、複数プロジェクトの参加者とその周辺

である。プログラムに直接・間接に影響する協働パートナーは、資源取引や社会的利害に

加えて経済関係の要素が強く、また生態系の維持など自然関係要素にも総合的に関係する。

このようにプロジェクトの実行や実現に向けて、所有者、投資機関、金融機関、コンサル

事前の関係を知る 事前関係を診断する 事前関係を工夫する

原則（Principle）

組織（Organization）

ルール（Rules）

行動（Behavior）
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タント、デザイナー、プロジェクトチーム、プロジェクトマネジャー、コントラクター、

エンジニアリング企業、メーカー、シンクタンク、認可機関などが参加し、価値活動を開

始する。 

これら直接参加するプレイヤーだけでなく、サブプレイヤーとしてサービス会社、人材

派遣企業、流通会社などの協力者も関与する。 

しかし、プロジェクトに直接的に参加・関与しなくても、プロジェクトから社会的影響

を受ける地方自治体や地域住民も現れる。これらのステークホルダーとの利害関係は、プ

ログラム活動の依存性と関与度、利害の一致関係、対立関係によって異なる。 

プログラムのプロファイリングにおいて利害関係の全体を把握することは、プログラム

活動の展開に欠かせない。なぜなら、プログラムの進展が利害関係者間の交渉により変化

するからである。プロジェクト間の境界や相互関係でもステークホルダーの関与や関心は

変化するため、ポジショニングを全体的に把握することが重要である。 

そのような関係性分析の手法として、依存・交渉関係マトリクス（Dependence 

Negotiation Relationship Matrix）が有効である。表 3－4 に、その事例を示す。 

表 3 -4 依存・交渉関係マトリクス 

 

 プログラムは、既存の特定な利害関係を変えるステークホルダーに注目する必要がある。 

 利害関係は依存性と関与度、利害の一致関係、対立関係によって異なる。 

 プロジェクト間の境界や相互関係による利害のポジショニングと交渉が重要である。 

(4) シナリオ記述のステップ 

(a) シナリオとは 

シナリオ（scenario）は、「現在ある姿」から「将来あるべき姿」をどのように実現する

かという道筋を立て、それをストーリーとして描く表現形式である。シナリオは、現在の

依存／交渉 参加関係 協力関係 調整関係

資源依存 出資 ベンダー 調達交渉

人材依存 親組織 派遣 特定依頼

組織依存 パートナー企業 アウトソース企業 競争企業

技術依存 技術提供 技術提携 技術交渉

環境負荷 環境条件 条件設定 条件交渉

許可依存 説明 要請 説得

強い制約 解決と代替案 参加要請 説得
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課題設定を将来の解決策に向けてプロジェクト化するブリッジ機能をもつ。 

シナリオに期待される水準は、課題設定（Issue Setting）、問題解決の教示（Solution 

Implication）、実現の道筋（ Road Map）、方法論（ methodology）、その効果（performance）

であるが、これらをストーリーとして記述するのがシナリオの表現形式である。 

(b) シナリオ作成の方法 

ストーリーには、「実現しそうだ」という現実感、「実行しなければならない」という

切迫感、「期待したい」という期待感の３つが、一定の説得力をもって記述されなければ

ならない。 

説得力には、根拠とミッションの発想者やプログラムの支持者に訴える魅力がなければ

ならない。説得力が必要とはいっても、実際には、複雑現象のもとで将来を予測し、スト

ーリーを描くことはむずかしい。しかし、シナリオなしにプログラムは進行できないし、

ミッションを達成するためにも現実感を伴ったストーリーが欲しい。 

そこで、ミッションに近い基準シナリオをまず作成し、楽観・悲観の予測を含めた前提

条件を設定して複数案を作成し、さらにプログラムの中間時にも状況変化に対応した複数

のシナリオを展開する。このような複数シナリオ方式は、３種とその派生変化で９種想定

でき、基準シナリオに一定の許容範囲を設定すれば７種のシナリオを描くことが可能であ

る。 

シナリオとは、将来の環境や状況に仮説を加えて描写する方法を指している。 

図 3-11 シナリオの展開 

シナリオは、創造力によりプロジェクト化への代替案を作成する手順である。シナリオ

の記述法には、ブレーンストーミング法、デルファイ法、ケプナー法、トリゴー法など多

数あるが、いずれにせよ複雑系全体の直感的な把握をストーリーとして展開するシナリオ

変化

開始時 中間時 完了時

シナリオB

シナリオA

許容範囲

自由シナリオ
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作成はプロジェクト事業への重要な予備段階である。 

シナリオ価値の源泉は、・イノベーションの内容、・将来価値の先取り、・共生である。

シナリオ作成は、この３つの価値源泉の仕組みに状況変化を想定条件として取り入れ、よ

り現実化して、将来の全体像と道筋を想定することであり、合意形成へのステップである。 

(5) ミッションプロファイリングのまとめ 

 プログラムシナリオは、基本構想にまで仕上げる仕組みである。 

 プロファイリングには、使命の表現、関係性の分析、シナリオ記述の手順が必要である。 

 コンテキストとは、整合性や論理性など多元的な価値尺度による分析である。 

 関係性とは、全体と部分、協力関係、制約関係、利害関係の分析である。 

 

4.3. アークテクチャーマネジメント  

プログラムは全体使命を実現するため複数のプロジェクトが有機的に結合された価値創

造の事業と定義されている。アーキテクチャとはプログラムと有機的に結合された複数の

プロジェクト関係を構造化し、それぞれのプロジェクトの機能とそれにより構成されるプ

ログラムの全体機能を示して、プログラムの全体操作性をデザインし、環境や状況変化に

対し、プログラム全体の価値を維持管理できる仕組みをつくりだすための設計思想である。

アーキテクチャマネジメントはその構造・機能、操作性を通じて社会変化に適応させるた

めの実践力の行使である。プログラム統合マネジメントにおけるアーキテクチャマネジメ

ントはプログラムデザインから構想計画の策定までを包含する。 

4.3.1. プログラムデザイン 

(1) プログラムデザインとは 

プログラムデザインとは、プログラムの機能、プロジェクト間の結合や境界をライフサ

イクルの視点で設計することである。プログラムのコスト、環境負荷へのライフサイクル

コストの管理視点は代表的な事例の一つである。 

(2) プログラムデザインの意図 

プログラムにはゼロベースから出発する開発型やイノベーション型のプロジェクトと、

新要素に既知要素を結合するシステム型、新しいシステム運用でオペレーションノウハウ

を獲得するサービス型のプロジェクトが存在する。このような異質なプロジェクトの相互

関係性は、一括してプログラムとして取り扱われてきているが、プログラムデザインは、

プログラム周囲の構造変化、状況変化に対する不確実性への対応に有力な手段を提供し、

価値の相乗効果、イノベーション効果、波及効果を引き出すマネジメントとして注目され

ている。 
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(3) プログラムライフサイクル 

プログラムライフサイクルとは、その始まりから個別プロジェクトライフサイクルの合

成である。合成体の視点だけではなく、コスト、環境、経済性、不確実性の視点で理解す

る。 

(4) プログラム変更オプション 

プログラムライフサイクルでは、プログラムの計画時、計画後の実行過程において、構

造的、機能的、状況的変化に対してオプションを行使することによって、ライフサイクル

への影響を評価し、使命価値の維持を図る必要がある。 

4.3.2. アーキテクチャ 

(1) 定義 

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。 

(2) アーキテクチャの内容 

(a) プログラム全体の 5 つの機能デザイン 

アーキテクチャとは、プロファイリングとシナリオを基礎にして、その具現化に向けて

基本要求（Basic Requirements）、ライフサイクル（Program Life Cycle）、全体構造（Basic 

Structure）、全体機能（Total Function）、全体操作性（Basic Operability）を与えるデ

ザイン機能である。 

（注）プロファイリングは使命の根本要求（Root Requirements）を規定し、シナリオ

は仮説を含む将来予測を入れたプログラムのダイナミックなストーリーを検討する。 

(b) プロジェクトモデルへの展開 

全体構造では、複数のプロジェクトに分割して、プロジェクト間の境界（interface）や

関係性（relationship）を整合させる。全体機能では、プロジェクトの全体機能から基本仕

様（Basic Specification）を決定し、必要なモジュラープロジェクトまで展開する。 

(c) プログラム操作デザイン 

全体操作性では、プログラムのロードマップ（Road Map）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ミュレ

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。 
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図 3-12 アーキテクチャの構成 

したがって、アーキテクチャの目的は、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成果物をつくり出すことである。アーキテクチャは、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。 

 

事例◆ アーキテクチャ予測の重要性 

オートバイと自転車はアーキテクチャが異なる。自転車の部品はインターフェイスが歴

史的に標準化されておりオープン型であるが、オートバイはモデルチェンジのたびに異な

った部品が開発され標準化されていないクローズ型である。 

自動車の製品開発でも、 初に実施されたのはモデルにより異なる部品の共通化、多様

性の削減であり、統合を損なわない範囲での設計合理化運動である。この設計の簡素化に

よって、生産の海外シフトが短期間に可能となり実績に貢献した。 

この設計の原点は、プラットフォームと呼ばれる車体フロアー部分のかたまりを、モデ

ル間で共通化するアーキテクチャである。また、精度の高い 3 次元 CAD／CAE により、画

面上でのシミュレーションも可能になった。さらに重要なことは、市場予測や要素予測の

みならず、アーキテクチャの予測であり、コンピュータのようにアーキテクチャが変わる

時には、開発ゲームのルールや既存のルーチンも変化する可能性があるという事実である。

電気自動車の普及は、電池だけでなく新しいアーキテクチャやルールの到来を意味する。 

（引用・参考文献［11］を参考に作成） 

(3) アーキテクチャの構成要素 

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

アーキテクチャー

全体構造

全体機能

全体操作性

プロジェクト分割と関係

プログラムサイクル

プロジェクト分割と関係

プログラムサイクル

プロジェクト機能

モジュラープロジェクト

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

ロードマップ・ルール

シミュレーション
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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。 

(4) アーキテクチャマネジメントのプロセス 

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、使命に基づき革新

を自ら具体的に創造するマネジメントであり、次の５つの任務がある。①使命を戦略プロ

セス化すること、②プロジェクトモデルを創ること、③構造を与えること、④構造に機能

をあてはめること⑤全体を見直す 

図 3-13 プロジェクトアーキテクチャマネジメントの仕組み 

 アーキテクチャマネジメントは、戦略プロセス化、プロジェクトモデル化における構造

と機能、操作性の役割を担う。 

 アーキテクチャとは、創造的使命を設計していく作業である。 

 アーキテクチャは、シナリオの基本要求に基づいて全体構造、全体機能、基本操作性な

どをグランドデザインすることである。 

 アーキテクチャは、要求の定義、基本要件、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、モデル、文書、図面が要求される成果物である。 

 プログラムマネジメント・アーキテクトは、文化、技術、社会を総合的に理解してシナ

リオを解読し、実践的アーキテクチャに展開できる人材である。 

4.3.2.1 標準的なプロジェクトモデル 

標準プロジェクトモデル（Standard Project Model）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。プロジェクトモデルは、プロジェクトの基本属性をもち、テーマ、目標、プロセ

ス、チーム、ツールなど、それぞれが自立したパッケージ型であり、他のプロジェクトモ

デルと結合または代替して追加的な価値を生み出す。 

断続的な激しい状況変化のもとでは、プロジェクトモデル自体を延期、中断、撤退ある

いは積み木細工のように結合するモデルを替えて、変化に対する柔軟性を発揮して全体価

値を維持する枠組みが必要である。ISO の情報自動化に関する標準化部会でも、以前から

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

機能を与える 構造を与える全体を見直す
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定義やモデル化への研究に取り組んでいる。進化する IT 技術の 大利用を視野に入れて、

プロジェクト活動を全体像から標準形式にするのが目的である。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。 

(1) スキームモデル（Scheme Model） 

スキームとは構想計画を意味し、使命から複数のシナリオに展開して実現性に関する調

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、①プロジェクト目的・目標、

②基本運営方針、③基本要求仕様書、④プロジェクト協働関係、⑤期待成果、⑥制約要件、

⑦資源関係等の研究調査により、プロジェクトの基本構想文書、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、内部構造化、外部関係性を規定することであり、

環境の変動による変更、オーナーやユーザーによる変更に対応して、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。スキームプロジェクトモデルの成果物は基本構想文

書、実現可能性調査（技術、資金、投資、環境、生態系）、プロジェクト入札用書類、投

資・融資資金計画などである。 

 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

を説明するものである。 

 

事例◆ スキームモデル 

銀行、自動車産業、化学産業などでは、国際的な合従連衡が経営課題となり、将来的な

企業の生き残りは再編・合併の基本構想による部分が大きい。誰を相手に選び、資本提携

か業務提携か、市場か生産か技術を利用するのか、発想と知恵の成果がスキームである。

競争は多くの資源を必要とし、時間的な制約がある。自前主義で生き残りは困難であり、

共生できる相手を調査し、評価し契約し、実行するプロセスが規定されたプロジェクトス

キームモデルである。 
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(2) システムモデル（System Model） 

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。この方法論

は、初めて複雑系プロジェクトで不確実性を含んだ資源投入が決定された場合、その具現

化のための詳細設計、システムの構築、実証までを包括するものである。基本的にはプロ

ジェクトエンジニアリング手法による 適化を目指すもので、プログラム設計、プロジェ

クトの EPC（Engineering, Procurement & Construction）がその典型的事例に該当する。 

この手法は作業プロセスを時間軸で分割するフェーズ接近と仕事を細分化するブレイク

ダウン発想で、計画、コントロールしようとするものである。この点は優れているが、知

識情報化社会では、スキームやサービスと複合しないと付加価値の増大は期待しにくい。

競争入札で大規模プラントを完成しても、優れた資源生産性を発揮しても、大きな利益を

確保できないのは、スキームモデルやサービスモデルと連動していないからである。 

 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。 

 

事例◆ システム構築における価値創造プログラム 

企業の全社的な資源計画プログラムのカストマイズプロジェクトやプロセスプラント建

設は、請負契約でシステムを効率的・効果的に構築するプロジェクトモデルである。契約

にはプロジェクトの目的や工期、予算、品質、範囲などの目標が規定されており、このモ

デルではシステム構築における設計、技術、調達、建設、性能、保証サービス、そして引

き渡しまでのリスクを負担する。つまり、システム構築に価値創造を求めるモデルである。

日本では、システムプロジェクトモデルを対象とした狭義のプロジェクトマネジメントが

主流である。 

 

(3) サービスモデル（Service Model） 

システムの潜在価値を創造する機能を引き出すのがサービスモデルである。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プロジェクトの形態である。

システムのオペレーションは定型的操作であるので、一般のオペレーションと同一に取り

扱われてきた。しかし、システムが定常化するまでの期間や BOT（Build, Operate & 

Transfer）や PFI（Private Finance Initiative）のようなシステム投資の回収が連動して

いるオペレーション期間は、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。したがって、オペレーションで潜在価値を発揮するプロジェクトとして、目標達



 76 

成への動機とインセンティブが存在する。 

システム運用で獲得した品質、安全性、ブランド、技術、ノウハウ、データは、新しい

価値創造に必要な資源であり、システムモデルにフィードバックしたり、新しいスキーム

モデルにフィードフォワードできる。つまり、サービスモデルはオペレーションプロジェ

クト開発と類似した特性をもち、システム運用の価値を 大限に引き出すプロジェクトサ

ービスの経験、情報、データを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

している。 

 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。 

 

事例◆ 航空機エンジンメーカーにおけるサービスモデル 

ある米国航空機エンジンメーカーは、全世界の航空機の飛行中のエンジン稼動データを

収集し、データから部品分析を行い、着陸時に修理チームを派遣し、航空機の利用率を向

上させるサービスモデルを開発した。 

 

(4) 結合形式分類 

プログラムは複数のプロジェクトが相互に関連して、一つの使命を達成する多形式結合

であり、その基本形式には、①逐次型プロジェクト結合（Sequential Project Combination）、 

②サイクル型プロジェクト結合（Cyclic Project Combination）、③同期並列結合

（Concurrent Project Combination）の 3 つがある。 

プロジェクトが相互に独立して、直接関連性のないマルチプロジェクト（Multiple 

Projects）は、エンジニアリング企業でも一般的である。しかし、組織的な効率性のため資

源投入や工程管理などで組織的に集団管理（Group Management）されており、このプロ

グラムとほぼ同一的な方法を採用しているのが実態である。このような場合、プロジェク

トには、分散集団型管理が経営と一体化し、経済性で相乗効果を出す目的がある。 

(a) 逐次型プロジェクト結合 

逐次型プロジェクト結合とは、A、B、C のような複数のプロジェクトが、相互に関係を

もちながら、時間経過に従って A、B、C の順番で進行するようなプロジェクトの結合であ

り、大規模なプログラムが構想、建設、操業に分割され発注された場合にみられる。実際

には A、B、C がスケジュールや仕事の境界で重複するが、基本形式は同じである。 
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それではなぜ、A、B、C を一つのプロジェクトで管理しないのだろうか？ それは、A

が終結したところで将来に環境変化が発生した場合には、B ではなく A か B'に変更する。

あるいは B'で変化が発生すれば、C"で対応する柔軟性をプログラムの視点で考慮している

のである。つまり、プロジェクトは、一旦スタートすると変更することに柔軟に対応でき

ない側面があるが、プログラムでは変更を先取りして、代案を周到にデザインしてプロジ

ェクトの結合を見通しているのである。 

図 3-14 逐次型プロジェクト結合 

事例◆ 新設工場規模の見極め 

アジアで金融危機が発生した。成長期に市場の需要を過大に想定した製造工場は、危機

発生中にもかかわらず、回復を期待して完成したが、需要が３分の１に低下してしまい、

巨大な投資は不良債権化している。もし、工場の能力を２分の１にする代案に切り替えて

いたら、変動費は 20％上がるが、固定費は 40％程度は低下していたはずである。そして、

市場が回復してから再投資すればよかったのである。 

 

(b) サイクル型プロジェクト結合 

開発型プログラムでは結果がよければ、将来、経験を活かして改良型プログラムに配慮

しながら開発を推進するはずである。開発型プログラムでは、構想プロジェクトから始め

て、プロトタイプを製作し、実機システムを設計、建設してプロジェクトを終了する。し

かし、設計や建設では構造的なデータは獲得できるが、総合的なデータはプロジェクトが

稼動して初めて収集できる。この総合的なデータは次のプログラム開発に反映される。 

 

つまり、スキームモデル、システムモデル、サービスモデルの 3 つのプロジェクトがサ

イクル結合して、さらに次のプログラムとして循環する。これをサイクル型プロジェクト

結合と呼ぶ。ソフトウェア開発プロジェクトでは、フェーズ単位がスパイラルを形成する

のでスパイラルモデルと呼び、逐次型結合をウォーターフォールモデルと呼ぶ場合もある。

プログラムは、プロジェクト概念のスコープを上流と下流に拡張し、システムやプロダク

トの成果物を獲得しプロセスを強化するだけではない。 

A B C
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図 3-15 プロジェクトサイクル結合 

プログラムは、システムを計画するスキーム、システムを利用するサービスをプロジェ

クトとして認識し、知識、ノウハウ、データ、仕組みなどを総合的に収集、蓄積、加工し

て、ナレッジマネジメントによる知的生産性向上をデザインに反映する。個別プロジェク

トに分断された価値を追求するのではなく、プログラムとして獲得される知識やノウハウ

を活かして、連鎖波及的に価値を追求する視点がプログラムデザインでは重要である。 

 

事例◆ プロジェクトサイクル結合 

航空会社と航空機メーカーは機上の場と飛行時間をビジネス機会としてとらえ、顧客へ

のパソコンとインターネットの有料接続サービスビジネスを展開する。航空会社はすでに

利用客データと情報システムとデータベースにより、レンタカー、ホテル、電話、保険、

金融をマイレージカードと連動させ、ビジネス拡張に成功した。航空会社は飛行機と情報

システムを活用して価値創造のモデルを構築したのである。 

 

(c) 同期並列型結合 

同期並列型結合は、複数の逐次型プロジェクトを重複しながら同時並行的に進行するこ

とにより、開発や生産のリードタイムの短縮、コスト削減、解決要素発見の確率の向上な

どを達成する場合に利用されるプロジェクトの結合方式である。その手法としてコンカレ

ントエンジニアリング（Concurrent Engineering）が知られている。ボーイング社が開発

した航空機の設計、調達、生産におけるコンカレントエンジニアリングが著名である。具

スキーム
モデル

サービス
モデル

システム
モデル

サービスノウ
ハウを新ス

キームに活か
す

新しいタイプの
システム開発
を提案する

システムノウハウで
改善を提案する
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体的には DBT（Design & Build Team）を編成し、３次元 CAD を利用してコンピュータ

画面上で仮想組立や配置を行い、再設計や再製作を減少し、リードタイムの短縮、コスト

ダウン、顧客満足を実現したプロジェクトマネジメントの手法である。プロジェクトサイ

クルをもたないで、使命の展開に向けて一貫した価値の追求で相互関係性を維持しながら、

複数のプロジェクトを推進するマルチプロジェクトマネジメントの一種である。 

同期並列型結合には３つのケースと特色がある。第１のケースは複数プロジェクトを同

時並行で進行させて、プログラムのリードタイムを短縮して、期間の不確実性を回避する

場合である。この場合は、同時並行作業を可能にする全体標準化や先行的作業の仮想シミ

ュレーションツールが不可欠である。第２の場合は同期化することにより、プロジェクト 

間の重複（overlapping）を排除して、リードタイムを短縮化させる場合である。第３の

場合は、不確実性を排除するために、重複を意図的に利用して成功の確率を高める場合で

ある。３つの同期並列型を図示すると次のようになる。 

 

図 3-16  3 種の同期並列結合 

① 同期並列型結合は、有機的多機能を重視する自動車産業における製品開発に多くみら

①同期並列型結合

②同期並列重複回避型結合
重複を削除し1つに結合

③同期並列重複意図型結合

中断吸収

中断吸収
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れる。収益体制を強化するために、人員削減、新製品開発、調達改革など、複数の戦

略プロジェクトを実行して経営再建を目指すプログラムも、この結合に属する場合が

多い。 

② 同期並列重複回避型結合は、同期並列のメリットに加えて、プロジェクトの結合によ

り重複部分のムリ、ムダ、ムラを削除する方式である。航空機生産では複数のプロジ

ェクトがこの方式で成果を上げている。地域開発で、利用されない道路や橋梁の多極

機能一括構築では、個別プロジェクトの同期的達成にプロジェクト結合マネジメント

が必要である。 

③ 同期並列重複意図型結合は、不確実性の高い新製品開発のプログラムに多い。Time to 

Market（市場変化速度適応）で競争する製薬や電子機器産業では、製品、生産方式、

素材試験、マーケティング戦略などでは、特定使命をさらにテーマ別に区分して、複

数プロジェクトを同期並列に編成して成果を競わせ、迅速に成功の確率を上げる努力

を行っている。 

 

事例◆ 新製品開発 

新薬、高性能のリチウム電池、新しい集積回路部品などを開発する、ハイリスク・ハイ

リターンプログラムでは競争原理を導入して、同一テーマで複数プロジェクトチームを編

成し、成功の確率を向上させている。プログラムマネジメントは複数プロジェクトを単純

に多くするだけでは、その本質的な目的を達成することはできない。 

① プログラムデザインは、価値の相乗効果、イノベーション効果、波及効果を引き出す。 

② プログラムの基本形式には、①逐次型プロジェクト結合、②サイクル型プロジェクト

結合、③同期並列結合がある。 

 

4.3.2.2 アーキテクチャとインターフェイス 

プログラムインターフェイスとは、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はなく、複数プロジェクトの動的な相互作用のシミュ

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。アーキテク

チャは、標準モデルを結合することによって生まれる価値を 大限に引き出すことを目的

とするから、価値構造を示す論理性、革新性、認識性、伝達精度が必要である。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イ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。 



 81 

① 複雑系現象（現状を多角的にパターンとして知覚できる） 

② 開放系モデル（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 プロセス調整（時間系で分割して状態の変化を統制する） 

④ 構造化（システム系は階層分解によってコントロールできる） 

⑤ 知識スキル（既存、新規の重要なスキルを包括できる） 

図 3-17 プログラムインターフェイス 

プログラムは業種、開発、システム、利用の 4 つの世界とのインターフェイスをもって

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（specification）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可能である。 

 アーキテクチャマネジメントでは、価値構造を示す論理性、革新性、認識性、伝達精度

が必要である。 

 アーキテクチャマネジメントは、共通の秩序や暗黙知を抽出して形式化する管理である。 

 プログラムのインターフェイスには、業種、開発、システム、利用の 4 つの世界がある。 

4.3.3. プログラム構想計画文書 

構想計画とは使命から複数のシナリオに展開して実現性に関する調査書を成果物とした

ものある。構想計画の内容は、①プロジェクト目的・目標、②基本運営方針、③基本要求

仕様書、④プロジェクト協働関係、⑤期待成果、⑥制約要件、⑦資源関係等の研究調査に

より、プロジェクトの基本構想文書、基本方針書、基本図面を策定する活動計画文書であ

る。 

構想計画の意図は実現可能性、内部構造化、外部関係性を規定することであり、環境の

変動による変更、オーナーやユーザーによる変更に対応して、評価を変更することによっ

利用の世界

業種の世界

システムの世界
プログラム

インターフェイス

利用ノウハウ

目的の正当化

開発の世界

データリポジトリ

デザイン要素
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て柔軟に適応することである。構想計画文書には基本構想文書、実現可能性調査（技術、

資金、投資、環境、生態系）、プロジェクト入札用書類、投資・融資資金計画などが含ま

れる。 

4.3.4. シナリオから構想計画への展開 

構想計画の策定がアーキテクチャマネジメントの 終成果物となる、構想計画開始の基

礎資料はプロファイリングマネジメントにおけるシナリオベースである。シナリオベース

は図示したごとく、既に価値創出を行っており、コンテキスト分析でプログラムの可視化、

目的目標の連鎖から大まかなプロジェクト群の想定、その関係性分析を通じてプログラム

とプロジェクト群との関係性を確立し、それをベースにフィージビリティスタディを行い、

価値基盤を明確にしてシナリオを策定している。アーキテクチャマネジメントはこのシナ

リオを更に確実なものとするための構想計画を行うものである。この構想計画実施のプロ

セスはプログラムコンセプトの再確認を行い、プログラムを可視化する。  

図 3-18 シナリオからアーキテクチャへ 

アーキテクチャマネジメントではここでプロジェクト群を確定するが、環境変化への対

応も考えて、できればプロジェクトのモジュラー化をも検討する。（プログラムには顧客

価値創出という概念と、自己の価値獲得という概念が含まれる。後者は競争者の出現等を

含む社会環境変化により獲得価値の低下を防ぐという概念なしにプログラムを進めること

ができない。アーキテクチャマネジメントは価値獲得に大いに貢献する。） 

プロジェクト群が確定するとプロジェクト群の動的な相互作用のシミュレーションが可

シナリオベース アーキテクチャベース
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構造・機能・操作性構造・機能・操作性
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リファレンスモデルリファレンスモデル
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目的目標連鎖目的目標連鎖

コンテキスト分析コンテキスト分析

戦略的価値戦略的価値

プロジェクトシナリオからアーキテクチャへの展開 
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視化できるようにインターフェイスをグランドデザインする。プログラムとプロジェクト

群の構造化、機能化、操作性を構築することでフィージビリティスタディが実施できる。

フィージビリティスタディではプロジェクト全体の価値創出と価値獲得（利益創出）の評

価を行わなければならない。アーキテクチャマネジメントこれらのプロセスを通じでシナ

リオを再構築し、構想計画を終了する。 

 

4.4. プログラム統合マネジメントとプログラム戦略 

4.4.1. プログラム戦略の意思決定 

現代の環境変化は変化率が大きく不連続で、その速度も速い。したがって長期計画は必

要だが、予測どおりの進展は期待できない。しかし、ミッションは期待どおりに実現しな

ければならない。そこで戦略では、次のような意思決定プロセスが採用されている。すな

わち、①環境変化の予測判断、②戦略的要素の識別、③目標と成果とのギャップの評価、

④代替案の評価・選択、⑤ 適案への意思決定、である。 

図 3-19 プログラム戦略の意思決定 

 戦略には「戦略策定」と「戦略実行」の側面がある。 

 戦略策定には、ミッションの正確な規定、環境や状況の変化に対する認識、代替案の準

備が必要である。 

 戦略実行には、チーム編成、リーダーシップ、コミュニケーションが重要である。 

 プログラムの戦略的要素は多様だが、それを識別するために SWOT 分析がある。 

 プロジェクトのポートフォリオは、危険分散法の一つである。 

 戦略では、目的、目標、手段を関係づけて優先順位を決め、戦略的要素として集中管理

する。 

 戦略には意思決定プロセスがある。 

4.4.2. 不確実性への対応 

(1) 不確実性と代替案 

不確実性に対するマネジメントは、戦略論における基本的課題の一つである。予知を超

環境変化の予知 戦略要素の識別 成果ギャップ認識

代替案の評価・選択 適案に意志決定
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えた将来の不確実性現象は、プロジェクトの外部や組織の内部でも発生し、実行上の障害、

危機、損失の原因になる。政府の政策や規制の変更、代替技術の出現、競争市場の変化、

経済的な変動が契機となって、プロジェクトの進行は危機に直面する。また組織の内部で

も、要求や仕組みの複雑な開発プロジェクトでは、情報、技術、知識の不足でスケジュー

ルの遅延や予算超過が発生する場合も多い。状況の変化によりプロジェクトの価値も変化

するので、仕組みや選択を変更させ長期的に使命価値を保証することが大切である。 

プログラム戦略マネジメントでは、シナリオ法とポートフォリオ法の２種類が考えられ

る。前者は不確実性を想定して、問題解決のために複数のシナリオを描き、プロジェクト

の道筋と重点的な要素を分析して、達成可能な水準を決定する。さらに、状況の変化に対

応し、代替シナリオを追跡して達成水準を維持するのが主要な考え方である。後者のポー

トフォリオ法は、不確実性の発生頻度とインパクトをそれぞれ個別に想定して、全体とし

て不確実性による影響を 小限に抑える方法である。プロジェクトポートフォリオは、「す

べきでない、すべきである」の判断を行い、不確実性の中でプロジェクトを組み合せるこ

とによって、ミッションや価値を維持しながら不確実性を 小化する考え方である。 

アイデアを創り出す方法には KJ 法（川喜田二郎博士の開発した発想を集約する方法）、

中長期のシナリオを想定する場合にはデルファイ法、分析型思考法には PPM（Product 

Portfolio Management の略称で、ボストンコンサルティンググループが開発した基本的な

思考法で、応用領域や方法は多様である）、ケプナー法やトリゴー法（状況分析、問題分

析、潜在的問題分析の４つのプロセスでとらえる）などがある。また、要素間の分析には

ISM（Interpretive Structure Modeling の略称で、ワーフィールドが開発した要素間の一

対比較による関係認識法）を利用することも可能である。 

 

4.5. プログラム実行の統合マネジメント   

4.5.1. プログラムによる価値創造とリスク 

複数のプロジェクトを統合したプログラムによって創造されうる価値の範囲あるいは

大値は、数値的に表すか否かは別として、プロファイリングの結果としての構想計画の内

容により定まる。実行段階の統合マネジメントはこの構想された価値の確実な実現を目指

すマネジメント活動である。優れた価値の創造には、高い価値を目指したプロファイリン

グによる構想計画と確実な実行の統合マネジメントの両者がかみ合って初めて可能となる。 

プログラムは現状からの変化を意図して計画される。このことから、プログラムは価値

創造を目指すと同時に本質的に大きなリスクを内在する。また、プログラムでは多大の資

源（ヒト、モノ、カネ）を投入するが、通常、投入資源の大部分は実行フェーズに費やさ
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れる。すなわち、プログラムにより創造すべき価値を現実化するのも、またリスクが顕在

化するのもこのフェーズである。 

しばしば、この実行フェーズでプログラムマネジャーが交替したり、時にはこの段階で

初めてプログラムマネジャーが選任される。その理由は、この実行段階ではマネジメント

の対象が価値創造の可能性の拡大から価値実現の確実性の追求に大きく変化するため、プ

ログラムマネジャーにはそれまでとは異なる資質も要求されること、そして別の視点を与

えることにより実行の確実性の向上が期待できることである。また、プログラムマネジャ

ーには実行計画の貫徹という要求と共に、必要な場合はその構造的変更を含む対応の柔軟

性という両面が要求される。 

4.5.2. 実行フェーズの統合マネジメントのプロセス 

プログラムの実行フェーズではプロファイリングにより決定された基本構想計画で定め

られた各プロジェクトを実行する。多くの場合、このフェーズは計画されたシステムの実

現であり、またそのシステムを利用・運用するサービスを行うことである。 

この実行フェーズではプログラムを構成するプロジェクト群を各担当組織が自律的に実

行できる組織体制を作り上げる立上げ段階と、プログラムの立場でこれらのプロジェクト

群を実行させ、自律分散的に実行されるそれらの状況を監視し、プログラムとして統合を

意図してコントロールする段階、そしてプログラムの終結の段階とに分けられる。 

4.5.2.1 確実な実行の仕組み作り 

プログラム実行の立上げに当たっては、プログラムの確実な実行の仕組み作りの視点が

重要で、その基本は第一に適切なプログラムの実行組織の構成であり、次に確実性を考え

たプログラムおよび各プロジェクトに関する細部の見直しである。 

実行組織については、まず、プログラムマネジャーの下でプログラムの統合マネジメン

トを担当するコアメンバーの組織化である。具体的には、組織内にプログラム実施本部な

どの臨時の組織を作る方法、組織外に特別目的会社のような独立の組織を設立する方法な

どを含めて、多様な方法があり、プログラムのミッションや実施組織の態様により適切な

組織形態をとる必要がある。 

次に、プロファイリングで定めた各プロジェクトをそれぞれ遂行させるのに適切な実行

担当組織を選定し、各組織に実行の権限を与える。この選定にも多様な方法があるが、基

本的には次の 3 種の方法の組み合わせである。 

① 自らの組織内からの選定 

② 事前の分担合意による選定 

③ 適切な第三者組織の選定 
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自らの組織だけではプログラム全体の実行と人的資源をはじめそのマネジメントに必要

となる各種資源を賄うことが困難な場合には、事前に幾つかの組織が集まって提携体制を

組むこと多い。こうした場合、コンソーシアムあるいはジョイントベンチャーなどの形態

において良く見られるように、各組織はそれぞれの能力に応じて、事前に担当分野を合意

していることが一般的である。 

外部の第三者組織の選定は、技術的能力、スケジュール達成能力およびコスト的能力を、

入札のプロセスなどにより確かめた上で選定し、契約の条項によりプロジェクトの実行を

担保する。自らの組織内からの選定もこの考え方に準ずる。これらは当然のことであるが、

これを確実にするためには、プログラムの側ではすべてのプロジェクトについて、各々に

期待される成果の本質（クリティカル・サクセス・ファクター）を深く認識し、そのため

に必要な能力そしてプログラムにとってのリスクついても十分な認識を持つ必要がある。

なお、これも当然であるが、事前に分担合意している場合でも、統合マネジメントの立場

から、プログラムの実行上その合意が適切であるかの検討をする必要がある。 

各プロジェクトの担当組織の概要が定まると、それぞれの組織の能力や考え方が明らか

になるが、これらとプロファイリングに基づく基本構想計画との差異を調整して、より確

実に実行可能で詳細な実行計画に展開する。この段階の検討に含まれるものとしては、プ

ロジェクトスコープの見直し、プロジェクトインターフェースの見直し、各プロジェクト

スケジュールの組合せ、適切なマイルストーン審査の設定、スケジュール・コストの予備、

技術的リスク対応のための予備・冗長などがある。マイルストーン審査とはプロジェクト

の各フェーズ間での各種のマイルストーン審査などと考え方は同じであるが、プログラム

の場合には異なる進行状況にある多数のプロジェクトを統合する観点からの適切なマイル

ストーンの設定と達成すべき成果の明確化が必要である。技術的リスク対応については、

プログラムの内容によりきわめて幅が広い。 

例えばある特定の技術開発プロジェクトによりプログラムの全体の実現が左右される場

合には、その技術開発について実現の目途がつくまでは何らかの代替技術開発を並行して

進める必要がある。事業実行の中核となるシステムを更新するプログラムについて、仮に

更新の実行日程が遅れた場合に備えて、現用システムを一定期間継続運用できる体制を考

慮しておくなどの対応が必要である。 

4.5.2.2 全体 適化の仕組み 

統合マネジメントはプログラムの全体 適化を目指すものであるが、仮にプロファイリ

ングが 適なものであり、それに合わせて各プロジェクトの実行体制を定めても、それだ

けで各プロジェクトが計画通りに実行される保証はない。その意味から、プログラムの実
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行においては各実行組織が運命共同体として担当プロジェクトの推進を図るような仕組み

を取入れることも必要である。 

その一例として、性能、コスト、納期などの達成目標を設定してインセンティブとペナ

ルティの条項を契約の中に含める手法がある。これは、性能向上により運用段階での利益

向上が見込める、あるいは納期の早期達成などにより運用が早まり投資回収や収益面で利

益向上が見込める場合、オーナー側の得る利益の一部をプロジェクト側にも還元すること、

逆にマイナスが出る場合にはそれをプロジェクト側にも負担させるということで、ステー

クホルダー間に Win-Win の関係を構築するものである。近年は、各プロジェクト単独の実

績に対してではなく、プログラム全体が計画の超過達成をした場合に成果のあったプロジ

ェクトにインセンティブを与えるという手法が多く用いられている。 

4.5.2.3 監視とコントロール 

不確実性は価値創造の企てであるプログラムの不可避な本質であるが、これはプログラ

ムの時間的進行に伴い計画の上では減少する。監視とコントロールは、価値実現の確実性

の向上を時間軸上で繰り返し確認し、現実の計画との差異を修正する行動を行い、更に必

要であればプログラム構造の変更を含めた計画自体の変更を行うプロセスである。この監

視とコントロールのプロセスで重要な要素は、プログラム情報の収集、情報評価と方針決

定、プログラムオプションとプログラムチェンジの４つである。 

(1) プログラム情報の収集 

収集を要するプログラム情報はプログラムの環境変化の情報と個別プロジェクトの情報

である。プログラムの環境変化はその実行の活動そのものだけでなく、目指す実現価値に

直接・間接に影響を与える。プログラムには様々な環境が関係するが、特に重要なものと

しては市場環境、経済環境、社会情勢、国際情勢、新技術の出現、法制度の変更、大規模

災害、ステークホルダー組織の経営、プログラムの中核メンバーの異動などがある。 

一方、個々のプロジェクトは自律的に運営されるが、プログラムとしてそれらの進行状

況を適切に把握している必要がある。ひとつのプロジェクトの遅れは他のプロジェクトに

波及し、時にはプロジェクト全体に致命的な影響を与える。あるプロジェクトの抱える品

質問題が原因で関連するプロジェクトでの作業が無駄となるかもしれない。完了期限を契

約で厳しく定めていても、遅延の可能性は常に存在し、期限直前に遅延が判明しても対処

は困難である。多くの場合、プロジェクトの担当組織は他からの干渉を望まないために、

問題があってもその情報を積極的に外部には開示しない傾向がある。 

• 情報収集の仕組み： 

プログラムの統合のためには、こうした情報の早期把握が必要で、そのためには情報
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収集の仕組みづくりが重要である。中でもプロジェクトの進捗状況や品質問題など主

要事項の定期的報告、定期的・非定期的な会合、情報ネットワークによる報告システ

ムの整備などは契約で定める等の手立てが必要である。 

• クリティカル・プロジェクト： 

リスクマネジメント、ファイナンスマネジメント等の視点から特にクリティカルなプ

ロジェクトを識別し、計画の段階から特別な監視項目を設定するなどにより効果的な

情報収集行う。 

(2) 情報評価と方針決定 

定期的あるいは随時に、プログラム情報を分析し、プログラムミッション及び基本計画

に照らして評価する。定期的とはプログラム全体の日程により異なるが、週、月、四半期

などの単位、あるいは適切なマイルストーンなどである。個々のプロジェクト自身には軽

微でも、プログラム全体には影響が大きい問題も存在する。殆どの情報は過去の情報であ

り、影響は未来に拡大する。早期の判断が必要であるが過剰な反応は逆効果であり、プロ

グラムマネジメントの洞察力と判断力が試される。各プロジェクトのミッションと当初の

計画が評価の基準であるが､他のプロジェクトの情報やプログラムの開始以降の外部環境

の変化も情報の評価には影響する。 

評価の基準としては、構造的変化なのか状況的変化なのかという変化の特質（Change 

Attributes）、価値維持の許容水準（Permissible Level）とプログラムに不可欠な実現要

素（Critical Value Factor）の 3 つを識別しておかねばならない。プログラムマネジメント

の役割は当初設定されたプログラムミッションの達成であり、基本計画の断固とした維

持・推進が基本であるが、状況の変化に応じて柔軟な対処の責任もある。判断の指針とな

るのはプログラムミッションの本質の理解である。 

情報とその評価に基づくプログラム統合活動及び個々のプロジェクトについて決定され

る方針の内容には、継続、促進、変更がある。継続は現状計画の維持であり、促進は現状

計画からの偏差の解消を目指して、ステークホルダーやその組織に対して行う実行促進の

要求や環境整備の活動である。 

(3) プログラムオプション 

プログラムの不確定性への対応として、プロファイリングの過程で組み込まれたオプシ

ョン（施策選択肢）の選択決定を行う。これはプログラムライフサイクルの中に予め設定

されたマイルストーンにおいて、プロジェクトの成果とプログラムの環境とを評価して決

定される。この手法は、建築における設計コンペ、航空機などのハイテク軍用品の開発・

量産、探鉱・採掘、映画製作などで古い歴史があるが、近年はリアルオプション手法によ
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り、事前に不確実性に関する数値評価が可能となり重要性が増している。 

• リアルオプション： 

実物投資における不確実性を金融工学の手法で評価し、プログラムの進展に応じて、

いくつかのオプションを選択することにより、時間軸上で実現価値の拡大や確実化を

図るリアルオプションの考え方に基づくプログラムでは、計画段階で適切なオプショ

ンの設定と価値評価手法の整備が必要である。 

(4) プログラムチェンジ 

実行方針の確認に基づき、必要があればプログラム全体について以後の実行方針や計画

を修正する。変化の特質が構造的であれば、プログラムチェンジすなわちプログラムの構

造的変更による対処が必要である。 

チェンジマネジメントを発動する基準としては、構造的変化なのか状況的変化なのかと

いう変化の特質（Change Attributes）、価値維持の許容水準（Permissible Level）とプロ

グラムに不可欠な実現要素（Critical Value Factor）の 3 つを識別しておかねばならない。

この３つの要素に環境の変化が影響を与えると予測・判断される場合には、チェンジマネ

ジメントを発動して、代替案への切り換えを行う。 

① 変化の特質 

政情不安、金融危機、予想せざる技術革新、市場変化、競争者の参入、深刻な遅延、

ステークホルダーとの対立、欠陥のある技術問題、取引契約ルール変更などである。 

② 価値維持の許容水準 

バランススコアカード手法などによる、価値維持の定性、定量指標化を行う。 

③ 不可欠な実現要素 

プログラムの不可欠な実現要素については、ミッションプロファイリングの段階で識

別されている。換言すれば、ミッションプロファイリングのプロセスにおいて、プロ

グラム全体および各プロジェクトが達成すべきミッションの本質は何であるかが、明

確に識別・記述され、プログラムマネジャーはこれらを識別・認識している必要があ

る。 

• プログラム変更管理： 

プログラムの変更管理はプロジェクトの変更管理（第４部５章）と同様な公式のプロ

セスが必要である。変更とその影響が特定プロジェクト内部に限定されるプロジェク

トの変更管理にはプログラムは関与しないが、他のプロジェクトやプログラム全体に

影響を与える場合はプログラムの変更管理の必要がある。この観点から、統合マネジ

メントでは、プロジェクト間での相互作用要素であるインターフェイスに注意した管
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理が必要である。 

• プロジェクトの中途終結： 

プログラムチェンジの一形態として特定のプロジェクトの中途終結がある。特定のプ

ロジェクトのミッションの達成が不可能となるなど、そのプロジェクトの継続がプロ

グラムの遂行にとってマイナスとなる場合や、外部環境の変化によりプロジェクトの

成果物が意図した価値創造に無意味となる場合など、多様なケースがある。プログラ

ムマネジメントの立場からは、そのプロジェクトを終結すると同時に、別の手段によ

りプログラムミッションの達成を目指す必要がある。プロジェクトの中途終結につい

ては次の 2 つが重要である。 

①中途終結は当該プロジェクトの失敗と捉えられ易いが、所期のプログラムミッショ

ンを実現する冷徹なチェンジマネジメントの一環として前向きに位置づける。 

②殆どの場合、中途終結はプロジェクトの実行組織にとって不名誉でもあり利益もな

いため､自ら提案することはない。これに関する意思決定と行動はプログラムマネジメ

ントの責任である。 

• リーダーの交替： 

プログラムレベルあるいはプロジェクトレベルで大規模な変更を行う場合、以後の実

行にとってリーダーの交替が効果的である場合が多い。これは、リーダーの属人的な

資質・能力の問題や「責任を取る」という観点としてではなく、リーダーの交替によ

りそれまでに発生したサンクコストを実務的に割り切って処理し、斬新な対応が可能

となる点に重要性がある。 

4.5.3. 行動を促すマネジメント 

4.5.3.1 マネジメントとリーダーシップ   

リーダーシップとマネジメントの関係については様々な考え方がある。すなわち、両者

は同一のものである、マネジメントはリーダーシップの一部である、あるいは両者は全く

別個のものであるなどである。これは主として二つの概念を幅広くとらえるか限定的に考

えるかによる違いと言えるが、どの様に認識するのであれ、プログラムマネジメントでは

これらの二つの用語が代表する概念の双方が必要である。本項では両者がそれぞれ別個の

ものであるとして両者の関係を整理しておく。すなわち、 

マネジメントもリーダーシップも共に、第一に課題の特定、次に課題達成を可能にする

人的ネットワークの構築を行い、これらにより課題の達成を目指すものであるが、マネジ

メント（狭義）に用いられる具体的手法は計画立案と予算作成、組織化と人員配置、コン

トロールと問題解決などである。他方、リーダシップ(狭義)では進路の設定、組織メンバー
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の心理的統合、動機付けと啓発などが中心的な手法である。（J.P.コッター） 言い換えれ

ば、マネジメントは計画できるもの、数字で測れるものに主な関心があるのに対し、リー

ダーシップでは人と組織に働きかけて内発的な力を引き出し方向付けることに主眼がある。 

リーダーシップはプログラムの全ての段階において重要であるが、それ以前と比べて格

段に多数の人や組織が直接関係する実行段階ではとりわけ重要な役割を果たす。 

4.5.3.2 プロジェクト立上げのリーダーシップ 

プログラムの基本構想計画はプロファイリングの段階で決定され、各々のプロジェクト

の内容とそれらの相互関係が定義されるが、構想を決定すれば直ちに各プロジェクトが動

き出すわけではない。一般に意思決定の段階からそれを実行に移すためには大きな心理的

エネルギーが必要である。ここで自律的な行動の立上げを促すのがプログラムマネジャー

のリーダーシップであり、そのためには以下が重要である。 

① オーソライゼーション： 

公式にプロジェクトマネジャーとプロジェクト組織に実行の権限を与え行動を促す。

これには契約文書、任命書、ミッション記述書などの文書の活用、キックオフミーテ

ィングなどの会合などを積極的に活用する。 

② プロジェクト知識の形式化： 

プロジェクトの事項に関する知識を文書化により可視化して、必要な心理的なエネル

ギーを下げる方策である。組織としてはその経験の繰り返しで、知識の暗黙知的な共

有が進展する。プロジェクトマネジメントの成熟度の高い組織ではプロジェクト知識

の形式化と暗黙知化が高いレベルで進行するので、プログラムマネジャーはその能力

をマネジメント(狭義)に注力する必要が少なく、リーダシップ（狭義）に振り向ける

ことが出来、高い統合マネジメントを実現できる。 

③ コミュニティの機能： 

コミュニティの整備・育成と活用は特に実行フェーズで真価を発揮する。コミュニテ

ィの成長がプログラム成功へのカギであるが、立上げのマネジメントの観点からはプ

ログラムマネジャーはプログラムの開始前から各プロジェクトのコアメンバーとの

信頼関係の構築の努力が重要である。 

 

4.6. アセスメントマネジメント 

アセスメント（assessment）とは体系的な評価を意味し、プログラムに含まれる価値を、

デザイン、計画、実行、成果の獲得という活動の全体を通じて体系的に評価し、価値を維

持し、増加させ、減少を抑制するための基本的枠組みを認識する共通観である。 
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4.6.1. プログラム価値の認識 

アセスメントには、基本的な評価思想と尺度が不可欠である。その思想は、プログラム

の効率性、有効性、社会への貢献を明確にするものである。また経済性、ステークホルダ

ーとの調和、地球環境を意識した持続的発展も視野に入れなければならない。この思想は

プログラムを構成するプロジェクトにも反映させなければならない。 

評価の基本はミッションが期待どおり、その価値を維持しているかどうかであり、スキ

ーム、システム、サービスのプロジェクトモデルによって評価内容は異なる。 

4.6.1.1 環境変化により異なる価値 

プログラムの価値は、時間の推移、環境の変化、状況により変化するため、期待価値に

ついて計画と比較しながら随時チェックしなければならない。状況の変化は、広く政治、

社会、経済、市場、競争、技術革新などに起因する。プログラムの価値は、マネジメント

を方向づける重要な指針になる。 

4.6.1.2 立場により異なる価値 

プログラムには、利害と立場の異なる関係者（ステークホルダー）が異なった価値を求

めて参加する。したがって、プログラムで期待された価値を維持し、すべてのステークホ

ルダーができるかぎり満足するようなバランス価値を追求することが重要である。 

しかし、現実には状況変化が発生すると、ステークホルダーが享受すべき価値にもアン

バランスが発生する。このような場合には、プログラムミッションに立ち返って、改めて

ステークホルダーのバランス価値を調整することが、ステークホルダー間の対立を防止す

ることに役立つ。 

4.6.2. アセスメントマネジメント 

アセスメントマネジメントは、ミッションが要求する価値を指標化して、プログラム全

体の活動を通じて、プログラムの計画時、変更時、中間時、終結時など定期的にプログラ

ムの価値指標による計測を行い、プログラム価値の維持、向上を図るマネジメントである。 

アセスメントマネジメントは、基本的枠組みのデザイン、指標の開発、指標によるプロ

グラムとプロジェクト別の実行状況の定期的評価、報告の作成、提案、ステークホルダー

への報告と配付、検討、改良へのフィードバック、データの蓄積、保存などを主要な活動

範囲としている。 

4.6.2.1 基本的枠組みのデザイン 

プログラムは経営戦略の意図するイノベーション要素やプロセス革新要素やチーム（組

織）改革要素を切り出して、新たな価値創造を目指すものである。また、その結果として

財務（キャッシュフロー）の目標を達成し、をステークホルダーの調和ある満足を狙いと
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している。 

従って、具体的なプロジェクトやプログラムに共通する指標とは何かを、ステークホル

ダーの視点、チームの視点、イノベーションの視点、プロセスの視点、キャッシュフロー

の視点から吟味し識別する枠組みが求められる。 

また、プログラムは経営戦略の実践レベルであり、 終的には経営価値に寄与するもの

であるから、求める価値指標としても大きな視点からのバランス指標であることが望まし

い。 

こうしたことに配慮し、プログラム独自の求める価値を幅広い視点から指標化すること

が必要である。 

4.6.2.2 指標の開発 

評価の対象は、使命の達成、目的・目標、成果物、ステークホルダーなど多数の項目を

あげることができる。評価には少なくとも事前・中間・事後が必要であるが、その指標に

は、①わかりやすい、②数値化されている、③図表化されている、④タイムリーである、

⑤手がかからない、⑥全体の体系化がなされている、などの工夫が必要である。 

これらの条件に加えて、 も重要な視点はバランスのとれた総合指標であることが要求

される。バランスのとれた指標の開発は、プログラムの責任者が独自の発想と尺度で開発

すればよい。アセスメントの役割は、現在の状況の変化を判断し、将来の成果に結びつけ

るナビゲーションの役割を果たすことにある。プログラムマネジメントには外部の変化に

関する情報を収集しながら、チームの能力を整合させていく戦略的な考え方が必要である

が、バランス指標は、あらかじめその戦略的な成功要素を計画と評価システムに組み込ん

でおこうとする考え方である。 

以下に指標開発のツールとしての「バランススコアカード」と総合価値指標事例として

の「５つのＥと２つのＡ」を紹介する。 

(1) バランススコアカード 

バランススコアカード（Balanced Scorecard）は、経営指標マネジメントとして広く利

用されている手法で、ロバート・キャプランとデビッド・ノートンが開発したものである。

この手法の特色は、経営のビジョンや戦略を明確にして実行する場合に、経営者だけが理

解するのではなく、従業員、株主、顧客、地域住民などが客観的に、しかも部分ではなく、

顧客、財務、業務、人材の４つの視点からバランスよく評価する方法である。 

この評価法をプログラムに適用した場合には、ミッションを明確化し、ビジョンで方向

性を示し、ステークホルダーの協力を得るプロジェクトマネジメントでは何を期待し、評

価するのかが見えてくる。 
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プログラム評価のシステムや手法については、領域によって精緻化された数理手法も多

いが、実行可能で簡便な全体評価法として、バランススコアカードは優れている。また、

バランススコアカードは企業でも広く利用され始めており、プログラムマネジメントの経

営への導入という点でも効果的である。 

(2) 「５つのＥ」と「２つのＡ」 

(a) 5 つの E 

① Efficiency とは、プロジェクトの資源効率性であり、投入に対する産出比率である。 

② Effectiveness とは、プロジェクトの事前・事後のステークホルダーの満足度であり、

費用対便益の比率が計測できる。 

③ Earned Value とは、プロジェクトの進捗度をスケジュール、コスト、獲得価値で計

測でき、目標達成度の評価と予測に使用できる普遍的な尺度である。 

④ Ethics とは、社会に受け入れられる公正・公平な通念、道徳、手順への対応基準で

ある。 

⑤ Ecology とは、持続的な発展を可能にするグローバルな考え方を積極的に推進する基

準である。 

(b) 2 つの A 

① Accountability とは、プロジェクト、プロジェクトマネジメント、チーム個人の説明

責任の内容項目と基準である。説明責任の要素には、モラル、社会、職業において準

拠すべき行動基準を含むことも要求されている。 

② Acceptability とは、プロジェクトのステークホルダーとの価値実現に関する具体的

な文書契約の同意条件であり、資本投下・回収、価値分配などで計測されるキャッシ

ュフローに関する指標で表現される。 

指標開発の参考としていただきたい。 

  

5. コミュニティマネジメント 

 

5.1. コミュニティとは 

コミュニティとは、人間が共通のテーマや目的・目標に向けて交流し、協働して、新た

な価値を創造する共通の場である。 

コミュニティと類似した考え方に、組織の考え方がある。組織が「職務の達成」を重視

する考え方であるのに対して、コミュニティでは「創造性の発揮」を重視する。 

組織は、分業、権力、文化が深く関わっており、「部下と上司の権限と責任が明確であ
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る」「業務遂行が階層的・縦断的に標準化されている」などの環境がある。しかし、プロ

グラムの実行活動では、組織の壁を越えた問題解決を優先する。 

したがって、組織の縦断的な制約から人材を解放し、異質の人材が横断的にコミュニテ

ィを形成することは、自己実現・自主意欲・自己能力によって創造力を発揮するための基

盤となる。コミュニティは組織の欠点を克服し、個人とチームを結合させた考え方であり、

専門能力の発揮・形成、学習の機会、仕事への満足、創造性の発揮を実現させる。 

5.1.1. コミュニティの属性 

コミュニティ（community）の属性には、少なくとも次の６つの C が含まれている。そ

れは、全体に共有する意義としてのコンテキスト（context）、プログラムに必要な広い視

野をもつ専門的な人材の創造力（creativity）、共通の場での協働（collaboration）、自由

なネットワーク環境でのコミュニケーション（communication）、プログラムに要求され

る知的水準の高いコンテンツ（contents）、経験と知恵を投入する集中（concentration）

である。そして、この６つの C に共通するのが人間系・情報系・文化系という基盤である。 

5.1.2. 人間系基盤 

価値源泉のエンジンとなるのは、知識と知恵を出せる専門的な人材である。人間がプロ

ジェクトでグループとして活動する場合には、チームワークのようなグループのダイナミ

ズムが働くことが知られている。その前提として単に権限の譲渡（delegation）ではなく、

リーダーが直接関与して責任をとるエンパワメント（empowerment）が与えられる必要が

ある。 

プログラムに投入される知恵、ノウハウ、スキルは、人間に深く定着（embody）した人

間系のカテゴリーに集約される。一般分類では労務、人事、人的資源管理、あるいは 近

ではナレッジマネジメントに属する分野である。 

5.1.3. 情報系基盤 

インターネットが発達したネットチームでは、組織における人間も自由度と自主性をも

ち、対面の人間関係に加え、ネット上での協働関係も増加している。インターネットによ

るコミュニケーション、グループウエアを利用した報告、連絡、交流に加えて、エンジニ

アリングやマネジメントを支援する知識ベースやデータベースへの自由な接近やコミュニ

ケーションの共有が必要になる。 

人間系で生み出される知識やサービスは、新鮮な情報を取り入れて迅速に処理したり、

デジタルで蓄積処理され、一体的に推進される必要がある。知識は人間系のコミュニケー

ションを通じて融合し、問題解決のためにデジタル処理され、蓄積され、発信されて、新

たな価値創造の源泉となる。 
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5.1.4. 文化系基盤 

全体使命を達成するためには、プログラム全体の共通価値を浸透させ、伝統的な考え方

にとらわれず、自由な発想で協働する精神風土や意欲をつくり出す機能（場）が必要であ

る。そのような機能は、民族、風土、慣習、制度に支配される文化の場であり、心理的要

素によって価値と場が融合し、参加メンバー相互の密度の高い情報交換・交流を継続的に

生み出す基盤となる。 

専門性の高い中核能力は、民族文化、地域文化、企業文化、組織文化、職業文化を土壌

として独特の固有性に支配され、倫理的原則、社会的原則、職務原則を形成している。こ

の文化の違いを排除しないで、相互尊重して人間系の交流を促進し、異質な知識や文化を

融合し、継承された規範、慣習、手順と調和させる努力がグローバルでオープンな協働作

業を促進する。 

 

 コミュニティは、人間が共通のテーマに向けて新たな価値を創造する共通の場である。 

 コミュニティの属性には、コンテキスト、創造力、協働、コミュニケーション、コンテ

ンツ、集中の 6 つが含まれ、これらは共通して人間系・情報系・文化系基盤をもつ。 

つまり、アーキテクチャのうえだけでは、コミュニケーションができない問題を取り扱

う交流の場がコミュニティである。 

 

5.2. コミュニティマネジメントとは 

コミュニティマネジメントとは、人間系、文化系、情報系の総合的な視点によりコミュ

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

テンスを強化し、価値基盤を強化する活動である。 

コミュニティマネジメントは、コミュニティの設定と運営の 2つの役割に大別できるが、

設定は使命、目的と方針、ルールに関する徹底、実行、変更である。一方、運営は設定に

伴う機能、マネジメントシステムや外部サービスとの接続である。 

 コミュニティマネジメントは、コンピテンスと価値基盤の強化活動である。 

 コミュニティの設定は、目的、方針、ルールに関する徹底、実行、変更であり、運営は

コミュニティ機能、マネジメントシステムや外部サービスとの接続である。 

5.2.1. 場のデザイン 

価値創造の視点としては、場のデザインも重要な要素である。場とは、会議、ネットワ

ーク上の場、仕事の現場などが具体的なイメージであるが、そのデザインと運営には３つ

の要素が重要である。第１はコミュニケーション要素で、人材交流に不可欠である。現代
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ではネットワークは不可欠である。第２は人材結集要素である。国籍、民族、宗教、職業

などの文化的な障壁に対してオープンな風土がなければ、国際的な人材は確保できない。

第３は魅力あるテーマとリーダーシップである。この３つの要素がチームワークと共鳴の

効果を発揮するが、いずれの要素も人材、情報、文化的要素に深く関わっている。このよ

うに価値創造活動に影響を与えるのは、人間系、情報系、文化系の融合基盤である。 

5.2.2. コンテキストとプロトコルの 2 つの要素 

コミュニティの基本的要素としては、プログラムの意味を解釈できる専門のコンテキス

ト能力と交流の専門言語を理解できるプロトコルである。コンテキストとはプロジェクト

マネジメントの規範、実務経験、知識などである。プロトコルとは交流共有言語であり、

グローバルな英語、プロジェクトマネジメント用語、情報ではコンピュータ言語などであ

る。 

 

 専門的な人材が、プロトコルを利用して結集し、効率的に活動する場を構築すること。 

 専門的な組織がプロトコルやフォーマットを利用して取引できる場を構築すること。 

 速い変化や頻繁な変更に対して、ネットワークを利用して柔軟に対応する場を構築する

こと。 

 場にはコミュニケーション、人材結集、魅力的テーマとリーダーシップが必要である。 

 コミュニティの基本的要素として、コンテキスト理解能力と交流の専門言語のプロトコ

ルが必要である。 

 コンテキストとは規範、実務経験、知識で、プロトコルとは交流共有言語である。 

 

5.3. コミュニティの設定と運営 

5.3.1. コミュニティのルール 

プログラムでは、異分野の専門家が一つの使命のために協働作業を推進する。コミュニ

ティは専門能力（competence）を結集し、交流させる場（Competence Platform）である。

プログラムレベルになると、 も重要な要件は、協働（collaboration）における組織や人

間の関係性を結合する境界（interface）である。共通の文脈を理解し、使命の解読、コン

テキスト、コンセプトへの知識創造活動に展開される。コミュニティには、 小限度次の

５つのルールが必要になる。 

① 協働の信頼性──共通の目的、社会倫理、協働の姿勢、約束履行 

② プログラムコンテキストとルールの共有──使命、目的、役割の理解、専門用語 

③ プログラムプロトコルの共有──規範、規律、共通言語、通信用語、取引基準 
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④ 専門能力──仕事に貢献できる職業能力 

⑤ 場──プログラムステークホルダーが自立性を維持しながら、一定ルールのもとに利

用できる参加型の場 

5.3.2. コミュニティの機能設計 

(1) 物理的な場 

コミュニティは、プログラム交流の場であるから、具体的には建築物内のスペース、協

働作業の場、対面的な会議の物理的な場も一部である。 

(2) 電子的な場 

電子メール、インターネット、グループウエア、サーバー、データベースなどを配置し

たサイバーの場を一体的に利用し、複数のプロジェクトをネットワーク上でコミュニケー

ションしてチームワークを図り、コラボレーションする場としての機能が必要である。 

(3) 連帯の場 

中核能力を形成するには、異質な文化を超えた連帯促進要因がプラットフォームに必要

である。それは、プログラムのテーマの明確性、公開性、透明性、公平性、参加自由性、

応答性、グローバル基準、英語などである。 

5.3.3. 外部サービスの利用 

外部サービスの専門機能とは、ネットワークビジネスにおけるビジネス仲介サービス機

能のことである。インターネットプロバイダーやポータルサイトビジネス、オークション、

セキュリティ、インフォメディアリーなどは代表的な仲介機能である。主に仲介機能の内

容としては次の４つがある。 

① 情報提供───取引相手、人材、情報の提供するサイトビジネス 

② 安全性────取引、システム、情報、通信の安全を提供するビジネス 

③ 代金決済───仲介、取引代金決済の仲介機能を提供するビジネス 

④ ネット調達──専門領域での材料や部品、設備、サービスの調達代行ビジネス 

5.3.4. コミュニティの評価と改良 

コミュニティマネジメントでは可視化、近接化、即時化の 3 つの要件が大切である。参

加者がコミュニティを「仕事に使える」「意思決定に役立つ」と評価できるためには、目

標と実績、数値指標や因果関係の可視化を追求しなければならない。さらに、簡単に携帯

電話やインターネットを使って、いつでも、どこからでも、データベース、データマート

にアクセスできることが望ましい。そして、リアルタイムでデータにアクセスできないプ

ログラムには、人材が集まらない現象が起きている。優良なプログラムマネジャーは、知

的生産性を生み出すキーファクターがプロジェクト現場のチーム員に加え、情報システム、
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データベースやナレッジベースのコミュニケーションであることを熟知している。 

 コミュニティマネジメントの目的は、価値基盤を構築、維持、改良することである。 

 コミュニティは、人材がプロトコルを利用して効率的に活動する場である。 

 コミュニティは、組織が通信標準やフォーマットを利用して取引できる場である。 

 速い変化や頻繁な変更に対して、ネットワークを利用して柔軟に対応する場を構築する

ことである。 

 コミュニティには、5 つのルールが必要になる。 

 コミュニティには物理的な場、電子的な場、連帯の場がある。 

 コミュニティには情報提供、安全性、決済などの仲介機能がある。 

 コミュニティマネジメントでは、可視化、近接化、即時化の 3 つの要件が大切である。 

 

5.4. コミュニティマネジメントの方向性 

小数精鋭主義でグローバルな競争と協調環境の中でプログラムを推進するには、コミュ

ニティマネジメントが不可欠である。プログラムのパートナーと連携する場合には、企業

内データに加えて信頼できる調達データや人材データ、技術データ、企業データサービス

へのアプローチが必要である。 

欧米のプロジェクトマネジメント団体には、すでにプロジェクトマネジメント資格者が

登録されている。信頼できるコンサルタント、ツールベンダー、アプリケーションパッケ

ージも提供されている。知識創造活動が正しい方向で効率的に迅速に実行していくために

は、知識を獲得する一方で、具体的なアーキテクチャやデザイン情報として蓄積、伝達す

る情報処理機能との一体化が必要である。 

プロジェクトでは組織間協働、異業種の交流、国際的パートナーシップがもっと日常的

に行われるべきなのに、まだ理解が浅く失敗の原因となっている。閉鎖社会では境界意識

が強く、コミュニティマネジメントの概念がなく、既存の枠組みに固執する傾向がある。

その結果、外部との連携や異文化への対応が対立や障害となり、相互協力を実現するうえ

で高い障壁になってきた。人間、情報、文化を一体化する活動基盤がコミュニティの対象

である。 

 

6. プログラム・プロジェクトマネジメントの実践力 

 

6.1. P2M における実践力の定義 

「実践力」（Capability, Practical Capability）とは実務に必要な知識、経験、姿勢、資
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質、倫理要素に裏付けられ一体化された実務で価値を生み出す総合能力を意味する。つま

り実践力は、５つの実践要素の一体化とプロジェクトチームでの実証力に意味が込められ

ている。学生は知識を習得しているが、実務経験はない。経験の浅い新入社員は知識と経

験もあるが姿勢まで形成できない。実践力は個人に体得（Embody）されるが、研究者や弁

護士のように個人能力（Competency）ではなく、チームの潜在能力を引き出す能力を意味

している。 

個人能力としてコンピテンシー(Competency)の概念がある。その意味は「高業績者によ

って実証された有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力」であり、行動特性

で知識、経験、姿勢、資質の一体化する解釈では重複する部分がある。コンピテンシーは

タテ型組織における特定職能の 高業績を達成した個人特性をモデルとした評価もしくは

ベンチマークである。 

P2M が意図する実践力は「チームワークの潜在力」を引き出す能力を強く意識しており、

「チームメンバーの充足感」と「チームメンバー全体の向上心」を狙っている。その意味

で P2M の実践力は個人と組織の中間的概念である。 

本ガイドブックにおいて単に実践力と標記されている場合は、プログラム・プロジェク

トマネジメントの遂行においてプログラム・プロジェクトマネジャーが当該プログラム・

プロジェクトの円滑な遂行を成すために発揮する総合能力を意味している事は前述のとお

りである。 

個々のプログラムやプロジェクトにおいて必要とされる実践力は、プログラムとプロジ

ェクト、又、個々のプログラムやプロジェクトの特性によって異なる場合があり、一意に

規定されるものではない、総合能力を個別能力に分解し夫々の能力領域に細分した場合、

必要とされる能力領域の比重が異なる（又はある特定の能力領域を必要としない場合があ

る）と言える。例えば、一般的に言えばプログラムの方がプロジェクトに比べ価値創造や

戦略性の必要性がより高く、それらに充分対応できる実践力が必要とされるが如くである。 

 

6.2. 実践力の概念 

実践力の本質は前述のとおり、プログラム・プロジェクトマネジメントの遂行において

チームの潜在能力を引き出す事を含めた、プロジェクト遂行実践力の総称である。ここで

言う実践力とは、体系的知識・実践経験・姿勢,資質,倫理観に根差して形成されるものであ

る。 

実践力が発揮されている状態は、必要なツールを自在（適切）に使い、自らが具備して

いるスキルを駆使して、円滑にプログラム及びプロジェクトを遂行すると共に、チームの
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パフォーマンスを 大限に引き出せている状態をいう。 

上述のツールとは、“道具”と論理的に確立された“手法・方法”と定義し、その物の

みでは物体や知識として存在しており、使い手無しでは何ら効力を発揮しない物の総称と

する。 

例えば、表計算ソフトやプロジェクトマネジメントシステム・工程表作成ソフトウェア

等のパッケージソフトウェア、自組織で独自に開発したシステム等の“道具”と考えられ

るもののみならず、P2M の１１の個別マネジメント又はその中に包含される手法の数々、

ポートフォリオ分析、SWOT 分析、CPM 手法、ファイナンスにおける財務会計分析・評価

方法や、マッキンゼーの７S（strategy, System, Structure, Skill, Staff, Style, Share, 

Value）イシューツリー、経営分析の為の３Ｃ（Customer, Company, Competitor）等、体

系的に整理され確立された手法・方法等を（P2M の範疇を超えない範囲で）広義に捉える

ものとする。 

又、スキルとはツールを自在に駆使して、プロジェクトマネジメント遂行実践のパフォ

ーマンスを向上させるに必要な技能と定義する。 

スキルは、体系的知識を具備し実践経験をとおして体得されるものである。更に体系的

知識のみを具備していても、目的を果たす・使命を全うするスキルがある事は約束されな

い。又、豊富な実践経験があっても、その経験を通して体系的知識を学び取る又は経験を

知識として吸収し、体系的に整理する姿勢,資質が無くては経験をスキルに結びつけること

はできない。 

 

前述において“実践力とは、体系的知識・実践経験・姿勢,資質,倫理観に根差して形成さ

れるものである。”と解説したが、ツールを駆使して目的を果たす、使命を全うする遂行

能力、実践力が“根差して形成される”の概念には体系的知識・実践経験・姿勢,資質,倫理

観に根差す為に必要な“何か”が介在している。この“何か”はスキルである。 

さて、ナレッジを単に体系的知識と捉えるのではなく“ツールが利用可能な状態に具備

されている事（知識・学識が利用可能な状態にある事）”と定義する。この事により、ナ

レッジはスキルとツールの間に介在することを確実にする。 

次に、実践経験は、ツールをナレッジにし、実践力を発揮するために不可欠な体験と位

置付け、ナレッジ（ツールが利用可能な状態に具備されている事（知識・学識が利用可能

な状態にある事））をスキルの領域までに引き上げる為に必要な要素とする。勿論、実践

経験が無くとも偶発的には目的を達成できたり、使命を全うすることが可能であったりす

るが、ここではよりその能力を確実な物とする為に不可欠な要素と位置付ける。加えて、
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実践経験を助成するものとして Training を位置付ける。Training は、実戦経験を踏まずと

も少なからず擬似的に（又は実践に近い状態で）疑似体験又は学習をすることにより、実

践経験と同等若しくは類似の効果を得られるものと定義する。同様の効果をもたらすもの

として Coating を定義しておく、Coating とは、人の潜在能力を引き出して目的を達成さ

せる手法である。業務などで指導する時に始めから終わりまで説明して指導するのではな

く、本人の能力を引き出して業務遂行できるように“手伝い”をすることである。 

 

ここまで、ナレッジとスキルに関して解説してきたが、姿勢,資質,倫理に関しては、この

二つに比して若干ニュアンスが異なると言わざるを得ない。“姿勢,資質,倫理”といった概

念は、ツールをナレッジにし、ナレッジを実践経験によってスキルに高める上で必要な素

地であり、加えてプロジェクトマネジメント遂行実践力の視点においては、より重要な基

調となるものである。“プロジェクトマネジメント遂行実践力”という視点で見た場合、

リーダーシップをイメージすれば“姿勢,資質,倫理”がより重要なファクターとして捉えら

れることは容易に創意できよう。 

更に、ツールとスキルの間には、Art が介在している。ここでいう Art とは、こつ・要領・

技巧といった概念を意味しているが、これらの大部分若しくは全ては実践経験によって醸

成される。実践力をスマートに発揮する為には、少なからず Art の存在は不可欠であり、

逆説的に言えば Art が身に付いていなければ円滑にプロジェクト（使命や目的）を遂行す

ることは困難であると言わざるを得ない。 

 

後に、スキルを実践経験にまで高め発揮する為には、これまで位置付けた個々の概念

に加えて“場”が必要である。ここに言う“場”とは、時（タイミング）であり、場所（空

間）であり、チャンスである。但し、この概念には組織（Team）・Communication・Motivation

の醸成といった概念も包含している。 

実践力を発揮する為には、当然のことながら“場”が必要であり、その様な場が提供さ

れる、恵まれる、掴み取る、創り出す事が要求される。 

又、前項で位置付けた、姿勢,資質,倫理は、“プロジェクトマネジメント遂行実践力”の

観点から、リーダーシップ・人間性・モラル・コンプライアンス、拡張すればカリスマ性

と言った領域にまで拡大する概念と考える。 

これまでの解説のまとめとして下記に示すモデル図を提供する。 
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図 3-20 モデル図 

 

6.3. 実践力と Taxonomy 

P2M では、実践力における複合能力を１０の Taxonomy に分類し、プログラム・プロジ

ェクトマネジメントに必要とされる能力を明確化すると共に、実践力評価の基準としてい

る。以下に Taxonomy の分類と内容を記す。 

(1) リーダーの問題解決能力 

I、全体思考様式   ミッション追求型基準（Mp：Mission pursuit）  

  問題発見、問題克服、解決道筋思考ができる 

II、戦略思考様式 成功要素認識基準 （Sk：Strategic key perception） 

  戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手をつける 
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III、統合思考様式  価値追求型基準（Vp：Value pursuit）  

  変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する 

IV、リーダーシップ様式 リーダーシップ型基準（Li：Leadership for innovation）   

  改革に挑む、意思決定ができる、現状打破ができる 

(2) マネジャーの合理的な遂行能力 

V、計画行動様式   計画行動型基準（Mp：Management in planning）  

  目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める 

VI、実行行動様式   実行行動型基準 （Me：Management in execution） 

  契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる 

VII、調整行動様式   調整行動型基準（Mc：Management in coordination）  

  進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる 

VIII、人間関係様式 コミュニケーション型基準（Hc：Human communication）   

  チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 

(3) 姿勢・資質 （自己申告＋面談が原則） 

IX、成果追求様式   成果追求型の姿勢（Aa：Attitude of achievement）  

  成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感 

  対外組織説得力、好奇心がある、結果をフィードバックする 

X、生活様式    個人姿勢型の姿勢 （Ac：Attitude of self control） 

  自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢 
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第1章 プロジェクト戦略マネジメント 
 

概要 

プロジェクト戦略マネジメントは、企業（公共団体、非営利団体を含む）戦略とプロジ

ェクトの関係を明確にし、プロジェクト活動を効果的に企業の価値創造に導入する仕組み

である。そこには２つの大きな仕組みが必要であり、その仕組みの構築こそがプロジェク

ト戦略マネジメントの実現につながる。一つはプロジェクトを効果的に遂行するための企

業としてのプロジェクト環境整備の仕組みであり、もう一つは企業としてのプロジェクト

成果を 大化させるためにプロジェクトを取捨選択したり、プロジェクトへの資源優先配

分を行ったりするプロジェクトガバナンス（統治）の仕組みである。 

企業として実施すべきプロジェクトの選択を誤ると、たとえプロジェクトの目標を達成

したとしても、企業としての成功には結びつかない1)。プロジェクトの成功が企業価値の破

壊につながることさえあり得る。企業にとってプロジェクトの選択は投資そのものであり、

投資以上の価値を生むプロジェクトの選択が重要である。正しいプロジェクトの選択を行

うためには、企業価値創造の方向性を示した企業ビジョン、それを実現するための具体的

な企業戦略が示されなくてはならない。逆にビジョンと戦略がプロジェクト選定における

基準になり得る。 

                                                  
1）プロジェクトリスクが業績に与える影響について、あるハイテク企業の例をとって説明する。そのハイテク企業の開

発部門に対して、競争力強化と利益率向上のためにトップからソフトウエア開発のコストを１年間で 10％削減する指

示が出され、その開発部門で様々な検討が行われたが、1 年間で 10％の開発コスト削減は不可能であるという結

論に至った。しかし、コスト増大の要因を調べると、いくつかの問題のあるプロジェクトに起因していることが明らかに

なり、またそれらが受注段階で吟味が不十分であったこともわかった。そこで、営業部門と共同で、受注におけるリ

スクの検討を徹底し、同種のプロジェクトの受注を極力抑えたところ、１年間で 10％以上のソフト開発のコストの削減

で達成することができた。 
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図 4-1-1 プロジェクト戦略マネジメント概要 

また、プロジェクトの目的が多様化してきている現在、プロジェクトの選択を短期的な

プロジェクトの利益の視点だけで選択することは危険である。企業にとって技術力の向上

や顧客との関係性の強化など、長期的な視点で企業価値に貢献する目的も存在しており、

短期的および長期的な側面からの選択が必要である。企業では複数のプロジェクトが同時

に遂行されているが、プロジェクトへの人的および資金的な投資は、それぞれの投資効果

を考慮して優先順位をつけなければならない。効果的な投資を行うには、プロジェクトの

もつリスクと価値を吟味し相対比較を行い、その中で優先順位を決め、優先順位に応じた

投資配分を行うことが重要である。 

これらプロジェクト選択を効果的に行う手法として、プロジェクトポートフォリオなど

の手法が、一般的に利用されるようになってきている。 

企業のプロジェクト実施環境の良し悪しは、プロジェクトの成果に大きな影響を及ぼす。

プロジェクトが成果をあげやすい環境で行われているかどうか、また、その環境が充分整

備できているかどうかは、企業の競争力にも直結する2）。特に、企業のもつプロセス、組織

                                                  
2）製薬業界では新薬の開発競争が激化しているが、欧米のグローバル企業における新薬開発期間の平均は約 5.7
年となっている。しかし、企業間の開発スピードにはバラツキがあり、 短で開発する企業は約 4 年となっている。こ

の開発スピードの差は企業におけるプロジェクトの推進環境が違うために発生しており、日本企業の開発期間は７

～８年とグローバル企業に比べても長く、プロジェクト成果を獲得する上で遅れを取っている。逆に自動車業界にお

いては、日本企業の製品開発スピードは欧米企業に比べて早く、開発スピードにおいて優位性を保っている。 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・ 企業ビジョンに基づいたプロジェクト戦略立案
・ バランスの取れたプロジェクト選択と優先順位付け
・ 複数プロジェクトの関係性の 大化によるシナジー効果の創出
・ プロジェクト結果を 大化する企業の仕組みの追求
・ 企業の社会的責任(CSR)

環境変化
制約条件

・ 企業活動の中心となる業界でのビジネス環境とその変化
・ コストダウン圧力とTime to Marketの短縮
・ 限られた企業体力（資金、人材、技術）

・プロジェクト価値創造の仕
組みの仕組み作り

・プロジェクト間シナジーの
大化

・プロジェクト投資の 適化
・ビジネスリスクの排除
・企業の継続性の実現

・プロジェクト活動基盤及び
構造基盤の整備

・戦略的プロジェクト評価シ
ステムの活用
プロジェクトポートフォリオ
リアルオプション

・意思決定システムの整備
・CSRの遵守

・プロジェクト価値 大化
・プロジェクト競争力向上

スピード向上
コスト削減
品質向上
顧客満足度の向上

・知的資産の蓄積
・Win-Winの関係構築

・ プロセス効果指標データ
・ プロジェクト効果指標データ
・ マーケットデータ

知識
データベース
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構成、ファイナンス、ナレッジなどの各領域（domain）における環境は、プロジェクトの

遂行を大きく左右する。 

またプロジェクトの領域では、プロジェクトの上位にあるプログラム、そして下位にあ

るタスクとの関係性が、企業として整合性をもって設計されているかどうかも、プロジェ

クトの成果に大きく影響する。プログラムにおいてプロジェクトの関係性をうまく利用し3)、

一つのプロジェクトで得られた成果を他のプロジェクトに生かし、相乗効果をあげるよう

な取り組みは今後ますます重要になってくる。 

近年は企業の社会的責任（CSR: Corporate Social Responsibility)への関心が高まり、企

業の継続性を維持するためにも CSR への配慮は不可欠となってきている。プロジェクトに

よる戦略実現を考える上においても CSR の影響は大きくなってきており、プロジェクト選

択における意思決定やプロジェクト遂行における対応など、様々な形でプロジェクトに対

して影響を与えるようになってきている。 

 

1. プロジェクト基盤システム 

プロジェクト基盤システムは、プロジェクトを企業活動の中心と位置づけるプロジェク

ト化企業（Projectized Enterprise）が必要とする新しい企業モデルの枠組みを示すもので

ある。プロジェクト基盤システムは、企業戦略を効果的に達成するためのモデルであり、

活動基盤のドメインと構造基盤のドメインに分かれる。活動基盤はプロジェクト活動にか

かわるプロジェクトドメインとプロジェクト活動以外の活動としてとらえられるオペレー

ションドメインの２つに定義することができる。また、構造基盤はプロセスドメイン、組

織ドメイン、ファイナンシャルドメイン、ナレッジドメインの４つから構成されているが、

それぞれのドメインは複雑に関係し合い、影響し合っている。 

 

 

 

 

 

 

                                                  
3)自動車業界では、プロジェクトの関係性をうまく利用して新車開発のスピードアップとコストダウンを実現している。

それは共通部品を取り入れた開発モデルである。たとえば、自動車のシャーシを複数の車種で共有することによっ

て、シャーシの開発コストを削減するだけでなく、開発が不要になった分の迅速化が可能となる。 
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図 4-1-2  プロジェクト基盤システム 

1.1. プロジェクトドメイン 

プロジェクトの特性として有期性と独自性があり、唯一無二のものとしてとらえられる

が、企業におけるプロジェクトは類似性と関連性をもっており、その特徴を生かすことは、

企業の競争力を向上させることに直結する。たとえば自動車業界における開発プロジェク

トでは、プロジェクトの成果物に焦点をあて、類似性・関連性を 大限に利用してプロジ

ェクト規模の大幅な削減を行い、効率化を図っている。戦略的な部品共有化の動きなどが

この典型的な例であり、部品共有化により、プロジェクトの所要工数は大幅に軽減され、

さらに共有化された部品の品質も確保され信頼性も増し、企業競争力の向上に大きく貢献

している。 

プロジェクトドメインはプロジェクトの関連性に着目して、企業戦略を効果的に実現す

るための枠組みを提供するものである。プロジェクトドメインは、長期的な目的をもった

活動であるプログラム、具体的な成果を出す活動であるプロジェクト、そして作業すべき

ことが明確に定義できるタスクから成り立っている。 

1.1.1. プログラム 

プログラムとは戦略を実現するための長期的な活動であり［3］、プログラムの中には複数

のプロジェクトが含まれる。プログラムを正しく認識し定義することによって、個々のプ

ロジェクトが相互関連性なく運用される場合には決して生まれない利益を、効果的に生み

出すことが可能となる。 
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プログラムの領域は広範囲にわたり、新規ビジネスの立ち上げ、企業の生産性を飛躍的

に改善させるための活動である BPR（ビジネスプロセスリエンジニアリング）、事業の運

営なども含まれる。ただし、目的やスコープが明確なプロジェクトが、複数のサブプロジ

ェクトに分割され実施・運営される場合はプログラムとして定義すべきではない。なぜな

らプログラムはスコープを定義しにくいものであり、目的も漠然としているからである。 

プログラムの範囲をどのように定義するかは、注意する必要がある。狭く定義した場合

は複数のプログラムが存在することとなり、プログラム間のインターフェイスの問題が発

生する。また、個々のプログラムができることも限定されることになり、戦略を実現する

ための方策も限定される可能性が大きくなる。一方、定義が広すぎるとプログラムのコン

トロールが難しくなり、効果を出すまでに多大の労力と時間を要する可能性が出てくる。 

プログラム間のインターフェイスを減らし、コントロールしやすくするために、以下の

内容のいずれかを共有するプロジェクト群を同一プログラムとして定義する場合が多い。 

• 共通の達成目的をもったもの 

• 資源やスキルタイプを共有する可能性が大きなもの 

• 技術の内容が近いもの 

• 対象となる市場や製品が類似しているもの 

• 契約者が同一なもの 

プログラムの例としては、以下のようなものをあげることができる。 

• 業務革新によって、現状の製品開発期間３年を 1.5 年に短縮する。 

• 目標のビジネス領域で、複数の新製品を出し、今後５年以内に売上 200 億円を達成す

る。 

• 新たなビジネスモデルによって、３年以内に既存マーケットのシェアを 30％まで拡大

する。 

プログラムマネジメントの真骨頂は、経営的な視点からプロジェクト活動を制御、統制

し、いかに企業のもてる経営資源（投資）で 大限の成果（利益）を上げるかという点に

ある。プログラムマネジメントの視点が欠落すると、プロジェクトは無秩序に受注（発生）

され、企業のもつ経営資源は漠然と消費され、企業の目的が達成しにくくなる。したがっ

て、マルチプロジェクト環境にある組織では、 大限の成果を生み出すためには、プログ

ラムマネジメントの認識とその定義が必須である。プログラムマネジメントを行うにあた

っては、次の内容を定義することが重要である。 

• プロジェクトの取捨選択 

• プロジェクトの優先順位設定 



 111 

• プロジェクト間の調整 

• プロジェクト間の統合 

1.1.2. プロジェクト 

ここでのプロジェクトの位置づけは、プログラムと深い関連をもった具体的な成果を出

すための活動と定義することができる。プロジェクトは、プログラムの目的に照らし合わ

せ、取捨選択されるべきものである。プロジェクトで達成すべき成果の内容は、プログラ

ムの目標からブレイクダウンされ特定される場合もあるが、外部の要求により発生し、そ

の内容がプログラムの目的に合致しているか、チェックされてから特定される場合もある。

プロジェクトは、プログラムの一構成要素として定義できるものであり、他のプロジェク

トとの関係を明確にする必要がある。プロジェクトにおいては、以下の内容が把握されな

ければならない。 

• 共有する成果物 

• 共有する資源（ひと、材料、設備、協力会社等） 

• 共有する情報 

• 共有する技術 

• 関係するプロジェクト 

• プロジェクトの優先順位 

1.1.3. タスク 

タスクは作業分解構造（Work Breakdown Structure＝WBS）によってブレイクダウン

され定義されるが、プロジェクトドメインにおける 大の目的は、いかに企業レベルでタ

スクを合理化するかにある。したがってタスクは個々に扱わず、以下の視点でグループと

して扱う必要がある。 

• タスクをなくすことはできないか 

• タスクを共通化し、統合化することはできないか 

• タスクを標準化することはできないか 

プロジェクトの目的を達成するプロセスで、タスクは定義されるが、タスクが増えれば

増えるほど作業ボリュームも増え、プロジェクトのリスクも増えることになる。プロジェ

クトマネジメントにおいて、プロジェクトの目的をいかに少ない作業で達成するかは重要

である。なぜなら、作業量が減ればスピード化は上がり、コストは下がり、品質は向上し、

マネジメントも容易となり、結果的に企業競争力の向上に貢献することになるからである。 

しかし、単純にタスクをなくしてしまっては、プロジェクトの目的が達成できなくなっ

てしまう。タスクを削減するには、他のプロジェクトで利用されたものを再利用するか、
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複数のプロジェクトで共有することが効果的である。だが、タスクは偶然にはなくならな

い。企業レベルでタスクの共有化が実現して初めて、それが可能となる。そのためには、

プロジェクトの成果物や作業の構成を分解して整理し、共通化・共有化できるようなもの

を探し、より大きな効果が得られるように再利用を想定し、計画的に行わなくてはならな

い。 

この考え方は単一のプロジェクトの中でも適用でき、タスクの削減・共有化は効果があ

る。プロジェクトの中で繰り返し発生する作業や、共有できる成果物を特定し、事前の準

備作業によって再利用を可能にすれば、繰り返し発生する作業は軽減され効率も向上し、

同時に品質も向上する。タスクの共通性を認識し、その性質を利用することはプロジェク

トに大きな貢献をもたらす。 

プロジェクトでは、標準化すべきタスクと標準化すべきでないタスクが混在しているが、

それらを同様に扱ってはならない。標準化すべきタスクとは、標準化し合理化することに

よってタスクの品質、生産性を向上できるものである。標準化すべきでないタスクとは、

合理化コストが合理化効果を上回るか、創意工夫を必要とし、プロジェクトの差別化に大

きく貢献するものである。 

企業がある業界に属して仕事をしている以上、類似したプロジェクトを何度も行ってい

るのが普通である。このような場合、たとえ成果物の内容がまったく違っていても、標準

化できるタスクは多いものである。標準化されたタスクとは過去のプロジェクトの経験が

生かされた、成熟性の高い作業ととらえることができる。したがって、標準的なタスクを

つくり出すことは、企業レベルでプロジェクト成果物の質を著しく向上させることに等し

い。そして、標準化されたタスクは内容や実施すべき作業が規定され、品質レベルも計測

可能となり、コミュニケーションを図るうえでも有効である。また標準化されたタスクは

比較がしやすくなり、プロジェクト間の同一タスクの実績比較は、タスクの合理化を行う

うえで有効な情報を提供してくれる。 

 

1.2. プロセスドメイン 

企業にはそれぞれ異なるプロセスが存在しており、企業が異なればプロジェクトは異な

るプロセスを通して実施されることになる。しかし、プロセスの良し悪しはプロジェクト

のコスト、納期、品質に大きく影響を与え、プロジェクトの成功と失敗を決定づける重要

な要因にもなっている。 

同じ業界に属しながらも個々の企業が異なるプロセスをもつ理由は、企業のもつ歴史、

価値観、ビジョン、人員構成、技術、スキル、経験、さらには企業の置かれた環境がそれ
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ぞれ異なるためである。そしてプロセスには、常にこれがベストであるというものは存在

しない。現時点では、他との比較においてベターなだけであって、それが将来にわたって

ベターでありつづける保証はない。なぜなら企業の置かれているビジネス環境は常に変化

し、同様に人員構成、要求技術、要求スキルなども、ビジネス環境とともに変化し続ける

からである。 

したがって、よりよいプロセスを保有するには、ビジネス環境を理解したうえで 適な

プロセスを設計し、構築する必要がある。プロセスドメインは、プロジェクトの成果物を

特定し、つくり出すための手順を論理的に示すプロジェクトワークプロセス、そして成果

物が混乱のないように期待されたコスト、納期、品質に導くためのマネジメントサイクル

から成り立つ。 

図 4-1-3 企業プロセスの良し悪しと期待されるアウトプット 

1.2.1. プロジェクトワークプロセス 

プロジェクトワークプロセスは、技術的な観点からプロジェクトの成果物を作成するた

めの手順を規定したプロセスであり、成果物の対象によって大きく異なる。したがって、

業界ごとにプロジェクトワークプロセスの内容は違ったものとなってくる。 

また、プロダクトライフサイクルのどの部分を企業としてビジネスの対象としているの

かによって、扱うプロジェクトワークプロセスは異なってくる。さらに、プロジェクトを

所有し投資している立場なのか、プロジェクトを受注し請け負う立場なのかによっても、

プロジェクトワークプロセスの内容は異なってくる。プロジェクトワークプロセスについ

ては、第８章 情報マネジメントを参照。 
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図 4-1-4 プロジェクトワークプロセスの例［4］ 

1.2.2. マネジメントサイクル 

マネジメントサイクルとは、プロジェクトワークプロセスと密接な関係をもった調整・

コントロールを行う一連のプロセスであり、プロジェクトワークプロセスがより効果的に

遂行されるように設計されなくてはならない。そのためには、マネジメントサイクルはプ

ロジェクトワークプロセスの特徴を理解し、有機的に組み込まれ、効果が発揮できるよう

に機能するものでなくてはならない。 

マネジメントサイクルの目的は、プロジェクトを円滑に問題なく遂行できるようにする

ことにあり、そのためにはプロジェクトを問題なく進めるための準備のプロセスや、問題

が発生した場合に合理的に解決し、決定するような調整、意思決定プロセスなどを定義し

なくてはならない。 

プロセスドメインにおけるマネジメントサイクルの特徴は、単一プロジェクトのマネジ

メントサイクルだけに焦点を当てないことにある。企業においては複数のプロジェクトが

同時並行して実施されており、企業のもつ資源は競合状態にある。そのためにも、マネジ

メントサイクルでは企業全体の 適化を考慮した資源配分と、コントロールが可能なプロ

セスを定義することが必要となる。プロジェクトドメインにおける以下の 2 つのマネジメ
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ントサイクルの定義を明らかにし、各プロセスの役割と責任も明確にする。 

• プログラムマネジメントサイクル 

• プロジェクトマネジメントサイクル 

プログラムマネジメントサイクルとは、「第 3 部 プログラムマネジメントのステップ」

に示すように、同一使命達成のために実行される複数のプロジェクトを統合的にマネジメ

ントするための一連のプロセスであり、プロジェクトの取捨選択、優先順位づけ、プロジ

ェクト間の調整など、プロジェクトの枠を超えた意思決定を行うためのプロセスから成り

立つ。 

プロジェクトマネジメントサイクルとは、与えられた目標を達成するためのマネジメン

ト的な作業や意思決定を行う一連のプロセスで、プロジェクトのライフサイクルを通じて

発生する多くの問題を合理的に解決するためのプロセスでもある。 

 

1.3. 組織ドメイン 

企業がどの組織構造を採用するのかは、企業戦略と密接に関係している。企業がねらう

戦略を効率よく遂行するためには、戦略を達成するに適した組織構造が必要となる。企業

戦略の達成は企業の所有する複数のプロジェクトを実施することによって成し遂げられる

が、そのプロジェクトを効率よく実施できる組織構造が企業戦略に合致した組織構造とな

る。 

プロジェクトの特徴や性格、さらにプロジェクトの求めるスキルなども考慮に入れて組

織は設計される必要がある。さらには、すべて自社で完結するのではなく、自社の弱い部

分は外部から補うことも視野に入れ、柔軟性をもたせた組織構造も必要である。組織ドメ

インは、戦略を実現するための組織の事業構成、機能構成から成り立っている。 
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図 4-1-5 組織ドメイン 

1.3.1. 事業構成 

組織ドメインの 上位は事業構成である。企業戦略を効率的に達成するために、手段と

して組織が構成されている以上、企業戦略を達成する組織体の構成を設計する必要がある。

企業戦略をどのように分割し、それをどのような体制で分担するかによって、組織構成の

枠組みが決定される。 

企業は通常、マネジメントの観点から業務を効率的に運営できる管理単位として事業部

組織を構成しているが、必ずしも事業部組織は戦略を策定し、実施する単位として適して

いるとは言えない。戦略を効率的に実施するためには、戦略の内容と大きさに合致した組

織グループを構成し、その組織グループで実施していくことが理想的である。戦略的事業

単位（Strategic Business Unit＝SBU）は、与えられた戦略事業を実行するミッションを

もった組織体であり、多くの企業で採用されている。SBU は複数の事業部を戦略的観点か

ら束ねて一つのかたまりとしているが、異なる階層で束ねられることもある。 

SBU では、事業戦略の遂行とその目的を達成するために、独自の開発部門、製造部門、

販売部門、企画部門などをもつことが望ましいが、戦略上それほど重要でない部門、ある

いは共通化するほうが企業としてトータルメリットを出しやすい場合は、複数の SBU で共

有する場合もある。さらに SBU の発展型として、商品群や対象市場ごとに分社化し、投資

や戦略に対する意思決定を大幅に権限委譲し、事業のスピード化を目指すカンパニー制が

存在する。 
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今日の組織ドメインでは、SBU や事業部制の形態はとりながらも、より戦略の効果的な

実現を目指すために、プロジェクトを軸とした戦略組織をかたちづくる傾向が強くなって

きている。プロジェクトの意思決定はプロジェクトの責任者であるプロジェクトマネジャ

ーに権限委譲され、スピーディな対応を取れるようにし、プロジェクトマネジャーは組織

全体の意思決定に近いトップへのパス（伝達手段、ルート）をもちながら運営する。また、

通常のオペレーション業務や人材育成などの組織の長期的なミッションはライン組織に委

ねられるという形態である。 

1.3.2. 機能構成 

事業の中には複数の部門が存在し、戦略を実施する具体的な役割を果たすことになる。

それぞれの部門は異なる機能をもち、役割を担うが、その各部門の機能的な構成と役割を

決めるために以下の６つの要素を考慮する必要がある。 

① 専門化…………………どこまでタスクを細分化し職務とするか 

② グループ化……………どのような基盤に基づいて職務を分けるか 

③ 指揮命令系統…………各個人やグループはだれに報告するか 

④ マネジメント範囲……マネジャーが効率的に指揮できる人員は何人か 

⑤ 集権化・分権化………意思決定はだれが行うか 

⑥ 公式化…………………従業員やマネジャーに対して、どの程度の規則・規制を課すか 

専門化の本質は、目的を成し遂げるための分業の程度を決定づけるものであり、必要と

するスキルの範囲を決定づけるものでもある。企業の扱うプロジェクトの業務を細分化し、

適正な単位で専門化することが重要である。 

グループ化の利点は、同一スキルの人材を集め知識の交流を促進させることで、企業の

もつスキルレベルを向上させることにある。スキルレベルの向上は、企業における長期的

な競争力に貢献できるが、逆に過度のグループ化は部分 適の傾向を促進し、プロジェク

トの目的達成に障害となる。 

指揮命令系統は組織の権限の所在を明確にするものである。階層的な組織の指揮命令系

統と組織横断的なプロジェクトの指揮命令系統は、対立する構図にある。その中間に位置

するマトリクス組織では、両方の指揮命令系統が存在することになる。指揮命令系統をど

のように設計するかによって、プロジェクトのアウトプットは大きく異なってくる。 

マネジメント範囲とは、一人の人間がマネジメントできる人間の数であるが、範囲が少

なすぎると間接コストが増大し、逆に範囲を大きくしすぎると、上司が部下にとって必要

なリーダーシップやサポートを提供できなくなり、逆に業績が低下してしまう。現在は、

情報を共有化し、各人がマネジメントの教育を受けることによって的確な判断ができるよ
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うにし、マネジメント範囲を広げる傾向にある。 

集権化された組織では、判断の多くはトップマネジメントによってなされ、分権化され

た組織での判断は、現場に近い場所でなされる。現代ではプロジェクトのミッションや戦

略をだれもが共有することによって分権化し、判断スピードと判断の質を向上させる組織

が増えてきている。 

組織における公式化は、職務のルール化の程度を示す。ルール化された職務はあまり考

えなくとも、決められたインプットとアウトプットが可能なように整備されている。過度

のルール化は、個人の自由を奪い能動的な行動を阻害するが、無秩序は混乱を生み、組織

の生産性を著しく低減させる。プロジェクトの効率的な推進を実現するためには、何をど

こまで公式化するかを決める必要がある。 

 

1.4. ファイナンシャルドメイン 

利益の創造は、あらゆる企業に与えられた基本的な課題である。利益が生まれて初めて

企業は存続でき、企業の理念も達成できる。利益の創造は企業がクリアすべき 低限のハ

ードルでもある。ファイナンシャルドメインはお金の観点から見た、企業価値を 大化す

る仕組みを意味する。企業にとって、ファイナンスは、人でたとえると血液の循環を促す

機能に相当する。企業戦略の中で、企業がどのように事業利益を生み出すかを計画するこ

とは、どのようなプロジェクトを選択し、そのためにどのような投資をしなくてはならな

いかを決定づける要素となる。また、企業価値の定義において、ファイナンシャルドメイ

ンは以下の２つの要素を考慮する。 

1.4.1. 企業価値 

ファイナンシャルドメインの上位概念は企業価値である。通常、企業戦略は企業価値を

大化するための具体的な方針を示しており、企業価値の 大化は、どの企業戦略におい

ても共通する課題である。企業価値には、企業が活動を続けていくことを前提とする継続

価値（Going-concern Value）と、解散する場合の清算価値（Liquidation Value）の２つ

が考えられるが、ファイナンシャルドメインでは、企業が継続して価値を高めることを前

提とした継続価値を基本とする。この考えに基づけば、企業価値とは企業が将来的に生み

出すキャッシュフローの現在における価値、つまり現在価値が企業価値とも言える。 

キャッシュフローは、企業で実際に出入りする現金の額を示す。損益計算上の利益（会

計上の利益）として計上されていても、売上の回収ができないような不良債権であればキ

ャッシュとしてはみなされない。企業は 終的に売上を現金（キャッシュ）にして初めて

利益を生み出すことができる。そして、そのキャッシュを新たな投資に回すことが可能と
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なり、さらなる企業価値の向上に利用することができる。 

図 4-1-6 企業価値 

(1) 将来的な企業価値 

まず将来的な企業価値とは、現在の企業の収益性や株価だけでなく、開発投資している

さまざまなプロジェクトの将来性を含めて試算される企業価値である。したがって、将来

的な企業価値は、単純に財務指標から読み取ることは困難であり、将来的に予想される企

業のキャッシュフローや、資本コストなどを考慮して算定される必要がある。 

その企業価値をどのように計測するかは課題であり、これまで損益計算書（Profit and 

Loss＝PL）、貸借対照表（Balance Sheet＝BS）、株価純資産倍率（Price Book Value Ratio

＝PBR）、株価収益率（Price Earnings Ratio＝PER）または株主資本利益率（Return on 

Equity＝ROE）などのさまざまな指標が登場してきたが、どれも現状または過去の企業価

値を計測するにとどまり、企業の将来的な価値まで含めた価値を計測するには適していな

い。近年、経済付加価値＊の概念が広がるにつれて、経済付加価値が企業の将来的な価値

を計測する指標として受け入れられ、定着し始めている。 

(2) 知的資産を含めた企業価値 

次に知的資産とは「ブランド力」「世界的なグローバルネットワーク」「優良な顧客リ

スト」など会計的な尺度では計算できないが、市場価値として認識される企業価値である。

知的資産は企業競争力の源泉でもあり、差別化の要因でもあり、企業の付加価値を向上さ

せるプレミアム的な要素でもある。知的資産の増加は企業価値の増加に直結する。知的資

産は企業に従事する人々が知識レベルを向上させ、人員が増えることによって増加するも

のである。しかし、企業従事者が辞めたり、退職したりすることによって知的負債ともな

り得る側面ももっている。 

企業価値は知的資産と会計的資産の総和で決定され、近年は知的資産の価値のウエイト

知的資産

会計的資産

知的負債

知的資本

会計的負債

資本金

剰余金

企業価値
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が大きくなる傾向がある。しかし、一方で知的資産の算出は困難であり、容易に試算でき

ない。資産を増加し、良好なバランスシートをつくり上げるためには、投資が必要であり、

また投資を行うための資金調達が必要となる。ファイナンシャルドメインは企業の資産を

増やすための仕組みとして、企業価値、投資、資金調達の３つから構成されている。 

1.4.2. プロジェクト投資 

投資には金銭的な投資だけでなく、企業の所有する人的投資、知的投資もすべて含まれ

る。企業のキャッシュフローの増加は、自然発生的には起こらない。必ず何らかの投資活

動が発生して初めてキャッシュフローの変化が発生する。 

投資はプロジェクト発生の原点である。プロジェクト投資は、プロジェクトの成果とし

て収益が確保されることによって、投資回収を行う行為である。プロジェクト投資は、プ

ロジェクト活動に直接的・間接的に関与することが可能であり、ある程度プロジェクト活

動に対するコントロール権限をもった投資活動でもある。 

また、プロジェクトのとらえ方に対しては、プロジェクトの発注側（事業投資側）の視

点と、プロジェクト受注側の視点が考えられる。基本的にファイナンシャルドメインから

見れば図 4-1-7 のように立場の違いだけで、プロジェクトはどちらでも投資対象として扱わ

れる。ともに、投資の期間が存在し、投資回収の期間が存在する。違いは投資のフェーズ

と投資回収のフェーズが異なることと、投資回収先が異なるだけである。 

図 4-1-7 プロジェクト投資 

 

発
注
企
業

受
注
企
業

受注活動 プロジェクト実施 オペレーション

プロジェクト実行投資
（資本、負債）

事業運用投資
（資本、負債、ＰＦ）

プロジェクト活動投資
（資本、負債、ＰＦ）

プロジェクト受注投資
（資本、負債）

投資期間 回収期間

投資期間 回収期間

ＰＦ：Project Finance

投資とプロジェクトの関係
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1.4.3. 資金調達 

企業を健全に運営していくには資金が必要である。企業がすべてのプロジェクトに潤沢

な資金を供給できることはまれである。資金的な制限はプロジェクトに大きな影響を与え、

場合によってはプロジェクトの埋没、中断、縮小などを決定づける要素にもなる。企業が

プロジェクト資金をどのように調達していくかは、ファイナンス戦略上重要な課題でもあ

る。 

一般的にプロジェクトにおける資金調達の方法として、以下の 3 つが考えられる。 

(1) 負債（debt） 

負債は企業が株主以外の外部者に対して負う債務の総称であり、外部資本とも呼ばれる。

負債には、社債やコマーシャルペーパー（CP）を発行することにより市場から直接資金調

達する直接金融と、金融機関から借り入れる間接金融が存在する。直接金融の長所は、信

用力の高い企業の場合、金融機関からの借り入れと比べて低コストで資金が調達できる点

にある。しかし、欠点は資金の調達可能性（アベイラビリティ）に関するリスクが伴うこ

とである。投資家が企業に対してリスクを感じた場合に、資金を供給してくれなくなる可

能性が高く、必要な時に必要な資金を確保できない恐れもある。 

(2) 株主資本（equity） 

株主資本は資本金、法廷準備金、余剰金（内部留保）を含み、株主に帰属する持分であ

る。いったん調達された株主資本は、企業が存続するかぎり原則的に返済されることはな

い。企業が倒産した場合には、負債の返済が優先される。株主に対しては配当というかた

ちで利益還元されるが、負債の対価としての金利に対し、企業は業績に応じて株主への配

当額を決定できる。 

(3) プロジェクトファイナンス 

プロジェクトファイナンスは、特定のプロジェクトの有形、無形の資産を担保に入れ、

当該プロジェクトが生み出すキャッシュフローのみを返済源とするファイナンス方法であ

る。プロジェクトファイナンスマネジメントの詳細は第２章による。 

 

1.5. ナレッジドメイン 

情報技術の利用はプロジェクト、組織、プロセスのあり方を変化させ、新しいプロジェ

クト環境を創出するようになってきている。また、情報技術によって蓄えられたデータは

企業運営のために重要な情報を提供し、さらには企業にとって貴重な知識として、企業価

値の増大化に大きく貢献するようになってきている。ナレッジドメインをどのように組み

立てるかは、今後の企業競争力を大きく決定づける要素になり、プロジェクトの成果は情
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報技術活用の巧拙で大きく差がつくようになってくる。 

ナレッジドメインの究極的な目的は、企業戦略を実現するために企業としてのコアコン

ピテンスの量と質を高めることである。なぜなら、企業が提供するサービスや作り出す製

品は、企業の所有するコアコンピテンスの複合的な組み合わせによって生み出されたもの

に過ぎず、企業はコアコンピテンスを必要としないビジネスや製品は作り出せないからで

ある。また、コアコンピテンスは利用すればするほど質も内容も向上し、成長していくも

のであり、 終的には企業競争力を向上させる要素となる。 

つまり、ナレッジドメインは、コアコンピテンスを増加させるための知識化、そして知

識を増大させるために必要な情報化、そして情報をつくり出すためのデータ化の連携から

成り立っている。 

1.5.1. 知識化 

知的資産の増加は、企業価値も増加させる。知識が情報技術を通して情報化され、だれ

もが目に見えるかたちで具体化され、提供されることによって知識は組織共有の知的資産

として定量化できる存在となり、知的資産の安定化にも貢献することになる。さらに、情

報技術を用いた知識の共有化は、他の人が組織に存在する知識を簡単に活用できる状況を

つくり出し、各個人が既存の知識を利用して新しい知識を生み出すシナジー的な効果を生

むことにもなる。戦略的な情報技術の利用は、競争での優位を確立するための企業のコア

コンピテンスに関わる分野で行われなくてはならない。 

1.5.2. 情報化 

情報化とはある目的を果たすために、収集されたデータを整理・加工し、メッセージと

して伝える作業として位置づけることができる。情報化によって企業のさまざまな活動が

分析され、作業を行うために必要なデータに新たな付加価値が生まれてくる。情報化はデ

ータを有効に活用するための手段であり、さまざまな意思決定を促す素材を作成する活動

でもある。情報によって得られる素材の良し悪しは、意思決定の良し悪しにも直結し、組

織としての判断の質に大きな影響を与える。プロジェクトの中では、あらゆる局面におい

てトレードオフが発生し、その度にプロジェクトマネジャーは意思決定を迫られることに

なる。本人のマネジメントの資質を除外すれば、正しい意思決定ができるかどうかは、情

報の精度と質に大きく左右される。 

1.5.3. データ化 

企業活動を行っていくにはデータが不可欠である。金銭のやり取り、商品のやり取りな

ど、記録されたデータを用いて企業活動が行われているが、企業が扱うデータはさまざま

であり、かつ膨大である。ナレッジドメインの基本はデータ化を行うことにある。データ
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化を行わなければ、情報化も行われず、知識の共有化も図れない。データ化はナレッジド

メインにおいて、情報化、知識化へと連鎖する企業価値向上に貢献する構造的かつ間接的

なメリットがあるが、直接的なメリットとしては、プロジェクトの効率化とスピード化に

も貢献する。 

データの価値を増し、作業の効率化、スピード化を効果的に行うには、データモデルの

構築と標準化を実施する必要がある。やみくもにデータ化を行うのではなく、データ化を

行うことにより効果を発揮できる作業とそうでない作業を分類し、効果の高い作業に焦点

をあてる。また、データは再利用が可能なように、また他の業務との重複が発生しないよ

うに、企業内における望ましいデータモデルを考慮して、かつできるだけ標準化したデー

タ化を実施することが必要である。 

 

1.6. オペレーションドメイン 

プロジェクト活動として定義される業務範囲は業界によって異なるだけでなく、同じ業

界においても異なる。企業活動においてプロジェクト定義をどこまで広げるかは企業の意

思である。一方で、プロジェクト活動と対極にある定常的なルーチン業務が存在するが、

その活動基盤はオペレーションドメインと定義される。オペレーションドメインでは、業

務は価値創造としての位置づけよりも、企業活動が存在する以上定常的に存在する業務と

してとらえられ、そこでは効果以上に効率が支配的となる。しかし、近年は価値創造の定

義が広がるにつれ、従来オペレーションドメインとして定義されていた業務がプロジェク

トとして定義され、プロジェクトドメインの中で定義され扱われるケースが増えてきてい

る。例えば営業活動、研究活動、生産活動などもプロジェクトドメインの中で定義してい

る企業も増えてきている。 

 

2. プロジェクトガバナンス 

 

2.1. プロジェクトの評価 

企業が企業戦略を実現するために、どのようにプロジェクトを取捨選択し、投資するか

は重要な課題である。通常、企業は常に複数のプロジェクトを保有し、企業価値向上のた

めの活動を行っている。どのプロジェクトに、どれだけ財務的な投資と人的な投資を行う

かによって、結果は大きく異なってくる。戦略的プロジェクトの評価システムの原点は企

業価値創造プロセスにおけるリスクマネジメント的な役割を果たしている。 
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2.1.1. プロジェクト投資リスク 

企業価値を高める活動であるプロジェクトに対しては、何らかの投資が必要である。投

資にはリスクがつきまとうものであり、リスクを考慮した投資が必要となってくる。プロ

ジェクトが創造する価値をお金として換算するためには、時間的な概念の中でお金の価値

を認識する必要がある。 

2.1.1.1 投資の種類 

投資は企業の成長や競争力の維持強化と密接に関係しており、その目的によってそれぞ

れの投資の評価尺度が違ってくる。投資は、一般に大きく以下の 4 つに分類される。 

(1) 新規投資 

新規投資は、新たな価値を生み出すものであり、企業の成長の源泉とするものである。

したがって、新たな価値を源泉とする売上や利益を評価して、投資額と比較することによ

り投資評価が可能である。新製品の開発や新店舗の展開などは、すべてこの種類に属する。 

(2) 維持更新投資 

維持更新投資は、現在の競争力を維持するために必要な設備や施設の維持更新や競合他

社と同等の設備・サービスの導入などを行う投資である。この投資は現在の競争力を維持

するために必要な経費と考え、この投資を行わなかった場合の競争力低下による損失を価

値と見なして、投資額と比較するのが望ましい。 

(3) 復旧投資 

復旧投資は、何らかの原因により設備や施設が損傷したり故障したりした場合、原状へ

復帰するための投資であり、この投資自体で投資回収の評価をするのは無理がある。 

(4) 効率化投資 

効率化投資は、効率化によってコスト削減を見込むものである。たとえばシステム投資

により業務の大幅な簡素化を目指すとか、新鋭設備の導入により維持管理コストの削減や

生産時間の短縮を図るとか、生産性の向上などによりコスト削減を目的とするものである。

この種の投資は、削減されたコストと投資額を比較することにより評価できる。 

2.1.1.2 投資案件承認プロセス 

投資は企業にとって重要なビジネス的な意思決定であり、そのプロセスは洗練されてい

なければならない。一般的に、企業内にはそれぞれのレベルで投資に対する承認権限を設

けており、ある一定金額以上の投資になると、より上位のレベルの判断をあおぐ仕組みを

構築している。一方、下位のレベルで判断できる投資権限をあまりに小さくすると、ほと

んどの投資案件がトップの承認を必要とするようになり、意思決定の遅れや社内手続きの

煩雑さから非効率的になり、顧客のニーズに迅速に対応できなくなる。 
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逆に、すべてを下位の決定に委ねてしまうと短期思考に陥り、長期にわたる戦略的な投

資の判断ができなくなり、資金の流出が野放しになる恐れがある。意思決定プロセスの巧

拙は企業競争力に直結する問題であり、企業のビジネス環境に合った投資の意思決定プロ

セスを構築することが重要である。一般に業績のよい時は各レベルにおける承認権限が大

きくなり、業績が悪くなると承認権限を小さくして、企業内の資金需要を制御しているこ

とが多い。 

2.1.1.3 投資収益性の評価 

プロジェクトが投資活動である以上、投資がどのように回収されるかは理解されなくて

はならない。投資収益性の評価方法としては一般に以下の手法が知られている。 

• 回収期間（Payback Period または Simple Payback）法 

• 内部収益率（Internal Rate of Return＝IRR）法 

• DCF 法に基づく正味現在価値（Discount Cash Flow Net Present Value）法 

• リアルオプション（Real Option）法 

• 投下資本利益率（Return on Investment＝ROI）法 

• 株主資本利益率（Return on Equity＝ROE）法  

2.1.1.4 リアルオプション 

リアルオプションとは、不確実性のもとでの金融資産以外の実物資産に対する選択権を

指し、プロジェクトの立ち上げや運用における結合、代替案評価、意思決定において重要

な概念である。 

状況の変化による選択権やマネジメント判断によって、伝統的な DCF 法で計算した価値

よりも現在の資産価値は大きくなると判断できる。したがって、拡張 NPV とも呼ばれてい

る。ここでリアルオプションは、プロジェクト価値のうち将来のオプションから生み出さ

れる部分と定義される。 

プロジェクトのオプション行使には次のような代表的な事例がある。DCF 法では資本コ

ストを上回る利回りでないと、投資に対する意思決定ができず、せっかくの投資機会を見

逃す可能性が高い。オプション行使により投資機会の不確実性に対して、プロジェクトモ

デルの代替案を準備することにより柔軟な対応が可能になる。 

(1) 延期（Option to Postpone） 

不確実性の低下を待って、投資の意思決定を延ばしプロジェクト価値を高める。 

(2) 拡大（Expand Option） 

不確実性が高くても、成長を見越してプロジェクトに 小限投資し、状況を見て拡大す

る。 
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(3) 縮小（Option to Contract） 

初期投資に比べて運営コストが高かったり、環境悪化の場合は規模を縮小する。 

(4) 撤退（Abandon Option） 

事業環境が悪化して、長期的に固定費が償却できない場合はプロジェクトを撤退する。 

(5) 段階（Time to Build Option） 

段階的にプロジェクトを進行させるように工夫しておき、環境が悪化した場合にはプロ

ジェクトの延期、中断、撤退の選択権を行使する。 

(6) 転用（Option to Transfer） 

状況の変化に応じて、資産の転用を図る選択権である。 

(7) 中断（Shut-down & Restart Option） 

市場の変動により、プロジェクト運営で産出される製品やサービス価格が下落して変動

費が収益を圧迫する場合には、回復するまで一時的に中断する。 

(8) 解約（Cancellation Option） 

プロジェクト契約に解約条項をつけておき、環境悪化の場合にリスクを 小限に抑える

選択権である。 

（引用・参考文献［９］を参考に作成） 

2.1.2. ロジェクトポートフォリオ 

多くの企業がプロジェクトを通して企業の収益を実現している以上、許容範囲内のリス

クにおいて、企業が保持するすべてのプロジェクトから得られる価値や収益を 大化する

必要がある。そのためのフレームワークとプロセスを提供する手法としてプロジェクトポ

ートフォリオマネジメントが挙げられる。 

2.1.2.1 ポートフォリオ価値 

プロジェクトポートフォリオは、企業におけるすべてのプロジェクトの相対的な価値と

リスクを映し出す。以下に例示する評価項目に対し各プロジェクトの評価を実施し、複数

の評価項目を組み合わせることによりプロジェクトの相対評価を行っていくことになる。

また、画一化された評価項目は存在せず、各業界・各企業に適した評価項目を選択し客観

的な尺度を構築することが重要である。 

• 企業戦略との適合度、貢献度（プロジェクトと企業戦略との整合度合） 

• 市場規模（プロジェクトがつくり出す製品の販売規模と市場へのインパクトの大きさ） 

• 市場競争力（製品の市場における競争力） 

• 財務的な報酬（プロジェクトによって創出されるキャッシュフローの大きさ） 

• 技術的な革新性（技術的な新しさと、企業に対する技術的な貢献度） 
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• 成功確率（プロジェクトが成功する確率、リスクの大きさ） 

• 開発投資コスト（製品開発を行うまでのプロジェクトへの投資コストの大きさ） 

• 完了までの期間（完了するまでに要する期間） 

• マーケティング等を含めた事業展開費用 

• 環境・社会面における受容性（環境問題や社会的な悪影響を発生させないかどうか） 

• 社内ビジネスプロセス改善に対する貢献度 

• 人材育成からみた貢献度 

• 企業ブランドの向上に対する貢献度 等 

プロジェクトポートフォリオの中でも、 も一般的なものがリスクと収益性の軸を設定

したバブルチャートである。リスクと収益性の軸の取り方は自由であるが、縦軸に技術的

な観点からみたプロジェクト成功確率をとり、横軸にプロジェクトの収益性を NPV で表現

した Strategic Design Group（SDG）モデル［X］が代表的なチャートである。また、バ

ブルの大きさ、色、塗り具合などによってプロジェクト投資金額の大きさ、プロジェクト

進捗度、製品カテゴリーなどを表現する場合もある。ただし、前述の通り評価項目は各企

業でカスタマイズされるべきであり、カスタマイズされた複数の評価項目を動的に組み合

わせつつポートフォリオ価値を確認しなければならない。 

図 4-1-8 のバブルチャートは、製薬企業におけるプロジェクトポートフォリオの例を示し

ているが、リスクと収益のバブルチャートは次の 4 つのゾーンに分類してプロジェクトを

評価することができる。 



 128 

図 4 -1-8 プロジェクトポートフォリオ 

(1) 真珠（Pearl） 

ローリスク・ハイリターンの領域で、付加価値が高く、かつ技術的リスクの少ないプロ

ジェクトが存在している。企業としては好ましいプロジェクトであり投資 優先の領域で

もある。 

(2) バターつきパン（Bread and Butter） 

企業にとって生活の糧となるプロジェクトが多く存在しているゾーンで、ローリスク・

ローリターンのプロジェクトが存在している。付加価値は大きくないが、技術的リスクも

少なく、過去の技術や製品を利用して、改善したり、機能・用途を広げたりするようなプ

ロジェクトが、この領域に入ってくる。 

(3) 牡蠣（Oyster） 

ハイリスク・ハイリターンの領域で、付加価値は高いが、技術的リスクも高く、ブレー

クスルーを必要とするようなプロジェクトが、この領域に入ってくる。しかし、技術的な

ブレークスルーができれば、このプロジェクトは真珠の領域に入ることになる。 

(4) 白象（White Elephant） 

ハイリスク・ローリターンで、この領域には厄介物となっているプロジェクトが入る。

しかし、企業戦略として新しい技術を開発し、他のプロジェクトへの転用などを考える場

合は、意図的にこの領域のプロジェクトをつくり出すこともある。 
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2.1.2.2 プロジェクトポートフォリオマネジメント 

限りある企業リソースの中で企業収益を 大化し得るプロジェクト（投資対象）を選択

するためには、新規プロジェクト（新規案件）だけなく、現在進行中のプロジェクトも含

めポートフォリオ価値を確認し、プロジェクトの取捨選択やプロジェクト間のリソース再

配分といったアクションに関する意志決定を行う必要がある。 

このような意志決定を支援するポートフォリオマネジメントの推進においては、「企業

戦略へのフィードバックパス」と「プロジェクト遂行へのフィードバックパス」という２

つのフィードバックパスを充分に意識しなくてはならない。 

(1) 企業戦略へのフィードバックパス 

予想収益が高くリスクが低くても企業戦略との整合性が薄いプロジェクトを選択しなか

ったり、予想収益が低くリスクが高くても企業戦略との整合性が強く企業戦略実現への貢

献が大きいプロジェクトを積極的に推進したり、プロジェクトの取捨選択には企業戦略と

の整合性も重要なインプットとして考えなくてはならない。また逆に、企業が保持してい

るプロジェクトポートフォリオをインプットとして、企業戦略そのものの軌道修正を行う

ことも合わせて考える必要もでてくる。 

(2) プロジェクト遂行へのフィードバックパス 

遂行段階にあるプロジェクトの進捗状況を可視化する必要があり、各プロジェクトの「ス

ケジュール進捗」「リスク状況」「リソース投下状況」「追加リソースの有無」などに関

する 新状況をポートフォリオに反映した上でポートフォリオマネジメントを推進する必

要がある。また、ポートフォリオマネジメントにおける決定事項（「新規プロジェクトの

開始」「既存プロジェクトの中止・中断」「プロジェクト間でのリソース再配分」など）

が迅速にプロジェクト側にフィードバックされなければならない。 
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図 4-1-9 ポートフォリオマネジメントのフィードバックパス 

次に、企業としてポートフォリオマネジメントを遂行するタイミングを明確化しておく

必要があり、「四半期・半期・年度などの定期開催」「新規プロジェクト立上時」「既存

プロジェクトの大きな状況変化時」などが一般的なタイミングとして考えられる。環境は

変化するものであるということを前提とし、継続的にプロジェクトポートフォリオマネジ

メントを遂行することにより、企業価値 大化のための意志決定がタイミングよく遂行さ

れることになる。また、定期開催については予算管理と密接にリンクさせる必要があり、

年度の枠を越えたプロジェクトポートフォリオマネジメントの結果として年度の予算が策

定されるというスキームを実現することが企業戦略とプロジェクト遂行の適合性を高める

ことに貢献する。 

また、上記プロジェクトポートフォリオマネジメントを実現する上での IT システムの貢

献は大きく、新規プロジェクトの評価結果および各プロジェクトの 新状況をリアルタイ

ムに可視化し得るプロジェクトポートフォリオマネジメントシステムを構築することが意

志決定の迅速化に大きく貢献する。 

 

2.2. プロジェクトシナジー 

限られたリソースの中で 大限の成果を獲得するためには、組織内で保持しているプロ

ジェクト間のシナジーを生み出すことが不可欠である。このプロジェクトシナジーの創出

はプログラムマネジメントにおいての重要なテーマでもあり、ここではプログラムマネジ
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2.2.1. パイプラインマネジメント 

特に製品開発型プロジェクトにおいては、研究開発段階のプロジェクトがプロジェクト

進行とともにある基準に従って篩いにかけられ、製品上市に向けてその数は絞られていく。

業界および研究分野ごとにプロジェクトの成功確率は大きく異なり絞り方も異なってくる

が、研究開発の初期段階から製品上市までに存在する複数のプロジェクトをあたかも管路

（パイプラン）を水が絶え間なく一定して流れるようにマネジメントしていくことは、企

業がプロジェクトによって継続的に価値創造しビジネスを発展するためにも重要なことで

ある。なぜなら、製品によって市場の顧客層をつかんでも、新たな製品を継続的にその顧

客層に提供できなければ、製品が切れたとたんに競合他社がその市場に参入しその顧客層

を奪うこととなり、企業として顧客資産を生かせないビジネス展開を強いられかねない。

顧客層を維持し、製品を継続的に効率よくその顧客層に売り続けるためにもパイプライン

マネジメントは戦略的な重要性を持つ。 

2.2.1.1 研究開発プロジェクトにおけるステージゲートプロセス 

一般的に、研究開発初期段階から製品上市へとシフトしていく中で、その時間経過とと

もに、プロジェクトに関与する人員数（組織数）およびプロジェクトに費やすコストは増

加していく。このため、プロジェクト研究開発の初期段階から製品上市までの期間内で闇

雲にプロジェクトを保持することは、企業のリソースの無駄に繋がってしまう可能性があ

り、研究開発初期段階～製品上市の各段階で保持すべきプロジェクト数は適正化しなけれ

ばならない。このためには研究開発プロジェクトのライフサイクルをいくつかのステージ

に分割し、ステージ別のプロジェクト保持数をコントロールしていくことが必要となる。

また、ステージ移行を判断するゲートプロセスを明確に定義した上で、各ゲートにて様々

な視点からステージ移行可否を判断し、Go/NoGo の意思決定を迅速化することも重要とな

ってくる。 

2.2.1.2 ビジネスドメインの定義 

パイプラインマネジメントを進めていく中で、企業規模に応じたビジネスドメインを構

築することが必要になってくる。例として、医薬産業においては、癌領域、糖尿病領域、

循環器領域、中枢神経領域など疾患領域をビジネスドメインとして定義される場合が多く、

自動車産業においては、大衆車、SUV、高級車、トラック、バスなど車両タイプをビジネ

スドメインとして定義される場合が多い。各企業で定義されたビジネスドメインの中でパ

イプラインマネジメントを推進していくとともに、企業規模を考慮したビジネスドメイン

の取捨選択が重要となってくる。 
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2.2.1.3 各ステージにおけるパイプライン確保 

パイプラインマネジメントの 終ゴールは、各ステージに保持されているプロジェクト

数を 適化していくことである。企業が保持するプロジェクトが製品上市付近に偏り研究

開発初期段階のプロジェクトが枯渇している場合、直近の収益確保への目処は立っている

が中長期的な成長が見込めないという企業状況となる。逆に研究開発初期段階のプロジェ

クトが豊富で製品上市段階のプロジェクトが枯渇している場合、中長期的なビジネス拡大

の希望を持つことが出来るが直近の収益確保が見込めないという企業状況となる。このた

め、研究開発案件の導入・導出および他企業の買収、各ステージを担当している組織の強

化などを推進することにより、適正なパイプライン確保を継続していくことが企業の継続

的成長には不可欠となってくる。 

図 4-1-10 パイプラインマネジメント 

2.2.2. 群開発マネジメント 

自動車産業のように多くの企業が多数の製品ラインを持ち、企業間の競争も激しい環境

においてはプロジェクトによる製品開発は、単に効果だけでなく、高い開発効率性も求め

られるようになる。一つの製品でニーズの異なる顧客や環境に適用できるようにしなくて

はならず、マスカスタマイゼーションによる多品種多量生産は避けて通れない開発環境に

ある。このような環境において、製品種別ごとにプロジェクト体制をとって開発すること

は非効率であり成果を生まない。異なる車種、仕向け、製品タイプに対する多くの開発を

群として一塊にとらえ、その開発群の効率化を追及しながら複数のプロジェクトを同時進
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行させるプログラムマネジメント的手法である群開発マネジメントは重要な手段である。 

この群開発マネジメントを成功させる大きな要因は製品構成要素のモジュール化である。

モジュール化が少なければ、種別ごとの開発ボリュームが増えるが、一方で無理なモジュ

ール化も顧客の要望に応えられず、逆に多大なカスタマイゼーションを発生させる結果と

なってしまう。様々な顧客の要望を考慮した上で、カスタマイゼーションを適正化させる

モジュール化が群開発マネジメントにおいては鍵を握る。 

2.2.2.1 製品構成要素のモジュール化 

モジュール化とは、製品の構成要素をグループ化することであり、各要素間のインター

フェイスを減少させることが可能となり、モジュール内の開発に専念できることになる。

また、共通要素の大きいモジュールにおいて、組織内でその標準化を推進することにより、

製品共通のプラットフォームを構築することに繋がる。プラットフォーム化を進めること

により、一つのモジュールを多数の製品開発に転用することが可能となる。結果として、

これらが製品開発効率を向上することに大きく貢献することになる。 

図 4-1-11 製品構成要素のモジュール化 

図 4-1-12 プラットフォームの製品展開 
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2.2.2.2 群開発における課題 

プラットフォームの標準化が不十分な場合、製品毎に手を加えるべき部分がインターフ

ェイスのみに留まらずプラットフォーム自体の微修正が製品毎に発生することになる。結

果として亜流プラットフォームが組織内に散在することになり品質の確保が難しくなって

しまうケースがある。また、モジュール分割および標準化を進めた結果として、製品開発

プロジェクトに関与するメンバーの 終製品に対する意識が希薄になってしまい、個々プ

ロジェクトへの帰属心低下およびモチベーション低下に繋がってしまうケースも考えられ

る。このような意識低下が製品全体としての開発スピード鈍化、生産性低下、品質低下に

繋がってしまうこともあり、群開発を進めていく上での大きな課題となっている。 

 

2.3. 意志決定とプロジェクト 

ビジネス環境が激しく移り変わる中、プロジェクトの取捨選択の問題は益々重要性を増

している。多くの組織で、各種プロジェクトが組織の能力を超えて実施され、そのために

プロジェクトが混乱し成果が一向に上がらない現状が見かけられる。組織として成果を確

実にするには、戦略の方向性を見極め、組織の実行能力を的確に把握し、その上で戦略に

合ったプロジェクトの取捨選択と優先順位の設定をマネジメントの意思として行うことが 

益々重要となってきている。また、プロジェクトに関する意思決定はある一点でなされ

ているのではなく、意思決定に至るまで多くの人が直接的、間接的に関与することになる。

組織での意思決定は組織があらかじめ整備した意思決定の仕組みを用いて実施されている

ことが多く、意思決定の品質を改善するためには意思決定仕組みを構成する 3 つの要素（「意

志決定プロセス」「意志決定情報」「意志決定評価基準」）を正しく構築する必要がある。 

 

図 4-1-13 意志決定仕組みの構成要素 
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2.3.1. 意志決定プロセス 

ビジネス環境のスピード化が進む中、意思決定においてもスピードが重要となっている。

いかに 適な意思決定をスピーディに実現するかによって、企業の競争力も変わってくる。

そのためには、組織としての意思決定プロセスを明確にし、関係者がそのプロセスに沿っ

てそれぞれの役割を果たすことが必要あり、意思決定を一連のプロセスと捉え、情報収集

から意思決定事項の成果検証までのプロセスを組織として整備することが重要となってく

る。 

図 4-1-14 意志決定プロセス 

2.3.1.1 意志決定会議への準備作業 

意志決定会議への準備の際には、まず意志決定ポイントを明確化すると共に意志決定の

ために必要な情報を収集する必要がある。また、意志決定者に事項を委ねるのではなく、

上申側として様々なオプションを検討し、各オプションに関する Pros/Cons を明確化した

上で推奨案を構築することが重要である。 

2.3.1.2 意志決定会議 

意思決定には正しい選択だけでなく、確実な実行が伴わなくてはならない。そのために

は、高い見識を持って意思決定ができ、同時に意思決定事項に対して実行をコミットでき

る人材の参加が不可欠である。また、要点の絞られた議論と明快な結論を導き出すために

会議がファシリテートされる必要があり、会議体事務局の役割が非常に重要となってくる。

このような意志決定会議体の事務局を PMO が担っているケースもよく見られる。 

2.3.1.3 事後アクション 

意志決定会議にて決定されたアクションを迅速に推進し状況をフォローし、アクション

遂行状況を確実に意志決定者にフィードバックされる必要がある。 
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2.3.2. 意志決定情報 

正しい意思決定を行うには、正しい情報が必要であり、組織として意思決定を行うため

に必要な情報を定義し、それに基づき精度の高い適切な情報を収集・分析し、意思決定を

求めることが重要である。そのためには、意思決定に利用する意思決定ドキュメントを定

義し、その項目ごとに記載する担当とタイミングを決定する必要がありある。無駄なく精

度の高い情報を組織として準備するためにも、意思決定情報整備のプロセスを定義するこ

とが重要となってくる。 

図 4-1-15 意志決定情報 

2.3.3. 意志決定評価基準 

何をベースに意思決定を行うのかは、意思決定の基本である。意思決定参加者が出身部

門の利害にとらわれず、経営的な視点から意思決定を行うためには、会議体における意思

決定の評価基準と意思決定者の価値観の合意を、あらかじめ得ておくことが重要である。

これにより、客観的で合理的な組織としての意思決定が可能となってくる。 

 

2.4. CSR とプロジェクト 

企業は社会の継続性に貢献することを求められ、その中で貢献できる企業だけがその存

続性が保証される。企業がプロジェクト活動によって社会に貢献していると考えれば、プ

ロジェクトは企業の社会的責任(CSR)を果たすための重要な活動としてとらえることがで

き、CSR を尊重したプロジェクトの存在が企業には求められることになる。 

2.4.1. CSR の定義 

CSR(Corporate Social Responsibility)は企業の社会的責任を意味する。持続可能な社会

を目指すためには、行政、民間、非営利団体のみならず、企業も経済だけでなく社会や環
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境などの要素にも責任を持つべきであるという考えのもとに成立した概念である。CSR に

は企業ごとに様々なガイドラインが定められているが、おおむね次の要素を含む、 

• コンプライアンス（法令順守） 

• 適切な企業統治（ガバナンス） 

• 適切な情報開示（ステークホルダーに対する説明責任） 

• 公正な事業、公正な取引 

• 顧客への安全性が高く高品質の製品の提供 

• 雇用の創出・維持 

• 税金の納付 

• 社会貢献 

• 地球環境への配慮 

• サステイナビィリティー（持続可能性）への貢献 

• 安全や健康に配慮した職場環境の確保 

• 人権の尊重、現地能力の開発、人的資本の形成（グローバル企業に求められる要素） 

• 受入国の技術革新能力の発展、受入国への技術・ノウハウの移転への貢献（グローバ

ル企業に求められる要素） 

2.4.2. CSR のプロジェクトに与える影響 

CSR はプロジェクト活動に対しても影響を強く与えるようになってきているが、その影

響の与え方は企業のおかれた環境で異なり、定型的なものは存在しない。その影響を理解

するためにプロジェクトスポンサー企業とプロジェクト遂行企業における事例をとおして

見てみる。 

(1) プロジェクトスポンサー側事例：シェルグループ 

シェルはビジネス原則を、Efficiently （より効率よく）、Effectively（より目的に的確

に）、Responsibly （より高い倫理観を持って）、Profitably （より高い収益を目指して）

に置いており、この枠組みの中で、グローバル企業として各国の権益に配慮し、技術移転

を進めている。シェルは名声（Reputation）を一番大切にしており、プロジェクト開発と

遂行は以下の基準に照らして行われる。 

• プロジェクトの経済性 

• 関連するすべての法律・規則の遵守 

• 公正競争への明確なコンプライアンス 

• ビジネス倫理 

• 政治への不関与 
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• HSE（Health, Safety, Environment）への 大の配慮 

• ローカルコミュニティとの協調 

• オープンコミュニケーション 

シェル には Shell Project Academy があり、これらのポリシーの教育はカリキュラムの

重要な一環である。 

(2) コントラクター/サプライヤー側事例：Emerson Process Management 

エマーソンがプロセス制御・計装システムの大手企業として高い評価を受けているのは

技術力やプロジェクトマネジメント力だけではなく、CSR の一環を成す公正な事業と公正

な取引を担保する、下記のビジネス倫理プログラムにある。本プログラムの誠実な実行の

ために社員に対する集合教育を義務付けるほか、Ethics Online を開設しており、また同社

の代理店に対しても倫理講習を課している。またプログラムの実行で顕著な功績があった

社員には表彰制度を設けている。 

• 当社と取引する（顧客を含めて）すべての企業に利益が生まれる機会を作るよう努め

る。 

• 受注の可能性がないビッド（見積り）を要求してはならない。 

• 顧客要求を満たしてないと考えられるビッドを提出してはならない。 

• 顧客が求めるソリューションを盛り込んでないビッドを提出してはならない。 

• 守れない納期を約束してはならない。 

• プロジェクトスケジュールに影響を与えないのなら、恣意の短納期を強制してはなら

ない。 

• 発注先選定の基準を公表し、それを遵守すること。 

• 一旦ビッドを提出したら、当該案件の営業活動を終える。 

• 顧客に影響を与えることができると言い寄るブローカー（エージェント）を締め出す。 

• ビッド提出後の約定事項があればそれを守る。 

• 衡平な契約条件を追求する。 

• 問題解決には取引先と力を合わせる。 

• 高い倫理遵守行為を行った社員に報いる。 

• 以上のポリシーには Zero Tolerance（例外無し）で臨む。 
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第2章 プロジェクトファイナンスマネジメント 
 

概要 

プロジェクトファイナンスマネジメントとは、プロジェクトの実行に必要な資金調達の

枠組みをつくることを目的としたプロジェクトの管理手法である。プロジェクトは、これ

を実行するために必要な資金拠出の枠組みができて初めて胎動できる。プロジェクトの資

金規模が大きくなる場合、現金で必要となる資金の全てを賄うことは例外的で、第三者か

らの資金の借り入れ（負債、ファイナンス）を前提に資金拠出の枠組みが構築される。プ

ロジェクトの枠組みをつくりながら、同時並行的に効率的な資金拠出の枠組みを考え、全

体を実現性のある仕組みにすることがプロジェクトファイナンスマネジメントの目的にな

る。尚、この枠組みの創出は顧客（発注者）が担うこともあれば、契約者(受注者)が担うこ

ともある。 

この仕組みを確立するうえで、プロジェクトが生み出すキャッシュフローを借り入れの

返済原資とし、単一の主体が債務の返済保証をする考えではなく、プロジェクトを支える

さまざまなステークホルダーが、リスクを分担し、多様な担保を提供し合い、プロジェク

トそのものが債務を支えることを考える。 

そのために、まず基本的な枠組みの構想を考え、その後、この構想を実現するための

適要素を市場から選択する。制約要因を考慮しながら、調整の上、プロジェクトが実行可

能となる枠組みをつくり、この過程でステークホルダー間におけるリスク分担の 適化を

考える。この枠組みを評価し、調整しながら、 終的な仕組みをつくる。 
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図 4-2-1 プロジェクトファイナンスマネジメント概要 

この仕組みの創出に関しては、試行錯誤の中で 適な要素を摘出し、全体の枠組みを構

成することが望ましい。また一定の要素の選択は、常にその実現性と事業性が評価され、

実行可能な枠組みとしてその成果が期待されることがすべての前提となる。一定の目標に

基づいて構想を立て、プロジェクトに必要となる資金をもっとも効率的に調達する手法を

考慮しつつ、これを実現可能な仕組みとして確立する手順をとる。 

ところで業務プロセスの各要素は、下記のように相互連関性がある。一定の流れに沿い

ながら動態的に行ったり、戻ったりするとともに、常に評価軸が存在し、さまざまな評価

を得て意思決定される構造になる。 

図 4-2-2 業務プロセスの要素の関連性 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・要素の代替性と選択可能性の中で組み合わせの妙を図り、
も効率的な資金調達の手法を志向する

・利害関係者の負担の均衡性を考慮した合理的なリスク分担の
取り決めにより、負担の合理的な分散と分担を図る

環境変化
制約条件

・プロジェクトに投入できうる資金の偏在性、手法と要素・条件の
多様性、事業性とリスク分担の代替性

・要素の可変性（変わりうる）、代替性（替えられる）、相互連関性と
連鎖波及性（お互いがリンクする）、動態性（ダイナミックに動く）

・プロジェクトに対する効率的
な資金拠出の枠組みの創出

・リスクのプロジェクトへの 封じ込め
（債務返済遡及の限定性）

・事業性と実行性の確保
・プロジェクトの枠組みを形成しな

がら、同時並行的に資金調達の
枠組みを創出する

・負担の軽減、リスクの分散化

・基本構想の創出と選択
・要素の選択と特定化
・実行可能な枠組みと 適な

仕組みの創出
・ 適リスク分担
・事業性評価・融資適格性の評価

・プロジェクトの実行性の確保と
胎動

・プロジェクトを支える安定的な
リスク管理の仕組みの創出
（仕組みとしてのリスク管理体

制と資金調達の統合的実現）

・類似事例分析、成功・失敗体験、データ・手法の蓄積（金融、法務、契約実務等）
・リスク分担等の実例（契約の枠組みと構成のあり方）

知識
データベース

事業性・経済性評価

暫定事業性評価

基本構想の創出と選択

要素の選択と特定化

実行可能な枠組みと
適な仕組みの創出

適リスク分担、

調整、契約
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1. プロジェクトファイナンスマネジメントの基本 

 

1.1. ファイナンス知識の必要性 

プロジェクトは顧客・受注者の契約関係から生まれる場合もあれば、ミッション定義は

あるが、明確な顧客が存在しない場合もある。いずれの場合においても、その実現には金

融資源（資金）を必要とする。顧客が自ら資金を拠出することもあれば、顧客の為に契約

者がこれをアレンジする、あるいは金融機関等の第三者が資金を提供することもある。ま

た、プロジェクトを実現しようとする主体としての企業が自らの資金を供出することもあ

りえよう。一般的に、プロジェクトの所要金額が大きくなる場合、全てを自らの資力で賄

うことは難しく、市場において金融の仕組みを活用し、プロジェクトの資金調達を実現す

る必要性が生まれる。この場合、プロジェクトの実現はプロジェクトに対するファイナン

ス（融資）の仕組み実現に依存することが多い。この様に、プロジェクトや資金調達の枠

組みを構築し、プロジェクトを実現するためには、ファイナンスの考えや枠組みを知識と

して理解することが必要な要素になる。 

ファイナンスは、融資なども含む幅広い概念であり、財務といわれる企業・政府などの

資金調達、管理、回収、資産・収益計算や、金融といわれる資金を融通（不足していると

ころに余剰しているところからの資源移転）することなどを含む。したがい、ファイナン

スとは、資金調達およびその延長である資金回収を含めた「資金のやり取り」と定義する

ことができる。以下にファイナンスの基本的な知識体系を示す。 

資金調達の「資金」とは、金融資源であるが、これは、ある特定通貨により計数表示さ

れる必要がある（曖昧な形での表現は不可）。その調達源泉は、基本的には、「資本」と

「負債」である。「資本」は、そのリターン（回収とその付加価値）を、資金拠出による

プロジェクトの収益から、原則として配当として受領することを期待する。「負債」は、

借入人からの約定した形によるリターン（元本返済と付加価値は通常利息）を期待する。

資本と負債は資金拠出の対象プロジェクトの成否に大きな関心がある（資本はリターンを

事業収益に依存し、不首尾の場合には全損もありうる。負債はその事業収益不首尾の場合

には借入人のその他の財産や担保などにそのリターンを期待せざるをえないリスクを負

う）。 

対象プロジェクトの成否、すなわち十分な価値創造がなされているかの判断は、一義的1) 

には、収益が生じているか否かであり、これはファイナンスに関する情報により判断され

                                                  
1）一義的といったのは、プロジェクトなどの価値は必ずしも金銭上の収益があることに限らないからである。環境、地

域社会貢献といった価値を優先する場合もあるからである。 
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る。この情報は、金銭表示をもってなされる「財務会計情報」による資産・収益計算に集

約される。 

財務会計とは、企業の財務状態を、決められた原則・制度（会計制度）に基づき、貨幣

額によって表示開示されたものないしそのシステムのことで、 終的に財務諸表にまとめ

られる。プロジェクト・マネジメントでは、プロジェクトそのものを企業とみて、そのプ

ロジェクトの財務状態を計算する（実際には、プロジェクトの実行を唯一の目的とする特

定目的会社を設立されることが多いので、その特定目的会社の財務会計となることが多い）。 

財務会計の 終計数表示となる財務諸表は、貸借対照表(Balance Sheet),損益計算書

(Profit and Loss Statement), キャッシュフロー表(Cash Flow Statement)である（これを

三表という）。これは通常企業の決算書類に包含されるが、プロジェクトマネジメントで

は、プロジェクトのライフサイクルの期間を対象として考慮し、将来にわたる財務会計の

展望を行うことになる。かかる未来情報を含んだ財務会計情報により、将来の収益を予想

し、リスク管理などの分析が可能となり、後述のプロジェクトファイナンス適否などの分

析が可能となる。これは、経営上の意思決定の重要な判断要素となる。この未来情報を含

む財務情報の作成とその分析は、従来のプロジェクトマネジメントが、資金関係では予算・

コスト管理中心であるのと大きな違いになる。なお、財務会計の手法自体は、基本的に世

界共通であり、海外案件でも同様な手法を適用することが可能である。 

 

財務諸表の貸借対照表は、ある一定時点での企業の資産状況を示すもので、投下資本（資

本、負債）の具現化された資産（収益を生み出す設備等）とその資金調達の源泉である資

本と負債の状況を計数化したものである。資産項目（借方）には、現金などの流動資産、

設備等の固定資産がある。資金調達（貸方）では、資本負債のほか準備金などの内部留保

がある。損益計算書は、ある一定期間の企業の収入支出を計算して利益（損失）を出し、

必要な税金支払いとその後の剰余金の処分を示すものである。収入たる売上（売掛債権も

はいる）や費用では操業費用のほか、設備減耗分を計上する減価償却があり、営業利益、

利息支払を考慮した経常利益の区分があり、剰余金処分には内部留保そして配当項目があ

る。キャッシュフロー表は、ある一定期間での企業の現金の動きを計数化したものである。

現金とそれに準じる資産の動きが対象であり、現金の動きがない売掛買掛、減価償却など

は含まない。キャシュフロー表により、融資機関はデットサービス（元本、利息、手数料

支払）返済の余裕度をみる。出資者にとっては、リターンがどうなるかを見るのに大切な

計表になる。 

これら３表は、お互いに密接な関係があり、例えば貸借対照表の現金はキャッシュフロ
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ー表の現金と一致するはずで、三表間の整合性をチェックすることも、三表の正確性を見

る意味で重要である。これら三表の将来を含めた情報をもとに、いろいろな財務会計分析

を行うことが可能となる。この財務会計の知識の詳細を理解することは必要ないが大きな

流れは理解しておく必要がある。簡単な事業計画から、財務諸表を作成してみるのも、こ

の理解を容易にする。 

 

1.2. ファイナンスに対する考えの基本 

上述した通り、資金調達の枠組みを検討する場合、資本と負債が基本的な資金源泉とな

る。資本は、出資契約等で出資額、議決権等権利義務の約定等を定める。負債は、間接金

融（銀行）、直接金融（債券発行）などの種類があるが、融資契約などにより、融資額、

融資期間、金利、担保等を定める。出資行為は配当等のリターンを期待しての資金拠出行

為であるが、あくまで期待であり、その行為は一方的な行為である。 

一方、金融行為には借手と貸手が存在し、貸手は確実な債務返済を期するために、債務

の返済保証を信用力のある借手ないしはその利害関係者に要求する。また確実に債務を完

済するまで、債務に見合う価値の担保(例えば土地・建物、株式、定期預金など)を要求する。 

プロジェクトを企画し、これを実現しようとする企業が、プロジェクトに必要となる借

入金の債務返済保証をする場合、債務の返済責任は当該企業にあり、プロジェクトが生み

出す収益を含む当該企業全体の収益が債務返済の原資となる。これはプロジェクトを実現

しようとする企業に対する金融機関による与信行為（これをコーポレートファイナンスと

いう）となり、プロジェクトに対して与信がなされているわけではない。プロジェクトを

実現する目的をもって、特定目的の子会社を作り、この子会社が金融機関から融資を受け

る場合でも、親会社として債務返済保証をすれば、事情は全く同じになる。 

これに対し、金融機関による与信行為の対象が企業という特定の主体ではなく、擬人的

なプロジェクトになるファイナンスのあり方をプロジェクトファイナンスと呼称する。プ

ロジェクトが資金を借り入れることになるが、より具体的にはプロジェクトを実施するた

めだけの特定目的の子会社を作り、これを借入人とすることにより、プロジェクトの遂行

や借り入れ行為に係わる権利義務関係をプロジェクトに留めることを前提とする。これに

より親会社にとり債務のオフ・バランス化(貸借対照表において債務認識を避けること)を実

現することを考えるわけである。親会社という単一の財務体質がある主体が債務返済保証

をしないということは、元利返済を確実にするしっかりとした仕組みが存在し、これが複

数の要素やステークホルダーにより支えられ、その全体の仕組みが与信を生み出している

ことになる。プロジェクトに資金を融資する立場から見れば、債務の返済が行われるとい
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う合理的期待は、プロジェクトが生み出すキャッシュフローの安定性を拠り所にし、返済

の担保はキャッシュフローやこれを生み出す事業資産や事業の構造そのものになる。これ

を可能とするため、通常、プロジェクトに関与する多様なステークホルダーによる履行保

証などのコミットメントなど、さまざまな要素のパッケージが担保の一部を構成し、これ

ら担保要素の組み合わせとこれを支える仕組みが創出される。この仕組み創出により、ま

だ実現していないプロジェクト自体が与信力のある主体になる(借り入れ行為を含むプロジ

ェクトの遂行はその目的の為に設立される子会社によりなされるが、この子会社は実体が

ある場合もあれば、無い場合もある。無い場合には親会社がプロジェクトを実質的に担い、

実現するわけで一種の擬似的な分社化モデルの枠組みを作り、これによりプロジェクトを

遂行すると考えることが理解しやすい。これはプロジェクトをプロモートする主体が一定

のリスクマネーとなる資本金を準備・拠出し、これと借入金(負債)とで必要となるプロジェ

クトの所要資金を賄うことを意味する)。 

 

図 4 2-3 プロジェクトファイナンスとコ－ポレートファイナンスとの差異 

 

スポンサー
（出資者）

資本

プロジェクト会社

融資金拠出者

（負債 ）

プロジェクト会社

融資金拠出者

（負債 ）

スポンサー
（出資者）

資本

プロジェクト
契約書

債務
保証

・出資確約
・追加支援確約
・約定履行保証
・出資株式担保等

コーポレートファイナンス プロジェクトファイナンス

事業を計画する主体、スポンサー（出資者)への融資 プロジェクトを遂行するプロジェクト会社、プロジェクトへの融資

用地、設備、建物、原材料、
製品、契約上の権利、保
険金請求権、プロジェクト
講座預金等プロジェクト関
連有形無形資産

借入金の返済原資

当該スポンサー（出資者）の（プロジェクトを含む)
すべての事業収益

担保

当該スポンサー（出資者）の信用力および一般財
産の一部(土地・株式等）

融資適格性審査の対象

当該スポンサー（出資者）の過去の財務状況、業
績予測等

借入金の返済原資

当該プロジェクト自体が生み出すキャッシュフロー
（出資者に対する債務返済遡及の限定性）

担保

プロジェクトのキャッシュフロー、全有形無形資産、契約上の
権利、スポンサー(出資者）のプロジェクト会社持分株式等

融資適格性審査の対象

プロジェクトの事業性、プロジェクトの円滑な遂行を妨げるリスク
要因とその適切な軽減、またリスクの顕在化を防ぐ管理の仕組み
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この様に、プロジェクトファイナンスとは効率的、効果的にプロジェクトに資金を注入

する仕組みを考え、実現することでもあり、この仕組み自体がプロジェクトを支え、資金

調達を可能にする。ファイナンスを組成し実現することは、プロジェクトの枠組みを組成

することと並行的に行われ、プロジェクトを実現する過程で両者が統合される。 

 

事例◆ プロジェクトの収益を担保にした資金調達 

A 社は施設建設を伴う、７億円の投資プロジェクトの実施を考えている。自社のフリー

キャッシュフローを充当すれば投資としては健全だが、Ａ社の体力を消耗する。社内の財

務部経由で銀行に資金の借り入れを打診したところ、債務弁済の保証として定期預金や株

式・土地などの担保を取られることになり、これではプロジェクトが失敗した場合、企業

の存続にも影響しかねない。 

この場合、投資プロジェクトが確実にキャッシュフローを生むことを金融機関に対して

立証できれば、本来、元利金返済はプロジェクトが生む収益から弁済できるため、これを

返済原資とし、キャッシュフローやプロジェクトに係わる資産を担保にすることにより、

Ａ社の体力を消耗することなく、プロジェクトは金融機関から資金を借り入れることがで

きる。融資に伴うリスクを遮断するためにＡ社は別途このプロジェクトを遂行する特定目

的のための子会社を作り、この子会社が金融機関から融資を受けることになる。リスクを

コスト化し、市場から資金を調達する考えは、リスクを他者と分担する枠組みでもあり、

社内の資源の効率的な活用を可能にする。このようにプロジェクトの資金調達の効率的な

あり方を考えることは、企業にとり、効率的な資源のあり方を考えるという資源マネジメ

ントの一部でもある。（第６章プロジェクト資源マネジメント参照） 

 

2. 基本構想の創出と選択（ストラクチャーのデザイン） 

 

2.1. プロジェクトの基本構想（プロジェクトのデザイン） 

プロジェクトの目的を達成するためには、まずプロジェクトに関連するすべてのステー

クホルダーとの関係の大枠を考え、プロジェクトを実施するための基本的な枠組みを固め

る必要がある。どこまで自らの資源（ひと、かね）を注入するのか、あるいは市場でこれ

らの資源を調達するのか、またこれらの関係をどう設定するかという基本的な枠組みを決

める。このためには、プロジェクトに関連するすべてのステークホルダーを特定し、①プ

ロジェクトを支える負担とリスクを合理的に分担し合う仕組みを考えること、②この中で

互いがプロジェクトに依存する仕組みをつくることを目指すこと、③市場におけるベスト
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な要素を寄せ集めること、かつまた、④これら要素は市場で代替可能であることを前提と

することにより、プロジェクト実現のための 適な仕組み（ストラクチャー）を考える。 

尚、プロジェクトの中にいかなる要素を組み込み、どう全体をデザインするかは個別の

プロジェクトにより状況は異なる。たとえば所掌やリスクをプロジェクト自身が担うこと

もあれば、契約的なアウトソーシングにより他者から供給を受けることもできる。つまり、

リスクを内部化するか外部化するかの違いでもあり、企業内部で所掌を担い、リスクを管

理するか、あるいは契約関係において第三者にリスク管理を委ねるかを意味する。経営資

源の配分に関わる方針と当該費用の多寡がこれを決める。ファイナンス上では、リスクを

担う主体が合理的にリスクを管理できるかどうか、プロジェクトの全体の仕組みがリスク

を支え、プロジェクトが生み出す収益が、いかにステークホルダー間で分配されるかが重

要なポイントになる。 

プロジェクトを遂行するために必要となる資金は、あらかじめ存在するわけではない。

プロジェクトを企画し、開発する段階で、その実現に向けて必要となる資金の調達を企画

し、同時にこれを実行する手段・手法を考える。この場合の資金とは、資本・負債を含む

プロジェクトの遂行に必要なすべての資金となる。資本も負債も、プロジェクトに拠出さ

れる資金となるが、そのコストや性格は異なる。また資金の組み合わせ方には多様性があ

り、これで事業性が左右されることもある。プロジェクト全体の枠組みの整合性と融資適

格性が認められて初めて資金の調達が可能になる。このようにプロジェクトデザインの基

本とは、個別のプロジェクトにおける 適解となる全体の仕組みの大枠をデザインするこ

とにある。 

図 4- 2-4 プロジェクトのデザイン（例示） 

2.2. 資金調達の基本構想（ファンディングのデザイン） 

資金調達の基本構想とは、プロジェクトの基本構想を作成した後に、資金調達の仕組み

の大枠を考えることである。プロジェクトを実現するために必要な資金とは、施設の建設

や整備に必要となる全資金（当初見込まれる費用と予想できない推定超過費用との合計額）

プロジェクト

融資金拠出者

（負債）

スポンサー・出資者
（資本）

顧客・市場

保険会社
建設契約者

（コンストラクター）
原材料供給者

操業会社

（オペレーター）
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となる。プロジェクトを一つのライフサイクルをもった個別の存在として考える場合、施

設が完成した後は自らが生み出すキャッシュフローにより、借入金の返済やすべての必要

な費用の支払い、利益創出を賄うことになる。しかし、場合によっては、運営資金の枯渇

など、予想しえないプロジェクトを継続的に遂行するために必要な資金需要が生ずること

もあり、これらを考慮する必要もある。 

プロジェクトファイナンスは、プロジェクトに必要となる資金注入の長期的な枠組みを

あらかじめ取り決めることを基本とする。プロジェクトに注入される資金の大きな構成要

素は、資本と負債になり、この２つの資金の相関関係により、プロジェクトに対する資金

注入の枠組みが決定される。 

図 4- 2-5 資本と負債の関係 

（注）図の縦軸をプロジェクトに必要な理論的資金総量とみる。任意のプロジェクト

を遂行するために必要な資金を 100％資本で賄うことはありうるが、100％負債で賄う

ことはありえない。プロジェクトは資本と負債の 適な組み合わせで、所用資金が調

達される。表示線Ａが右側に行けば行くほど、資本のレバレッジ（梃子作用）は高く

なり、負債のリスクは増える。表示線Ａが左側に行く場合、負債のリスクは少なくな

る。よって、資本は右側に表示線Ａを設定することを志向する。逆に負債は左側を志

向し、両者は拮抗関係にある。いかなるプロジェクトも、どこかのポイントで均衡が

成立する。プロジェクトファイナンスはできるかぎり、右側で均衡させ、資本のレバ

レッジを高め、資本の効率化と（出資者にとっての）債務返済の非遡求性（オフバラ

ンス化）を志向する。図の点線はプロジェクトファイナンスにおける典型的な均衡点

を表している。本図の例は、施設の完成に至るまでの資金拠出の図であり、プロジェ

クトがキャッシュを生み出すフェーズになった場合、これをプロジェクトに追加注入

するという考え方もとれる。 

 

資本

負債

A

プロジェクトに必要な
資金総量
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プロジェクトに充当される資金の種類、形態、拠出する主体には、さまざまな選択肢が

市場に存在し、この組み合わせでプロジェクトの資金調達が図られる。資金の種類とは、

資本（Equity）、負債（Debt）、準資本（Quasi-Equity：資本と負債の中間的な性格をも

つスポンサー〈出資者〉が拠出する劣後融資のような資金）を意味し、資金拠出の形態と

は普通株式、優先株式、様々な種類株式、社債、転換社債、あるいは金融機関からの融資

金、スポンサー（出資者）からの劣後融資、国などが拠出する補助金などになる。これら

資金を拠出する主体にもスポンサー（出資者）、一般投資家、機関投資家、市中銀行、制

度金融機関、国際機関、また国や地方自治体などが存在することになる。 

それぞれの資金の拠出者が担えるリスクの許容度(あるいはリスクの選好度)は異なるの

で、それぞれの資金の期待費用は異なる。リスクとリターンの相関関係で、この期待費用

は決められる。この差異に着目し、またバランスを図りながら、プロジェクトに必要な資

金の要素を組み合わせ、資金の調達を図る。資本の期待コストは負債より高いので、でき

るだけ負債要素を増やす（資本のレバレッジを上げる）ことにより、資本の効率は高まり、

プロジェクトに注入される資金の全体費用を安くすることができる。 

金融機関は本来的に元利金の確実な返済を志向するので、金融機関が取れるリスクは限

定的になる。このため、金融の仕組みを組成するに際して、金融機関は、①プロジェクト

が生み出すキャッシュフローを安定化する仕組みを要求するとともに、②キャッシュフロ

ー分配に対する優先権、資産の全担保と債務の優先弁済権を主張する、③プロジェクトが

安定的なキャッシュフロー生み出すことに否定的な影響を与えるリスク要素は、プロジェ

クトあるいはプロジェクトを支えるステークホルダーにできるかぎり担わせる、という考

え方をとる（資本のレバレッジが高い場合は、プロジェクトが生み出すキャッシュフロー

の大半は元利金返済に充当される。生み出すキャッシュフローが安定的でない場合、元利

金の確実な返済は期待できなくなるためである）。この構造は、融資金融機関（負債）は

明確にプロジェクトが破綻した場合のリスクはとるが、破綻に到らない場合のそれ以外の

リスクはできるかぎりプロジェクトとプロジェクトのステークホルダーに担わせる考え方

でもあることを意味している。 

資本はプロジェクトのリスクを主体的に担い、プロジェクトを管理する主体となるが、

その財務的負担が負債に比べて相対的に小さい場合（資本のレバレッジが高い場合）、リ

スク負担と財務的負担が非対称的になり、金融上のモラルハザードが生じる懸念が増大す

る。このためプロジェクトには、金融上のモラルハザードに対処する構造的な仕組みが取

り入れられる。すなわち、①プロジェクトの実現と安定的な遂行を担保するさまざまな規

律が、プロジェクトとステークホルダーに課される。②プロジェクトは全体が一つとなっ



 150 

て与信を構成するという考え方から、プロジェクト全体のリスクのあり方やプロジェクト

を構成する要素のリスクのあり方すべてが、金融機関による与信に際しての厳格な精査の

対象となる。③プロジェクトがリスクを支えきれない場合、さまざまなステークホルダー

にリスクを分担させる。 

 

以上のことから、資本の拠出額と関連するステークホルダーの責任が限定されるプロジ

ェクトファイナンスの場合には、建設に関わる費用超過（コストオーバーラン）を想定し、

合理的な範囲でスポンサー（資本）や金融機関（負債）による追加資金拠出枠が取り決め

られたり、操業段階におけるプロジェクト会社の運転資金枯渇などの場合などに備え、ス

ポンサー（資本）による一定の支援枠などが取り決められる場合がある。もちろんこれら

はプロジェクトが抱えるリスクのプロファイル次第となる。 

 

2.3. 担保設定の基本構想（セキュリティのデザイン） 

単一の主体がプロジェクトに関わる借入金債務の保証をしない場合、債務返済が行われ

るという合理的な判断は、プロジェクトが生み出すキャッシュフローの安定性と継続性に

依存することになる。このため、プロジェクトのキャッシュフロー自体（将来受取債権）

が担保となり、またこれを生み出す事業の資産構造・仕組みそのものも担保化される。こ

の様に、予めプロジェクトに係わる包括的な担保を要求するという考えは、プロジェクト

がもつ資産価値ではなく、プロジェクトがもたらす事業価値に着目していることを意味し

ている。この場合、プロジェクトに対する負債の拠出者は確実に元利金返済が行われるよ

うに、キャッシュフローを生み出す枠組みに関わるさまざまな要素を担保（セキュリティ）

として借り手、あるいはプロジェクトに係わるその他のステークホルダーに要求する。プ

ロジェクトにより経済的恩恵を得るステークホルダーが注目され、担保の一部責任を負う

わけで、これは必ずしもスポンサー（出資者）だけではないことになる。尚、プロジェク

トが抱えるリスクのレベルと担保の厳格度の度合いは正比例の関係にある。この場合、関

係するステークホルダーが担う費用と許容度には、必ず限界があることを前提にセキュリ

ティのデザインを図る必要がある。 

一方、セキュリティの内容と構成は、プロジェクトに対するステークホルダーの関与度

や、動機づけによって大きく変わることがある。かかる事情から資金調達の枠組みやプロ

ジェクトの仕組みをデザインする場合、バランスの取れた考え方が必要となり、プロジェ

クトとステークホルダーにとり許容できる担保のあり方を並行的に考える必要がある。 

尚、金融機関はスポンサー（出資者）に対する債務返済保証は要求しないが、セキュリ
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ティとして、①あらかじめ決められた資本金を注入することの確約、②必要となる場合、

追加的および限定的なプロジェクトに対する資金拠出の支援確約、③（金銭保証ではない）

プロジェクト事業会社の約定義務履行保証、④プロジェクト事業会社の株式持分の担保化

などをプロジェクトの実現を担う重要なステークホルダーであるスポンサー（出資者）に

要求する。スポンサー（出資者）がより大きな責任をとり、リスクを分担する意思があれ

ば、このようなセキュリティは不要になるが、その場合には、金融機関の関心はプロジェ

クトからスポンサー（出資者）に移り、プロジェクトに対する融資にはならないことがあ

る。金融機関にとっての多様なセキュリティは、セキュリティパッケージ（Security 

Package）として提示され、その全体の構成と期待される効果が、融資適格性を決める判断

要素ともなる。 

 

3. 要素の選択と特定化 

 

3.1. 要素の選択と特定化の考え方 

市場には多様な潜在的資金拠出者が存在するが、一定のプロジェクトに供与できる金額

は無限にあるわけではない。かつ、必ずしも単一主体がプロジェクト全体の資金を拠出で

きるとは限らない。また資金の調達に際しては、資金の種類、拠出主体次第では、条件も

費用も手続きも状況に応じて異なる。各資金拠出者は、プロジェクトに投入する資金量と、

プロジェクトに対して資金を拠出することに伴うリスクに関して、ある程度の許容度をも

っている。リスクが大きい場合には、資金量は制約され、資金の期待費用(即ち資金の調達

費用)も高くなり、事業性が成立しないこともある。こうした制約条件の中で、資金の拠出

者は市場において常に代替できることを考慮し、市場にある要素を選択して、資金の 適

な組み合わせを志向することが望ましい。 

 

3.2. 要素を選択し、特定化する手順 

資金要素を特定化する手順とは、プロジェクトを取り巻く環境を正確に認識し、制約要

因を的確に把握したうえで、複数の選択肢の中から要素を選定し、特定化することである。

この基本的な概念とワークフローは下図のとおりとなる。対象となる基本的な選択肢とは、

①資金の金額、②資金の拠出者、③資金拠出のあり方、になる。それぞれの資金の種類、

担い手毎に条件があり、費用がある。また、これはそれぞれで大きく異なり、必ずしも一

様ではない。金額の大きさと貸付条件は、プロジェクトが抱えるリスクとその管理のあり

方に左右されると共に、資金種・担い手の選択肢のあり方と組み合わせが、資金調達の骨
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格を決める。一般的にプロジェクトにとって重要な内在的条件が、資金調達のあり方を決

める要素ともなる。資金を調達する側から見た場合、①調達できる金額の多寡、②条件の

よさ（プロジェクトから見た場合のライフサイクルコストとしてのファイナンス費用の多

寡）、③借入期間の長短、④担保制約条件の厳格度、⑤必要な手続きと審査に関わる期間

の長短や要件の濃淡などが判断要素になる。 

図 4- 2-6 要素特定化の基本的概念とワークフロー 

したがって、要素を選択し、特定化する手順は以下のように要約できる。 

① プロジェクトに注入される資金の費用と多様な資金の拠出者が要求する制約や条件

を勘案しつつ、市場における選択肢の中から、効率的な組み合わせを抽出する。 

② 選択された組み合わせの資金調達に関わる費用と便益を検証する。費用が高ければ事

業性は悪化する。制約要素が厳格である場合、仕組みの実現性と実行可能性が問題と

なる。個別の資金がプロジェクトにとって 適な要素か否かを検討する。 

③ 上記の手順において、費用と制約要素・条件は並行的に考える。費用以上に制約条件

が足かせになることもある。費用を考慮する場合、現在価値化されたライフサイクル

コストとしての費用を前提として考える。 

④ 一定の要素ないしはその組み合わせを基本的な選択として特定化する。その後、その

実現性と実行可能性を検証しつつ、 適な枠組みの要素として固定するという手順を

取る。 

⑤ 特定化される要素が複数の異なる資金拠出者から構成される場合、債権者となる資金

拠出者間での協調と分担の枠組みが必要となる。異なった債権者の間では、債権者と

して期待する担保や権利義務のあり方は異なるからである。これは例えば下記のよう

な事情になる。  

 

プロジェクトを担う事業主体による債券(ボンド)の発行は、直接金融市場における効果的

目的 成果
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業務プロセス
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な資金 調達の一手法である。この場合、債券保持者（ボンドホルダー）は、不特定多数か

つ流動的な債権者から構成され、債券購入と同時に全額を払い込む。彼らの基本的な関心

事は安定的な金利所得であり、通常、固定金利で債券保持期間は長く、プロジェクト会社

が債務不履行に至った場合、債券の売却や債権の回収に走り、損失を確定する行動を取る。

一方、金融機関はコミットした金額を一挙に拠出せず、資金の実需要に合わせてプロジェ

クトに資金を注入する。その融資期間は短く、プロジェクトを支援・管理しながら、関連

するステークホルダーをしてプロジェクトを確実に履行せしめ、元利金の確実な回収を図

ることがその行動原理となる。このため、金融機関はプロジェクト会社の債務不履行に際

しては、慎重な行動をとり、問題を修復し、プロジェクトをできるかぎり継続させること

を一義的に考える。もし、この両者が同一のプロジェクトに債権者として参画する場合、

債権者としての意思決定と行動のあり方は基本的に異なるため、債務不履行事由に際して

の債権者としての意思決定手法に関し、債権者間での合意形成が予め必要となる。 

 

4. 実行可能な枠組みと 適な仕組みの創出（ストラクチャリング） 

 

4.1. ストラクチャリング 

ストラクチャリング(仕組み創り)とは、さまざまな資金を拠出する主体、資金の種類、形

態、条件をまとめ、これらを有機的に結合する枠組みを考慮し、結果としてプロジェクト

が融資適格性をもつ条件を確立し、プロジェクトを実現する仕組みをつくることである。

ストラクチャリングにおいては、単一の主体が、プロジェクトやプロジェクトの債務を支

えることを前提とせず、プロジェクトに関係するさまざまな主体との約定による多様なコ

ミットメントをパッケージとして組み合わせ、全体としてみた場合、融資適格性を満たす

構造をつくることを考える。また、この場合、単一の主体や要素がプロジェクトを支えな

い構造とし、全体としてのプロジェクトが独立したかたちで与信を創造することを志向す

る。 

一定の基本構想（デザイン）のもとに、さまざまな要素を組み立て、仕組むことにより、

一つの有機体を構成するプロセスがストラクチャリングである。ファイナンスの枠組みを

ストラクチャーする（仕組む）とは、プロジェクト実現のために必要な諸要素を集め、関

連するステークホルダーの利害関係を調整し、プロジェクトが実行可能となるように、必

要資金の調達を実行する枠組みと仕組みをつくり上げることをいう。 

 

 



 154 

4.2. プロジェクトスキーム 

プロジェクトの基本構想をより詳細化して、プロジェクトに関与するステークホルダー

の基本的な関係のあり方を特定化することにより、ステークホルダー間の役割と責任の基

本的関係を定義することができる。こうした目的からプロジェクト実現のための要素、枠

組みや相関関係を、スキームとして整理する。 

プロジェクトスキームとは、実行可能と合理的に推定されるプロジェクトの概念的な枠

組みでもあり、ステークホルダー間の関係を特定化し、プロジェクトへの関与の責任と役

割を明確化するとともに、これを枠組みとしてイメージしたものである。ストラクチャリ

ングの過程でその内容は変わることもある。プロジェクトに参加する個別の主体から見た

場合、個別の要素間の関係が一個のプロジェクトともなるが、一方、プロモーターである

スポンサー（出資者）にとってのプロジェクトとは、全体の枠組みの創出と実現になる。

プロジェクトスキームはプロジェクトの全体の枠組みの鳥瞰図でもあり、ここから何をど

う実現するかを示唆する路程表ともなる。もちろん、それがそのまま 終的なプロジェク

トに関わる枠組みになるとは限らない。全体像をイメージとして把握しながら、個別要素

の実現化を図り、同時に全体の仕組み組成を実現化することが、ストラクチャリングの考

え方となる。 

図 4- 2-7 プロジェクトスキーム（例示：製造プロジェクトの場合） 

（注）この図は製造業におけるプロジェクトのスキームの一例である。プロジェクト

の内容によっては、一部契約がないこともあり（たとえば製品販売契約）、あるいは

契約要素が合体することなども存在し（たとえば原材料調達ないしは供給を操業会社

が自ら担う、プロジェクト会社自体が操業行為を担うなど）、上図はあくまでもあり
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うるケースを例示したにすぎない。 

 

4.3. ファイナンススキーム 

個別の資金拠出者とプロジェクト、プロジェクトとステークホルダーとの関係、および

プロジェクトでの資金拠出に関わる事項をスキームとして示すものがファイナンススキー

ムであり、プロジェクトを資金調達の観点から見た全体関係図といえる。ファイナンスス

キームは、プロジェクトに対する資金拠出の観点から要素をとらえ、これらの主要関係を

体系づけるものである。負債の拠出者が、プロジェクトのキャッシュフローを生み出す枠

組みを担保化するという考え方は、プロジェクトに関わる要素（主体）は市場において代

替可能であり、ある要素の失敗や破綻は、その要素を代替することによって、プロジェク

トの存続と継続ができることを前提としている。このためプロジェクト会社、融資金融機

関、関係するすべてのステークホルダーとの間で、一定の事象が生じた場合、権利の承継

を可能とするさまざまな契約関係を予め定めておくことになる。 

図 4- 2-8 ファイナンススキーム（例示：製造プロジェクトの場合） 

(注)：この図は図 4-2-7 のプロジェクトスキームをファイナンススキームとして展開し

た事例である。 
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4.4. ストラクチャリングの手順 

プロジェクトを開発するプロセスと、プロジェクトに資金を拠出する仕組みをつくるプ

ロセスとは表裏一体である。これは下記背景による。 

① 資金の拠出者やプロジェクトに関わるリスクを担うステークホルダーが、プロジェクト

を支える要素となり、ステークホルダーによるプロジェクトの契約上のリスク分担の枠

組みに融資行為が依存している（プロジェクトに関わるすべてのリスクとこれらの相互

連関性が全体像として把握されることが前提となる）。 

② プロジェクトを構成するさまざまな要素やリスク、その関係性、資金のやり取りを前提

にして、初めてプロジェクトに必要となるファイナンスの仕組みが考慮される（資金拠

出の枠組みはプロジェクトの事業性、実行可能性に与える影響が大きいため、全体の仕

組みをつくる際に、ファイナンスの仕組みづくりが並行的に考慮されなければ意味がな

い）。 

③ プロジェクトの全体の枠組みとその時系列的な展開の中で、リスクの担い手とリスクの

とり方が、あらかじめ合理的に予見できる仕組みがプロジェクトの中で成立している(予

期できない不測の事態やリスクが現実のものになっても、誰が如何なる行動を取り、ど

のような修復ができるかが予め約定により定まっている)。 

④ ファイナンスはプロジェクトを実現するための不可欠な要素であり、ファイナンスの枠

組みに支えられることにより、初めてプロジェクトの枠組みが実行性のあるものになる。 

 

プロジェクトスキームは、構成する要素と想定される契約関係ごとに詳細にその実現の

あり方が検討される。この結果、費用要素を把握して、事業採算モデルがつくられ、これ

に基づき各要素の段階的・並行的な実現化が図られる。通常、一定の時間的フレームの中

で、投入される資源と費用を管理しながらこの実現を図る。 

図 4－2－9 は、プロジェクトの基本構想に基づいてプロジェクトを構成する要因を個別

に計画・検討し、事業採算モデルを作成、その 適化を図り、 適な枠組みをつくる場合

の例示的な論理手順を示している。すなわち、下記要素を検討した結果として、暫定事業

採算モデルが作成され、要素と全体の関連性を検証しながら、 適化を図る。 

① キャッシュフローを生み出す枠組みを構成する要素を検討すること（例えば、採用技術、

施設の設計・建設などの検討など）。 

② キャッシュフローを生み出す行為に係わるリスク要素を検証すること（例えば,製品販売

の市場性、プロジェクトの収入構造とリスクの検討など）。 

③ キャッシュフローを生み出す枠組みの創出と実際の活動のあり方を検討すること（例え
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ば、施設の整備に伴うリスクや諸問題、施設を運営（製造・操業）することや維持管理

のあり方を検討することなど）。 

④ キャッシュフローを生み出す行為に付帯的な要素や活動のあり方を検討すること（例え

ば、施設の運営・維持管理に必要となる原材料や燃料の供給や調達のあり方、その 適

化を検討することなど）。 

⑤ 顧客の要請事項や立地条件などの案件ごとに特有の条件や環境要因などを検討するこ

と。 

⑥ 上記を踏まえて、プロジェクトを支える資金調達の基本的枠組みを検討すること。 

 

全体の枠組みを構成する個別の要素の実現を段階的に図りながら、プロジェクトとして

の全体の仕組みをつくり上げることになる。プロジェクトを支える要素が確定して、初め

て資金調達の枠組みを実現化することができる。ファイナンス上の制約条件や制約要素を

考慮しながら、全体の枠組みを考慮し、個別要素の 適化と実現化を図る。この結果とし

て、プロジェクト全体の 適化とファイナンスの実現、プロジェクトの実現を図る。プロ

ジェクトを構成する個別要素の 適化、実現化はプロジェクト全体の 適化、実現化の中

で考慮される。よって全体の構図の実現化と 適化を図りながら、個別要素の 適化と実

現化を図ることが必要となる。また融資契約が課すファイナンス上の規律はプロジェクト

の全体と要素にまたがり、これらをすべて精査することがファイナンスが実現する前提と

なる。全体の 適化が図られなければ、プロジェクトファイナンスは実現しない。 
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図 4- 2-9 ストラクチャリングの要素 

 

事例◆ PFI 方式による公共施設等の整備 

2001 年 3 月以降、日本でも PFI(プライベート・ファイアンス・イニシアチブ)方式によ

る公共施設等の整備が法律上可能となった。PFI とは、たとえば庁舎、学校、病院、基盤交

通施設などの設計、建設、資金調達、維持管理、運営を一括して長期間にわたり民間に委

ねる手法で、サービスを長期に亘り提供しながら、対価も長期に亘り回収するというスキ

ームの契約になる。この場合、施設の形態にもよるが、前頁の図表 4－2－9 のすべての要

素が、パッケージとして入札と契約の対象になる。BTO(施設完工後所有権は顧客に移転す

るが、民間主体が当該施設の維持管理運営を長期に亘り担う)や BOT（長期契約期間に亘り、

民間主体が施設所有権を保持し、当該施設を維持管理運営し、契約期間終了時点で顧客に

譲渡する）とはこれを実現するスキームの一類型でもある。プロジェクトのライフサイク

ルが長く、事業全体を一つのプロジェクトとみなす考え方になり、従来顧客が担ってきた

機能や所掌をリスクと共に契約者に移転する考えになる。 

 

尚、一定のスキームを構成する様々な要素は、通常の場合、その全てを同時並行的に実

基本構想の創出と選択

全体を構成する要素の検討 全体の枠組みの設定と検討

要素の選択と特定化

適な
枠組み
の創出

実行可能かつ 適な枠組みの創出
（ストラクチャリング）

全体基本構想の詳細化（プロジェクトスキーム）

資金調達構想の詳細化（ファイナンススキーム）

⑥詳細資金調達計画の検討①採用技術・設計・建設（EPC)の計画・検討

②収入構造・市場リスク分析の計画・検討

③原材料・燃料等の供給計画・ 適化検討

④操業・施設維持管理（O&M）の計画・検討

⑤顧客･市場の要請、サイト等特定検討項目

個別要素の段階的実現検討 要素の 適化 全体の 適化

暫定事業採算モデル

事業採算モデルの 適化
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現することは無く、全体図を鳥瞰しながら、個別要素毎に、段階的にその実現を図ること

が通例である。個別要素を検討するに際しては、通常下記の如き考え方がとられる。 

① 全体スキームの中で重要性のある契約関係を優先し、段階的に具体化する(重要性判断基

準で契約関係をとらえ、案件処理の優先度を定め、この優先度に応じて段階的に固める)。 

② 一般的にプロジェクトに資金の流入（キャッシュイン）をもたらすことに関係する契約

関係は資金の流出（キャッシュアウト）をもたらす契約関係よりも優先度は高い。勿論

資金の流入をもたらす明示的な契約関係は無いこともある。 

③ その後、プロジェクト全体の中でより大きな支出項目となる契約関係や、プロジェクト

に対するインパクトの大きさが強い契約関係を優先して固める(金額の大きさ、リスクが

生じた場合、プロジェクト全体に対する影響度の大きさなどが判断基準になる)。 

④ 上記を考慮するに際しては、市場において代替性の効く契約関係や、インパクトの小さ

いものは後回しにする。また、逆に代替性の無い契約関係は優先度を高くすることが必

要である(例えば必須の技術が関与する契約関係は、これがなければ全体のプロジェクト

が実現しないという意味では 優先される)。 

 

この様に、全体の枠組みの中で、全体の完成形を常にイメージしながら、重要性判断基

準に基づき、個別の契約関係の優先劣後関係を把握した上で、業務処理の手順や段取りを

考え、段階的に処理していくことになる。 

部分の 適化を図りながら、全体を 適化することは、手順が一方的ではなく、行きつ

戻りつつしながら、試行錯誤により 適な仕組みを求める手順が採られていることを意味

する。この結果、全体の手順自体が動態的に動き、かつ柔軟であることを意味している。

図 4－2－10 は、このワークフローを示したものである。 
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図 4- 2-10 ストラクチャリングワークフローの相互連関性 

ファイナンスのストラクチャーやファイナンススキームのあり方は、産業、事業分野、

個別のプロジェクトによって異なる。またストラクチャリングの手法には多様な可能性が

ある。 適解を見出す要素には次の 3 つがある。 

① ストラクチャーを仕組む創意工夫 

② 市場における資金拠出者やリスク分担者によるリスクの許容度の 適性 

③ リスク分担のあり方、これに伴う費用と事業性とのバランス 

ストラクチャリングの実際のあり方は千差万別であり、プロジェクト創出の過程で、

も創意工夫が発揮できる分野でもある。 

 

4.5. 主体、参入と退出 

スポンサー（出資者）の立場から見た場合、プロジェクトの遂行は,例えスポンサー自身

が強力にその実現に関与しても、表向きは新たに設立されるプロジェクト子会社（特別目

的会社）によって行われ、資金の借り入れ行為もこのプロジェクト子会社が担う。スポン

サー（出資者）はプロジェクトの実質的なプロモーターでありながら、契約上は、その役

割と責任、コミットメントが限定されることになり、金融機関は、プロジェクト子会社を

別個の主体として認識し、これに対し与信、ファイナンスを供与することがプロジェクト

ファイナンスの特徴になる。 

実行かつ 適な枠組み創出（ストラクチャリング）

（目標の数値
化、基本イン
プットの把握）
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要素の選択と特定化（リソーシング）

暫定事業採算モデル 実現化のための全体枠組み設定 要素の詳細枠組み設定検討

個別要素の 適化・実現化
（ 適化と代替性の検証）

全体の枠組みの
適化・実現化

実行可能なプロジェクトの
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資金調達の枠組みの実現

ファイナンスの実現・プロジェクト
実効性の確保

事業採算モデルの確定
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尚、スポンサー（出資者）が事業分野毎に、投資子会社を保持し、この投資子会社がプ

ロジェクト子会社を保持するという風に、階層的な構造として出資構造が構成されること

がある。このように、スポンサー（出資者）とプロジェクト子会社を法的に別個の主体と

して、階層的に構成する場合、スポンサー(出資者)はその投資子会社ないしは、プロジェク

ト子会社株式持分の全体ないしは一部を処分することにより、プロジェクトからの退出を

可能にする手段を持ってしまうことになる。スポンサー（出資者）の契約的な責任が限定

されるかかる構造は、スポンサー（出資者）に対し負債の拠出者である融資金融機関が、

より厳格な規律のあり方を要求することをも意味している。 

プロジェクトが多層化された法的な主体によって構成される場合には、出資行為に参画

する主体の参入と退出のルールやコミットメントのあり方が、プロジェクトにとっても、

またファイナンスにとっても重要になる。なお、プロジェクトファイナンスはスポンサー

（出資者）によるプロジェクトからの退出（exit）をあり得る前提として、その枠組みと条

件を設定する。これには後ろ向きな退出と前向きな退出がある。後ろ向きな退出とは、プ

ロジェクトの破綻であり事業からの撤退、融資金融機関などによる事業の継承、事業者代

替を意味する。前向きな退出とは、スポンサー（出資者）のプロジェクト会社株式持分や

経済的インテレストの第三者への売却・譲渡や新規株式公開などによるキャピタルゲイン

取得を意味する。 

 

5. 適リスク分担、調整、契約 

 

5.1. 考え方 

プロジェクトとステークホルダー間の役割と責任、権利義務関係を契約関係によりまと

めることがストラクチャリングの 終目的になる。これはプロジェクトに関連するステー

クホルダー間の利害の調整でもあり、プロジェクトに関わるリスク分担とリスク管理のあ

り方を決めることを意味している。この場合のリスク分担とは、リスクの所在を特定化し、

リスクを担う主体と責任のとり方を明確に約定で決めることを目的とする。またリスク管

理とは、一義的にはリスクが適切に管理される仕組みと規律をプロジェクトの中でつくり

上げることを意味する。リスク分担はプロジェクト全体から見た場合、偏り過ぎたり、バ

ランスがとれていない場合、プロジェクト全体が不安定な構造となり、融資適格性を損な

うことがある。リスク分担を契約的に決めることにより、次の３つのような合理的な効果

をあらかじめ期待できる。 

① リスク分担者に対して、リスクが顕在化することを防ぐ動機づけを与え、リスク分担
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者によるかかる努力を期待できること。 

② リスクが顕在化した場合、その影響をできるかぎり軽減するリスク分担者による努力

を期待できること。 

③ リスクが顕在化した場合、その修復に係わる金銭的負担を当該リスク分担者が担うこ

とを期待できること。 

上記から、リスクが分担される主体の能力とリスクを支える仕組みが重要であることが

わかる。リスク分担の概念とワークフローは、図 4－2－11 のとおりとなる。 

図 4- 2-11 リスク分担の概念とワークフロー 

ストラクチャリングの過程では、リスクの分担やリスクの管理の枠組みにこうあるべき

とする固定的な考え方は必ずしも存在せず、プロジェクト全体の枠組みを構築する過程で、

任意に 適解を模索することができる。仕組みの設定に関し、柔軟性は大きくかつ、その

あり方は枠組みを設定する過程において動態的に変わることもある。この場合、リスクと

リワード（報償）は代替的になり、プロジェクトに関わるステークホルダー間のリスクに

対する許容度などによっては、分担の主体も、そのあり方も大きく変化する。プロジェク

トにおけるリスクの回避、軽減、受容はリスク分担の過程で、当該リスクを担うことがで

きる 適なプロジェクトのステークホルダーに割り振り、契約でその分担のあり方を取り

決めることが基本となる。 

もちろん上記の考えは、リスク管理のあり方が、この枠組みのみで実行されることを意

味しない。ファイナンス上の考えは、プロジェクト全体の枠組みとして、合理的なリスク

管理が行われる仕組みをつくることにある。その実効性は、個別のリスク要素に関し、し

っかりとした認識や対応措置等リスク管理が実践されていることに依存するといっても過

言ではない（第 7 章参照）。リスクが顕在化した場合、だれが何をするのかが、取り決め

としてあらかじめ予見できることが金融の仕組みという観点からは重要となる。 

リスクを担う主体、
内容、責任のとり
方を特定化し、プ
ロジェクト全体の
枠組みの要素とし
て固定する
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成果

要素と
情報の
収集

対象の
特定化
と分析

対応策
の策定

①リスクの定量化
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確立)の把握
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連鎖波及性の評価

④個別リスクの詳細評価

①プロジェクトにとっての
適、合理的なリス

ク分担

②プロジェクトの枠の中
でのリスク軽減・分担
管理の枠組み
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5.2. リスク分担の考え方と 適分担 

リスクはそれを担う主体との関連でとらえ、分担のあり方を考える。プロジェクトの与

件のすべてが成立していない段階におけるリスク分担のあり方は、制約要件が少ないとい

うことでもあり、選択肢や交渉の過程で変わることがある、あるいは変えることができる。

この分担のあり方に関しては、下記特徴がある。 

① リスクは費用化される。ある主体がリスクを担うということは、その担い手に対し、リ

スクに見合う報酬（リワード）が支払われることが前提になる。この意味では、リスク

分担はリスク分担する担い手が判断するリスクとリワード（報酬）、並びにリスクに対

する許容度との関係で決まる(プロジェクト全体の枠組みの中で、 も安い費用で合理的

にリスクを管理することができる主体が当該リスクを分担することが基本となる). 

② プロジェクトに関係するあらゆるステークホルダーとプロジェクトとの関係は、すべて

リスク分担を構成する。 

③ 資金の拠出者間のさまざまな関係（スポンサー〈出資者〉と融資金拠出者間、融資金拠

出者とプロジェクト会社間、スポンサー〈出資者〉とプロジェクト会社間）もすべてリ

スク分担事項となる。 

④ リスクの担い手は、仕組みを構成する過程で変えることができる。またリスクの属性を

転換したり代替したりすることもできる(例えば、契約当事者となる二者間のみならず、

契約全体の枠組みの中でより 適な形でリスク分担を担えるステークホルダーが存在

することがあり、かかる場合にはリスク分担のあり方を変えることを考慮する。あるい

はリスクの要素や機能を分解して、複数の主体がリスク分担を担うなど、より 適な手

法を志向することもできる)。 

 

事例◆ リスクの属性の変更 

あるプロジェクトを子会社をつくって遂行しようとし、必要な資金を金融機関から子会

社が借り入れる場合、金融機関は子会社の義務履行を確保するために、親会社に対し銀行

保証状などの金銭的保証を要求してきたとする。この場合、子会社の資産などを担保化す

るとともに金銭的保証ではなく、親会社による限定的な契約義務履行保証など非金銭的保

証に代替することを交渉できることがある。子会社を支援するというリスクの本質に変化

はないが、リスクの属性を金銭的義務から契約上の履行支援義務に変更したことになる。

金銭債務の保証を親会社がするか否かは、親会社にとり大きな差異がある。 

 

この場合の 適なリスク分担において、次の 3 点に配慮する必要がある。 
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① 当事者間のリスク分担は部分 適であっても、プロジェクトから見た場合、必ずしも

全体 適にはならないことがある。 

② 当事者間で、合理的なリスク分担が図られない場合、他のプロジェクトのステークホ

ルダーを絡ませてリスク分担を図り、全体 適を図ることがある。 

③ なお、プロジェクト全体の仕組みをまとめ上げる観点からは、部分 適よりも、全体

適が優先されることがある。 

プロジェクトの観点から見た場合、全体としてのリスク分担のバランスとその 適性が

重要視される。また、プロジェクトに関わるステークホルダーに過度のリスク分担をさせ

ることは、一般的にリスクの顕在化を増やす要素があると判断され、好ましい考えではな

い。全体としてのリスク分担の 適性は、分担のバランスにも大いに関係する。 

 

5.3. プロジェクト契約と融資契約、担保関連諸契約 

リスク分担の考えは、ステークホルダーの間で交渉によって決められ、契約というかた

ちで確定する。プロジェクトに関わるリスク分担のあり方を決める手段が契約であり、プ

ロジェクト会社が抱えるさまざまな契約上の権利義務は、すべて融資契約上のセキュリテ

ィとなる。 

プロジェクトファイナンスは、すぐれて関係当事者の契約関係とプロジェクトに関わる

主体が契約義務を履行することを拠り所とし、各契約の有効性と継続性・実行性、各主体

が契約を履行する能力を保持していることが、すべての前提となる。プロジェクトファイ

ナンスにおける融資契約は、さまざまなプロジェクトに関わるすべての関連諸契約（プロ

ジェクト諸契約）を結合する。プロジェクトのセキュリティに関わる権利義務関係もすべ

て契約化され、これを担保関連諸契約（セキュリティドキュメント）という。この内容は

以下に示す契約などに分けられる。 

① 不動産、動産、債権、その他プロジェクト会社のすべての権利に関する担保権設定契

約。 

② 銀行口座に対する担保権設定契約。 

③ スポンサー（出資者）のプロジェクト会社への出資持分などに対する担保権設定契約。 

④ プロジェクト諸契約上のプロジェクト会社と関連契約当事者間における権利の事前

譲渡合意契約など。 

 

5.4. リファイナンスとファイナンスリスクの小口分散化 

一旦構成されたファイナンスの仕組みは、必ずしも固定的である必要はなく、条件設定
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次第では、これを後刻再構成して、債務の一部、あるいはすべてを期前返済し、より条件

のよい資金拠出者からの借入金に組み替えることもできる。これをリファイナンスといい、

資金の効率的運用に関わる一つの選択肢でもあり、プロジェクトの収益性を向上させる効

果がある。 

 

事例◆ 有利な債券発行による資金調達 

1990 年代中期以降の米国や一部途上国における民間発電（Independent Power Producer 

＝ IPP）案件,あるいは 2000 年代以降の英国における PFI 事業は、いずれも電力会社ない

しは公的主体との長期継続契約を前提とし、資金調達・施設の整備・運営とサービスの提

供が一体となった複合的な契約的枠組みを特色とする。この資金調達では、 初に市中銀

行からの融資金と資本金で必要資金を賄い、施設を完成後、プロジェクト主体が債券を発

行し直接資本市場から資金を調達、融資金の一部もしくは全額を返済し、リファイナンス

するケースが多くみられた。プロジェクトに関わるリスクは時間の経過とともに、その顕

在化の可能性が変わることに着目し、たとえば施設が完工し、実際のプロジェクトキャッ

シュフローが安定的にみえるようになった段階で、リスクはあまりとれないが、より有利

な条件を出せる資金拠出者を探して、負債の構成を組み替えるという考え方を採った事例

になる。債券の償還期間は銀行融資よりも長く、たとえ表面金利が高くてもライフサイク

ルコストで考えると、プロジェクトにとってはより有利な資金調達コストになり収益性が

向上する。また、当初契約の時点と比較し、長期金利の低下局面では、場合によってはリ

ファイナンスはこの金利差を取得することを可能にするため、巨額の収益性向上に資する

ことがある。 

 

プロジェクトを支えるリスク分担の仕組みとリスクのあり方に透明性がある場合、資本

や負債の一部を直接金融市場において特定少数、あるいは不特定多数の投資家に対し、証

券化、債券化などの手法により小口分散化し、販売できる要素がある。これらの手法を利

用し、プロジェクトが完工し、プロジェクトが生み出すキャッシュフローが、見えてきた

段階に、資本の一部を代替する場合は、資本にとってプロジェクトからの退出（exit）の一

手段となる。一方、小口分散化された資金は、通常の資本や負債と異なる性格をもち、こ

れらが共存する場合には、出資者間や債権者間の権利義務関係を再構成する必要がある。 
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6. 事業性・経済性評価 

 

6.1. 事業性・経済性評価 

プロジェクトはその事業性（Financial Viability）が確認され、これを合理的な判断によ

り立証できないかぎり、実現できないし、資金調達の枠組みも構築できない。事業性評価

はプロジェクトの初期段階で、さまざまな前提条件を基本的な目標として設定し、暫定的

な事業採算モデルを考え、ストラクチャリングの過程でさまざまな変動要因と要素を段階

的に修正しながら確定し、当初の目標を実現するためのツールとして用いられる。プロジ

ェクトの初期段階では、前提条件はあくまでも仮定条件であり、プロジェクトをストラク

チャーする過程で、要素の段階的確定化に伴い変化するため、不断の検証を必要とする。

全体の枠組みと仕組みが確定した段階で、事業性評価は固定する。ストラクチャリングの

プロセスは事業性評価の継続的なプロセスともなる。 

事業採算モデル作成は、各要因を踏まえて、アウトプットとしては、プロジェクトライ

フサイクルにわたる財務諸表とそれから導き出される各種分析評価となる。その事業採算

モデル作成にあたっては、多くの要因を仮定することになる。要因例を列挙すると、予備

費を含む初期投資費用、その資金調達（資本負債構成等）、運営時点での収入、費用、金

利、手数料、税金、減価償却などがあるが、これら直接プロジェクトに関連する要因だけ

でなく、マクロ経済要因も含まれる。例えば、関連商品の物価動向、供給動向、金利動向、

人件費動向や、海外プロジェクトや輸出輸入関連のプロジェクトであれば、外国為替動向、

当該国での税務などを仮定することとなる。これらは、プロジェクトの内容によって異な

るが、これら要因の検討はプロジェクトの評価にあたって重要である。 

 

6.2. 融資適格性 

プロジェクトファイナンスを実現するためには、プロジェクト自体が融資適格性をもっ

ていることが必要である。この融資適格性を立証することが、プロジェクトをプロモート

するスポンサー（出資者）による融資金拠出者（リスク分担者）に対する成果責任

（Accountability）となる。 

下記が、融資適確性に関する判断基準になる。 

① プロジェクトに関わるリスクがしっかりと認識、把握され、リスクに対する適切なプ

ロテクションや軽減、管理の仕組みがプロジェクトの中で契約的に構成されているこ

と。 

② プロジェクトに十分な収益性と債務返済能力があり、収益性の変動リスク要因が正確
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に把握され、プロジェクトのキャッシュフロー変動に対する適切なバッファーやクッ

ションが仕組みとして構成されていること。   

③ プロジェクトの仕組みがリスクを適切に管理する構成になっていて、確かな主体が担

い、契約上の義務履行を担える適切な能力がその主体に存在すること。 

④ 融資行為に関わる適切な担保の枠組みが構築され、その内容が実効性のあるものであ

ること。 

 

融資適格性の観点からは、①プロジェクトの事業性・経済性が確認されていること、②

事業性・経済性を支えるプロジェクトのリスク分担とリスク管理の仕組みが合理的である

こと、③リスクが顕在化した場合の補填（カバー）や軽減措置（プロテクション）がプロ

ジェクトの仕組みの中で十分考慮されていること、の三つが必要条件となる。 

このための審査の対象は、下記の如き項目になるが、プロジェクトの内容次第では、項

目が増減したり、詳細化されることがある。 

① プロジェクトの収益構造（例えば収益を生み出す構成要素、プロジェクトが抱える市

場リスクとその軽減のあり方など） 

② プロジェクトを実現する為の要素・体制・管理のあり方（例えば、採用技術、設計・

建設・運営・操業・施設維持などの体制と実現のための手法、管理のあり方など）  

③ プロジェクトを遂行する為の仕組みや費用・管理のあり方（例えば、原材料などの仕

入れコストの構造や仕入れに関わる体制・仕組み、管理・運営のあり方など） 

④ プロジェクトの事業性・経済性 

⑤ プロジェクトの長期的な財務的見通し 

⑥ プロジェクトの全体構成とこれを支える各ステークホルダーの力量と能力 

⑦ スポンサー（出資者）の力量と能力 

⑧ プロジェクトを支える契約構造の安定性と強さ 

⑨ キャッシュフローを生み出す枠組みを支える実効性ある担保の枠組み 

 

6.3. 財務会計分析・評価 

財務会計分析は、プロジェクトの事業性や収益性を評価する有効な指標である。一般的

に投資収益性評価は、スポンサー（出資者）の立場からプロジェクトの経済性を評価する

手法でもあり、安全性評価はプロジェクトに資金を貸し出す資金拠出者の立場から、元利

金返済の安全性を検証する指標ともなる。つまり、プロジェクトの実現を図り、資金調達

を企画する主体であるスポンサー（出資者）の立場からは、両方の評価を満たすことが必
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要となる。 

投資収益性評価には、第 IV 部第１章に記載した手法がある。一方、安全性評価とは借入

金の返済能力を評価する指標でもあり、一般的に以下の三つの手法が知られている。 

① 債務資本比率（Debt Equity Ratio） 

② ローンライフ・元利返済カバレージレシオ（Loan Life Debt Service Coverage Ratio

＝LLDSCR） 

③ 年度別・元利返済カバレージレシオ（Yearly Debt Service Coverage Ratio＝YDSCR） 

プロジェクトの財務会計分析・評価は、多様な主体により実践されているが、資金を拠

出する当事者やステークホルダーによっては、その内容と見る視点が異なることがある。 

例えば、金融機関はプロジェクトのキャッシュフロー、企業の資本構造、資金のソース

とその使途、一定期間におけるプロジェクトの採算性、将来の採算性予測などを主に見る。

一方、事業投資家となるスポンサー（出資者）にとっては、あくまでも（投資に対する）

採算性、現在および将来におけるプロジェクトの収益性とその将来的安定性が評価の中心

となる。機関投資家の場合は、投資を金利取得の手段と考えるため、元利返済カバレージ

レシオや格付け機関などの第三者による格付けや評価を中心に見る。また、請負建設業者

（コントラクター）がプロジェクトファイナンスを構成する主体と請負建設契約を締結す

る場合、資金拠出の枠組みとその与信リスクを主に見ることになり、短期的な流動性に視

点を置き評価する。 

このように融資金融機関の視点は、一定レベルの DSCR＝デットサービスカバレージレ

シオの充足とキャッシュフローを構成する要素の安定性に注がれる。この金融機関の評価

とスポンサー＝出資者の考え・評価とは、必ずしも一致しないことがわかる。 

 

6.4. 財務会計分析・評価の手順 

財務会計分析・評価は通常下記のステップをとる。 

(1) 基準事業採算ケース（ベースケース）の設定 

所与の条件を考慮し、合理的に実現可能な前提のもとに判断の基準となるベースケース

を設定し、この前提で収益性・安全性評価が満たされることを確認する。 

(2) 各種感度分析（センシテイビテイー・アナリシス）による検証 

前提となる条件（可変値）の変化に対する許容度のレベルと限界、プロジェクト全体に

対する影響度を検証する。 

(3) 事業性悪化ケースの検証 

プロジェクトのキャッシュフローを悪化させる要因ごとに、悪化した場合のシナリオを
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考慮し、プロジェクトに対する許容度のレベルと限界、どんなシナリオ展開があり得るか

を検証する（ダウンサイドシナリオ）。また、複数の要因が結合して、 悪の状況になっ

た場合、プロジェクトはどの程度、もちこたえられるかを検証する（ワーストケースシナ

リオ）。 

(4) 対応計画（リスクプロテクションプラン、コンティンジェンシープラン）の検討 

上記(3)が起こりうる場合、事業性悪化の可能性や発生時の影響を軽減する措置（リスク

プロテクションプラン）、あるいは事業性悪化に備える計画（コンティンジェンシープラ

ン）などを考慮し、たとえ悪化要因が生じても適切な補填（カバー）がなされる仕組みを

志向する。この結果、融資金融機関によるこれらリスクや対応措置の評価次第では、リス

ク分担当事者のリスク分担のあり方が変更されることになる。また、リスクの補填（カバ

ー）や軽減措置（プロテクション）のあり方は、金融機関との間で交渉において取り決め

る。 

 

リスクプロテクションの考え方とは、例えば下記の如きものになる。あるプロジェクト

に明確なリスクがあり、これが起こり得る可能性がプロジェクト会社の経営努力に左右さ

れる場合、リスクの管理はこのプロジェクト会社以外はできない。金融機関は、もしプロ

ジェクトが一定レベルの DSCR（元利返済カバレージレシオ）を保持できない場合、配当

制限をかけたり（プロジェクト会社とスポンサーに問題を解決するように動機づけをする）、

また債務返済原資が足りなくなる場合は、スポンサー（出資者）に追加資金拠出確約（キ

ャッシュディフィシエンシーサポート）を要求したり（資金力のあるステークホルダーに

補填させる）、プロジェクト会社を債務不履行事由にさせ、融資金融機関の管理下に置き、

問題解決を図るなどの方策をとる。このようにプロテクションとは、リスクの回避や修復

を図る動機づけを契約的に考え、またリスクが生じた場合の対応をあらかじめ決める考え

方を意味している。 

図 4－2－12 は事業性評価のあり方が、プロジェクト全体の枠組みやリスク分担、条件交

渉などに影響をもたす可能性もあることを意味している。 
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図 4- 2-12 事業性検証に関わるワークフロー 

 

 

【参考文献】 

［1］「Project Finance Seventh Edition」Peter K.Nevitt, F.Fabozzi, Euromoney, 2000 

［2］「Project Financing」John D Finnerty, John Wiley & Sons, 1995 

［3］「プロジェクトファイナンス」小原克馬、金融財政事情研究会、1997 年 

［4］「プロジェクトファイナンス入門」西川永幹、大内勝樹、近代セールス社、1997 年 

［5］「国内プロジェクトファイナンス」大内勝樹、近代セールス社、1999 年 

〔6〕「ファイナンス法大全(上・下)」西村総合法律事務所（編集）、商事法務研プロジェ

クトファイナンス 7〕「プロジェクトファイナンスの理論と実務」エドワード・イエ

スコム著佐々木仁訳、（財）金融財政事情研究会、2006 年  
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悪ケースの検討

（Worst Case Scenario ）
（前提条件となる可変値の変動の全体に
対するインパクトを検証する。何がどう変わ
るとどのような影響があるかを見る）

（一定の可変値の変動がもた
らす事業性悪化への影響度
を検証する）

（考えられる 悪の条件の組
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リスクプロテクションプラン、コンティンジェンシープラン
（Risk Protection Plan、Contingency Plan）

①一定の要因がもたらす影響度の軽減措置：内部的な措置・対応による影響度軽減
②一定の要因が起こった場合のカバー、クッションの設定：交渉による条件設定変更、リスク分担変更
③一定の要因が起こり得る蓋然性そのものを減らす：リスク分担の再構成、全体の枠組みの再構

暫定事業採算モデル（Baseline Assumption Model）

基準事業採算モデル（Base Case Model）

感度分析（Sensitivity Analysis）



 171 

第3章 プロジェクトシステムズマネジメント 
 

概要 

プロジェクトの計画や管理などの活動にあたって、物事が曖昧であったり、予想外の事

態に遭遇したりすることがある。解決すべき問題があることがわかっていても、プロジェ

クトを形づくり、問題を解決する手がかりをつかめないケースも少なくない。また、プロ

ジェクトが動き始めたあとで任務がわからなくなり、当初想定していたこととは異なる任

務を抱え込んでいることに気づくことも多い。このような問題を可能なかぎり回避するた

めの思考方法の一つとして、システムズアプローチがある。 

これは、システム概念に基づく問題解決型のアプローチであり、全体の枠組みを明らか

にしたうえで、物事や対象をシステム（秩序をもつ諸要素の集合体）としてとらえ、その

構成要素と要素間の関係を明らかにし、引き続いて要素の細部を具体的に考察する考え方

である。プロジェクト活動だけでなく、プロジェクトが提供する成果物やサービスの仕組

みを含めて、プロジェクトの課題と範囲を明らかにし、プロジェクト活動を計画し、管理

することを可能にしようとするものである。 

図 4- 3-1 プロジェクトシステムズマネジメント概要 

プロジェクトは通常、プロダクトである成果物を提供する活動と、プロジェクトを効率

実践
指針

・プロジェクトには技術・計算等の曖昧な部分が多く内在する
・システムズアプローチを応用し、プロジェクトの概念整理等を行う

環境変化
制約条件

・経済的環境の変化、・人的資源、実務経験者不足、・予算
・開発、プロジェクト期間の短縮、・技術の発達、・要求仕様の高度化

・プロジェクトに内在する複雑な
課題の整理

・要求仕様の達成
・計画、成果物の価値向上
・プロジェクト収益の向上

3.1 システムズアプローチ
3.2 システムズエンジニアリング
3.3 システムズマネジメント

・達成可能なプロジェクト計画
・整理され、整合の取れた

プロジェクト概念
・プロジェクトマネジメント品質

の向上
・成果、生産性向上
・顧客満足

知識
データベース

・システム概念、・意思決定論
・システムズアプローチ具体例
・システムズモデリング
・手法のノウハウ

目的 業務プロセス 成果
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よく、効果的に行うマネジメント活動に分けて管理されている。一般に成果物を提供する

活動はシステムズエンジニアリングの手法が採用されている。システムズエンジニアリン

グの も著名な適用例が「アポロ計画」である。NASA のシステムズエンジニアリングで

は、プロジェクトライフサイクルをフェーズに分けて、フェーズごとに要求仕様を完了さ

せて次に進める手法が、プロジェクトを成功に導くキーファクターであると強調されてい

る。これらの実績から一般に、プロジェクトの成果物を提供するプロセスもシステムズエ

ンジニアリングに依存するところが大きい。 

 

通常のプロジェクトマネジメント活動では、システムズマネジメントについて特に意識

されることはないが、近年はシステムとしてとらえにくいプロジェクト対象が増えてきた

ために、あらためて体系だったアプローチが求められるようになった。その事例を示す。 

横軸に可視化（モデリング)の難易度を示す。縦軸は科学系、技術系、経営系、社会系と

あり、この中で社会系プロジェクトの可視化が も困難である。プラント系の成果物はハ

ードという実態がある。地域開発はハードという実態ではなく、地域ステークホルダーが

つくり上げたコンセンサスという約束事であり、変化しやすい。しかし、これらのプロジ

ェクトも可視化して業務を進める必要があり、新しいアプローチが模索されてきた。 

図 4- 3-2 プロジェクトの対象と可視化 

プラント系のような実態のあるものに対する従来からの工学手法をハードアプローチと

ＰＪの対象

難しい容易 可視化・仕様化の難易度

社会系ＰＪ

経営系ＰＪ

科学系ＰＪ

技術系ＰＪ

地域開発ＰＪ

業務改革ＰＪ

プラント系ＰＪ

通常業務の
ＩＴ化ＰＪ

ハードアプローチ

ソフトアプローチ
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表現するのに対し、システム化しにくい実体のないものに対するアプローチとしてソフト

アプローチという手法が提唱されている。 

システムのとらえ方の視点として、システムは環境との関係に基づいて設定されるとい

うことがある。具体的には何をシステムの構成要素とし、どのようなことを関係と見なす

か、何を環境側に位置づけるかを明らかにするアプローチをシステムズアプローチと呼ぶ。

また、プロジェクトの課題をシステムとしてとらえ、記述し、各要素を関係づけながらシ

ステムを実現し、それが期待どおりのものであるかを確認するプロセスをシステムズエン

ジニアリングと呼ぶ。さらに、適切なものの見方に基づいてプロジェクトに関わる諸要素

をとらえ、関係づけて、全体システムとして矛盾や無駄のない構造に保つための活動をシ

ステムズマネジメントと呼ぶ。 

本章は、接近法であるシステムズアプローチ(１)、実現法であるシステムズエンジニアリ

ング(２)、およびそれらを統合しながら全体 適化を図るシステムズマネジメント(３)から

構成されている。 

 

1. システムズアプローチ 

 

1.1. システムとは 

システムとは、システムの外側と内側の間に境界を設定し、システム内部に対して外部

から境界を通して出入りする「投入」（入力またはインプット）と「産出」（出力または

アウトプット）のもとで、問題解決のための「プロセス」が機能するものと考える。なお

近では、投入、産出およびプロセスに加えて、「制約」および「外乱」という側面を明

示的に加えたものが一般的になっている。 

システムの要件という観点からは、システムとは、境界の存在、複数の要素の有機的結

合、全体の目的と目標、環境とのやりとり、階層構造、適応性、を持つと定義される。 
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図 4- 3-3 システム環境図式 

1.2. システムズアプローチとは 

システムズアプローチとは、ある問題を解決するのに、システム概念を用いながら体系

的に接近する方法をいう。ある問題を特定・定義し、関連するすべての要素を体系的に考

慮しながら、全体として 適な案を導く思考方法であると言える。従って、システムズア

プローチは手法や技術ではなく、概念あるいは問題をとらえる方法であり、不確実性の下

で複雑な問題の意思決定を助けるための学際的な方法であると理解すべきである。 

1.2.1. システムのとらえ方 

システムという言葉はわれわれの日常でしばしばお目にかかるが、その使われ方は様々

である。一般的にシステムズアプローチでは、システムを下記のようにとらえている。 

(1) システムとは認識されるものである 

ある事象に対して、それをどのように認識するかは、個人によって異なる。同様に一つ

の事象について、それをどのようにシステムとして認識し、記述するかは各人各様である。

この意味でシステムは客観的に存在するのではなく、われわれのなかに主観的な概念とし

て存在するもの、詰まりは認識されるものと言える。見る人の専門性や興味・信条によっ

て異なったシステムとして見えるのである。 

(2) システムは階層性と創発性を持つ 

システムを階層（全体システムと要素＝サブシステム）から成っていると認識すると、

システムを理解しやすくなるが、このときシステム全体の性質は部分の和以上のように見

える。つまり、全体は部分が持っていない性質を持っている。この「全体の性質」と「部

分の性質の和」との差のことを、創発性(emergent properties)と呼ぶ。すなわち、階層性

と創発性とは事象をシステムとして認識するうえでの対概念である。 

 

プロセス投入 産出

外乱

制約
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(3) システムはコミュニケーションとコントロールを持つ 

あるシステムがシステムとして存在を続けるには、何らかの形で全体システムがその要

素（サブシステム）の挙動をコントロールせねばならない。各要素がまったく自由に行動

したならば、システムは崩壊してしまう。このコントロールのためには、全体システムは

各要素の状態や挙動に関する情報を得る必要がある。この意味で、コミュニケーションと

コントロールは、システムを維持するのに必要な対概念である。 

(4) システムは自己組織性を持つ 

自己組織性とは、システムを維持するだけでなく、自らをより複雑なシステムに形成し

ていくことである。これは、自己を複雑にするような特殊なコントロールをしているシス

テムと考えることができる。すなわち、コミュニケーションとコントロール概念の特殊な

ケースである。自己組織性ということもあくまでも認識上の概念である。 

1.2.2. システムの分類 

システムズアプローチではシステムを 3 種類に分類している。すべての種類に、階層性・

創発性・コミュニケーション・コントロール・自己組織性などを見出すことができる。 

(1) 自然システム 

人間が介在せず自然に存在するもののなかでシステムと認識でき、システムとして認識

したほうが取り扱いやすいものが多くある。例えば、粒子と原子との関係（物理学）、原

子と分子の関係（化学）、生物の器官と個体との関係(生物学)、生物種同士の関係(生態学)、

太陽と惑星の関係（天文学）、等々である。 

(2) 人工システム 

人間が作成したもので、システムとして認識でき、システムとして認識したほうが取り

扱いやすいものがある。例えば、自動車やコンピュータのプログラムだけでなく、法律や

数学も人工システムである。物理的な人工システムは特定の意図を実現するために設計さ

れている。 

(3) 人間活動システム 

人間が社会的状況のなかで活動するとき、状況によって影響を受けるとともに状況に何

らかの影響を及ぼす。また、その活動の意味は中立ではありえず、活動の本人もそれを観

察した人も、そこに何らかの意味づけを見出すことでシステムとして認識する。 

 

1.3. ハードアプローチとソフトアプローチ 

従来からの代表的な意思決定の手法であるオペレーションズリサーチ（OR：Operations 

research）や経営科学は、「何をすべきか(What)」が与えられているときにこれを「どう
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実現すべきか(How)」という問いに答えるのに非常に有効であった。すなわち、工学全般の

強みは、何をすべきかの「目的」が与えられたときに、「これをどう実現すべきか」につ

いて解答を与えることにある。 

ところが、達成すべき目的について明確な形で合意できないとき（現実の社会的な活動

全般は混沌として複雑なものである）、これらのアプローチは残念ながら無力である。例

えば「企業経営を改善する」という目的が与えられたときに、この目的が意味する具体的

な内容は、株主・経営者・従業員・取引先・顧客のそれぞれの立場によって異なるのみな

らず、それぞれの立場のなかでも個人によって異なるであろう。そしてこのようなとき、

工学全般には、これらの異なった具体的な意味内容を探る手だてがない。ここで、「合意・

定義された目的をどう実現するか(How)」が得意である従来からの工学全般（OR・経営科

学・システム工学等）をまとめて「ハードアプローチ」と呼び、異なる価値観をもった関

係者の間で「何を実現すべきか(What)」を探求するための手法をまとめて「ソフトアプロ

ーチ」と呼ぶ。 

システムズアプローチの基本は、対象をシステム環境図式や全体と部分、目的と手段な

どの切り口で規定し、全体像を明確にしていくものであり「ハードシステムズアプローチ」

と称される場合もある。一方、それらでは規定できない、曖昧模糊とした様相をもつ問題

がある。たとえば、人間活動システムのように関係するステークホルダーが多数であるこ

とによって、利害・損得が対立して前述したシステムズアプローチでは調停がむずかしい

場合もある。そこで、価値観の異なる関係者間の合意形成や目的設定、関係性が明らかで

ない状況の中で関係を見出す、あるいは関係をつくり出すための緩やかなアプローチが必

要であることが主張され「ソフトシステムズアプローチ」と称されている［2］。 

つまり、ハードシステムズアプローチが、課題や目標を明確にした上で、それを実現し

ていくための方法論であるのに対し、ソフトシステムズアプローチは、あるべき姿や問題

が曖昧な混沌とした状況において、異なる考え方を持つ人同士が、議論を重ねて互いの考

えを共存させる妥協点を探るプロセスととらえられている。1990 年代に入って、この考え

方はヨーロッパを中心に受け入れられ、注目を浴びた。一方日本では、この種のアプロー

チの必要性に早くから気づいており、ブレーンストーミング、KJ 法、ワークデザインなど

が以前からも利用されている。 

1.3.1. ソフトシステムズアプローチ 

この「ハード」、「ソフト」という用語は、コンピュータとは関係ない。関係者に共有

されている状況や価値観や目的が単一でカッチリとしたものか、混沌としてとらえどころ

なく扱いにくいものか、といった違いを表現している。 
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関係者間で実現すべき目的（What）について合意していないとき、または目的を明確に

定義できない複雑な社会事象に対するときの接近法であるソフトアプローチは、各種手法

が 1970 年代以降に開発されてきた。数あるソフトアプローチのなかで、とくに英国人のチ

ェックランド（Peter Checkland）により開発されたソフトシステム方法論(SSM：Soft 

Systems Methodology)が、その利用者の広がりの点で群を抜いているので、以降は SSM

について述べる。 

SSM の基本前提は、「社会的状況の意味は立場によって異なる」ということである。例

えば、江戸時代の鼠小僧は、為政者にとっては「世を騒がす大泥棒」だが、庶民にとって

は「強欲な富裕層の富を再配分する庶民の味方」であった。一般的に客観的に観察可能で

あると思われる物理的な対象であっても、実は見る人のバックグラウンドや信条によって

どう見えるかには差異がある。ましてや社会事象においては、人により立場により、その

もつ意味の違いが際立っている。というより、立場によってそのもつ意味が異なって見え

るのが、社会事象の特性であるといったほうが正しいかもしれない。このような複数の立

場と意味が輻輳する状況において、それらの間の相互了解をとるようなことは容易ではな

いし、意識したアプローチによらずに自動的に相互了解が実現することは、事実上期待し

得ない。すなわち、複雑な状況においては、関係者が相談するにもそのための「技術」が

必要となる。 

SSM は、このような多様な価値観が複雑に絡み合った状態の中から、意味の探求をする

アプローチとして誕生した。SSM のキーワードは「アコモデーション（accommodation）：

折り合い」である。異なる立場や価値観の統一を求めず、違いは違いのまま、お互いに自

分を相手に合わせて調整しあって折り合える点を探すプロセスである。お互いの立場や前

提だけでなく、自分自身が無意識に持っている価値観（メンタルモデル）を、周囲の状況

について学習し理解を深めることで自己修正しながら、関係者にとって受容可能な代替案

を作成し、合意に近づくことを期待するのである。 

あらゆるプロジェクトには、現在及び将来にわたって、その全てを事前に把握すること

ができないという難しさがある。プロジェクトの過程と結果は、本質的に不確実である。

この予め全てを確定できない状態において、プロジェクトの当事者間の「アコモデーショ

ンを得ること」は、プロジェクトの成否を決する重要な要素である。 

1.3.2. SSM の 7 ステージモデル 

SSM のプロセスはしばしば「７つのステージ」として説明される。この７つのステージ

は SSM を実施するうえでかならず順番に経由しなければならないものではなく、ステージ

の間を自由に行ったり来たりしながら全体としての学習を進めていくことができる。「SSM
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は方法論である」といわれるが、これは、SSM においては厳格に順序を踏んでいくつかの

ステップを踏むことは必要ではなく、また逆に、一定のステップを踏むことが正解に到達

することを保証するものでもなく、むしろ必要に応じて幾つかのステージを行ったり来た

りすることが薦められていることを示している。しかし、SSM を 初に学ぶときには、「７

つのステージ」として説明したほうが、SSM においてなすべきことが分かりやすいので、

以下チェックランドのモデル記述に従う。 

図 4- 3-4 ソフトシステムズメンドロジー（SSM） 

(1) ステージ 1：問題状況の構造化 

構造化されていない問題状況を、構造化された問題状況に変える。 

SSM では問題状況を表現したものを「リッチピクチャ」と呼び、ステージ１では問題状

況に関る人々が納得できるリッチピクチャを描く。 

(2) ステージ 2：関連システムの選択 

リッチピクチャを吟味し、考察の対象とすべき「関連システム」を選択する。 

この関連システムは、システムが結局何を行うのかを明らかにする。ここでは異なった

立場を反映する複数の関連システムを選ぶ。 

(3) ステージ 3：基本定義の作成 

複数の関連システムをそれぞれ「基本定義」に展開する。 

ステージ1：
問題状況
の構造化

ステージ2：
関連システム

の選択

ステージ3：
基本定義
の作成

ステージ4：
概念モデル

の作成

ステージ5：
現実世界
との比較

ステージ6：
変革案
の作成

ステージ7：
変革案
の実行

現実世界

現実世界についての
システム思考

出典：[ 「SSMの7ステージ・モデル」Checkland 1990 ]

リッチピクチャー

関連システム(複数）

比較表

モデル

定義

変革案

→ハードアプローチへ
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基本定義の展開プロセスでは、システムの受益者、実行者、所有者、さらに世界観や制

約条件も検討することで、基本定義を洗練化させる。 

(4) ステージ 4：概念モデルの作成 

基本定義から「概念モデル」を作成する。 

この概念モデルは、基本定義に規定された関連システムを実現する活動を論理的にモデ

ル化したものであり、現実をモデル化したものではない。 

(5) ステージ 5：現実との比較 

概念モデルとリッチピクチャと比較する「比較表」を作成する。 

現実の問題状況を表現したリッチピクチャと比較することで、現実にはない活動または

存在するが上手く機能していない活動を発見し、変革のために必要な活動を議論する。 

(6) ステージ 6：変革案の作成 

比較表とリッチピクチャに基づいて、関係者が受容可能で実行可能な改革案を検討する。 

望ましく、実行可能な「改革案」がステージ６のアウトプットである。 

(7) ステージ 7：変革案の実施 

ステージ 6 で作成した「変革案を実行」する。 

その実行の結果として問題状況が変化し、スパイラルアップした新たな状況のもとで、

SSM の次のサイクルが始まる。 

上記の 7 ステージの中で、ステージ 1 から 5 までが「何をすべきか(What)」を明確にす

るソフトアプローチで、ステージ 6 と 7 が「どう実現すべきか(How)」を追及するハードア

プローチと位置づけることができる。 

 

1.4. 意思決定支援のモデリング 

ソフトシステムズアプローチも含めて、一般的にシステムズアプローチにより意思決定

を支援するモデリングは次のように考えられる。 

1.4.1. 問題の定義と概念化 

モデリングの前提として、分析者の頭の中に「概念」が入っていなければならない。組

織や社会の問題を取り扱う時、システムに関与する人々のもつ概念がある程度まで共通で

なければ、意思疎通さえも困難である。また、何らかの変革・変更を伴うプロジェクトで

は、その必要性に関して関係者の「意識がある程度そろっていること（問題形成）」が望

ましい。ソフトシステムアプローチは、主に概念形成、問題形成に注力する。 
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図 4- 3-5 意思決定支援のモデリング 

1.4.2. モデリングとシミュレーション 

多数の要素が複雑に絡み合っているような対象を解析したい場合や、時間とともに変化

する状況を予測したい場合など、現実に生じる問題を取り扱う時、対象世界を「モデル」

として表現し、さまざまな角度から吟味することが広く行われている。これはモデリング

と呼ばれ、的確に問題点や原因を突きとめることができる技法である。モデルとして表現

することにより、解決策を具体的なシステムとして吟味し、妥当性や欠点を発見すること

ができる。モデルの分類としては、概念モデル、分析型モデル（論理・数式モデル）、ア

イコン型モデル（模型）などがあり、それぞれのモデルに応じて、コンピュータシミュレ

ーションやテストマーケティング、プロトタイピングなどのシミュレーション（模擬実験）

が可能になり、現象の解明やケーススタディによる 適案選択の意思決定を支援する。 

1.4.3. モデリングの視点 

システム化の対象となる実世界は一見、「もの」や「ひと」が脈絡なく雑然と存在し、

出来事がランダムに発生しているように見える。このような状況の中で規則性や関係性を

見出し、システムとして構造をとらえるさまざまなモデリング技法が提案されている。モ

デリング技法は、まだ世界標準として認知されたものはないが、たとえば、オブジェクト

指向技術標準化コンソーシアム(OMG)が設定中の UML（Unified Modeling Language）や

米国国防省(DOD)が定めている IDEF(Integrated DEFnition)など、いくつかの候補がある。

技法によって表記法は異なるが、共通する主要なモデリングの視点は次のとおりである。 

 

概念化概念化

モデリングモデリング

シミュレーション
（模擬実験）

シミュレーション
（模擬実験）

適案の選択適案の選択

問題の定義問題の定義

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
ル
ー
プ
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(1) 実体・関連 

対象世界を構成する複数の「実体（もの＝entity）」とそれらの間の「関係（関連＝

relationship）」をとらえる。要素の時間的な変化過程を含まない場合は「静的モデル」と

呼ばれる。静的モデルが正確に記述されていると、システムの構成要素や働きを文章表現

することや、機能モデルに書き換えることは容易である。 

(2) 実体・事象と状態遷移 

実体の性質をとらえるために、実体の状態を変化させる「出来事（事象＝event）」の連

鎖、あるいは順序規則を記述する。これは実体の動的性質をとらえるアプローチである。

対象世界の現象が時間的に変化する状況を記述したモデルは、「動的モデル」と呼ばれる。   

一方、順序関係に着目して状態遷移を分析する方法があるが、これは出来事を捨象して、

実体の状態変化のみをモデル化するものである。このようなモデルは「状態遷移モデル」

と呼ばれる。 

(3) 機能と変換 

すでに述べたとおり「機能と変換」の技法は、要素の働きを表現する方法として投入、

プロセス、産出、制約および外乱を用いるものである。このようなモデルは、「入出力モ

デル」または「I－P－O モデル」と呼ばれる。この表現方法では、一つの活動や出来事に

よって複数の実体の状態が変化する様子を表現できる。この方法はシステムの働き、作用

を表現するために役立つ。 

(4) 相互作用 

実体がある状態に達した時、またはある出来事が発生した時、他の活動を起動させたい

場合がある。そのような場合は、実体間の相互作用の様子を記述する方法がある。ただし、

相互作用の記述方法は現在のところ貧弱であり、推奨できるものは少ない。 

(5) 手続き 

ある目的を達成するために行う一連の活動の順序と、活動や活動順序の選択規則を記述

するものである。ワークフロー－やビジネスプロセスは手続きの一種である。システムに

関与する要素が多種・多数あると、手続きを部分的に変えなければならない場合の記述は

極めて複雑になる。しばしば、設定した手続きに漏れや論理的ミスが組み込まれることが

あるので注意する必要がある。実際のプロジェクトでは複雑すぎて、手続きとしては記述

し切れない課題が少なくない。このような問題を回避、軽減するために、いくつかの順序

を伴う活動をまとめてサブシステムを構成することによって、システム全体の構成をブロ

ックの結合として表現する。 

以上のような視点をすべて使わなければならないというものではない。課題の性質に応
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じてモデリング技法を選択することが望ましい。また、一つの表記法にこだわると、課題

の重要な性質を見落とすことがあるので、注意が必要である。 

なお、米国国防省の IDEF（Integrated DEFinition）手法では、システムのモデリング

記述に、投入、プロセス、および産出に加えて、プロセスを制約する条件（法規制、規格、

契約条件）や所与の条件（プロジェクトの上位組織の規定やポリシーなど）を制約条件

（constraints）とし、プロセスの実施を可能にする方法論、資源、ツールをメソッド

（methods）と総称して、それぞれプロセスに上下から入る矢印の関係で記述する。IDEF

は、システム構築のみではなく、プロジェクト遂行プロセスやモデルの記述にも使用され

ている（例：米国 PMI®の PMBOK®Guide、米国 CII の Pre-Project Planning Guide、エ

ンジニアリング振興協会プロジェクトマネジメント部会分科会報告書「PMS と CAE の統

合に関する研究〈1993〉」など）。 

 

1.5. システムズアプローチとプロジェクトモデル 

システムズアプローチは経営管理にも応用できる。たとえば、アーベルは「事業領域」

を定義する方法として、製品やサービスを利用する「顧客層」、製品やサービスが使用さ

れる「顧客機能」、製品やサービスを提供するために使用する「固有技術」を規定するこ

とを提案している［1］。これに「もの」や「ひと」などの「資源」を追加すれば、プロジ

ェクト活動の範囲や、プロジェクトの成果物である製品やサービスの範囲を規定できると

考えられる。さらに、この図式を用いて「システムの内部構造」についても、それぞれの

構成要素の働きを同じように投入、プロセス、産出、並びに制約、外乱によって詳細に表

現し、投入と産出の流れに沿って順序づけると、機能構造を明示的に表現することができ

る。 

このような考え方を基に、プロジェクトの課題をとらえ解決すべき問題を明らかにしよ

うとする時、全体が 3 つの層から成り立つと見て、それぞれをシステムとしてとらえ、モ

デルとして記述する方法がある。第 1 層を顧客サービスシステム層、第 2 層を製品システ

ム層、第 3 層をプロジェクトシステム層として分類するものである。 

第 1 層については、プロジェクトの使命や課題、プロジェクトの成果物に関する要求仕

様を規定するために、プロジェクトまたはプロジェクトの成果物が「顧客」に提供する「サ

ービス」を「システム」としてとらえ、サービスモデルとして記述する。 

第 2 層については、サービスモデルの中で求められる製品の働きや内部の仕組みを「シ

ステム」としてとらえ、製品システムモデルとして記述する。 

第 3 層については、サービスモデルとそこから抽出されたシステムモデルを全体構造と
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して 適化し、それを実現していくプロジェクトまたはプログラムをシステムとしてとら

えモデル化するものであり、これはスキームモデルに相当する。 

1.5.1. システムの層（レイヤー）と対象のとらえ方 

対象を３つの層からなるシステムととらえ、それぞれの層をモデル化する場合の視点の

説明を行う。 

(1) サービス提供（第 1 層）の視点 

第 1 層の視点は、どのような顧客の、どのような働きに貢献するのか、「顧客機能に対

するサービスの提供」を意識して製品機能を規定すべきであり、いきなり「どのような製

品を作るか」という観点から製品仕様の記述をするのは危険なことがある。顧客機能につ

いては、顧客が求める機能を一つの製品では満たせない場合もある。たとえば、顧客機能

が製品だけでは足りず、別のサービスを提供しなければ、顧客満足を得られない場合があ

る。 

一方、製品が顧客の期待していない機能、すなわち「副作用」をもつことがある。この

場合は、副作用を抑えるか、問題発生を回避するためのサービスを併せて用意しなければ

ならない。なお、サービス提供そのものがプロジェクトの使命である場合もある。 

図 4- 3-6 顧客機能(第 1 層)と製品（第 2 層）との関係 

(2) プロジェクトの成果物（第 2 層）の視点 

第 2 層の視点は、プロジェクトの成果物（製品）自体をシステムとして規定するもので

ある。プロジェクトの成果物がもつ機能と副作用、成果物の使用にあたって消費する資源、

与えるべき情報などの関係をまず記述する。また、成果物を構成する要素と、それらの間

の関係も明示する。製品機能をとらえるうえで、システムズアプローチは有効な手段とな

る。 

顧客

機能a

機能b

機能c

機能d

製品A
製品B

サービスβ

サービスα

サービスγ

副作用θ

副作用θ
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プロジェクト活動のできるだけ初期にプロジェクトの成果物をシステムとしてとらえ、

記述することが理想である。しかし、プロジェクトは非反復的で未知の要素が多い課題に

取り組むために編成されるので、目標成果物をすぐには規定できない場合がある。そこで、

初期には大まかなモデルを描き、それを吟味しながらしだいに詳細化するアプローチがと

られることが多い。成果物としてのシステムの構造はプロジェクト活動の進行に従って詳

細化され、また、手直しされる。 

(3) プロジェクトの仕組み（第 3 層）の視点  

第 3 層の視点は、「顧客サービス」を目指して何らかの成果物を生み出すシステムとし

てプロジェクトをとらえるものである。 

成果物を生成するために（またはサービスを提供するために）プロジェクトはさまざま

な活動を行う。必要な資源を調達し、加工、輸送、検査、教育などの変換を施し、目指す

成果物を生み出さなければならない。一つの活動で直接的に目標成果物を生み出せない場

合、中間製品を作り、いくつかの活動を組み合わせて手順を追って成果物を作ることにな

る。この時、 終の目標成果物は顧客に納品されるが、中間製品の中には納品されないで、

破棄されるものも少なくない。不要な中間製品を大量に作ってしまう恐れさえもある。 

また、プロジェクトの使命や目標成果物は未知で不確実性があっても、その実現に使用

する資材や道具、人材は実際に存在し、入手できるものを使用するしかない場合が多い。

そして、これらの資源に関する固有な技術をもつ人材が参画して既存の要素を組み合わせ、

変形・加工して目標成果物を生み出す方法を考案することになる。 

このようなことから、プロジェクトそのものをシステムとしてとらえ、 終的な成果物

である顧客サービスを実現するために、どのような要素があるか、それぞれの要素間の関

係はどうあるべきか、要素に欠落や無駄がないかを管理することが重要である。 

1.5.2. 製品機能に対するシステムズアプローチ 

製品は何らかの作用を果たし、顧客機能に貢献する。まず、製品が「使命として受けと

めるべきインプット要素」を明らかにする必要がある。すなわち、製品が働きかける対象

やその状態をまず明らかにする。働きかける対象が存在しないなら、製品の存在意義はな

いと考えてもよい。そのような要素が存在するはずである。 
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図 4- 3-7 製品機能の記述 

次に、製品が作用の目標として「産出すべきアウトプット要素」を明らかにする必要が

ある。すなわち、製品が正常に作用した結果として生み出すべき物とか、上位の投入の状

態変化を記述することにより、製品の作用が規定される。 

さらに製品が作用するために必要な資源や、製品が生み出す副産物も記述する必要があ

る。これらを「システム環境図式」や「コンテキストダイアグラム」と呼ばれる図式で表

現するとよい。 

製品の内部構造や仕組みもシステムとしてとらえることができる。しかし、「機能構造」

のみに着目して内部構造をとらえることは妥当ではない。さまざまな視点で対象を「モデ

ル化」し、その特性を洗い出すことが望ましい。製品の内部構造に関していうと、機能の

実現に関わる部品や材料などの構成要素は、一般に複数の働きをもつことが多い。さらに、

他の機能を阻害する副作用ももつことがあり、それを防ぐための仕組みが必要になる。こ

のように機能と構成要素の関係は複雑に絡み合っているため、内部構造を階層構造として

とらえることはむずかしい場合が多い。 

 

2. システムズエンジニアリング 

 

2.1. システムズエンジニアリングとは 

世の中で解決を要する問題には、純粋に技術的な課題もあれば、価値観の食い違いや感

情的対立によって発生する問題など、政治や人的管理など情念に基づくものもある。一般

にはその中間に位置する、両方の解決策を必要とする問題が多いと思われる。システムズ

エンジニアリングの目的は、曖昧模糊として、解決策だけでなく解決すべき課題さえも見

えない状況において、問題像を明らかにし、解決すべき課題と、解決方法を導くことであ

製品
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る。解決策に従って具体的な問題解決行動がとられ、 終的に問題が解決した時、システ

ムズエンジニアリングの役割は終了する。 

システムズエンジニアリングとは、システムズアプローチにより選択された案に基づき、

システムの各構成要素がひとつの目的に向かって確実かつ能率的に作動するよう諸技術を

創造的に組立てること、あるいはその技術と定義できる。したがって、主として「人工シ

ステム」を対象として、ある種の計画に基づいて特定の目的を達成するために、各種の要

素を経済的かつ合理的に設計、構成するための科学的および技術的な方法ということがで

きる。 

日本ではシステムズエンジニアリングを「システム工学」と訳すが、これは文字通り工

学であり、数学や物理学のような「サイエンス」ではない。純粋科学としてではなく応用

科学としてとらえるべきものである。 

システムズエンジニアリングは、次の手順に従って展開される。 

① まず、システムの目的・目標を明確に定義することによって要求機能を明らかにする。

これには、ライフサイクルを通してシステムに要求される機能、性能、安全性、信頼

性、保全性などが含まれる。 

② 次に、システムの要求を満足するような形式でサブシステム、モジュール、ユニット

さらに 小管理単位にまで細かく展開する。そしてシステムの各構成要素のそれぞれ

のインターフェイスも明確に定義し、要求仕様書を作成する。 

③ 定義された仕様は、マネジメント手順に従って承認された後、当該システムの技術上

のベースラインとなる。 

④ システムの構成要素は、複数の組織によって、設計、調達、製作、工事などの形で具

現化される。 

⑤ これらのそれぞれにおいて個別に作成される仕様書、図面あるいはデータが、システ

ムの全体目的や目標値に合致するかどうかを確認し、かつそれらを調整し統合する。 

 

2.2. システムズエンジニアリングの基礎概念 

(1) システムと構造 

システムとは要素の集まりであり、その要素間あるいは要素の属性間に相互関係が存在

するものである。要素とはシステムの部分あるいは成分であり、その種類は無数にある。

属性とは要素の性質のことである。相互関係とは、要素あるいはその属性を結合してシス

テムを構成するものである。どのような要素の集まりについても、何らかの相互関係は必

ず存在するものである。与えられた要素の集まりについて何を相互関係とみなすかは、問
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題によって区別されなければならないし、重要かつ意味のある相互関係は考慮し、本質的

でないものは除外しなければならい。どの相互関係を重要とし、どれを意味がないとする

かは、問題に対処する人によって決定される。すなわち、重要性の度合はその人の興味の

尺度に依存する。 

(2) システムとサブシステム 

システムの内部に、つながりが密接な要素群がある場合がある。それらをシステム内部

のシステム、すなわち「サブシステム」として扱うことができる。サブシステムはシステ

ムの構成要素の一つであると考えられる。サブシステムの内部に、さらに小さなサブシス

テムが存在し、システムは「階層構造」をもつと認識される。 

(3) システムと環境 

ある与えられたシステムについて、その環境とはシステムの外側にある要素すべての集

まりである。環境の変化がシステムに影響を及ぼし、また、システムが環境に影響を及ぼ

す。システムの内部について、プロジェクトは構造を変える権限がある場合が多いが、環

境については変更する権限をもたない場合が多い。つまり、システムに対してそのまま制

約条件となることが多い。 

(4) システムのマクロ特性 

システムはその外部環境との間で相互作用し、ある種の特性をもつ。使命（mission）と

か役割（role）、機能（function）、変換（transformation）などがその例である。 

システムの内部構造も特性の一種である。分割可能なシステムとできないシステムがあ

る。システムやその一部分ができあがった後で、逐次拡張・追加されるシステムと 初か

ら確固とした全体枠をもつシステムがある。また、全体を制御する部分があり、周りがそ

れに従う「集中」化されたシステムと、各要素が自律性をもち独自の制御を行う「分散」

システムがある。多くのシステムは集中と分散が混じった中間形態をとっている。 

(5) フェーズとプロセス 

システムズエンジニアリングをどのように定義するかは難しい問題であるが、下記のよ

うに６つのフェーズと、その各フェーズの中で繰返されるサブシステムとしての６つのプ

ロセスとして認識することは有用である。 

６つのフェーズとは、調査研究フェーズ、探求計画フェーズ、開発計画フェーズ、開発

フェーズ、カレントエンジニアリングフェーズ、終結フェーズから構成される（「図 4-3-8：

システムズエンジニアリングのフェーズ」参照）。 

一方、６つのプロセスとは、各フェーズの中で繰返されるサブシステムとして、問題の

設定、目的の選定、システム合成、システム解析、 良システムの選択、行動計画の作成、
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の要素を含むプロセスである。 

 

2.3. システムズエンジニアリングのフェーズ 

2.3.1. プロジェクトライフサイクルとの関係 

システムズエンジニアリングを適用する課題においては、プロジェクトマネジメント技

術の助けを借りるものが大半を占める。逆に、システムズエンジニアリングとは、プロジ

ェクトの課題をシステムとして捉え、記述し、各要素を関係付けながらシステムを実現し、

それが期待通りのものであるかを確認するプロセスと言うこともできる。特に、システム

ズエンジニアリングの各フェーズをプロジェクトライフサイクルと照合させながらマネジ

メントすることが一般的である。 

図 4- 3-8 システムズエンジニアリングのフェーズ 

実際、NASA の宇宙旅行計画においては、システムズエンジニアリングの方法論(Systems 

Engineering Handbook)とプロジェクトマネジメント方法論 (Project Management 

Handbook)の必要性が認識され、平行しながら開発され発達してきた。 

このハンドブックは宇宙開発の持つ本質的な問題を解決するための実践ハンドブックで

ある。この中で注目すべき手法は、 PPP(Phased Project Planning)という構想計画段階で

成功を獲得する手法の確立である。宇宙開発というリスクの高いプロジェクトにおいては、

失敗は許されない。そのために、構想計画に資源を重点投入し、各フェーズで達成すべき

要求仕様を明確に定め、その要求仕様が達成されない限り次のフェーズに進めない、とい

うプロジェクトマネジメントを徹底したことである。事実、Phase A（予備解析）、Phase 
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B（仕様決定）に計画全体の 15～20%の時間をかけて実施すると、開発プロジェクトとい

えどもコスト超過を 10%以下に抑えることができることが実証されている。もう一つは、

Phase C（設計）における PRR (Preliminary Requirement Review)、PDR（ Preliminary 

Design Review）、CDR（ Critical Design Review）である。PRR は NASA が主契約者を

決めた後、主契約者と共同で行うレビュー作業である。NASA が作成した要求書を主契約

者側から見ての問題点を指摘し、NASA、主契約者と関連企業で問題点を徹底して究明解決

する。このようにフェーズ A、B で仕様を徹底的に究明し、更にフェーズ C で問題点の洗

い出しを行って、「可視化」を実施していることが、数々の NASA プロジェクトの成功に

寄与している。 

一方、 近はスピードの速さが求められることから、特に民間企業では厳格なフェーズ

コントロールはスケジュール短縮という観点からは現実に則さなくなっている。そこで、

プロジェクトの不確実性に伴うイテレーション（繰り返し）は当然と受けとめ、それを前

提とした、アジャイル（俊敏な）プロジェクトマネジメントという概念も提唱されている。 

このように、技術的な観点からプロジェクトの成果物を作成するための手順を規定した

のがシステムズエンジニアリングのフェーズであり、それを実現していくマネジメントと

いう観点からとらえたのがプロジェクトライフサイクルである。その内容は求められる成

果物の対象によって大きく異なる。また、ライフサイクルのどの部分を企業としてビジネ

スの対象としているのか、プロジェクトを所有し投資している側なのか、プロジェクトを

受注し請け負う立場なのかによってもプロセスの内容は異なる。従って、業種業態により

多様なプロジェクトのプロセスとライフサイクルが存在することになる。 

2.3.2. 6 つのフェーズ 

(1)  Phase 1：調査研究フェーズとステアリング 

初の調査研究フェーズ（プログラム計画）は、概念構想を固めるフェーズである。 

「全体はどうなっているのか」、「全体の概念は何か」、からアプローチしプログラム

の基本構想（プログラム計画）を策定する。予備解析（FS：Feasibility Study）とも表現

され、計画の実現可能性の検討も行われる。実行しようとしている仕事の全プログラムを

調査し、全体の意見を統一する。そして、必要な情報を収集する。 

一つのシステムを構築するだけでは、問題を完全に解決できない場合がある。その場合、

解決を急ぐ部分問題に焦点を絞り、逐次解決するアプローチをとることが望ましい。つま

り、問題解決のシナリオを作り、いくつかのプロジェクトを連続的に関連もたせて発足さ

せる「プログラム計画」を立てることになる。 

しかし、社会や企業の環境が変化し、問題状況が変わるので、プログラム計画どおりに
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プロジェクトを発足させることを許されない場合もある。したがって、プログラム計画の

責任者はプログラム計画を見直し、プロジェクト活動を方向づけするとともに軌道修正す

る、問題解決の「ステアリング」の役割を持たなければならない。すなわち、プログラム

計画フェーズは計画を立てた段階で終了するのでなく、プログラムに従うプロジェクトが

活動している全期間にわたって存続することになる。 

(2) Phase2：探求計画フェーズと問題解決 

探求計画フェーズ（プロジェクト計画Ⅰ）は、プログラム計画の概念に基づき、「問題

は何か」をその解決策も含めて明らかにする定義フェーズである。 

問題解決の見通しがないプロジェクトに多大な資源をつぎ込むことは危険である。この

危険性を低くするためには、あらかじめ問題解決の可能性を探り、実現可能な解決策とし

て構築すべきシステムのアウトラインと実現方法を定める「リサーチプロジェクト」や「問

題解決計画プロジェクト」を立ち上げることが望ましい。 

特に検討の結果、問題解決の見通しがない場合、次のフェーズに移行すべきではない。

問題解決策として何らかのシステムが必要であると認められた場合は、開発計画フェーズ

に移る。ただし、解決策として複数の開発計画プロジェクトを立ち上げることになる場合

があるので、プロジェクト計画は前のフェーズで立てた「プログラム計画」にフィードバ

ックしなければならない。 

このフェーズの目標成果物は、問題解決可能な「システム構想」である。単にシステム

案を描くだけではなく、複数のシステム案をつくり、評価し、プロジェクトとしての 適

案を選び、その思考過程を含めて意思決定者に提示しなければならない。 

このフェーズでは、対象システムに関わる諸概念を明らかにする、あるいは、新しい概

念を形成し、システムのユーザーや開発部門に分かり易い方法で記述することが重要であ

る。プロジェクトの課題は関係者にとって未知である場合が多いので、対象システムその

ものについて新しい概念を形成しなければならない。したがって「概念形成」がこのフェ

ーズの主題である。 

「概念形成」とそれを記述する「概念規定」に重点を置いて、このフェーズの活動は行

われる。また、具体的な活動は、プロジェクトマネジャーとシステムズエンジニアリング

に関わる担当者との共同作業として実現されるべきものであり、プロジェクトマネジャー

は十分にその検討内容を把握しておく必要がある。 

(3) Phase 3：開発計画フェーズ 

開発計画フェーズ（プロジェクト計画Ⅱ）は、プロジェクト計画を「具体的にどう進め

るのか」という観点からのプロジェクト設計を行うフェーズである。 
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開発の実行が決定した後のみ、このフェーズを行う。開発計画フェーズの諸活動は、明

確な解決策に従って、開発の目的と手段を明確にした実行のための計画を作成する。実行

のための計画はより詳細に行い、また、人材や費用、スケジュールや仕事の優先順位を明

らかにする。 

(4) Phase 4：開発フェーズ 

開発フェーズ（実行Ⅰ）は、具体的なシステムの開発や製作を「実行し、評価する」フ

ェーズである。この仕事はシステム工学の手から離れ、開発部門に移管される。システム

工学の役割は要求事項を詳細にし、開発の実行を評価・支援することである。 

すべての問題の実態が前のフェーズで明らかになっているとは限らない。実行段階でさ

まざまな発見があり、また問題の症状が変化する。気づかれた問題はプロジェクトマネジ

ャーにフィードバックされ、プロジェクト計画は軌道修正される必要がある。場合によっ

ては前のフェーズの計画も立て直さなければならない。 

(5) Phase 5：運用フェーズ  

運用フェーズ (実行Ⅱ）は、システムを導入運用し、「改善を重ねる」フェーズである。

これまでの仕事がすべて終了した時に始まり、開発されたシステムが使われているかぎり

続く。システムの運用を通して、さらに性能を高め、改善を目的とした活動である。以上

の活動においても、プロジェクトマネジメントとシステムズエンジニアリングの関係は上

記の通り密接である。 

プロジェクトの目的はこのフェーズにおいて達成されるが、複数のプロジェクトが問題

解決に関わる場合、単一のプロジェクトの成果物を導入設置するだけでは不十分である。

開発計画フェーズにおいて、他のプロジェクトが開発するシステムとの関係を考慮し適切

な導入計画を立て、実行フェーズにおいて必要な連結の道具や仕組みを準備しておく必要

がある。 

(6) Phase 6：終結フェーズ  

どのようなシステムでも、時間の経過とともに劣化し、やがては新しいシステムに取っ

て代わられる。この終結は顧客に評価されて終了すべきである。終結のフェーズには、重

要な目的がある。それは「学習（レッスンズラーンド）」すること、学習した内容を次の

プロジェクトやプログラムに引き継ぐことである。特に物的なシステムは環境負荷を考慮

した「廃棄・再利用」の工夫がなされなければならない。プログラムの構想段階から、廃

棄のし易いシステム、再利用を意図したシステムの構想・開発がサステイナブルな循環型

社会の実現に欠かせない要因となっている。 
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2.4. システムズエンジニアリングのプロセス 

2.4.1. 問題解決のモデル 

一般的な問題解決のモデルは次のように記述できる。 

まず、問題をもつ当事者は、自分自身が、ある不確実な状況にあることを知る。そこで、

彼は自分の環境との間に交流をもちはじめ、調査を開始する。ついで、問題の定義をここ

ろみ、それが終わると、その問題が解けるようなアイデアを見つけ出す。 後に、そのア

イデアを評価し、それが問題を解く上でどれほど適当であるかをはっきりさせる。この３

つの要素間にはインタラクション（相互作用）が存在する。たとえば。当事者があるアイ

デアを見つけ出すと、それに応じて問題を再び設定し直すこともあるということである。 

図 4- 3-9 問題解決のモデル 

これを更にシステムズエンジニアリングのプロセスとしてモデル化すると、問題の定義、

目的の定義、システム合成、システム解析、 適案の選択、行動計画の作成、という６つ

の要素間のプロセスとして記述できる。これらの問題解決プロセスがシステムズエンジニ

アリングの各フェーズで、サブシステムとして繰返されると考えるべきである。特に、高

度技術化が進みビジネスのスピードもアップした現在では、探求計画フェーズ（プロジェ

クト計画Ⅰ）での問題解決プロセスの重要性が増している。これからのプロジェクトマネ

ジャーは、このフェーズにおける問題解決プロセスついて十分に理解しておく必要がある。 
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図 4- 3-10 システムズエンジニアリングのプロセス 

2.4.2. 6 つのプロセス 

(1) 問題の設定(problem definition) 

問題を問題として認知し解決の必要性を、ステークホルダーや組織、課題によっては社

会が認めることが重要である。だれかが問題に気づき、関係者が解決の必要性を認める「問

題認識と問題形成」のプロセスを経なければ、プロジェクトを立ち上げることはできない。

ここでいう「問題」には幅広い意味がある。「アイデア」や「需要」のほかに、関係者の

感情的な不安や不満の類の中にもシステムに関わる「問題」が含まれている。 

問題設定のためには、政治的、経済的、社会的「環境」を明らかにし、関連しそうな規

則や標準の存在を調べておく必要がある。特に問題を素朴に把握し、記述し、その意味を

確認することを通して、プロジェクトマネジャーやシステムズエンジニアリング担当者は、

ステークホルダーから信頼される存在になることが重要である。 

(2) 問題の定義(goal definition)と価値システムの設計 

調査し、記述した「問題」に基づいて、システムの目的を考え、プロジェクトが達成す

べき目的を選定する。 

「問題」の背後にはさまざまな「目的」が存在する。プロジェクトマネジャーやシステ

ムズエンジニアリング担当者はそれを推測し、問題提起したステークホルダーに確認し、

その人が真に求めていることを把握する。目的は多数あり、それらが関係し、全体として
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「価値システム」を形成している。いくつかの目的は矛盾しているが、その上位目的が一

致している場合がある。また、下位目的は一致しているが、上位目的が複数あり、しかも

対立や矛盾を含んでいる場合も少なくない。要するに価値システムを明らかにし、対立や

矛盾を調停する新しい上位目的を導入することが望ましい。この価値システムの中から、

システムが達成すべき一群の目的を抽出し、関連づけてプロジェクトの目的を選定すると

よい。 

(3) システム合成(system synthesis) 

システム合成とは入手可能な資源を組み立てて、システムの内部構造を描くことである。

一般に「設計」というと、「実現方法」は意識しなくてもよいと思いこんでいる人がいる。

しかし、実現できなければ設計したシステム案が無意味になってしまう。実現可能性を保

証するために、合成から始めることは重要である。 

システム合成を全体から部分に向かう（トップダウン設計）か、部分から全体に展開す

る（ボトムアップ設計）か、あるいはその組み合わせで行うか、アプローチは問題の性質

に応じて選ぶことが望まれる。トップダウンでは、内部に矛盾が組み込まれることが多い。

また、実装するに必要な資源にたどり着かない恐れがある。ボトムアップでは実現可能性

は保証されるが、しばしば全体の目的に合致しないシステムが提案される恐れがある。 

システム合成作業にあたって「価値システム」を意識し、構成要素（サブシステムや部

品など）が、どの価値に貢献するかを明らかにすることが望まれる。これはシステム解析

の準備である。また、システム合成の結果はモデルとして記述すべきである。 

価値システム」には矛盾や対立が含まれるので、システム案やその部分案は複数になる

場合が多い。複数の案を提示し、意思決定者が多数の案の中から 適と思うものを選択で

きるようにすべきである。 

システムの構成要素について、入手可能な資源を利用すれば実現可能であると分った場

合、それ以上の詳細案を作ることは好ましくない。そこから後は開発部門の手に委ねるべ

きである。また実現可能性を保証できない構成要素については、可能性がはっきりするま

で詳細案を作る必要がある。この重点的詳細化を意識することにより、問題設定プロジェ

クトは時間と労力を大幅に節約できる。 

(4) システム解析(system analysis)  

システム解析とは、仮説として出された一連のシステムとその構成要素の特性を調べ、

意図する結果が得られるかどうか、また意図しない結果（副作用）としてどのようなもの

があるか吟味することである。 

近の傾向として、システムズエンジニアリング担当者がシステム合成やシステム解析
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を併せて担当することが多いので、2 つのプロセスを明確に分離できなくなり、しかもシス

テム解析を省略することが多い。しかし、それでは開発末期のシステムテストや移行段階

で欠陥が見つかり、プロジェクトは失敗する危険性が高い。たとえ、担当者は同一人であ

っても、システム合成とシステム解析を明確に分離し、システム案の特性を把握すべきで

ある。 

OR（Operations Research）や構造解析、シミュレーションシステムなどシステム解析

の方法については、ツールが多数販売されている。これらを適切に使い分けてシステムの

特性を把握することが重要である。ただ、特定の方法やツールに依存することは好ましく

ない。それらはシステムの特定の側面を扱うものにすぎないことに留意すべきである。特

に社会的な課題については、因果関係や利害関係などを考慮し、定性的な特性も把握する

必要がある。そのような場合には What-if 思考（こうすればこうなると類推する思考方法）

や過去の経験が役立つ。 

システムの特性を把握するに際して、測定方法と尺度を適切に定めることが望まれる。

すべての物事は定量的に測れるものではない。単に見分けがつく「名称尺度（物など）」、

違いがわかる「順序尺度（成績など）」、差がわかる「間隔尺度（温度や経常利益など）」、

倍率がわかる「比例尺度（距離や重量、売上高など）」など、対象の性質に合った尺度を

組み合わせ、システムやその構成要素の特性を導き出すことに留意すべきである。 

(5) 良システムの選択(optimal selection)  

システムやその構成要素に代替案がある時、それらの中から も好ましいものを選び、

推奨案を定め、その根拠を明らかにする必要がある。すべての代替案を詳細に設計するこ

とは時間的にみても、労力面からも困難な場合が多いので、システム設計の途中で推奨案

を定めながら、詳細にシステム案を設計するほうがよい。しかし、 終の意思決定のため

に、採用しなかった代替案とその選択理由は記録すべきである。意思決定はできるだけ客

観的なデータに基づいて行うことが望ましく、かつ、あらかじめどの尺度がどの価値に関

わっていて、どの程度貢献するか、明らかにしておく必要がある。 

しばしば推奨案を定めた後で、その案の弱点を補う方策を追加すべきである、という意

見が出る場合がある。その場合は、追加部分について「システム合成」に戻り、補足する

とよい。また、システム案がステークホルダーの期待を大幅に上回る効果をあげることが

できるとか、期待にはるかに及ばない効果しか得られないと判明する場合がある。その場

合は、「プログラム計画」に立ちもどって、全体の問題解決計画を軌道修正するほうがよ

い。 

システムが実際に期待どおりに効果をあげるかどうかは、実行の時期や順序に影響され
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る。システム案を選択する時、サブシステムの適切な構築順序と構築方法、実行期間を明

らかにし、実行計画の素案を立てておくことが望ましい。これは実現可能性保証の一環で

ある。 

(6) 行動計画の作成(action planning)  

以上の問題解決プロセスで得た成果を基に、情報を整理し、行動計画としてまとめ次の

フェーズに引き継ぐ必要がある。これらのプロセスが各フェーズで要求される成果物の詳

細さに応じて繰返され、 終成果物へと受け継がれていくことになる。 

 

3. システムズマネジメント 

 

3.1. システムズマネジメントとは 

システムズマネジメントとは、対象への接近方法であるシステムズアプローチと、シス

テム実現のための工学手法であるシステムズエンジニアリングにおける知識、手法、スキ

ル、ツール等を活用し、全体 適化を実現するための統合マネジメントである。システム

ズアプローチが選択し、システムズエンジニアリングが設計製作したものを実用化するま

での管理運用事項いっさいを取り扱う仕事と定義される。 

3.1.1. プロジェクトとシステム 

プロジェクトマネジメントの管理機能とは、個々の作業を合理的、能率的に遂行させる

とともに、これらを全体的に関連づけ、調和を保って行われるように、あらかじめその活

動の方向を決定し、その方向に従って統率していく機能をさす。この管理機能は、通常、

計画(Plan)、実施(Do)、評価(See)、のサイクルを経て循環的に遂行される。 
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図 4- 3-11 プロジェクトとシステム 

一方、システムは「関係づけられた諸要素の集まり」である。天然自然にシステムが存

在するのではなく、主体者が何らかの視点に基づいて、いくつかの要素間に関係性を見出

す、あるいは関係を与える結果としてシステムが姿を現すと考えるべきである。プロジェ

クト業務遂行過程では、対象となる諸要素をこのシステムとしてとらえるアプローチが役

立つと思われる。プロジェクトの成果物が提供するサービスや、プロジェクトで作られる

製品、さらにはプロジェクトそのものをシステムとしてとらえることにより、課題や問題

が明確になり、解決の可能性を的確に探ることができるようになる。 

3.1.2. システム構造の管理 

システムズアプローチでは検討内容がダイナミックに変わっていくので、「システム構

造の管理」がプロジェクトに必須となってくる。プロジェクトに関る諸要素をとらえ、関

係付けて、全体システムとして矛盾のない構造に保つ活動として、システムマネジメント

がある。そこでは、システムを構成する要素や要素間の関係を記述し、保管と参照、更新

の繰り返しが基本となる。具体的な活動は以下のとおりである。 

(1) 構成管理 

システムを構成する要素間の関係を把握し、システム全体の構成を把握することが第 1

の役割である。さらに、その情報に基づいて構成要素の重複や関係の切れ目を見つけ出す

ことができる。問題があれば、プロジェクトマネジャーに報告し、プロジェクト活動の軌

道修正を要請するとよい。 

(2) 進捗把握 

あらかじめ明確にしておいたシステムを構成する要素や要素間の関係について、それぞ
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れの「状態」を記入しておくと、プロジェクトの進行状況を知ることができる。 

(3) 変更管理 

プロジェクトの進行過程で、環境変化やステークホルダーの要請、あるいは技術的な理

由などにより、システムの仕様を変更しなければならない事態がしばしば発生する。その

時、変更がどのシステム要素と関わり、どの部分には影響しないかを調べる必要がある。

場合によっては、変更要求がシステム全体に悪影響を及ぼすので、受けつけるべきでない

場合もある。変更にどう対処すべきかを考え、対応策を考案するためのデータを提供する

ことが変更管理の第 1 の任務である。変更が頻繁に行われ、しばしば、プロジェクト業務

の現場では、どの変更指示に基づいて行動すればよいかわからなくなることがある。その

時、変更の発生順序をとらえ、システム仕様の「版管理」を行うことが第 2 の任務である。 

(4) システム間調整 

プロジェクトが複数のシステムを取り扱うなど、複数のプロジェクト間に何らかの関係

がある場合がある。その場合、プロジェクトそのものをシステムとしてとらえ、関係を把

握することもシステムズマネジメント機能の一部分として重要になる。たとえば、プロジ

ェクトチームの利用する資源が重複するとか、プロジェクトの成果物の導入設置先が同じ

場合は、複数のプロジェクト活動のスケジュールを修正する必要がある。 

(5) プログラムマネジメントへの提言 

システムズエンジニアリングの初期のフェーズにおいて、対象世界を調査し、問題解決

の可能性を探る時、単一のプロジェクト内に複数のシステムが存在したり、プロジェクト

の内部では解決できない課題が存在したりする場合がある。それらにどう取り組むかをプ

ロジェクト内部で決めることは妥当ではない。ステークホルダーの利害を調整し、プロジ

ェクト間の重複と矛盾を取り除くために、プログラムマネジメントに課題や問題を報告し、

総合的な解決を図るべきである。 

3.1.3. システム環境の管理 

システムは環境からの制約や外乱で影響を受ける。従って、プロジェクト活動を円滑に

行うには、環境の整備が重要である。必要な資源や機材をタイムリーに供給し、働きやす

い作業環境を整備することが有効である。作業環境が不良であれば、プロジェクト活動に

着手できない、または着手しないほうがよい場合も少なくない。 

適切なプロジェクト活動を行うためには、さまざまな情報を検討し、計画・実施する必

要がある。そこで、プロジェクトを構築するための資材やソフトウェア、情報などをあら

かじめ用意しておけば、プロジェクト活動を円滑かつ効果的に行うことができる。さらに

踏み込んで、プロジェクト活動支援システムやプロジェクト情報システム（PMIS）を構築
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できれば、より効率的である。 

異なるプロジェクトの製品に共通部品や共通資源が使用される場合、プロジェクト間に

関連をもたせて、プロジェクト活動を共同で行うことによって、時間と労力を節約できる

可能性がある。プロジェクト情報システムはこのような場合、特に効果的である。ただし

注意を要する。既存のプロジェクト活動支援システムやプロジェクト情報システムにプロ

ジェクトを当てはめようとして、プロジェクトの課題や目標成果物をゆがめる恐れがある。

「顧客機能」に対する「サービス」提供の実現がプロジェクトの 重要課題であって、既

存のシステムの組み込みが目的ではないことを忘れてはならない。 

以上の活動に対して、支援する道具がいくつかある。たとえば、製品の設計・開発を支

援する PDM（Product Data Management）や、製品の生産準備と製造過程の管理に使用

さ れ る BOM(Bill Of Material) 、 ソ フ ト ウ ェ ア の 構 成 を 管 理 す る Data 

Dictionary(Repository)などである。 

3.1.4. 学際のマネジメント 

システムズマネジメントの概念の特徴としては、戦略（プログラム）策定段階における

システムズアプローチの活用と、プログラムの実施（プロジェクト）段階におけるプロジ

ェクトマネジメントの実施である。 

プロジェクトを実行する上で必要となる事柄（知識、手法、スキル、ツール等）を貯え、

マネジメントを実行(運営、実施、実践、思考、判断など）をする上で、 適切なタイミング

で、適切に選択し、適切に活用しながらマネジメントをすることが重要である。定義しづ

らい暗黙知に遭遇したら、システムズアプローチや SSM を活用し、洞察力を持って形式知

化し、それをシステムズエンジニアリングにて創意工夫しながら実現していく。そういう

流れにおいて、分析したり、戦略を立てたり、戦術を用いたりして、自由自在に組み合わ

せながら管理、制御、 問題解決などをやるのがシステムズマネジメントである。  

システムズアプローチの基礎に経済学が、システムズエンジニアリングの基礎に工学が、

システムズマネジメントの基礎に経営学があると言われるが、実際にはこの 3 つのアプロ

ーチは、インターディシプリナリー（学際的）を特徴としており、問題の性質に応じて横

断的に各領域の専門知識を駆使し、問題解決を図る融通無碍な応用力が問われている。 

 

3.2. システムとしてとらえられない事柄の取り扱い 

システムとしてとらえられる事柄については、蓄積した技術や用意した道具が役に立つ

ことが多い。そのような場合、システムズマネジメントは強力である。一方、人間の情念

やビジネス判断など暗黙知に関ることや、カオスや複雑系などのように物事をシステムと



 200 

してとらえられない場合も生じる。 

3.2.1. 暗黙知とプロジェクトマネジメント 

実世界にはシステムとしてとらえられない事柄が多い。しかし、そのような場合であっ

ても、可能なかぎりシステムズアプローチを適用し、暗黙知を形式知に変換して、プロジ

ェクトの対象世界の構造を把握する必要がある。構造を解明できない不確実で不透明な部

分が少なくなり、プロジェクトの使命を達成できる可能性が高まるからである。さらに、

不確実で不透明な事柄についてもできるかぎり記述し、プロジェクトにとってシステム化

できる事柄と、できない事柄を明確に区別できるようにしておくことが望ましい。 

プロジェクトマネジャーはシステム化すべき事柄と、すべきではない事柄をわきまえる

必要がある。システム化すべきでない事柄については、システムの運用段階で顧客や運用

者といった「ひと」に任せるほうがよい。本来システムではなく、顧客や運用者が実施せ

ざる得ない部分や工夫を凝らす余地のある部分については、顧客に任せることによって、

システム化された部分と併せて頑強なシステムとすることができる。 

3.2.2. カオス・複雑系とプロジェクトマネジメント 

システム化がむずかしい例としては、カオスにみられるように、個々の要素の挙動を定

式化できても、初期値などの前提のわずかな違いのために、システムの 終的な挙動がま

ったく予想していなかったものとなる場合がある。特にコンピュータシミュレーションの

世界において、個々の要素の働きは明確で規則性があるにもかかわらず、結果がまったく

予測しなかったものになる問題があることが認識されている。たとえば、天候を予測する

ための非線形方程式において、初期値をほんの少し変えると思いがけない結果が出る。さ

らに驚くことに、計算結果をすべて画面にプロットすると、値はランダムでも全体として

規則性のある形状が現れる。このような性質をもつ課題を「カオス＊」問題と呼ぶ。株価

変動もカオス問題の一つとして研究されている。プロジェクトの問題の中には予測や制御

が非常にむずかしい、カオスに類した要素が存在することに注意する必要がある。 

このカオスとシステムの中間に課題が存在している。「カオスの縁」と呼ばれる状態の

ものは「自己組織性」をもつ。たとえば、水と氷の中間の状態で美しい結晶ができあがる。

自己組織性をもつ要素が多数集まると、全体としては思いがけない挙動を果たす。このよ

うな要素あるいは要素の集まりを「複雑系」と呼ぶ。生物は複雑系である。たとえば、人

間の免疫系はマクロファージを始めとするさまざまな細胞の働きにより成り立っているが、

特定の器官をもっていない。それぞれの要素は独自に挙動、その総合的な働きによって免

疫として機能している。 

「カオスの縁」として自己組織性をもった生物からなる自然界や人間社会は、「システ
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ム」として記述できない面が多々ある。そのような部分をあえてシステム化すれば、予想

もしない副作用を引き起こすことがある。企業や社会においても、このような現象はごく

ありふれた状況として観察される。企業や社会は自律的に働く個人の集まりであり、その

連携によってビジネスが遂行され、社会活動が進行する。このことから、従来とは異なる

視点で、システム構造をとらえるアプローチが必要であると認識されるようになったこと

も、念頭においておく必要がある。もちろん、「複雑系」を直接プロジェクトマネジメン

トに役立てるケースはあまり研究されていない。しかし、社会的な問題や企業ネットワー

クを扱う場合は、分析の切り口として利用することができる。 

 

3.3. 様々な問題解決技法 

 システム概念に基づく問題解決技法としては、先に掲げた SSM 以外にブレーンストー

ミング、ＫＪ法、ワークデザインなど多数あり、さまざまなかたちで利用されている。そ

れぞれの方法には特徴と向き不向きがあるので、課題の性質や問題の状況に応じて方法を

適切に選択することが望まれる。たとえば、発散技法と呼ばれる技法を用いて、可能なか

ぎりアイデアを抽出し、収束技法を用いて、収集した事実やアイデアをまとめる。また、

統合技法は発散技法と収束技法の両者の特徴を兼ね備えていることから、アイデアの抽出

からまとめまで実施することもできる。 

図 4- 3-12 問題解決技法例 
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第4章 プロジェクト組織マネジメント 
 

概要 

プロジェクトは、共通の目的をもった複数の個人、チーム、部門、企業、団体などの協

力的な参加によって価値創造活動を行い、成功に導かれる。プロジェクト組織は、プロジ

ェクトの目標達成のため、直接的に参加するメンバーによって一時的に形成される点で、

企業や公共的団体などの定常的組織の状況と異なる性格をもつ。さらに、プロジェクト組

織と定常的組織には、それぞれ並行して活動を行うという特徴がある。企業やプロジェク

トを取り巻く環境の変化はますます激しくなっており、柔軟で状況の変化に迅速に対応す

るプロジェクト組織運営が求められる。定常的組織（企業・団体）は、競争力を維持する

ためプロジェクトマネジメントを遂行する組織的なレベル（成熟度）の向上を継続的に図

るべきである。 

図 4- 4-1 プロジェクト組織マネジメントの概要 

プロジェクトは、 終的にはひと（個人）の貢献の集積によって価値創造が営まれる。

そのため、プロジェクト組織に参加する個人の使命感、達成感、満足度がプロジェクトの

効率的な運営と成功に大きく影響する。ひとを動かすためには、目的意識の高揚、リーダ

ーシップによる牽引が重要な要因であり、これらはプロジェクト組織マネジメントの重要

な部分である。本章ではプロジェクト組織において、プロジェクトの遂行に直接的に関わ

る個人の集団をプロジェクトチームととらえ、チームの中心的な存在であるプロジェクト

図表7-1

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・ 状況適合性の高いプロジェクト組織の構築、維持
・ 組織力による、プロジェクトの生産性向上
・ 高い知識の集積度による、組織成熟への貢献

環境変化
制約条件

・ 組織文化、慣習、経営環境
・ 人的資源
・ プロジェクト組織メンバーの行動様式

・プロジェクト組織基盤の構築
・プロジェクト組織の生産性

向上
・意思決定ルールの決定
・コミュニケーション効率の

向上
・顧客満足の達成

・プロジェクト組織環境の把握
・プロジェクト組織デザイン
・プロジェクトチーム構築
・人的資源確保
・プロジェクト組織運営
・プロジェクト組織評価

・プロジェクト生産性の向上
・組織成熟度の向上
・プロジェクトチームの満足

・組織論 ・プロジェクト組織サンプル
・人的ネットワーク ・人的資源データ
・プロジェクト組織の経験

知識
データベース
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マネジャーの役割についても併せて解説する。 

 

1. プロジェクト組織 

 

1.1. プロジェクト組織環境 

1.1.1. プロジェクト組織外環境 

プロジェクト組織マネジメントは、高度・複雑化したプロジェクトでは、そのコンテキ

ストに基づきプロジェクト遂行組織間関係を規定することから始まる。すなわち、伝統的

な、建設プロジェクトなどにみられたような、プロジェクトのオーナーが明確な目標をも

ち、プロジェクトを実施していくのではなく、使命達成のために、それぞれのパーティー

が役割分担をもった複数のプロジェクト組織が、全体の価値創造活動のネットワークを構

成するかたちである。プロジェクト組織は、他のプロジェクト組織との相互関係の中で、

組織デザインと運営をすることが重要になってくる。事例としては、PFI などのプロジェク

トファイナンスによるプロジェクトでの組織形成などがある（第２章プロジェクトファイ

ナンスマネジメント参照）｡ 

1.1.2. プロジェクト組織内環境 

プロジェクト組織は、臨時的に形成されるため、新たにチームメンバーの選定、意思決

定方法の確立、コミュニケーションの基盤の形成を行わなければならない。参集するメン

バーは既存の組織に属しながら、プロジェクトに参画する人や新たに雇用される人がいる

場合がある。現在または過去に所属していたさまざまな組織の文化の差異は、プロジェク

ト組織内ではプロジェクト遂行上の阻害要因となる場合が多い（第 11 章  コミュニケーシ

ョンマネジメント参照）。 

1.1.3. 定常的組織とプロジェクト組織 

企業のような定常的組織の中で、プロジェクトが位置づけられる場合、プロジェクトの

運営は必ず上位に位置する定常的組織のルール、制約に縛られことになり、定常的組織の

コンテキストが十分理解され、適切なプロジェクト組織の編成が望まれる。プロジェクト

組織は、上位組織の事業戦略の達成に向けてデザインされるものであり、上位組織の長期

的な目標達成と、短期的な目標達成のバランスを考慮しながら、同時に上位組織の置かれ

た経営環境に配慮し組織化される。 

たとえば、企業におけるプロジェクトの承認・報告の手順・ルートは、プロジェクトの

円滑な実施のため重要である。国際的企業の場合、グローバルな観点での意思決定と、地

域的なビジネスユニット（たとえば日本支社）との意思決定がどのように行われているか
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を、十分チェックする必要がある。 

1.1.4. プロジェクト組織の特徴 

プロジェクトは有期性であることから、プロジェクト組織は定常的な組織と異なり、プ

ロジェクトごとにプロジェクト組織をデザインし、円滑な組織運営のメカニズムを構築し、

限られた期間に組織構成が変化することに柔軟に対応しなければならない。また、プロジ

ェクト組織メンバーの多くは、何らかの定常的組織に帰属しているとともに、プロジェク

ト組織の及ぼす影響範囲はプロジェクトごと、プロジェクトのフェーズによっても異なっ

たものになる。 

したがって、プロジェクト組織の編成と運営は、特定の環境条件のもとで設定されるプ

ロジェクトの遂行期間とコストの枠を維持しながら、刻々と変化していく作業工程（計画・

実行・調整・成果・保守）の中で限られたリソース（ひと・もの・技術・ツールとシステ

ム）を有機的、総合的に融合・複合化させ、 適化を狙って目標達成を効果的に促進させ

るプロジェクト運営組織でなくてはならない。 

特に組織運営の要点としては、以下の 7 点を組織運営のポイントとして組み込み、実行

してくことが必要である。 

① 指示、命令が実務担当者まで敏速かつ正確に伝わること 

② 意思決定が敏速に行われること 

③ 調整役をできるだけ少なくするために意思疎通をよくする仕組み 

④ 自分の役務を遂行するために上流、下流の状況を容易に把握できる仕組み 

⑤ 役務遂行での弱点を指導し、品質を維持向上させる仕組み 

⑥ プロジェクト目標に向かって努力していくための動機づけのしかけ 

⑦ 権限・責任を下位の階層に委譲させることによる連帯感を助長させる仕組み 

定常的な組織であれば、すでに醸成した組織文化、意思決定のルール、コミュニケーシ

ョンの方法、組織的慣行、組織構成の相互認識、組織構成の政治的位置づけなどによって、

行動基準が確立されていることが多い。しかし、プロジェクト組織ではプロジェクト開始

時に、それらすべてを新たに計画することから始まり、文書などで明示し、一つひとつ確

認する必要がある。したがって、組織計画を明確なかたちで構築することが、後のプロジ

ェクト運営に非常に大きな影響を与えることになる。 

 

1.2. プロジェクト組織デザイン 

1.2.1. 機能型組織とプロジェクト型組織 

定常的組織がプロジェクトを遂行するうえでの組織的アプローチは、プロジェクトが組



 206 

織システム、制度上どのような位置づけになっているかによって異なる。定常的組織の典

型としては、機能型組織とプロジェクト型組織、およびその混合であるマトリクス型組織

に大別される。 

(1) 機能型組織 

機能型組織では、定常的組織における必要な機能別部門に分解され、それぞれの機能の

効率性が強く求められる。部門内では通常、階層的な序列となりコミュニケーションは円

滑であるが、プロジェクトでは部門文化と部門間境界が強い影響力をもつ。プロジェクト

マネジャーが選任されない場合もあり、プロジェクトのコーディネーションは部門の長が

行うことになる。 

図 4- 4-2 機能型組織(Functional Organization) 

(2) プロジェクト型組織 

プロジェクトマネジャーは独立性と強い権限を有し、資源に関しての選択権、拒否権、

調整権をもっている。プロジェクト組織では、プロジェクトに対するモチベーションが高

くなる。間接部門は、プロジェクトに対する支援サービスを行う。 

図 4- 4-3 プロジェクト型組織(Projectized Organization) 
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(3) マトリクス型組織 

マトリクス型組織とは、前述した機能型組織とプロジェクト型組織の特徴を併せもつも

ので、部門調整型、作業分担型、リソースプール型など、プロジェクトマネジャーと機能

別部門の長の権限・調整の方法によってさまざまな形態がある。 

図 4- 4-4 マトリクス型組織(Matrix Organization) 

前述した 3 つのタイプは、それぞれ下記のような長所、短所をもっている。したがって、

プロジェクトの特徴・性格などを考慮しながら、 もふさわしい組織を設定することが重

要である。 

 プロジェクト型組織の長所（マトリクス型組織と機能型組織の短所） 

① 指揮・命令系統が単純で明確。 

② 情報の流れが単純で明確。 

③ 事象に対して敏速な対応・処理が可能。 

④ 課題の優先度をプロジェクト単独で決定しやすい。 

⑤ プロジェクトチームと機能別組織間での対立・調整の必要が少ない。 

 マトリクス型組織の長所（プロジェクト型組織と機能型組織の短所） 

① プロジェクト目標達成の遂行過程における必要な技術、要員供給の敏速な対応がプロ

ジェクト型組織に比べて取り易い。 

② 人的資源の有効利用が可能。 

③ 情報が他のプロジェクトに利用されやすい。 

× ×

× × ×

× × × ×

× × × ×

× × × × × × ×

開発企画部 開発1部 開発2部 品質管理部プロジェクト
担当部門長
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プロジェクト
マネジャーX

プロジェクト
マネジャーY

プロジェクト
マネジャーZ

事業本部長

マトリクス構造
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④ エキスパートの養成、確保が効果的に進められる。 

⑤ プロジェクト終了段階で要員の機能別組織への復帰が効率よく行われる。 

1.2.2. プロジェクトオフィス 

プロジェクトオフィスの目的は、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。プロジェクトオ

フィスは、マトリクス型組織においてプロジェクトの優先順位など、複数プロジェクトに

利害が及ぶ組織的判断を行う場合、プロジェクト間の利害に関わる調整を行う役割と権限

を有する。これにより、属人的な判断に陥りがちな状況を避けることが可能になる。ちな

みにプロジェクトオフィスの形態には、下記のようなものがある。 

(1) 支援型プロジェクトオフィス 

支援型プロジェクトオフィスは各組織へのサポート的な役割を果たす。スタッフとして

経験のある人材が配属され、プロジェクトマネジャーやラインマネジャーに対して、プロ

ジェクトの円滑な運営のためのさまざまな助言を行う。 

図 4- 4-5 支援型プロジェクトオフィス 

(2) 管理型プロジェクトオフィス 

管理型プロジェクトオフィスは管理機能をもち、すべてのプロジェクトに対してモニタ

リング活動を行う。プロジェクトオフィスでは、プロジェクトに関する情報を収集し、客

観的データに基づいて分析を行う。プロジェクト遂行上で、問題点があれば警告を与え、

改善を促す。プロジェクトの可視化が重要になってくる。 
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図 4- 4-6 管理型プロジェクトオフィス 

(3) ライン型プロジェクトオフィス 

ライン型プロジェクトオフィスは、プロジェクトマネジャーの専門集団としての機能を

もち、すべてのプロジェクトは、プロジェクトオフィスに所属するプロジェクトマネジャ

ーによって実施される。プロジェクト間の調整は、プロジェクトオフィスマネジャーに委

ねられている。 

図 4- 4-7 ライン型プロジェクトオフィス 

これらのプロジェクトオフィスの形態は、機能型組織でプロジェクトを実施していた企

業が、その限界を認識して、プロジェクト運営に自律性と機動性をもたせることを意図し
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た場合、当面はプロジェクト事業部を設けずに、過渡的な組織ユニットとして設ける場合

にも有効である。 

1.2.3. プロジェクト組織に関する一般的な理論 

プロジェクト組織を運営するうえで、一般的な組織理論、プロジェクトに関する組織理

論が有効な基礎情報となる。これらの組織理論を理解し、プロジェクト遂行するうえで直

面するさまざまな局面と課題に取り組むことが必要である。 

 

2. プロジェクトチーム 

プロジェクト遂行の中心は、組織化されたひとの集団、チームである。プロジェクト組

織デザインで述べられているように、プロジェクトマネジャーをリーダーとした人的なプ

ロジェクトは、そのプロジェクトマネジャーの経験、技量、態度、所作、プロジェクト組

織の構造、遂行組織の文化に影響される。 

これらの環境の中でプロジェクトを成功させる鍵は、プロジェクトマネジャーがプロジ

ェクト遂行に参画するプロジェクトチーム員などに効果的な動機づけを行い、組織化して

個人および集団の能力を 大限に発揮させることにある。プロジェクトの目的・成果に向

かって協調体制を築く必要がある。典型的なプロジェクト遂行体制の概念は、図 4－4－8

に示すとおりである。 

本節では、プロジェクト遂行組織のプロジェクトチームに焦点を当てて解説するが、プ

ロジェクト遂行の基本は、どの組織でも共通である。ここでは、一つのプロジェクト遂行

におけるそれぞれの組織間のチームビルディングにも触れる。 

図 4- 4-8 典型的なプロジェクト遂行体制 

顧客・スポンサーの
プロジェクトマネジメントチーム

外部 設計・製作・工事等協力会社のプロジェクトチーム

Aプロジェクト

プロジェクトチーム

プロジェクト遂行組織
プロジェクトチーム

プロジェクトマネジャー

プロジェクトチーム要員

遂行組織 各機能組織の担当者
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2.1. プロジェクトマネジャー 

プロジェクトの開始時点では、まずプロジェクトチーム形成前にプロジェクトマネジャ

ーが選任される。プロジェクトマネジャーの選任の基準は、それぞれの遂行組織によって

異なるが、一般的には過去のプロジェクト運営の経験をふまえ、顧客やプロジェクトの規

模、協力会社を含む全体のプロジェクト運営・契約形態から判断し、遂行組織の長がプロ

ジェクトマネジャー候補の顧客関係性、効果的コミュニケーション力、折衝力、問題解決

能力、ストレス耐性、決断力、リーダーシップなどの管理能力を見極めて選任する。また、

プロジェクトマネジャー資格取得者をプロジェクトマネジャー選任時の必要条件としてい

る組織もある。 

プロジェクトマネジャーは権限を与えられて、プロジェクトの成果に責任をもつが、そ

の際、プロジェクトを統括し、顧客満足とコスト、タイム、品質をバランスよくとること

が大切である。プロジェクトマネジャーに任命されても、プロジェクト遂行業務の実態が、

プロジェクトのエンジニアを兼務していたり、プロジェクト運営上に必要な予算と指揮命

令権が充分に与えられなければ、プロジェクトマネジャーとはいえない。 

 

 

事例◆ プロジェクトマネジャーの役割 

あるプロジェクトで、経験年数が長いシステムエンジニアがプロジェクトマネジャーに

選任された。しかし、このエンジニアは自らもある部分の設計を担当しなければならなか

った。そのため、自分の設計業務に追われて、プロジェクトマネジャーとしての責任（全

体を統制する）がおろそかになり、徐々にプロジェクト運営は崩壊していった。 

プロジェクトを運営するうえで、プロジェクトマネジャーの役割を正しく機能させるこ

とが必要不可欠である。 

 

2.2. プロジェクトチーム 

プロジェクト組織の役割は、プロジェクトの目的・成果を達成するために、遂行組織が

もつ能力を 大限に活用することにあり、企業の機能組織とは別に、そのプロジェクトだ

けを目的にしたテンポラリーな組織として編成される。この考え方をプロジェクトチーム

制（Project Team System）と呼び、編成された組織をプロジェクトチーム（Project Team）

という。 

2.2.1. プロジェクトチーム編成 

プロジェクトマネジャーは、遂行組織の長（上位職）から与えられた指揮命令権によっ
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てプロジェクトを組織する。プロジェクトのスコープとタイム・コスト、技術的な難易度

と契約の形態から、プロジェクトの組織構造とチームは決められる必要ある。 

プロジェクト組織は、これらの条件と遂行組織の方針によって異なるが、プロジェクト

組織論で大切なことは、チームとしてのプロジェクト遂行の責任、権限、情報を一元化、

集中化することである。プロジェクトチームは時と場所によって形態、命令系統、マネジ

メント階層、職種、配員が 適になるように変化すべきものである。IT 技術の発展によっ

てマルチオフィス（Multiple Office Organization）、仮想オフィス（Virtual Office 

Organization）のように、あたかも時と場所を固定しないような運営も可能となっている

（第 8 章 情報マネジメント参照）。 

2.2.2. プロジェクトチーム員の責任と権限 

プロジェクトの遂行にあったては、プロジェクトスコープによる作業分解構造（Work 

Breakdown Structure＝WBS）に対応した、前述の組織編成構成が決められ、それぞれの

役務に対する責任分担表（Responsibility Matrix＝RM）を作成しておく必要がある。だれ

が何を行うかという役割と、だれが何を決定するのかという責任を、プロジェクトに関わ

るすべてのプロジェクトチーム員に対して、適切に分担させることが重要となる。この目

的のために責任と権限の関係を図示した、責任分担表が通常使われる。図 4－4－9 は責任

分担表の例を示している。 

 

事例◆ 責任分担表の重要性 

責任分担表は詳細に決められる必要がある。外部から部品、資材、役務などを調達する

場合、技術的な仕様の起案は担当エンジニアであり、仕様の決定はプロジェクトを担当す

る技術部門の長である。プロジェクトマネジャーが技術的仕様を承認し、調達部門が商務

的な購入条件などを付加する。調達部門の付加された条件も 終的にプロジェクトマネジ

ャーが承認する。このような取り決めを初期段階で、業務ごとに細かく行っておく必要が

ある。 
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図 4- 4-9 責任分担表例（Responsibility Matrix＝RM） 

2.2.3. 配員計画書 

プロジェクトチーム員の編成には、プロジェクトの業務に合った人材を選任することが

重要である。配員計画書は、個々のチーム員がいつからプロジェクトに配員され、いつ業

務完了となるかを示したバーチャートで表したものと、要員の山積みを表した、月別要員

数表・累積表として作成される。バーチャートで表された管理表は、工数積算の基本資料

となり、個々の要員をタイムリーに解任するためにも有効であり、これらの諸表は大規模

プロジェクトでサブプロジェクトをもち、全体を計画・監視する場合、また遂行組織の全

体人員計画にも有効である。 

 

2.3. チームビルディング 

チームビルディングはプロジェクト業務を効果的に進め、遂行能力を向上させるために

進められる活動である。プロジェクトの開始時点では、異なった部門からプロジェクト担

当者が選任されるため、プロジェクトに選任されたプロジェクトチームメンバーに対して、

プロジェクトの目標などの共通理解が必要となる。 

日本では伝統的なオープンスペースでの業務が一般的であり、個人主義に基づく欧米の

オフィス文化とは異なり、チームでの業務遂行では他国に比べて強みをもっており、互い

に顔を見合わせながら進められる業務環境は、より効果的なプロジェクト遂行を可能とす

る。“チームビルディング”という言葉の基本概念は、もともと日本の企業文化であるが、

その手法は欧米からの逆輸入である。マトリクス型プロジェクト組織、顧客も含めたプロ

ジェクト全体の統制を行う場合など、システマティックな欧米流のチームビルディング手

法を理解することも必要になってくる。 

2.3.1. チームビルディングの目的 

チームビルディングは、プロジェクトの共通目標を統合し、意識の高揚を図り、効果的
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なプロジェクト遂行を可能にするために行われる。これは、プロジェクト遂行途中で生じ

る問題解決、変更の管理・決定にも効果的である。チームビルディングの主な目的は以下

のとおりである。 

① プロジェクト創設時のプロジェクト実施の決定、もしくは決定事項の共有化 

② 顧客・協力会社との関係改善 

③ プロジェクト管理目標の共有化（スコープ、タイム、コスト、リスクなど） 

④ 技術的な問題点・課題の認識 

⑤ プロジェクトチーム員の人的な交流 

⑥ プロジェクトの現状把握と将来の方針確認 など  

2.3.2. チームビルディングの進め方 

チームビルディングの例としては、プロジェクトの開始時点に合宿形式の集中討議で、

プロジェクト役務、技術内容、タイムの制約など、重要事項を下記の事例のように共通の

理解にしていく手法、また、プロジェクトチーム員同士の友好を築くものから、プロジェ

クトスタート時点でのキックオフミーティング）、毎日行われる 5 分程度の状況確認ミー

ティングなどまで、さまざまである。 

 

事例◆ チームビルディングの進め方 

チームビルディング（プロジェクト目標の確認など）の進め方は以下の例のとおりであ

り、合宿形式で行われる場合もある。 

① プロジェクトの全体の目的・目標をプロジェクトマネジャーが与え、重要事項をチー

ムメンバーで討議理解する（白板に書いて記述、整理する）。 

② プロジェクトチームメンバーで、その目標をさらに管理しやすいレベルまで掘り下げ

る（WBS または KJ 法で整理する方法などがある）。 

③ これらの結果を文書にまとめる（参加者全員で確認のためにサインして書類として残

す）。 

④ 懇親会などによる、プロジェクトチーム員同士の友好を図る。 

⑤ チームビルディング結果は、経時的に実施状況を評価し、問題点があれば対応を策定

する。 

これらを定期的に繰り返し行っていくこともある。 

 

3. プロジェクトマネジャーの資質と育成 

プロジェクト遂行の中心は、組織化されたひとの集団であり、プロジェクトマネジャー
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の資質と育成は、 も大切なものといえる。プロジェクトマネジャーをはじめ、各種必要

なプロジェクト遂行要員をプロジェクトチームに割り当てられるかどうかによって、プロ

ジェクトの成否は左右されるともいえる。 

 

3.1. プロジェクトリーダー 

3.1.1. プロジェクトのリーダーとしての要件 

プログラムマネジメントや大規模で複雑なプロジェクトでは、プロジェクトマネジャー

やグループマネジャーなど、複数のリーダーが必要である。こうしたプロジェクトマネジ

ャーに代表されるプロジェクトのリーダーには、各種専門知識だけではなく、以下の能力

が も必要とされる。 

• 全体の意思統一力 

• 統率力（リーダーシップ） 

• マクロ的判断力 

また、人材の性格的特質と基本的技量とに解析すると以下のとおりとなる。まず、性格

的特質として以下が求められる。 

• 適応性、斬新性をもち合わせていること 

• チャレンジ意欲と学習意欲があること 

• 物事に長くこだわらない、問題解決能力をもち合わせていること 

一般的に、これら性格的特質だけでは十分ではなく、優れた成果を得るための素材でし

かない。これらに加えて、プロジェクトマネジメントに関連する技量の基本的レベルが要

求される。プロジェクトリーダーに必要とされるものとして、さらに以下の 3 つがある。 

• グッドコミュニケーターであること 

• チームを勇気づけ、発展と成長のために率先垂範すること 

• 広範な知識で広い分野の仕事をこなすこと 

3.1.2. プロジェクトチーム形成へのリーダーシップ 

リーダーの要件は、十分に組織化されていないプロジェクト環境において、チームメン

バーをリードしていく能力である。具体的には、マネジャー達とプロジェクトを支える機

能組織の人員に対して、自己の地位の権威を行使することなく、彼らとかけ引きができる

ことである。リーダーシップには、常に変わりつつあるプロジェクト状況の中から、方針

決定のために有効な情報を選別し、プロジェクト全体の成果を高める情報プロセスのコン

トロールスキル、個々の要求を統合し、問題を解決する能力も含まれる。効果的なリーダ

ーシップのスタイルは、主に以下にあげられるとおりである。 
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• 明確なプロジェクトへのリーダーシップと方向づけ 

• 問題解決支援 

• 新しいメンバーをプロジェクトチームになじませる支援者となる 

• 内部的な衝突を治める能力 

• グループとしての決定を導く 

• 公約を企画し、結果を引き出す能力 

• 事象を明確に伝達できる能力 

• プロジェクトチームの成果を上位のマネジメントにプレゼンテーションできる能力 

• 技術的な決定事項を経済的側面、人的側面にも配慮して導ける能力 

リーダーシップスキルは、自己の向上心と競争に挑む強い意思があれば、レベルの向上

は可能である。リーダーシップスキルの向上は生涯学習であり、組織の中で効果的にリー

ダーを育成することを考えるなら、組織の長はリーダーを育成する使命を負っている。 

一方で、リーダーシップの鍵を握るのはスタイルではなく、大切なものは「質」である。

時代を超えた普遍性をもち、異なる文化や異なる業界においても通用するリーダーの行動

の本質そのものが問題とされ、表面的で些細なことや、小手先の戦術はさしたる意味をも

たない。 

3.1.3. リーダーシップの諸理論 

カリスマ性のあるリーダーなど、古くから多くの書物でリーダーシップに関して語られ

ている。リーダーシップ理論の本格的研究は 1920 年代から始まっている。有能なリーダー

に共通する性格特性や態度特性を論じた「特性理論」がある。40 年代に入ると主にアメリ

カで「スタイル論」が浸透し、始めは親しみやすい民主的なスタイルのリーダーシップが

もてはやされたが、時代環境の変化によって変わってきた。近年のリーダーシップ論では

「コンティンジェンシー理論（状況適用理論）」が主流であるが、リーダーシップに関し

ての研究は集団力学（Group Dynamics）の主要なテーマとして、多くの研究がある。下記

にその代表理論を紹介する。 

 三隅二不二の PM 式リーダーシップ論（PM 理論） 

管理者の機能を課題遂行機能（P）と集団維持機能（M）と考え、それぞれを次元として

機能に対する志向状態によって 4 象限に分けている。 

 ハーシーらの状況適用リーダーシップ理論 

指示的行動と協労的行動を 2 次元グラフに示して、4 つの象限に分けてリーダーシップス

タイルの 4 つの基本形を示している。 
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事例◆ プロジェクトマネジャーのリーダーシップ 

あるプロジェクトで、エンジニアリングマネジャーは顧客の仕様変更に伴うコストクレ

ームの折衝を行ったが、結論が出なかった。上司のプロジェクトマネジャーに相談すると、

いつものように「お客が OK してくれないなら仕方がないじゃないか」としか言わず、決

して「それでは私が顧客のプロジェクトマネジャーと話してみよう！」と言ってくれない

と嘆いていた。プロジェクトマネジャーとして、リーダーシップをもち合わせているとい

えず、まったくの失格者である。 

 

3.2. プロジェクト要員の資質と能力 

プロジェクトマネジャーやプロジェクト管理レベル要員の果たすべき機能は、組織化、

計画化、指示、調整、動機づけ、意思決定、折衝などである。一般的に管理要員には、管

理機能を果たすために、下記に示すような資質と能力が要求される。 

• リーダーシップ、調整力、包容力、動機づけ 

• 折衝力、交渉力、説得力、自己表現力 

• 広い視野、把握力、判断力、決断力 

• 柔軟性、適応性、協調性、社交性 

• 行動力、バイタリティー、積極性、好奇心、責任感 

• 論理性、計画性、企画力 

• 技術・業務、マネジメントについての広範な知識 

• 国際感覚、国際問題の理解力・対応力 

• 豊かな教養 

• 強靭な体力・精神力、ストレス耐性 

 

3.3. プロジェクト人材の育成 

プロジェクトマネジャーなど、プロジェクト遂行の管理にあたる人材は、通常の学問、

技術の習得だけで育つものではなく、あらゆる人材育成技法を使って、全人間的な育成が

必要である。ここにプロジェクトマネジメントにおいて人材育成が重視される理由がある。 

プロジェクトマネジメント要員の育成は、実務を通して能力を育成する OJT を中心に、

各種の人材育成法を用いて集合教育のかたちで行う OFF-JT を援用して行われる。必要と

されるキャリアパスを定め、ジョブローテーションによって計画的に実務経験を積ませる

ことによって OJT を実施することが、 も効果的な人材育成の道であるが、これはキャリ

アディベロップメントと呼ばれる。 
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3.4. プロジェクト要員の倫理綱領の必要性 

各種の職業団体、協会、学会などは、それぞれ倫理規定や倫理綱領を定めている。会員

はこれを遵守することを義務づけられ、違反行為がある場合は戒告・除名などの制裁が科

される。わが国においても、技術者の学・協会などは会員のための倫理規範や倫理綱領を

定めているが、これらの遵守、あるいは違反行為に対する考え方は、欧米とわが国とでは

かなり様相が異なっている。欧米の倫理規範や倫理綱領は、行動のガイドラインや目標の

類ではなく、宣誓に近いものである。すなわち所属するプロフェッションに対して忠誠を

誓い、プロフェッションとしての能力や社会的地位向上のために努力し、考え方や行動な

どは、プロフェッションに徹することを誓うものである。 

わが国においても、たとえば技術士会では、「技術士は、公衆の安全、健康および福利

の 優先を念頭に置き、その使命、社会的地位、および職責を自覚し、日頃から専門技術

の研鑽に励み、つねに中立・公正を心掛け、選ばれた専門技術者としての自負を持ち、本

要綱の実践に努め行動する」と倫理綱領に定めている。 

わが国におけるプロジェクトマネジャー、これからプロジェクトマネジャーを目ざす人

はいうまでもなく、プロジェクトマネジメントに従事する人が、これら倫理綱領について

認識を深めることは、国際的な活動を行う場合、きわめて重要なことである。 

 

4. 組織成熟度 

人の能力が成長とともに向上するように、組織能力も向上させることができる。組織成

熟度とは、組織のプロジェクトマネジメント実施能力向上の過程を、プロセスの観点から

段階的に表現したものである。 

成熟度の低い組織では、プロジェクトが雑然と進められることが多く、本来急ぐはずの

作業が遅れて、後でもよいものが先に進んだり、必要な作業が抜け落ちる一方で、不要な

作業が必然性をもって行われたりする。このような状況では、プロジェクトが失敗する確

率は非常に高い。それに比べ、成熟度の高い組織では、プロジェクトはスマートに遂行さ

れる。必要な作業だけが計画的に実施され、プロジェクトの成功率は高い。 

プロジェクトマネジメントの成熟度モデルには、ハロルド・カーズナーが提唱する

PMMM などさまざまな観点からのモデルが存在するが、ここでは企業戦略とプロジェクト

への連携を重視した成熟度モデルを示す。このモデルの特徴は、企業の目的を達成するた

めの戦略から、戦略を実行するための具体的な活動であるプログラム、プログラムに組み

込まれたプロジェクト、そしてプロジェクトの作業レベルの活動であるタスクへとブレイ

クダウンし、それぞれのレベルでプロセスの有効度を評価するところにある。つまり、こ
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れは図 4-4-10 に示すように企業が全体の戦略をプログラム、プロジェクト、そしてタスク

へと歯車のようにかみ合わせて、つないでいくことによって、企業全体の活動が有機的に

働くと考えた組織レベルでのプロセスの成熟度モデルである。 

図 4-10 マネジメントプロセスの連携 

このプロセスモデルにおいては、レベル 1～5 までの 5 段階に分けて成熟度を定義する。 

レベル 1 ◆ 場当たり的 

組織としてプロジェクトの認識が低く、場当たり的なプロジェクトマネジメントが実践

されている。多大な労力が問題解決のための活動（いわば消火活動）に費やされ、プロジ

ェクトの多くが失敗している。プロジェクトの成否は個人の能力に依存する。 

レベル 2 ◆ 計画的 

問題発生予防の重要性が認識され、計画に力を入れ始める。プロジェクトの成否は個人

よりもチームの能力に依存するようになる。類似のプロジェクトは十分マネジメントでき

るが、経験のない新規のプロジェクトでは混乱しやすい。 

レベル 3 ◆ 科学的 

科学的なマネジメントが行われ、プロジェクト状況はシステムにより可視化される。関

係者は可視化されたデータ分析に基づいて行動するようになる。 

レベル 4 ◆ 統合的 

複数のプロジェクトが組織の中で整然と実施され、混乱がなくなる。企業のもつマネジ

メントプロセスに従って、組織をまたがってプロジェクトがうまく運営され、プロジェク

トと組織の調和が達成される。 

レベル 5 ◆ 適化 

プロジェクトのほとんどが成功し、品質、コスト、納期のすべてに関して、業界におい

てトップクラスの競争力を保有するようになる。企業戦略とプロジェクトが確実に連携さ

企業戦略

達成目標

経営方針

ミッション

ビジョン

企業戦略

達成目標

経営方針

ミッション

ビジョン

企業戦略

マネジメントプロセスの連携
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れ、戦略的プロジェクトが効果的に運営されている。権限委譲も十分に行なわれ、スタッ

フは明確な目的に向かって高い士気を保ち、プロジェクト活動に従事している。 

以下に各組織の状況を、プロセスごとに表現する。 

(1) レベル 1 組織◆ 場当たり的 

① 戦略 

企業にプロジェクト文化が存在していないし、企業戦略とプロジェクトを結びつける意

識も欠如している。多くの資金と資源は戦略的なプロジェクトよりも、組織を維持する

ためのオペレーションに費やされている。戦略とプロジェクトが結びついていないし、

プログラムの認識も欠如している。組織は戦略を掲げているが、その内容は組織の中で

共有化されていないため、戦略を実行に移すための具体的なアクションもとられない。 

② プログラム 

プログラムの概念が希薄であり、プログラム実施に責任をもつ体制が存在していない。

プロジェクトの取捨選択や優先順位づけは主観的であり、組織としてのルールづけは存

在していない。 

③ プロジェクト 

組織としてプロジェクトマネジメントのプロセスを整備する活動はなく、プロジェクト

マネジメントスキルを向上させるための組織的な活動も行われていない。プロジェクト

マネジメントの実施方法は、場当たり的であり、プロジェクトごとに異なり、プロジェ

クトの成否は個人の能力に大きく左右される。 

④ タスク 

WBS などを利用したタスクの洗い出しすら行われず、タスクは整理されていない。タ

スクの大きさはバラバラであり、責任も不明なところが多い。タスクに対しての質を確

認するプロセスは存在せず、担当者まかせとなっており、後で品質的な問題を起こして

多くのリワークを発生させている。 

(2) レベル 2 組織◆ 計画的 

① 戦略 

戦略立案はトップダウンで行われ、戦略の内容は組織の中で正しく伝えられて、だれも

が理解するようになる。プロジェクトの位置づけは戦略実現のための具体的な活動と認

識され、プロジェクトの取捨選択に戦略的な要素の必要性をめぐり議論されるようにな

る。 

② プログラム 

プログラムの概念が認識され、プログラムのスコープや実施すべきプロジェクトを取捨
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選択するためのプロセスが整備される。プログラムに責任をもつプログラムマネジャー

が任命され、プログラムマネジャーがプロジェクトに対して関与できる環境が整備され

る。プロジェクトの軸を強くする動きが活発となり、組織よりもプロジェクトの結果を

求める風土がでてくる。組織におけるプロジェクト優先順位づけのルールが整備される

が、進捗を考慮した優先順位の見直しは行われず、複数の優先順位の高いプロジェクト

間の調整は満足にはできない状況である。 

③ プロジェクト 

プロジェクトマネジメントの成否は、個人よりもチームの能力に左右される。チームが

経験した類似のプロジェクトは十分マネジメントできるが、経験のない新規のプロジェ

クトでは混乱しやすい。プロジェクトの運用プロセスは存在するが、一部のプロジェク

トや組織だけでしか利用されていない。プロジェクトマネジメントツールを利用した可

視化が始まるが、スケジュール的なものが主体で、資源やコストまでの可視化はできて

いない。 

④ タスク 

過去の経験をもとにタスクの洗い出し、見積りが行われている。組織としてのタスクを

コントロールするプロセスは存在しているが、一部のプロジェクトにしか利用されてい

ない。経験のないタスクに対してはトラブルが多い。タスクに関するデータは個人的に

は蓄えられている場合もあるが、組織としてデータをとる仕組みは存在しない。 

(3) レベル 3 組織◆ 科学的 

① 戦略 

企業の戦略立案プロセスにプロジェクトの成果が反映されるようになる。プロジェクト

が生み出した新しいビジネスからのフィードバックが、定期的に戦略に反映されるプロ

セスができ、戦略～プロジェクト～サービス～戦略のサイクルが確立される。プロジェ

クトを成功に導くために必要な企業風土や文化の改善が始められ、戦略を達成するため

の鍵となる成功要因（Key Performance Indicator＝KPI, Critical Success Factor＝

CSF）が特定され、成功要因を達成するための具体的なアクションが、プログラム、プ

ロジェクトとしてブレイクダウンされるようになる。 

② プログラム 

プログラムレベル、または組織全体のレベルでキャパシティプランニングが行われるよ

うになり、組織内のプロジェクトに対する長期的な負荷が粗いレベルで認識できるよう

になる。プロジェクトの取捨選択、規模・実施内容の決定、投入・完了のタイミングな

どが、現実的な組織要員能力に対してチェックされるようになる。これにより、複数プ
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ロジェクトが混在することによる混乱は減少され、組織の長期的な要員配置が計画でき

るようになる。また、プロジェクトの成功評価の基準も整備され、基準に従った客観的

な成功評価の判断が可能となる。 

③ プロジェクト 

システマティックなプロジェクトマネジメントが行われ、プロジェクトデータが関係者

から定期的に提供されることにより、プロジェクトが可視化される。データ分析に基づ

いたプロジェクトマネジメントが実践される。プロジェクトオフィスが組織として設置

され、複数のプロジェクトを支援する体制と環境が準備される。 

④ タスク 

過去の組織のデータが蓄積、検討され、タスクの標準化が行われる。標準的な WBS や

標準作業手順書が組織的に整備され、だれもが利用できるようになる。タスクの進捗状

況、品質状況、生産性などが可視化され、だれにでも認識できるようになる。 

(4) レベル 4 組織◆ 統合的 

① 戦略 

企業のビジョンが浸透し、企業の共通ビジョンをもとに、戦略からプロジェクトまでが

統合的にマネジメントできるようになる。また、企業の部門間の壁が解消されるように

なり、部門間の異なる知識・技術の融合が促進され、新たなビジネスの創出が可能とな

る。下流から戦略へのフィードバックだけでなく、事業部・部門間の横断的な融合を通

した戦略へのフィードバックが起こる。 

② プログラム 

プログラムマネジメントに必要な各プロジェクトの利益、生産性などに関するデータは

すべて一元化され、いつでも可視化できるようになっている。プロジェクトの実績、進

捗データによってプロジェクトポートフォリオの情報が更新され、プロジェクトの優先

順位や方向性を信頼性の高い情報によって、判断することが可能となっている。戦略の

実現をコントロールする仕組みとして、バランススコアカードが導入される。 

③ プロジェクト 

マルチプロジェクトマネジメントと統合マネジメント達成レベルで、企業のもつプロジ

ェクトマネジメントプロセスに従って、プロジェクトが組織をまたがって整然と運営さ

れる。プロジェクトと組織の調和が達成され、全体 適化が達成される。組織的にプロ

ジェクトマネジメントの教育が徹底され、プロジェクトマネジメント・スキルマップが

整備される。プロジェクトマネジャーのキャリアパスも提示される。 
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④ タスク 

タスクのデータが定期的に分析され、組織としてのタスクの無駄や合理化が特定できる

ようになる。改善対象となるタスクが定量的に把握されるようになり、組織レベルで標

準タスクの内容の合理化と共有化が促進される。タスクの合理化と共有化により、生産

性は向上し品質レベルも向上していく。 

(5) レベル 5 組織◆ 適化 

① 戦略 

経験をもった各個人のアイデアや提案が、戦略立案プロセスに積極的に取り入れられる

ようになる。組織として存在していた公式な戦略立案プロセスが、個人にまで広がり、

チャンスがあれば、だれでも戦略立案プロセスに参加することが可能となる。また、組

織にはプロジェクトマネジメントを実施するために不可欠な、オープンで自由な風土が

できあがる。組織は常に変化し、改善されつづけることを受け入れ、新しい試みを積極

的に進める文化が醸成される。 

② プログラム 

企業戦略の達成度は種々の指標で可視化される。戦略の実現度を計測する指標値は定期

的にデータとして収集され、達成度がチェックされる。目標値の達成レベルによって将

来の達成予測も可能となり、必要な改善アクションがデータの予測値をもとに実施でき

るようになっている。プロジェクトの予測情報をもとに、プロジェクトポートフォリオ

の将来的な予測も可能となっている。新規のプロジェクトがどのような影響を与えるか

は、ポートフォリオで時系列的に分析できる。プログラムの指標値は戦略の変更に対し

て柔軟に対応でき、データも指標に合わせて収集できる。 

③ プロジェクト 

このレベルは、プロジェクトマネジメントプロセスの 適化レベルである。企業の置か

れた環境に応じた、 適なプロジェクトマネジメントプロセスがいつでもつくり出せる。

組織はダイナミックであり、環境に合わせて変化できる自由度と柔軟性をもつ。プロジ

ェクトマネジメントのデータは収集され、定期的に分析される。問題のプロセスがあれ

ば直ちに改善が実施される。 

④ タスク 

タスクの改善が組織だけでなく、各個人レベルでも提案され、実践されていく。各個人

ごとに工夫され、改善された提案内容は、組織として共有され、だれもが利用できるよ

うになる。さらに必要に応じて、提案された改善は組織として標準化される。 
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第5章 プロジェクト目標マネジメント 
 

概要 

プロジェクト目標マネジメントの機能は、言わばカーナビゲーターにたとえることがで

きる。カーナビゲーターはドライブの目的と行き先に合わせて、 短時間で も安い料金

で、いくつかの選択肢の中から道路マップを導き出す。また、もしも途中で交通障害があ

った場合には、 適迂回路を選択し、通知する機能をもっている。 

プロジェクト遂行における目標マネジメントにも同じことがいえる。プロジェクトマネ

ジャーやチームメンバーが、契約条件や資源などの制約の下で、その時点時点から完了ま

での工程を想定し、バランスのとれたかたちで完遂するための路程図を提供することが、

目標マネジメントの機能といえる。 

図 4- 5-1 プロジェクト目標マネジメント概要 

プロジェクト目標マネジメントは、プロジェクトマネジメントの中核となる業務プロセ

スであり、目標マネジメント概要に示すように、ライフサイクル計画、スコープマネジメ

ント、コストマネジメント、タイムマネジメント、品質マネジメント、アーンドバリュー

マネジメント、報告・変更管理、引き渡し管理から構成されている。 

プロジェクト遂行において重要なことは、①目標を明確かつ具体化することによって、

プロジェクトチーム全員の進路と目標を統一すること、②プロジェクトの遂行期間にわた

り、常に顧客やスポンサー、プロジェクトチームメンバーに、現況報告と問題点について

実践指針
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・リソース制約 ・ステークホルダー間調整

・ライフサイクル分析
・目標の可視化
・役務範囲の定義
・進捗測定と統制のための

ベースラインの設定
・成果予測
・ 適遂行
・効果的情報伝達
・変更の規制
・ノウハウ形式化

・ライフサイクル計画
・スコープマネジメント
・コストマネジメント
・タイムマネジメント
・品質マネジメント
・アーンドバリューマネジメント
・報告・変更管理
・引き渡し管理

・プロジェクトの成功裡完了
・顧客満足
・目標達成
・リソースの効果的活用
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・統一形式でのプロジェクト完了報告書 ・歩掛
・WBS                                                ・技術データ類
・教訓・ノウハウ集

知識
データベース
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の解決方針を伝えて、安心と信頼感を与えること、③顧客やスポンサー、プロジェクトチ

ームメンバーに、プロジェクト運営の透明性やアカウンタビリティー（成果責任）を保つ

こと、④優先順位を定めることにより、目標達成のための 適化を図ることである。これ

らを基本的な遂行指針として、プロジェクト遂行計画を立てることがプロジェクトを成功

させるための要点である。 

ライフサイクル計画は、プロジェクトの構想から目標実現までをいくつかのフェーズに

分けて管理することであり、たとえば獲得コストと操業・保守コストのバランスについて、

分析によって 適ライフサイクルコストを探し出すためのガイドラインを示す。 

スコープマネジメントは、プロジェクトの意図する目標を具体化して、役務範囲を明確

化することが主目的である。そのためには、いわゆるフロントエンドプランニングといわ

れる初期設計や仕様確定を行うことも必要である。 

また、図 4－5－2 の目標マネジメントプロセスの相互関係に示すように、スコープマネ

ジメントは役務を WBS（ワークブレイクダウンストラクチャー）によりワークパッケージ

のレベルに細分化し、ワークパッケージをもって、コストマネジメント、タイムマネジメ

ント、品質マネジメントなど業務プロセス間の協働やトレードオフの関係を保ちながら、

統合的に 適バランスをもったかたちで管理を補助する役割を果たす。進捗管理も WBS を

基準に、時系列で各種資源の割り当て計画、実績、出来高の比較によって行う。 

各種プロシージャー（手順書）に基づくプロジェクト内外との情報交換や報告、常に発

生する変更を扱う変更管理、さらにはプロジェクト成果物の引き渡し管理も、プロジェク

トマネジメント業務の一環として重要な機能である。 
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図 4- 5-2 目標マネジメントプロセスの相互関係 

 

1. ライフサイクルマネジメント 

 

1.1. ライフサイクル 

1.1.1. プロジェクトのライフサイクル 

プロジェクトには「始まり」と「終わり」がある。ひとが参加して、ある特定の目標を
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ドプロジェクトマネジメントといい、その概要を以下に示す。 

図 4- 5-3 ライフサイクルマネジメント概要 

フェーズは図 4－5－4 に示す４フェーズが一般的であり、かつ各フェーズ内にて完成す

べき仕事については、同図のとおりとされている［1］。完成すべきとは、多くの政府機関
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イクルマネジメントにも取り入れられている。用語も構想（Conceptual）には FS
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図 4- 5-4  プロジェクトのフェーズごとの仕事と仕事への労働投入量［1］ 

1.1.2. 主要プロジェクトライフサイクル 

プロジェクトは個別的でユニークなものであることが特徴であり、まったく同じプロジ

ェクトはない。しかし、プロジェクトのフェーズには類似のパターンがあり、大きく分け
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の用語は業界ごとに違うだけでなく、企業によっても異なるが、目的を達成するために人

的資源を投入することと、フェーズごとに大きな目標を掲げることは一般的な手法となっ

ている。 
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図 4- 5-5  プロジェクトの対象別プロジェクトライフサイクル（PLC）［2］ 

医薬品、自動車、家電などの新製品開発プロジェクトには、基礎研究、応用研究、技術

開発、製造・販売、製品の撤退のライフサイクルがある。また、工場やビルの建設・エン

ジニアリングプロジェクトには、コンセプト構築、設計、調達、施工、試運転、検収・引

き渡しのライフサイクルがある。さらにソフトウェア開発プロジェクトのライフサイクル

には、さまざまな表記の仕方があるが、フェーズを大分類した場合の企画、開発、運用保

守、廃棄の中の「開発」だけを取ってみても、開発開始準備、システム要求分析、システ

ム方式設計、ソフトウェア要求分析、ソフトウェア方式設計、ソフトウェア詳細設計、ソ

フトウエアコード作成とテスト、ソフトウェア結合、ソフトウェア適格性確認テスト、シ

ステム結合、システム適格性確認テスト、実機へのソフトウェア導入、ソフトウェア受け

入れ支度などのライフサイクルがある。ちなみに、典型的なソフト開発プロジェクトのラ

イフサイクルマネジメントの例を図 4－5－6 に掲示した［3］。 

さらに、プロジェクトの主体者がだれであり、目的・スコープが何であり、どの形態で

始まり、そして終わるのか。また、フェーズごとの目標と役割をきちんと定義すると多少

内容も異なってくる。たとえば、建設・エンジニアリングプロジェクトの例では、仕事を

請負う立場で、かつ対象物の構想（コンセプト）構築から建設完工して引き渡すまでを請

負う請負者という前提で記載したが、これが施主の立場で請負者を選択し、発注し、引き

渡しを受け、運営する場合は、この例と違ったものになる。また、フェーズ自身を一つの

プロジェクトと考えることもできる。 
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図 4- 5-6  ソフトウェア開発プロジェクトのライフサイクルマネジメントの例［3］ 

まったく新しい医薬品を発明する、あるいは現存しない技術を開発して実用化する研究

開発型プロジェクトでは、大きく概念的な目標はあるが、いつまでどのくらいの予算で達

成できるか、確信をもてない場合もある。このような目標自体を探求していくプロジェク

トでも、時間制限を定めないで無制限の予算で行うことはない。段階的な目標を立て、少

しずつ前進していく努力が払われる。プロジェクトマネジメントとして、この類のプロジ

ェクト運営は難易度の高い分野であるが、さまざまな研究が行われている。多くはトライ

アンドエラーの繰り返しであっても、一定のルールのもとでプロジェクトライフサイクル

（PLC）が定められ、実施されている。 
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プロジェクトマネジメントの特徴は、大きな概念を定め、時間の経過とともに資源をか

けて、段階的に上部概念から下部の詳細へと、調和を保ちながら内容を詰め、具体化して
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に詳細が決まり、プロジェクトの目標達成のために蓄積された情報量が幾何学的に増加す

る。ある程度まで進行した状態で、以前に決定された内容に変更が生じると、その変更時

期が遅くなればなるほど、インパクトが大きいことがわかるであろう。 

図 4－5－7 は時間の経過とともに、すなわちフェーズの進行とともに，プロジェクトの

仕様、品質、コスト、スケジュールなど、さまざまな面での不確実性は減少していき、反

対に確実性が増すことで、非定常的で創造的な仕事は減少し、確実に積み木を積み上げて

いくような定常業務の割合が多くなることを示している［1］。 

言い換えると、投資効率を上げるには、プロジェクトの初期に多大な資源を投入してで

も、プロジェクト項目を決めることができれば、コストダウンも多く期待できるし、変更

も少なくなり、変更に伴う支出も減少するわけである。プロジェクトの初期に重点的にプ

ロジェクト項目の基本を固めていくことをプレプロジェクトプランニング（変更の予防参

照）、あるいはフロントエンドプラニングと言い、変更の多発を予防する手法の一つとし

て用いられることがある。 

図 4- 5-7  プロジェクトライフサイクル［1］ 

 

1.2. ライフサイクルマネジメント 

一つのプロジェクトを特徴のあるフェーズに分けて、その特徴に合わせた管理をするこ
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ズを繰り返し、目標達成まで努力するか、目標を修正して再チャレンジする。研究開発プ

ロジェクトでは、この繰り返しによって研究成果を評価するスパイラル管理をとっている

組織が増えている。 

目標達成は数量的に可視化されて判断の対象となる。そのために、フェーズには必ず成

果物（ドキュメント）が要求される。米国 DOD（国防総省）や NASA（アメリカ航空宇宙

局）では、内部プロジェクトであれ、アウトソーシング主体のプロジェクトであれ、正規

の要求事項としてフェーズごとの成果物を定義し、提出することを要求し、その結果を評

価することで次のフェーズに進むかどうかが決定される。航空機製造業、石油・ケミカル

メジャーなどの大手企業では、社内事情に合致したライフサイクルマネジメントの規定を

作成してプロジェクト実行の決断に用いている。このことは企業の投資効果審査やリスク

管理を兼ねている。また、ライフサイクルマネジメントには、社外の専門家の参加を義務

づけている企業もある。 

 

1.3. ライフサイクルコスティング（LCC） 

ライフサイクルコスティング（Life Cycle Costing）は、製品をはじめプロジェクトのラ

イフサイクル全般にわたるコストの総計を 小化させることを目的とするアプローチであ

り、ライフサイクルコストアナリシスともいうが、略語はいずれも LCC である。ここに、

米国 DOD（国防総省）が調査した、ある業界での典型的な LCC の例を図 4－5－8 に示す。 

ライフサイクル全般にわたるコストの累計の内訳はいずれも類似しており、ライフサイ

クル全般にわたるコストを 100％とすると、研究開発費用に 10％、施設建設費用に 30％、

操業・保守費用に 60％というデータがある。研究開発と施設建設を合計して施設獲得コス

トとすると、施設獲得コストと操業・保守費用との比率は 40 対 60 となる［4］。また、概

ね 50 対 50 というデータもある。 
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図 4- 5-8  LCC のフェーズごとのコスト実績［4］ 

省エネ、省資源化の時代の流れに乗り、この LCC を評価する手法は注目されている。し

かし、概念としてはすばらしいが、すべての事象や物事に適用できるほど研究は成熟して

いない。設計、製造方法支援システムの代替案の選択などの評価に用いられているが、問

題が起こる場合もある。この手法は、上流ステージで行うところに意味があるが、操業の

段階に入ってからでは、利用効果がかなり限定される。しかし、一般には多大な効果が出

ると期待される上流では、システム全体のスキームが曖昧なケースが多い。したがって、

データ不足、データの欠落、データの解釈ミス、不適切な技法の利用、技法が正しくても

利用法を間違えたり、事実関係を誤認し、重要ではない事実に過剰注目したり、不確実性

の詰めを誤ったり、作業チェックを失敗したり、推測を誤ったりするなど、広範囲での適

用はなかなかむずかしい。そこで、LCC の手法は、精度よりも傾向がわかれば利用価値の

ある戦略策定などの用途に向いているといえる。PFI のプロジェクトでは、LCC の手法な

くしては、プロジェクトの評価そのものができなくなる（第２章 プロジェクトファイナン

スマネジメント参照）。 

さらに、プロジェクトマネジメントと同じように、LCC を開始する際には、まずその利

用目的を確認し、さらにスコープを確定する。すなわち、ライフサイクルとは「どこから

開始して、どこで終結するか」を定義することが大変重要である。ここが曖昧では、LCC

の結果も同様に曖昧になるので充分な吟味が必要である。 
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2. スコープマネジメント 

 

2.1. スコープマネジメントの概要 

プロジェクトマネジメントにおいて、初期におけるプロジェクト計画はプロジェクトを

成功させるために重要な作業である。プロジェクト計画で 初に実行しなければならない

のがスコープ計画の作成である。 

スコープマネジメントとは、プロジェクトの 終目標を達成するために必要なすべての

作業・資源を分析し、それらが確実に実施されること、また必要な資源が確保されること

を保証するための一連の業務プロセスである。スコープマネジメントにとって重要なこと

は、プロジェクトに含まれる製品またはサービスの範囲を明確にし、そのために必要な作

業を定義・分析し、それぞれの作業の分担を決め実行させることである。さらにプロジェ

クトの進捗によっては、環境・制約条件の変化に伴うスコープの変更を管理することも重

要である。 

また、スコープマネジメントで実施する作業は、スコープマネジメントのみならず、タ

イムマネジメント、コストマネジメントなどの基礎データとなるため、プロジェクトマネ

ジメントの重要な作業である。 

図 4- 5-9  スコープマネジメント概要 

2.2. スコープ計画 

プロジェクトの目標を達成するために、顧客および他のステークホルダーの要求事項を

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・プロジェクトの 終目標を達成するために、必要となる資源・作業を把握するとともに
それらが確実に実施されることを保証する。
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・戦略的方針
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・プロジェクト計画の立案
・作業量の把握
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・役割分担作成
・報告

・契約条件の把握
・スコープ計画
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・作業分解
・WBS作成
・作業分担
・スコープ変更管理

・スコープ計画書
・WBS
・作業分担
・資源計画
・コストマネジメント、タイム

マネジメントの基礎データ

・標準WBS、過去のプロジェクトのWBS
・アカウントコード

知識
データベース
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明確にし、実施すべき活動を組織化することは、プロジェクト初期におけるプロジェクト

マネジメントの重要な業務である。プロジェクトスコープの詳細な定義に先立ち、契約、

プロジェクトの方針や要求される技術などプロジェクトが置かれた条件を分析し、スコー

プ計画を作成する。 

スコープ計画は、次に示す項目に着目して文書化し、計画を作成する。 

① プロジェクトの成果物またはサービスに関しての特性の概要 

② プロジェクトの成功・失敗の評価基準になる定量的な達成目標 

③ スコープを明確化する上で必要な遂行要領および手順 

 

2.3. スコープの定義 

スコープの定義はプロジェクトの予算、スケジュール、資源、品質などの計画を立てる

にあたり、まず実施しなければならない作業であり、正確なスコープの定義は、プロジェ

クトの成功に向けて も重要な作業である。スコープの定義が不十分であると、プロジェ

クトを混乱させ、変更、やり直し作業が発生し、結果として予算やスケジュールのオーバ

ーランを引き起こすことになる。スコープの定義のための技法が WBS の作成である。以下

の項目に注目して、スコープの定義を実施する。 

① コスト、作業所要時間、資源所要量の正確な見積りができる単位で作成 

② コストとスケジュールをコントロールするベースラインが定義できる単位で作成 

③ 作業の責任と権限の所在が明確化できる単位で作成 

また、プロジェクトにおけるスコープには、スコープオブサプライ（供給範囲）とスコ

ープオブワーク（作業範囲）1)の意味がある。 

 スコープオブサプライ──提供する製品またはサービスに含まれる機能や構成要素。基

礎、建築、機器、配管、電気など。 

 スコープオブワーク──製品またはサービスを提供するために実施される作業。プロジ

ェクト管理、基本設計、詳細設計、調達、検査、据付、試運転など。 

 

                                                  
1 )スコープオブワークの明確化 
スコープオブワークを明確にすることは、一括請負契約が主流の日本の企業にとっては重要な問題であるが、プロ

ジェクトの基本条件（要件）設定や契約時に顧客と WBS を作成して、それぞれの役務範囲を明確にしている例は

少ない。多くの企業において、実施段階で客先との間に生じる解釈の相違がトラブルの原因となっている。同様に

社内関連部門間、コンソーシアム間、協力会社との間で、スコープオブワークの定義と責任履行範囲に関して問題

が発生しているケースが多い。スコープオブワークの明確化は、作業の履行責任の所在を明確にするとともに、追

加・変更管理のベースともなり、特に大型化、複雑化するプロジェクトにおいては、コントラクターにとってリスク回避

の意味からも重要である。 
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2.3.1. WBS（Work Breakdown Structure） 

WBS はプロジェクトの目的を達成するために、実行されるべきすべての作業をプロジェ

クトの製品に基づき、体系的に階層組織化して表したものである。 

階層の第一レベルには、プロジェクトの「 終製品」を構成する主要な成果物を設定す

る場合や、「フェーズ」など作業の時間的経緯を使用する場合などがある。（注；『 終

製品』とは、ハードウエア、ソフトウェア、サービス、またはこれらの組み合わせのこと

を指す。）それに続く下位レベルの階層は、 終製品の製作に必要な各作業要素の詳細な

定義を示すが、下位レベルになるほど詳細な内容を示す。 

(1) WBS の目的 

プロジェクトの巨大化、長期化、複雑化、グローバル化にともない、WBS を作成する必

要性が高まっている。特に大型プロジェクトでは、リスク分散の意味からもコンソーシア

ムに代表されるような企業連合を形成し、プロジェクトを実行するケースが多くなってお

り、各構成企業間の作業分担・責任範囲を明確にするためにも、WBS を作成することが有

効である。 

WBS 作成の目的は、以下のような内的要因と外的要因が考えられる。 

• プロジェクト管理上の必要性（内的要因） 

• 顧客の要求（外的要因） 

• コンソーシアムまたはジョイントベンチャーによるプロジェクト遂行での必要性（外

的要因） 

(a) プロジェクト管理上の必要性による WBS の活用 

プロジェクト管理における WBS の目的とその効果は以下のとおりである。 

• プロジェクトに必要な全作業の把握と識別。 

• 組織との対応による作業範囲、責任、権限の明確化。マトリクス組織でプロジェクト

を実行する場合は特に重要となる。 

• コストコントロール、スケジュールコントロールのフレームワークの設定。 

• プロジェクトの進捗度、生産性把握のための基盤提供。 

• プロジェクトリソースの集計単位の提供。 

• 仕様変更、追加オーダーへの迅速な対応。 

• 多様なレポーティング要求への柔軟な対応。 

• プロジェクトメンバー間共通のコミュニケーションツールの提供。 

• プロジェクトの実績データのフィードバック。 
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(b) 顧客の要求による WBS の作成 

契約などによって客先から、プロジェクトに適用するコストコード体系やコストブレイ

クダウンに適用するワークカテゴリーの体系を求められることがある。特にレインバーサ

ブル（実費償還）契約などの場合は、このコストコード体系に従って費用集計・請求する

ことが必要となる。さらに、ランプサム契約（一括請負契約）の場合でも、客先としてプ

ロジェクトの進捗を監視するため、または仕様変更・追加オーダーの管理のため、客先・

コントラクター共通の認識基盤が必要となる。そのために WBS が作成される。 

(c) コンソーシアム、ジョイントベンチャープロジェクトによる WBS の作成 

コンソーシアムやジョイントベンチャープロジェクトにおいて、互いの責任履行範囲の

明確化、プロジェクトの進捗確認と報告、さらに仕様変更・追加工事の費用請求などの目

的で WBS は作成される。 

(2) WBS の構築 

一般に WBS の構築にあたって、プロジェクトの構成作業を上位から下位レベルまで体

系的に分解する方法について、特に定められた原則はないといわれている。プロジェクト

の種類やプロジェクトを遂行する組織形態などによって、作業分割の構成、分割の方法は

異なる。作業分割とは WBS を作成するために、プロジェクトライフサイクルの中で実施さ

れる作業を管理できるレベルまで分割し、定義する作業である。 

(a) 作業分割 

通常プロジェクトの製品と作業が構成要素となるが、これらの要素はプロジェクトがど

のように管理されるかを念頭において決定されなければならない。たとえば、作業分割の

レベル１では、製品のシステム構成や区域（エリア）など物理的な面から分割し、レベル

２では作業カテゴリーなどの機能的な面から分割する。それぞれの構成要素は、進捗度の

測定と成果の検証が可能なように分割される必要がある。 

さらに、各要素定義の精度が十分であるか否かについて確認するために、作業分割の妥

当性を検証する。各構成要素は適切な日程目標と予算を付与することができ、作業の実施

担当を特定できることを検証する。もしも不十分であれば、適切な管理ができるところま

で分割または統合する。WBS を作成する際に、構成要素の漏れや重複がないことに注意す

る。つまり、子レベルの合計は親レベルと等しくなければならない。WBS の例を図 4－5

－10 および図 4－5－11 に示す。 

(b) ワークパッケージ 

WBS の 下位レベルの作業要素で、当該プロジェクトの 小コントロール単位のことを

ワークパッケージと呼ぶ。 ワークパッケージは、必要に応じていくつかの「作業（アク
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ティビティ）」に分解される場合がある。ワークパッケージ作成に際して、注意すべきこ

とは以下のとおりである。 

• 予算割り当ての 小単位であること。また、全てのワークパッケージに割り当てられ

た予算の合計額はプロジェクトの総予算額と等しくなくてはならない。 

• 作業範囲と作業履行責任部門（責任者）を明確に定義できること。 

• 作業の開始点と終了点をもつこと。 

• 明確なインプットとアウトプット（成果物）をもつこと。 

• 仕事量を予測できること。 

• 生産性測定の基準となること。 

WBS の各作業項目は、一般に WBS コード（アカウントコード）と呼ばれるユニークな

識別番号がつけられる。 

図 4-5-10  WBS（発電所の例） 
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図 4-5-11  WBS（ソフトウェア開発の例） 

(c) 標準 WBS 

基本的に WBS は個々のプロジェクトで異なるが、ほとんどのプロジェクトは作業要素と

しては似通った部分が多いため、過去のプロジェクトで作成した WBS は、新規プロジェク

トのドラフトとして転用できる。それぞれの企業、分野では通常取り扱う設備・機種ごと

に標準 WBS をあらかじめ確立しておき、それぞれのプロジェクトの特異性から個々の作業

要素を削除・追加、分割・統合して、使用することが効率的である。 

 

2.4. スコープの変更 

2.4.1. スコープ変更システム 

スコープの変更とは、契約時の役務範囲からの変更をいう。スコープ変更管理システム

は、プロジェクト全体の変更管理システムの一要素として位置づけられ、スコープの変更

の業務手順を記述したものである。その内容は、変更に関わる事務処理手続き、変更項目

の追跡管理システム、変更事象の承認レベルなどで構成される。スコープの変更は以下の

ような事象から発生する。 

• 製品またはサービスのスコープを定義する際の見落とし、理解不足（スコープオブサ

プライの変更） 

• 製品またはサービスを提供するために実施される作業を定義する際の見落とし、理解

不足（スコープオブワークの変更） 

• 外的要因（関連法規の変更など） 

• 付加価値を見直すための変更（契約後の VE や新技術採用によるコストダウンの提案

など） 
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• 顧客要求事項の変更など 

スコープの変更は、他のマネジメント項目（リスクマネジメント、タイムマネジメント、

コストマネジメント、品質マネジメントなど）と相互に関連があり、常に他のマネジメン

ト項目と互いに整合を取りながら実施する必要がある。 

 

3. タイムマネジメント 

 

3.1. タイムマネジメント概要 

タイムマネジメントは、目標納期や収支バランスの実現などプロジェクトの目標を達成

するため、必要なすべての作業・資源を時間という制約条件の中で 適化し、プロジェク

ト遂行方針を実現する一連の業務プロセスである。 

タイムマネジメントにとって重要なことは、プロジェクトに含まれる製品またはサービ

スに対し、時間という軸の上で も効率的な業務手順を計画し、計画に従って進捗を統制

し、計画の変更をもたらす因子を予見・管理することである。タイムマネジメントの実施

により、計画の 適化と時間軸上の諸条件が明示されるとともに、実状が計画とどの程度

乖離しているのか、そしてその変動要因が把握できる。 

タイムマネジメントのプロセスは、定義されたスコープを網羅し、その他のマネジメン

トエリアと密接な関連をもって展開される。特に、コストマネジメントとは直接的な相関

をもっており、プロジェクトマネジメントの重要な作業である。 
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図 4-5-12 タイムマネジメント概要 

3.1.1. 現実的な計画と目標設定 

プロジェクトを成功裡に完成させるためには、プロジェクトの達成目標となる予算、時

間、品質、HSE（安全衛生・環境）面から複合的に立案された 適計画が必要となる。目

標を達成するためのプロジェクトの運営方針を示し、実行計画を明らかにすることは、プ

ロジェクト初期におけるプロジェクトマネジメントの重要役務である。計画を立案する際

には、以下の事項に注目すべきである。 

① プロジェクトを成功に導く遂行方針と合理的な遂行手順 

② プロジェクトの進捗を追跡する仕組み・方法 

③ 計画に対して実績（進捗）を監視し、評価を行う方法 

④ 将来予測と是正策の検討・策定・実施手順 

⑤ 実績の集約と分析、将来への改善案策定手順 

3.1.2. スケジュールとコストの関連 

スケジュールはコストとトレードオフの関係2) にあることを考慮しながら、プロジェクト

の特性に照らして現実的な 適値を追求する。以下に示すような事項に関わって、タイム

                                                  
2) スケジュールとコストの関係 
スケジュールを短縮しようとする場合、「資源（ひと）を増す、より有能な資源（ひと）を配員する、資機材を高価格で

発注して製作納期を短縮する、より迅速な輸送手段を選択する」などの典型的な例にみられるように、スケジュール

の問題にコスト（追加出費）で対応する図式をしばしば経験する。プロジェクトマネジメントは、目先の直接出費に惑

わされることなく、それぞれの影響と帰結を総合的に判断し、 適と考えられる意思決定を行うことが求められる。 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・現実的（実施可能な）で効率のよいプロジェクト遂行計画立案
・プロジェクト進捗の管理と的確な状況分析並びに予測
･変動因子と予想される帰結に対する対策立案

環境変化
制約条件

・計画の前提条件（スコープ、契約条件、業務量、リスク、資源、達成目標）
・生産性とそれを変動させる因子
・実行計画

・プロジェクト遂行戦略の実現
・マイルストーンの達成
・目標納期と収支バランスの

達成

・スケジュールの立案
-初期計画
-再計画

・プロジェクト進捗管理
・進捗傾向分析と予測
・目的達成に向けての調整

・時間的制約と諸条件の
適化

・計画の明示と関係者の認知
・計画と実状の乖離傾向把握
・変動因子の抽出と効果的

対処
・ 適資源投入
・生産性の維持と改善
・品質と安全の維持
・プロジェクト収支の改善

・スケジュールの構造や計画管理手法 ・生産性
・進捗傾向と関連要素の相関 ・変動因子と影響
・資源情報 ・時間とコストのトレードオフ

知識
データベース
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とコストは密接に関連していることを理解する必要がある。 

• 少運営経費を実現する 適スケジュール 

• 大生産性を達成する 適スケジュール 

• 入金と出金の乖離の防止 

• 目標達成インセンティブ（ボーナス）の確保と遅延ペナルティの防止 

3.1.3. スケジュール達成意識 

プロジェクトの開始から完了までのすべての作業は、網の目のようにつながっている。

結び目をつなぐロープをそれぞれの作業と作業期間とみなすなら、どこかの作業が予定よ

り長引くと、影響はリレーされて、 終的には網全体を長い形に変えてしまう。つまり、

プロジェクトが遅延することになる。結果として、スケジュールとコストの関連で示した

ように、プロジェクト収支は、計画した 適値からかけ離れていくことになる。 

設定したスケジュール計画を達成するためには、それぞれの作業に責任をもつプロジェ

クト関係者全員の、スケジュール遵守への当事者意識が不可欠である。スケジュール管理

に関する指示や会議での意思伝達にとどまることなく、プロジェクト関係者への日々の啓

発や詳細な作業計画の調整など、組織運営上の継続的な配慮が重要な意味をもつ。この点

については、タイムマネジメントのみならず、あらゆる面でコミュニケーションやチーム

ビルディング向上の努力が要求される。 

 

3.2. タイムマネジメントの実施手順 

スケジュール上で表現される作業は、プロジェクトの計画・遂行を通して関係者全員に

的確に認識される必要がある。プロジェクトの計画・管理方針の明確化、プロジェクトス

コープや個別作業の定義、定義の WBS 体系化などは極めて重要な事前作業となる。 

3.2.1. スケジュール方針の策定 

プロジェクトマネジャーはプロジェクトの特性を把握した上で、プロジェクトを成功裡

に完了させるための遂行方針を自らが中心となって策定することが必要である。遂行方針

を遂行計画に展開して、具体的にシナリオとして示すものがスケジュールになる。プロジ

ェクトの初期段階（見積り段階も含む）にスケジュール計画方針や管理方針を明らかにす

る。 

3.2.2. コントロール対象の定義づけ 

これは各作業の管理単位を方向づける重要な作業である。スケジュール上における優先

順位や時期、遂行組織や責任・所掌範囲からみたインターフェイス、業務分担、管理可能

な 適規模など、多面的な検討が必要となる。タイムマネジメントにおける、これらの作
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業の着眼点は以下のようになる。 

① プロジェクトの計画・管理レベルと作業スコープの 適管理規模の整合 

② 作業種類の認識と識別可能な定義 

③ プロジェクト全フェーズを網羅した、計画・管理における共通定義の確立 

④ データの識別・処理のための共通コードの設定（文書化、データ処理用） 

⑤ 実績データとの比較や分析のための共通定義 

⑥ 作業所掌との整合性（専門部業務、業者業務、プロジェクト固有の管理目的） 

3.2.3. 遂行要領の設定 

プロジェクトにおいてタイムマネジメントをいかに運営するかを示すために、以下の遂

行要領（プロシージャー）などを取りまとめる必要がある。 

• スケジュール計画、管理要領 

• 進捗度計算要領 

• スケジュール、進捗度報告要領 

3.2.4. スケジュール計画 

スケジュール計画は、プロジェクト遂行の基本となるスケジュールを策定することであ

る。そのためには、プロジェクトマネジャーの指揮のもと、関係者の叡智を集める必要が

ある。特にスケジュールの骨格は、予算の見積りとともに確定されることから、実現性や

経済性を十分に検証しておくことが不可欠である。さらにプロジェクト開始後は、見積り

段階において想定された計画と、実行への設定条件や制約などを照合し、速やかに遂行方

針の再検証を行って遂行手法・手段を具現化する必要がある。そして、プロジェクトマネ

ジャーは、スケジュールの基本原案が完成した段階で関係者を招集し、以下の意図のもと

に工程会議を主催する。 

• プロジェクト遂行方針と計画、制約条件などを関係者へ周知する。 

• 関連部門並びに関係者の遂行方針や計画の整合性を確認する。 

• クリティカルパスや計画上の問題点を抽出し、対策への意見を集約する。 

• プロジェクトマイルストーンの確認と合意を図る。 

• プロジェクトに参画する関係者全員の工程遵守の意思を確認する。 

• スケジュールレベルと目的について合意を図る3)。 

                                                  
3) エンジニアリング業界の大型プロジェクトでの例 
スケジュールは、活用目的（一般に利用者レベルに対応する）に応じてレベルを設定する場合が多い。基本となる

骨格は変わらないが、どこまで詳細に表現するかや強調すべき事項などがレベルに応じて異なる。次の例はエンジ

ニアリング業界の大型プロジェクト用の例であるが、多くの業界では、これほどの多層管理を行う必要がないのが通

例である。 
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3.2.5. 進捗計画 

進捗計画は、遂行段階におけるプロジェクトの進捗を把握する方法として、個別作業の

重みを時間軸上に配分し、累積して進捗計画を定量的に表現する「S カーブ」を作成し、そ

の測定基準を設定することである。そのためには計画段階において、プロジェクトのフェ

ーズに対応した進捗度の測定基準を設定する必要がある。4) 

3.2.6. スケジュールリスクの特定 

プロジェクトの円滑な遂行のためには、プロジェクトのスケジュール計画策定上のリス

ク（不確実な要因）を特定し、発生確率と影響程度を推測しておく必要がある。必要に応

じて、モンテカルロ・シミュレーションを実施し、確率数値的にプロジェクトスケジュー

ルへの影響度合を確認することもできる。 

3.2.7. ネットワーク手法 

プロジェクトを目標どおり成功裡に完成するためには、プロジェクトスケジュール（タ

イム）の的確な計画・管理が重要な要素であることは、先に述べたとおりである。近年、

プロジェクトの大規模化、技術の高度化、作業の複雑化などが急速に進む中で、より効率

的なプロジェクト遂行を実現するために、一層緻密な計画・管理が求められるようになっ

ている。 

このような背景の中で、CPM（Critical Path Method）や PERT（ Program Evaluation 

and Review Technique）のようなネットワークを用いた手法の有効性が認知されてきた。

さらに高性能コンピュータの出現による大量データの迅速処理という環境が後押しし、こ

れら手法の普及と発展を大きく促進した。ただし、PERT は現在、あまり使われていない。 

ネットワーク手法（Network Technique）は、プロジェクトを完成させるための各作業

                                                                                                                                                  
レベル 1＝プロジェクトマスタースケジュール 
レベル 2＝プロジェクトコントロールスケジュール 
レベル 3＝プロジェクト作業スケジュール（レベル 2 の詳細展開） 
レベル 4＝重点管理用詳細スケジュール 
重点管理用詳細スケジュールにはフロントエンドスケジュール（当面のスケジュール）、クリティカルスケジュール（重

要スケジュール）、機材納入要求表、設備運転順序、図書リスト、機材手配状況表、短期間管理サイクルスケジュー

ルなどがある。 
4) プラントエンジニアリングの進捗基準の例 
プラントエンジニアリングの例では、計画段階において、以下に示すように設計、調達、建設のそれぞれに対して進

捗度の測定基準を設定する。 
設計：設計所要マンアワー（工数）を重みとし、 
・設計アクティビティ、事象によって測定する 
・設計の成果物である図書およびその中間達成基準によって測定する 
調達：資機材予算を重みとし、 
・注文書を単位として発注およびその中間達成基準によって測定する 
建設：推定直接労働者時間（＝物量×歩掛）を重みとし、 
・実績作業量および中間マイルストーンによって測定する 
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を明確に定義、区分し、これらの論理的相互関係を矢印で結び、ネット状に表示したもの

をいう。 

ネットワークの表記方法としては、ADM（Arrow Diagram Method）と PDM（Precedence 

Diagram Method）の２種類がある。ADM はノードと呼ばれる点２つの間の矢印がアクテ

ィビティを示す。それぞれのノードには記号や番号を付けて、例えば“アクティビティｂ

－ｃ”と呼ぶ。ADM にはダミーアクティビティと呼ばれる、順序制約を表現するためだけ

の、実体のない作業（矢印）がある。（図 4－5－13 参照） 

 

図 4-5-13  ADM ネットワークの例 

PDM は箱がアクティビティをあらわす。アクティビティそれぞれに記号や番号がついて

おり、“アクティビティ B”などと呼び、矢印はこのアクティビティ間の順序をあらわす。

この矢印は“コンストレイント”と呼ばれる。（図 4－5－14 参照） 

 

 

 

 

 

 

ａ ｂ

ｃ

ｄ

ｅ ｆ

ダミーアクティビティ

アクティビティ ノード
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ｃ
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ｅ ｆ

ダミーアクティビティ

アクティビティ ノード



 247 

                                       ※DU は「Duration」の略で、「期間」のこと 

図 4- 5-14  PDM ネットワークの例 

当初は表示方法が容易な ADM が使用されていたが、 近では理解しやすく、扱いやす

い PDM が主流となっており、ほとんどの計画・スケジューリングソフトウエアが PDM 向

きに作成されている。 

タイムスケジューリングとプロジェクトを成り立たせる各種必要資源（ひと、もの、か

ねなど）の 適化を図るリソーススケジューリング（時間と資源を考慮した）を同時に実

行することが、ネットワーク手法の基本手法となっている。ネットワーク手法による基本

的な計画作業手順は以下のとおりである。 

(1) 作業の定義 

WBS をもとにスケジュールの全アクティビティを定義する。 

(2) 順序設定 

作業手順に従ってアクティビティ相互の順序と依存関係を設定する。 

なお、PDM の場合、次の４つの依存関係が設定できる。 

 FS（Finish-to-Start）：前の作業の終了後に次の作業を開始しても良い。 

A
DU=3

A
DU=3

F
DU=3

F
DU=3

B
DU=5

B
DU=5

D
DU=5

D
DU=5

C
DU=3

C
DU=3

E
DU=2

E
DU=2

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ ｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄ

クリティカルパスクリティカルパス

A
DU=3

A
DU=3

F
DU=3

F
DU=3

B
DU=5

B
DU=5

D
DU=5

D
DU=5

C
DU=3

C
DU=3

E
DU=2

E
DU=2

ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ ｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄｺﾝｽﾄﾚｲﾝﾄ

クリティカルパスクリティカルパス

030200フリーフロート

030500トータルフロート

1613131183最遅終了日（LF）

14129941最遅開始日（LS）

161013683最早終了日（EF）

1499441最早開始日（ES）

325353DU

FEDCBAアクティビティ

030200フリーフロート

030500トータルフロート

1613131183最遅終了日（LF）

14129941最遅開始日（LS）

161013683最早終了日（EF）

1499441最早開始日（ES）

325353DU

FEDCBAアクティビティ
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 SS（Start-to-Start） ：前の作業の開始後に次の作業を開始しても良い。 

 FF（Finish-to-Finish）：前の作業の終了後に次の作業を終了しても良い。 

 SF（Start-to-Finish） ：前の作業の開始後に次の作業を終了しても良い。 

(3) 作業量と資源の見積り 

アクティビティごとに必要な作業量と、それに割り当てる資源量を見積もる。 

(4) 所要期間の見積り 

・アクティビティごとに必要な所要期間（DU ：Duration）を見積もる。 

(5) クリティカルパスおよび全体の所要期間の算出 

① 早開始・終了日、 遅開始・終了日、余裕（フロート）などの計算を行う。 

まず、フォワードパスを実行し、 早開始日（ES）および 早終了日（EF）を算出

する。これにより、全体の所要期間が明らかになる。 

次にバックワードパスによって 遅終了日（LF）と 遅開始日（LS）を算出する。 

② スケジュール上の「クリティカルパス」を見つける。 

アクティビティごとに余裕（フロート）を算出し、全くフロートが無い経路である

「クリティカルパス」を特定する。プロジェクト期間の短縮を検討する場合、この

クリティカルパス上のアクティビティに注目する。 

（厳密には「フロート」は「トータルフロート」を指し、アクティビティがパス上

で持つ 大の余裕のことを言い、 遅終了日－ 早終了日もしくは 遅開始日－

早開始日で求められる。） 

(6) 日程および資源の調整 

• 全体工期の制約や全体資源の制約を考慮しながら、手順や期間の調整を図る。 

クリティカルパスに注意しながら、投入する資源の平準化のためにアクティビティの

手順や期間を調整する。 

期間短縮の手法として、先行アクティビティが終了する前に後続アクティビティを開

始する「ファストトラッキング」や、コストをかけて予定よりも多くの人員を投入す

る、あるいは高生産性の設備を導入する「クラッシング」があるが、これらの手法を

実施する場合は、投入資源やコストなどへのリスクも配慮する必要がある。 

• スケジュール並びに資源の配分の結果を出力する。 

検討した結果を「ガントチャート」や「マイルストンチャート」、「山積みグラフ」

などで表わし、ステークホルダーへ配布する。 

さらに、コンピュータのダウンサイジング化、低価格化に伴ってプロジェクトマネジメ

ント手法も急速に発展してきており、スケジュールを軸としてマネジメント支援に下記の
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ような多面的な機能が加わりつつある。 

• WBS 構築支援 

• スケジュールおよびコスト統合管理支援 

• リスク管理支援 

• 計画実現度確率分析 

このように全体システムの統合をねらった、他システムとのデータベースを介したイン

ターフェイスなどの機能を装備しているソフトウェアも見受けられるようになってきた。

これらを使いこなすことによって、プロジェクト計画、状況把握、将来予測の精度は総合

的に向上し、マネジメントの判断支援を強化することが期待できる。 

3.2.8. 監視・測定・分析・予測 

計画が策定され、プロジェクトが実際に動き始めると、実際の作業が計画どおり遂行さ

れていることを継続的に監視・測定し把握する必要がある。一般的には以下の状況に焦点

を当てる。 

① 時間軸上の各作業スケジュールの差異 

② S カーブでの進捗の状況 

③ 作業効率（生産性） 

④ 資源動員の状況 

⑤ リスク要因の状況 

これらは 新の実績情報を必要とし、それらを収集するための手順や報告を特定してお

く必要がある。 

上述の進捗管理・測定において把握された状況から傾向を分析し、プロジェクトの先行

きを予測する必要がある。早期に問題を抽出し、対応策を具体化して、計画を変動させる

要因を排除することを目的とする。 

特に以下の分析は、予測作業への重要な情報を提供する。 

(1) スコープの分析 

計画時と現状を比較して、スコープの変動を把握し、今後への影響を把握する必要があ

る。スコープの分析とは、基本的には計画作業量の変動を原因とともに把握し、実績作業

量（今後の予測も含める）との差異を分析する方法である。 

(2) スケジュール分析 

スケジュール分析とは、初期に計画したスケジュールと現状との差異を把握することで

あり、基本的には以下の 2 点に焦点を当てる。 

① クリティカルパスの変動状況や余裕（フロート）の変動確認 
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② プロジェクトスケジュールの各アクティビティの計画日と実績日（予測日を含める）

との時間軸上の比較と余裕（フロート）の把握 

今後の傾向を分析するためには、スコープの分析、進捗の分析、並びに生産性の分析と

合わせて判断する必要がある。 

(3) 進捗分析 

進捗分析では、計画時と比較してプロジェクトの進捗を所定のパラメータで定量的に確

認し、完成時を 100％として、現状の達成度を把握する。基本的には、計画時の進捗度を時

間軸上に展開した S カーブと実績進捗の S カーブを比較し、さらに、実績の進捗傾向を把

握し、今後を予測する。 

(4) 生産性分析 

作業効率について、計画時と実績を比較する。必要に応じて実績は履歴でとらえ、効率

の傾向を把握することにより、今後のスケジュールや進捗予測の参考情報とする。基本的

には、以下のような項目で比較される。 

• 進捗１％獲得に必要な工数 

• 作業１単位遂行に必要な工数 

これらに著しい差異が見受けられる場合は、個々の要因に焦点を当てて詳細な分析を行

い、対策を検討する必要がある。 

進捗および分生産性分析の手法として、スコープ、スケジュール、コストを統合的に把

握し予測する「アーンドバリューマネジメント」がある。 

 

3.3. スケジュールの変更 

プロジェクトの進捗につれて、スコープや作業量の詳細が明確になってくる。一方、さ

まざまなプロジェクトの内外部変動要因の影響を受け、進捗が初期計画から乖離する場合

がある。頻繁に計画の見直しを行うことによって、目標を見失う危険性があるが、想定情

報に基づいた計画のままでプロジェクトの管理を継続したり、乖離を放置したままでプロ

ジェクトを遂行することは、その後のプロジェクトの展開を見失うことにもなりかねない。 

したがって、所定の状況に至った時点か、もしくは一定期間をおいた時点の状況に照ら

して初期の計画を見直した上で、プロジェクト完了までのシナリオを再確認（再計画）す

ることが必要となる。 

スケジュールの変更は、スコープやコストなど他のマネジメント領域と密接に影響しあ

うため、後述の変更管理システムの統合されたプロセスの一環として機能させる必要があ

る。 
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3.4. クリティカルチェーンマネジメント 

クリティカルチェーンマネジメントとは、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱するＴ

ＯＣ（制約理論）の考え方をプロジェクトマネジメントに適用した方法論であり、ＰＥＲ

ＴやＣＰＭがスケジューリング問題の数理的 適化を志向した手法に対して、クリティカ

ルチェーンマネジメントは不確定要素の高い作業を行う場合の人間心理や行動特性、およ

び社会的・組織的問題に配慮して、全体 適なタイムマネジメントを行う実践的手法と位

置付けられる。従来の手法との大きな違いは、従来は個々の工程が計画どおりに確実に終

了するために、ある程度の予備時間（バッファー）を持つことを暗黙に了承して計画しプ

ロジェクトを遂行するが、クリティカルチェーンマネジメントでは工程が計画どおり行か

ないことも受け入れる代わりに個々の工程にバッファーを持たせず、プロジェクトができ

る限り早く完了する計画を目標にしてプロジェクトを遂行する。このバッファーを上手く

生かしてプロジェクトの期間短縮を行うが、バッファーの小さいブルーカラー主体のプロ

ジェクトよりも、バッファーの大きいホワイトカラー主体のプロジェクトにおいて大幅な

期間短縮の可能性が大きい。1990 年代中頃に提唱されて以来、期間短縮を狙いとした新た

な手法として、その実用性と実績をもとに適用事例が徐々に増えていくようになった。 

3.4.1. 計画段階で含まれるバッファー 

作業が完了するために必要な時間を横軸においた確率分布を描いたとき、プロジェクト

の各作業は不確実性が高いため、その確率分布は正規分布ではなく、右側に伸びた線形を

描く。従来のプロジェクトマネジメントでは、納期遅延を避けるために実際にはその作業

が終わるか終わらないか 50%の確率である中央値で見積もりは立てず、様々の不確実性を

考慮した 90%程度の確率で完了できるような期間を見積もってスケジュールをたててきた。

しかし、その確率分布の特性からこの期間は 50%の場合と比べて 2～3 倍以上にもなること

もある（図 4-5-15）。この 50％の完了時間と 90％の完了時間の差がバッファーと呼ばれる

予備時間となり、計画段階からプロジェクト期間を長期化させる原因と考えられる。 
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図 4- 5-15 計画段階で含まれるバッファー 

3.4.2. プロジェクトを遅延させる 3 つの要因 

予備時間を十分にとって見積もった場合でも遅延が発生し、プロジェクトのリードタイ

ムがさらに長期化してしまうのは、以下の 3 つの要因のためと考えられる。 

(1) 学生症候群 

スケジュールに余裕があればあるだけ担当者が安心し、ぎりぎりまで着手しないため、

余裕が無駄になる。 

(2) 早期終了の非伝播性 

相互に依存する並行ステップ/直列ステップにおいて、各ステップの遅延は次のステップ

に伝播するのに対し、早期終了は伝播しない。（図 4-5-16） 

(3) マルチタスク（掛け持ち作業） 

担当者が複数のタスク・プロジェクトを掛け持ちすることにより、個々のタスクのリー

ドタイムが長期化する。また頭を切り替える、準備を整える等、タスクスイッチに時間が

かかり、効率も低下する。（図 4-5-17） 

 

 

 

時間

確率

期間遵守率50%
期間遵守率90%

中央値 見積もりで
利用される
必要期間

セーフティー
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図 4- 5-16 早期終了の非伝播性 

 

図 4- 5-17 マルチタスク（掛け持ち作業） 

3.4.3. クリティカルチェーンマネジメントを行うためのステップ 

このようなプロジェクト期間長期化の根本的な要因は、部分 適の視点に立っているこ

とである。全体 適の視点で以下のようにクリティカルチェーンマネジメントを行うこと

で、クリティカルチェーン上の各作業と、プロジェクト・バッファー、合流バッファーの

増減状況にプロジェクトマネジャーの意識を集中させることが可能となり、プロジェクト

の納期が遅れる要因の低減につなげられる。 

(1) クリティカルパスを検出する 

プロジェクトの全てのタスクとその期間をネットワーク図などに書き出し、クリティカ
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ルパスを選定する。 

(2) 各タスクのバッファーをプロジェクト･バッファーに集める 

クリティカルパス以外のバッファーは、必要 低限を残してカットする（確率 50%の期

間を残す）。各ステップから収集したバッファーは、クリティカルパスの 後にプロジェ

クト・バッファーとしてまとめる。各ステップが遅れる確率は 50%だが、 後のプロジェ

クト・バッファーでこれらの遅れを十分にカバーされる。（図 4-5-18） 

(3) プロジェクト・バッファーを半分にカットする 

プロジェクト・バッファーを半分にカットし、プロジェクト期間を短くする。 

(4) 合流バッファーによってクリティカルパスの遅れを防ぐ 

クリティカルパスに合流する非クリティカルパスのタスクの遅れに備えて、クリティカ

ルパスを守るために合流バッファー(FB:フィーディング・バッファー)を設け、クリティカ

ルパスが遅れないようにする。(図 4-5-19) 

(5) クリティカルチェーンでリソースの競合状態を回避する 

プロジェクト内の複数のステップ間でリソースが競合状態にある場合（同一のリソース

が複数の重なるタスクを受け持つ場合）、クリティカルパスのタスクを優先して行わせる。

さらに他のタスクでも遅延が発生するのを避けるため、時間軸上でオーバーラップしない

ようにクリティカルチェーンを引き直す。同時に合流バッファーの位置を、新しいクリテ

ィカルチェーンへの合流点へ移動する。クリティカルチェーンはクリティカルパスとボト

ルネック・リソースを組み合わせたパスであり、プロジェクトにとっての 終的な制約条

件であると言うことができる。（図 4-5-20） 

(6) リソースの利用を事前に予約する 

リソースの利用を 1 週間前、3 日前、前日といった具合に事前に通達することで、リソー

スが競合する状況を回避しなければならない場合の調整時間をリソース・バッファーとし

て用意する。 



 255 

図 4- 5-18 各タスクのバッファーをプロジェクト･バッファーに集める 

図 4- 5-19 合流バッファーによってクリティカルパスの遅れを防ぐ 
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図 4- 5-20 クリティカルチェーンでリソースの競合状態を回避する 

3.4.4. クリティカルチェーンマネジメント導入時の注意点 

(1) 担当者には必要 小限の情報を与える 

タスクの優先順位は伝えるが、タスクの終了時期、タスクの予定処理時間、次のタスク

の開始時期は教えず、「仕事が来たら、すぐに可能な限り短時間で処理し次のタスクへ繋

げる」という伝え方をする。（リレーランナー・カルチャー） 

(2) スケジュール改定は頻繁に行わない 

プロジェクト・バッファーが無くなりそうな場合を除いて、スケジュールの改定は行わ

ない。 

(3) シングルタスク化する 

掛け持ちをしないでも日程が守れる計画を作る。また全員がシングルタスクで仕事を完

了させる習慣をつける。 

(4) 社内・社外リソースへの応報体系を変える 

余裕のないタイトな日程を要求されることになるが、実際に遅れた場合、担当者を叱責
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したりペナルティを与えたりしてはならない。 

個別タスクの期限遅延/短縮ではなく、プロジェクト全体期間の短縮を評価するような仕

組みに変える。外部業者に対しては、「予定通りに納品したら○%上乗せして支払う」など

の価格的インセンティブを与える。 

3.4.5. 補足：複数プロジェクトのマネジメントプロセス 

複数のプロジェクト間でリソースが競合状態になった場合は、TOC の生産スケジューリ

ング手法である DBR(ドラム・バッファー・ロープ)を用いて、複数プロジェクトの全体

適を図る。 

 

DBR（ドラム・バッファー・ロープ）による複数プロジェクトマネジメントプロセスのス

テップ 

① すべてのプロジェクトにおける各リソースのアサイン状況を調べ、戦略的リソース、

すなわちボトルネックとなる も負荷の高いリソースを探し出す。 

② 各プロジェクトの納期から逆算し、戦略的リソースを 100%稼動させるよう、戦略的

リソースのスケジュールをたてる。その際に複数のプロジェクトでアサインが重なっ

た場合は、プロジェクト間の優先順位に従って、プロジェクト納期を調整する。 

③ 戦略的リソースが実行するステップの前にバッファーを設ける。 

 

4. コストマネジメント 

 

4.1. コストマネジメント概要 

コストマネジメントとは、プロジェクトを完遂するために必要な予算を策定することに

始まり、予算を目標として、プロジェクト遂行に必要なすべての作業・資源を「コスト」

という指標に換算して 適化する一連のプロセスである。 

具体的には、プロジェクトに含まれる製品またはサービスに対して、コストという単一

指標をもって、積算、収支検討、予算配分、進捗管理等の手順に従って業務を統制し、プ

ロジェクト遂行上のさまざまな課題を解決するとともに、予算の変更を引き起こす因子を

予見・管理することである。 

これらの業務プロセスは、定義されたスコープを網羅し、その他のマネジメントエリア

と密接な関連をもって展開する必要がある。特にビジネスにおいては、収益の確保という

大の命題があり、コストという指標が命題に直結していることから、プロジェクトマネ

ジメントのすべてのエリアを統制する重要な作業となる。 



 258 

本節では、前半で施設、装置、IT ソフト開発等のプロジェクトの創設、計画、実施運営

に関わるコストマネジメントを解説し、後半では製造業の製品開発プロジェクト等に関わ

る原価の基礎概念とそのマネジメント実践手法を解説する。 

以下にコストマネジメントの概要を示す。 

図 4- 5-21 コストマネジメント概要 

4.2. コストマネジメントとコストエンジニアリング 

4.2.1. コストエンジニアリングの定義 

コストマネジメントは、コストエンジニアリングの概念で実践される。コストエンジニ

アリングに一般的な定義を与えると以下のようになる。 

「コストエンジニアリングとは、コスト積算、コストコントロール、損益性検討または

ビジネスプランニングの問題に科学的原理や技法を活用してゆく工学的技術の実践分野で

ある。」 

一方、コストの構造を式で表すと、 

コスト= f （数量、単価、効率）であり、 

つまり、コストは数量、単価、効率の３変数の関数としてとらえられ、コスト積算、コ

ストコントロールの際はこれら３項目の情報が必要になる。数量の例としては物量や作業

量、単価の例としては材料の単価や労働者単価、効率の例としては労働者生産性や設備の

生産効率などがある。なお、コストとプライスは異なり、プライスとは売り値、すなわち

企業運営に必要な一般管理費と利益（profit）をコストに加えたものである。 
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・収支バランス、リスクに着目した見積り、コストの的確な評価、実行予算の策定
・合理的なコストコントロール方針の立案と的確なコスト予測並びに収支改善策の実行

環境変化
制約条件

・見積り前提条件
（スコープ、契約条件、スケジュール、見積り目的と精度、確定情報、リスク）

・プロジェクト遂行形態
・実行予算

・遂行方針に合致した見積り
・ 適予算の立案
・収支バランスの達成

・コスト試算、評価
・予算設定
・進捗管理･監視
・収支予測
・収支改善策立案と実行

・予算配分の 適化
・予算の明示と関係者の認知
・予算と完成予想との乖離

傾向の把握
・コスト超過因子の抽出と

是正策実施
・プロジェクト収支の改善

・コスト構造 ・平均値概念
・見積り手法 ・業務処理方法の改良
・コストコントロール技法 ・実績データの整理、法則化

知識
データベース
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4.2.2. コストを構成する 3 変数 

コストマネジメントを実践するためには、コストの３変数に関わるコストエンジニアリ

ングの基礎概念を理解しておく必要がある。 

(1) 数量（物量・作業量） 

実績データを収集・分析し、物量・作業量の相関関係を見いだし、数量を類推し、検証

する。たとえば、ある生産設備における生産量と消費動力・人件費との相関や、設計図書

量と設計マンアワーとの相関などがある。 

(2) 単価 

ものやひとには必ず単価が存在するが、同じもの・ひとでも、その量や生産性の違いで

それらの単価も異なってくる。この違いを工学的・統計的に分析して論理的に答えを推算

するものである。また、これらの分析の際に考慮すべき事柄としては、コストインデック

ス、ロットファクター、為替レート、経済環境（たとえばインフレ率）などがある。 

(3) 効率 

たとえば、ある構造物を設計するのに A 社は通常５時間かかるが、B 社では 10 時間かか

るので、A 社は B 社に比べて効率がよい、あるいは生産性が高いなどというように、組織

や企業により作業効率は異なる。また、プロジェクトの初期と中期でも効率は異なる。こ

れらを検討することが効率管理である。効率管理の例としては、設計技術者のマンアワー

の生産性（プロダクティビティー）の推移、ラーニングカーブ（習熟曲線）の検討などが

ある。 

4.2.3. アベレッジコンセプト（平均値概念） 

アベレッジコンセプト（Averaging Concept）は、コストエンジニアリングの基本的概念

であり、コストマネジメントの実行にあたっては常にこの概念を忘れてはならない。 

アベレッジコンセプトとは、過去のプロジェクトデータ（作業量、単価、効率など）か

ら何らかの有意性のある相関・平均値を見つけ出し、それらを法則化し、その法則を将来

の積算に使うというものである。この概念の重要なポイントは以下の３点である。 

① データ件数が多い場合、その平均値は正しい。検証の比較基準ができる。 

② １品ごとの見積りをする場合は、アベレッジコンセプトの法則は当てはまらない。 

③ 積算作業において、時間や労力の効率化が実現する。 

見積りにアベレッジコンセプトを適用することによって、積み上げ方式より精度は劣る

ものの、見積り時間や労力はセーブすることができる。後述する超概算見積り（OME 参照）

や概算見積り（PCE 参照）においては不可欠な手法である。また、見積り結果が適正かど

うかを評価する際の比較基準としても使用される。 
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4.2.4. 変動因子と補正 

コストを考察する際には、コストに影響を与えるいくつかの変動因子に配慮し、必要な

補正を加える必要がある。たとえば、場所による生産性、材料・人員の単価等の差異（ロ

ケーションファクター）を補正したり、時間の推移に応じて変動する価格を反映するため

にコストインデックスとして継続的に推移を把握し、補正を加える。また、市場の意欲や

動向、プロジェクト受注の競合状況、為替相場の動向も変動因子となるため、配慮が必要

である。 

 

4.3. 見積り手法（コスト積算技法）の実行形態とコストに準じる項目 

4.3.1. 見積り手法（コスト積算技法）の実行形態 

見積りにおいては、見積りの目的や求められる精度、そして利用できる情報や見積り作

業期間などに応じて異なった方法論が考えられる。以下に、コスト見積りの代表的な概念

を示す。 

図 4- 5-22 見積りの代表的考え方（生産設備の例） 

(1) 超概算見積り（Order of Magnitude Estimate＝OME） 

OME は、詳細な設計データがない段階で実施される見積りである。 

この超概算見積りの積算手法としては、見積り対象となる成果物を過去の類似プロジェ

クトの実績コストに基づき、比較して推定する類推見積り法が使用されることが多い。生

産設備系では、例えば原料供給量もしくは製造される製品量の比からコストを推定する「キ

ャパシティースライド法」（生産設備指数法とも呼ばれる 0.6 乗則など）を使用するが、こ

の手法も類推見積り法に該当する。同様にソフトウェアでは、「アナロジー(Analogy)」と

呼ばれる、類似のプロジェクトをもとに概算を見積もる手法がある。超概算見積りの目的

は、プロジェクトの経済性分析（企業化調査）、代替案の検討などであり、見積り精度は

超概算見積（OME）
精度 20％－30％

概算見積（PCE）
精度 10％－20％

係数積算法 積み上げ積算 技法の適用目的

FS（企業化調査）

プロジェクト予算、
設備選定

キャパシティスライド法

技法および
タイプ

精度

粗い
短い

情報
所要時間

詳細
長い

詳細見積（DCE）
精度 5％－10％

見積もり基礎資料

プロジェクト実行予算
競争見積、概算見積

プロジェクト設備の概要 基礎設計データ 詳細設計データ､設計図書
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±20～30%である。 

(2) 概算見積り（Preliminary Cost Estimate＝PCE） 

PCE は、対象となる設備の概念設計が進み、基本仕様や設備の概要が確認できるように

なった段階で実施される見積りである。 

この概算見積りの積算手法としては係数積算法が一般的である。この手法は、ある特徴

を導き出し、その特徴を算出式に代入して総額を見積もる手法である。例えば生産設備系

では、生産設備の建設費合計と主要コスト費目である機器費との間には一定の関係が成立

するという考え方で算出される。またソフトウェア系の見積りではファンクションポイン

ト法として、この手法が使用される。 

概算見積りの主な目的は、発注者予算の承認、設備の選定であり、見積り精度は±10～

20%である。 

(3) 詳細見積り（Definitive Cost Estimate＝DCE） 

DCE は、対象となる設備の詳細設計が進み、設備の個別仕様が確定し、基本となる設計

図書等が準備された段階で実施される見積りである。 

この詳細見積りの積算手法としては積上げ積算法が一般的である。この手法は、設計情

報から量・効率・単価を積み上げて積算する手法であり、競争入札用として主に実施され、

また受注後はプロジェクト実行予算の基礎となるため、±5～10%の見積り精度が要求され

る。 

なお、DCE はプロジェクト遂行中に行うチェックエスティメイトでも適用される。 

チェックエスティメイトは、 新のプロジェクトの情報を基に、残るコストの構成要素

（特に数量）をすべて一斉に更新し、DCE で完成高を予測する手法である。 

4.3.2. コストに準じる項目 

見積りを実行する際には、以下のようなコストに準じる項目も考慮する必要がある。 

(1) コンティンジェンシー（contingency） 

コンティンジェンシーとは、プロジェクト実行中に発生する可能性のある危険（リスク：

発生確率はその時点では不明）に対する予備費である。 

(2) アローワンス（allowance） 

アローワンスは、正確な定義ではコストの項目であるが、見積られた実数量（Net Bill of 

Material、または Net Bill of Quantity）、およびネット金額（Net Cost）に対して、採用

された見積り手法の不完全さを補完することを目的として付加される数量または金額をい

う。たとえば、見積り資料の不完全さにより生じ得る作業量および材料の増加、材料の紛

失や損傷に備えるアローワンスなどがある。 
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(3) エスカレーション（escalation） 

エスカレーションとは、プロジェクトのコスト積算時点以降の機材や労務費の単価変動

を調整するために、あらかじめその調整額を予測して見積り金額に入れておく予備費であ

る。 

(4) ジェネラルオーバーヘッド（General Overhead） 

個々のプロジェクトのコスト項目ではないが、企業を運営するうえで必要とされるコス

トであり、本社事務所にかかる賃貸料、水道光熱費、通信用機器費、宣伝広告費、管理部

門および研究部門などの人件費などであり、すべてのプロジェクトが何らかのルールで負

担する必要のある費用である。 

 

4.4. コストマネジメントの実施手順 

コストマネジメントの実施手順は、数量、効率、単価という独立したコントロール要素

によって定量的にコストを管理することである。このプロセスは、プロジェクトの収支バ

ランスとリスクを管理するうえで不可欠な作業であり、企業経営にも直結している。 

4.4.1. コストマネジメントの実行形態 

コストマネジメントは、以下の形態、手順を踏んで実行される。 

(1) 遂行要領の設定 

予算化に入る前に、以下の手順で該当プロジェクトのコントロール形態を確立する。 

① コントロール方針、思想を確立する。 

② WBS を基本にした 小コントロール単位を確立する。 

③ プロジェクトの規模、契約形態、特徴に応じて、コストカテゴリーごとのコントロー

ルレベルを確定する。 

④ スケジュールコントローラー、財務部門とのインターフェイスのとり方を確定する。 

(2) 予算設定 

プロジェクトの遂行にあたって、実行予算の設定が必要である。プロジェクトの実行確

定後に、以下の手順で予算設定を行う。 

① 見積り落とし、過少見積りの有無を確認する。また、詳細な見積りが不可能で、やむ

なく一括計上したコストがある場合、それらを該当する WBS に振り分ける。 

② 海外プロジェクトで円以外の通貨を使用する場合、プロジェクト遂行中に使用する外

国通貨換算レートを設定する。 

③ 上記の作業を行った結果を反映して、DCE を実行予算に転換する。 

④ コストの管理をおこなうための WBS 階層の適切なレベルに予算（コスト､数量、効
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率）を配分する。 

(3) プロジェクトのキャッシュフローの予測 

キャッシュフローの予測とは、プロジェクトの遂行過程において、その収入と支出の時

期および金額を予測することであり、スケジュールとバジェットを複合して予測を行う。

これにより、プロジェクトの運営に必要な資金の不足を起こさないように管理することが

目的である。代表的な手法としては、プロジェクト遂行途上における収入と支出のそれぞ

れの累積をグラフにして対比させ、継続的にバランスを確認する方法がある。 

(4) コントロールサイクル 

コストコントロールは、一般的に以下のようなサイクルに従って実施される。コストコ

ントロールサイクルにおける関係者の 大の関心事は、完成時の数値の予測である。した

がって、まず現状分析による完成時の数値予測を行い、その予測から抽出された予算超過

（オーバーラン）の傾向に対して原因を調査し、予算超過を 小限に抑え、また予算余剰

（アンダーラン）を生み出すための是正（予防）措置案を提示し、実施された対策の効果

をモニターする。以上の作業が、コスト管理担当者の も重要な仕事である。 

コストコントロールの作業の循環（コストコントロールサイクル）を図 4－5－23 に示す。 

図 4- 5-23 コストコントロールサイクル 
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4.5. コストの変更 

コストマネジメントにおける代表的なコストの変動要素には、スコープ、業務量、責任

所掌、スケジュールなどの変更がある。これらの変動要素は、タイム、品質など他のマネ

ジメント項目と密接に影響しあうため、後述の変更管理システムの統合されたプロセスの

一環として機能させる必要がある。従って、コスト変動要素は変更管理システムのプロセ

スに沿って変更の承認がされたのち、実行予算の更新を行う。 

変更は、発注者から要求された項目か、受注者が要求した項目なのかを明確にし、コス

ト化して精算処理を進める。個別の項目を明確に記録し、継続管理していくことが重要で

ある。 

業務が複数の受注者に分散される場合、それぞれの条件や発注環境も異なることから、

特に個別の項目に対して原因、影響、因果関係の調査、それらの記録、コスト査定などの

作業が重要な意味をもってくる。 

 

4.6. 原価概念の基礎体系 

ここからは、製造業のシステム製品開発・製造プログラムを例にとり、「原価」の概念

を軸にコストマネジメントを解説する。このマネジメント手法は、市場競争力強化が至上

命令である建設・エンジニアリングプロジェクトなどの受注産業にも十分な妥当性をもつ。 

コストマネジメントにおける原価概念を軸としたマネジメント体系は、①原価企画、②

原価維持、③原価改善の３つに分けられる。この３つは、一体となって原価の低減活動を

動機づけ、全社的な利益目標の達成を促すものである。 

① 原価企画 

原価企画とは、製品・サービス（プロジェクトを含む）の開発・設計段階における戦

略的なコストマネジメントである。競争状況を見ながら設定された販売価格のもとで、

企業の目標利益を確保する観点から目標原価を導き出し、その達成のために VE（バ

リューエンジニアリング）などの技法を利用して製造の前段階で原価を低減していく

ための手法である。 

その意味で原価企画は、製造段階のコストマネジメント手法である原価維持や原価改

善と性格を異にしている。そして、原価の発生構造が決定づけられる上流段階での管

理が原価低減にきわめて効果的であると考えられるようになってきたこと、製品ライ

フサイクルの短縮化に伴って製造段階における原価の改善余地がますます少なくな

っていることなどから、原価企画は急速に普及してきた。 
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② 原価維持 

原価維持とは、①の原価企画から導かれた目標原価を達成するためにプロジェクト実

施段階、製造段階において実施されるコストマネジメントである。 

すなわち原価維持においては、原価企画で導き出されたプロジェクト別の目標原価が、

実施段階における現実の生産諸条件（生産設備や生産方法など）を考慮に入れて製造

プロセス別に標準原価（あるいは製造工程別標準原価）として設定し直される。そし

て、この標準原価と実際原価との差異が実施プロセス段階でのムダとして認識され、

その原因が究明され、原因に対する排除方策が業務レベルで講じられることになる。 

③ 原価改善 

原価改善とは、プロジェクトの実施段階において標準原価を下回る原価水準を達成す

るためのコストマネジメント（原価管理）である。すでに述べたように、・の原価維

持が現行の生産諸条件を前提として標準原価に実際原価を合致させる管理手法であ

るのに対して、原価改善は後出の VE、JIT、TQC、TPM、ABC といった生産管理・

原価計算技法を駆使しながら現行の生産諸条件を改変し、 終的に標準原価よりも低

く実際原価を引き下げることを目的としている。 

図 4- 5-24 原価企画、原価維持、原価改善の比較 
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前項で述べたように、競争優位性を継続的に構築するためには、コスト管理を進めてい

く上で原価企画・維持・改善の３つをともに行うことが重要である。とりわけプロジェク

トマネジメントにおいては、上流活動が発生する原価の 70％を規定するとも呼ばれており、

非常に重要なマネジメント活動である。 
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管理

・設備投資の経済計算

・企業の中長期利益を実現する「目標原
価」の達成（旧製品の標準原価の大幅改
定）

・主にVEによる生産諸条件の変更と原価

の造り込み活動

製品の開発設計
段階

原価企画

管理会計の役割原価管理の目的と活動内容
原価管理の実施

フェーズ

・予算制度を通した目標低
減額の部門への割り付け

・企業の利益予算を実現するための「原価
低減目標」の達成（現行標準原価の継続的
引き下げ）

・主にVE、TQC、JITによる現行の生産諸

条件の不断の変更

製品の製造段階原価改善

・製品別標準原価の設定

・部門別標準原価計算シス
テムによる実際原価との差
異分析

・「実際原価」を「標準原価」に一致させるた
めのコントロール

・生産諸条件を変更せずに「維持」を目的と
した小改善が中心

製品の製造段階原価維持

・製品別（部品別）見積原価
計による目標原価の進捗度
管理

・設備投資の経済計算

・企業の中長期利益を実現する「目標原
価」の達成（旧製品の標準原価の大幅改
定）

・主にVEによる生産諸条件の変更と原価

の造り込み活動

製品の開発設計
段階

原価企画

管理会計の役割原価管理の目的と活動内容
原価管理の実施

フェーズ
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原価企画活動は、製品の企画・開発に関わるコストツールを利用する活動である。それ

は、単に製造前の製品・サービスの企画段階においてコスト計算をねらうというより、製

品戦略からみて、どのような市場で、どの程度の市場価格を前提に製品開発を展開するか

という市場志向に立った原価目標の設定を行う活動である。 

原価企画は、企業の製品戦略に基づく原価設定の仕組みであるから企業によって相違は

あるが、一般的と思われる事例（図 4－5－25）を示す。 

図 4- 5-25 原価企画プロセスモデル 

 

4.8. 原価企画の要素 

原価企画を成功させるうえで、必要な概念とそこで利用される手法について解説する。 

4.8.1. 利益計画とのリンク 

原価企画の出発点は、企業の中・長期的な利益目標を示す中期利益計画あるいは長期利

益計画から導き出される。これらの利益計画から年度ごとに獲得されるべき利益の額（目

標利益）が決定され、さらにこの目標利益の総額から個々の製品別の目標利益が設定され

る。 

目標利益の設定に際しては、投入されるべき新製品の開発計画や市場動向の調査も参考

にされる。目標利益は、 初から製品別に割り当てられるのではなく、製品グループや製

品系列別に割り当てられる場合が多い。 

4.8.2. 目標原価の設定 

目標利益が設定されると、次に目標原価が設定されることになる。目標原価の設定方法

としてはいくつかの事例がみられるが、原価企画において特徴的な目標原価の設定方法は、

いわゆる「控除法」である。控除法による目標原価の設定は、以下のような式に示すとお

りである。 

市場調査

競争戦略

競争的知識

製品戦略
と計画

製品コンセプト
と実現可能性

製品設計
と開発

生産と
ロジスティックス

製品開発サイクル

第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ 第4ステージ

目標原価の展開 目標原価の達成

（Competitive Intelligence）

市場調査

競争戦略

競争的知識

製品戦略
と計画

製品コンセプト
と実現可能性

製品設計
と開発

生産と
ロジスティックス

製品開発サイクル

第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ 第4ステージ

目標原価の展開 目標原価の達成

（Competitive Intelligence）
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目標原価＝希望販売価格－目標利益 

この「控除法」により目標原価が設定されると、目標原価の水準がタイト（厳しい水準）

になる傾向がある。そこで実務では、既存製品の原価をベースとして機能の追加によるコ

ストアップや設計上の工夫などのコストダウン等を考慮した「積み上げ法」、控除法と積

み上げ法を組み合わせた「折衷法」などがみられる。 

4.8.3. 目標原価の機能別分解（割付） 

製品 1台当たりの目標原価が設定されると、今度は目標原価が機能別に割り付けられる。

たとえば自動車の場合には、内装、シャーシ、ボディ、エンジン、トランスミッションと

いう大まかな機能別に目標原価が分解される。なぜ、目標原価を個々の部品別ではなく大

まかな機能別に割り付けるかというと、そもそも目標原価の割付自体が既存の部品を前提

としているため、いきなり部品別に割り付けると新たな原価低減の発想や方策が制限され

てしまうからである。 

4.8.4. 目標原価の部品別・設計担当者別割付 

目標原価は、次にその達成のために実行レベルである部品別に割り付けられる。さらに、

設計担当者別に割り付けられる場合もある。先ほどの機能別の割付からもう 1 ステップ下

位のレベルに相当する。これらの部品別・設計担当者別の割付と並行して、部品を自社で

作るか外注に出すかの決定がなされていく。そして、外注部品に関しては、外注先に目標

原価の提示がなされる。 

4.8.5. 目標原価の達成手段 

上述のように割り付けられた目標原価は、どのような手段によって達成されるのだろう

か。ここでは、目標原価の達成手段について検討してみることにする。 

目標原価は、上述のような状況のもとで設定されるため、現行の製品原価よりかなり低

い水準で設定されるケースが多い。そこで、目標原価を達成するための手段がいくつか用

意されているが、ここではそれらのうち代表的なものを取り上げて説明する。 

(1) バリューエンジニアリング（VE）の適用段階 

VE はその適用段階によって以下のように分類される。 

(a) ゼロルック（zero-look）VE（マーケティング VE） 

これは製品企画段階に適用されるＶＥである。したがって、製品が具体的な「もの」と

して認識される以前の段階である。この段階は「構想設計」の段階といわれており、製品

コンセプトに対するＶＥ活動が展開される。 

(b) ファーストルック（first-look）VE 

ファーストルック（first-look）VE は、製品開発段階における VE 活動であり、設計段階
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における VE が中心となる。ここでは設計担当者が中心となって、開発部門や試作部門、さ

らに製造部門と連携をとりながらコスト低減の方法について検討がなされていく。これは、

製造部門が参画することにより、製品の製造開始後にコストアップの要因が発見されると

いう事態を未然に防ぐという意味もある。 

(c) セカンドルック（second-look）VE 

セカンドルック（second-look）VE とは、主として量産開始後に行われる VE 活動であ

る。ここでは、製品の形状や材料の見直し、さらに製造時における作業手順や作業方法の

改善による原価の低減活動が中心となる。 

以上のような VE のレベルの違いをまとめると、表 4－5－1 のようになる。 

表 4- 5-1 バリューエンジニアリングのレベル［５］ 

 

(2) マイルストーン管理 

原価企画活動では、上述のようなＶＥ活動を中心としながら、細部に割り付けられた目

標原価達成のためのさまざまな活動が行われる。これらの活動はいくつかのステップに分

けられ、そのステップごとに目標原価の達成の度合いがチェックされていく。これをマイ

ルストーン管理と呼んでいる。 

(3) 原価見積りのツール：コストテーブル 

コストテーブルは、製品や部品の目標原価の達成度をチェックしたり、外部から購入す

る部品の価格の妥当性を判断するために、原価見積りを行うためのマニュアルとデータベ

ースの機能をもつものである。具体的には材質・形状・加工方法別に材料費や加工費など

のコストの見積りができるようになっている。 

 

4.9. 原価維持 

原価維持のためのツールは、標準原価計算（Standard Costing）システムである。 

標準原価管理の目的は、製造業では、主として個々の生産場所での作業能率の向上と、

そのための効率性の測定である。 

機能機能機能VEの着目点

部品製品・製品群商品コンセプトVEの対象

量産開始後
生産準備、詳細設計

基本設計
商品企画、構想設計VE実施の段階

セカンドルックVE
（製品VE）

ファーストルックVE
（開発VE）

ゼロルックVE
（マーケティングVE）

機能機能機能VEの着目点

部品製品・製品群商品コンセプトVEの対象

量産開始後
生産準備、詳細設計

基本設計
商品企画、構想設計VE実施の段階

セカンドルックVE
（製品VE）

ファーストルックVE
（開発VE）

ゼロルックVE
（マーケティングVE）
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プロジェクトマネジメントにおいては、企画・開発（企画、概念設計、詳細設計）段階

に対して、作業実施段階でのコストコントロール手段として標準原価がしばしば利用され

る。 

標準原価計算を行うためには、 終的なプロジェクトの完成までにかかる総工数の見積

りと、各ジョブ別の標準レート（単価）が算定されていることが前提であり、その標準工

数と標準レートの積により作業ステージ別に総標準原価が算定される。この標準原価と実

際原価との差異を計算することで、プロジェクトのマイルストーン管理に必要な原価デー

タが、品質情報や進捗度情報とともに作業監督者に提供される。 

コストコントロール（原価管理）のプロセスは、原価標準(製品 1 台当たりの標準原価)

の設定に始まり、原価管理責任者への原価標準の伝達、実際原価の測定、標準原価と実際

原価の差異の測定、原価差異分析と報告、原価能率を上げるための改善という手順から成

る。 

このうち原価標準の設定は、目標原価を基礎とする。しかし、目標原価がそのまま使わ

れるわけではない。標準原価には、そのタイトネス（達成可能なレベルの水準）の違いに

応じて、一般的には以下の 3 つの標準が設定できる。 

① 基準標準原価（Basic Standard Cost） 

② 理想標準原価（Theoretical Standard Cost） 

③ 当座標準原価あるいは現実的標準原価（Currently Attainable Standard Cost） 

基準標準原価は、長期的な不変の標準であり、現実的な管理のために設定される標準原

価に対して、トレンドを明らかにする基礎となるものである。 

理想標準原価は、エンジニアにより現在の設備・製造仕様および 善の操業条件のもと

で達成される 高の能率をもとに達成可能な 低の原価水準を指す。 

当座標準原価は、将来の実際操業度を予想しながら良好な能率水準で達成可能な標準原

価であり、通常考えられる正常な仕損・減損や遊休時間を含んだ水準である。 

このようなことから、目標原価は、経営者の判断により理想標準原価あるいは当座標準

原価が採用されるとすれば、目標は必ずしも一定ではない。むしろ、個別プロジェクト（プ

ログラム）の環境・技術状況に応じて設定されることになる。しかし、コストマネジメン

トのサイクルは企画・維持・改善であるから、改善活動により標準原価のタイトネスは変

更されると考えるべきである。 

なお、ここでいう標準原価とは、直接費を対象にしている。間接費については期間費用

であり、かつ部門別費用であることから、直接費のように個別製品・プログラムと厳密に

対応するものではない。各部門での製造活動の総体を予算編成において見積り、その結果



 270 

として出てきた操業度のレベル（理想操業度以下を前提）により標準配賦率を設定する必

要がある。 

 

4.10. 原価改善 

たとえば、他社が新しい技術などを利用して低価格品を市場に投入した場合は、たとえ

標準原価を前提とした生産条件で生産していても、競争上不利な立場に立たされる。した

がって、このようなリスクを軽減するためには生産開始以降も原価を引き下げる活動（原

価改善活動）が不可欠となってくる。 

TQC、TPM、JIT、VE、IE といった技法は、日常の製造プロセスにおいて不断の原価改

善活動を支えてきた。そして、管理会計もまた原価改善活動のための重要な役割を果たし

ているといえる。本節では、原価改善活動の 2 つのアプローチ方法について述べる。 

4.10.1. 原価改善のアプローチ 

原価改善は、①製品別原価改善、②原価要素別原価改善に大別できる。 

製品別原価改善は、新製品・サービスの製造（量産）開始後、一定期間に実際原価と目

標原価のギャップが大きい時に原価企画活動のフォローアップとして実施される場合と、

不採算製品の収益性回復をねらって次の改良品を製造する際に実施する場合とがある。 

一方、原価要素別原価改善は、利益計画の達成のために必要な原価低減目標を予算編成

の中で組織の各階層に展開して進められる。 

4.10.2. 製品別原価改善 

原価企画活動のフォローアップとして実施される製品別原価改善活動は、購買・製造部

門の主導のもとに VE が実施され、新製品の材質の改善、部品の形状の変更、加工方法の改

善、作業手順の見直しなどが行われる。また、不採算製品の原価改善においては通常プロ

ジェクトチームが組成され、不採算製品の原価分析に基づいた原価低減策が講じられる。 

4.10.3. 原価要素別原価改善アプローチ 

原価要素別原価改善アプローチでは、管理会計システムにより、図 4－5－26 に示した手

続きに従って原価低減の目標が設定され、その進捗が管理される。原価要素別改善アプロ

ーチにおいて、管理会計システムがどのような役割を果たしているかを、以下、製造部門

に焦点を当てて見ていく。 
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図 4- 5-26 原価低減目標の設定フロー［６］ 

(1) 全社目標利益改善額の算定と部門への割当 

まず、全社の目標利益改善額は以下の式のように算定される。 

目標利益改善額＝目標利益－予想利益 

＝目標利益－（売上目標－成行原価） 

ここでいう目標利益とは、中・長期の利益計画から導かれる利益である。また、成行原

価とは前期の原価構造のままで今期の計画販売数量を生産した場合の総原価であり、今期

の改善努力が考慮されていない原価である。 

(2) 製造部門における原価低減目標の決定 

それぞれの部門は、割当額を踏まえて実現可能な目標値を設定する。製造部門において

は、原価低減額が割り当てられ、さまざまな生産条件の改変などを踏まえて原価低減目標

を設定することになる。 

(3) トップマネジメントとの調整 

製造部門や営業部門、管理部門は、現実的に実現可能な目標をトップマネジメントに提

示し、その目標が達成された場合に目標利益改善額を満たすか否かが検討されることにな

る。満たさないと判断される場合は、再度各部門との調整を行うことになる。 

(4) 製造部門における原価低減目標の工場への割り当て 

トップマネジメントの調整を経て確定された各部門の目標は、それぞれの部門において

再度ブレイクダウンされる。製造部門においては、製造部門全体の原価低減目標が工場ご

との総原価に占める管理可能費の割合、前期の実際原価の発生額、原価低減の実績などを

考慮に入れながら各工場に割り当てられる。そして工場では、この割当額が部→課→係→

組へと展開され、それぞれのレベルで原価低減目標額が設定される。 

部・課・係・組への目標展開

トップ調整

目標利益 予想利益

目標利益改善額

製造部門割当額

原価低減目標

B工場割当額

営業部門割当額 管理部門割当額

売上向上、費用削減目標 原価低減目標

A工場割当額 C工場割当額
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(5) 原価改善活動の進捗管理 

以上のプロセスを踏んで、全社の目標利益改善額が組織の末端に至るまで設定され、目

標達成のために TQC などの原価改善活動がなされ、その進捗が測定され管理されていく。 

 

4.11. 活動基準原価計算（ABC）と活動基準原価管理（ABM） 

4.11.1. 活動基準原価計算（ABC） 

活動基準原価計算（Activity Based Costing＝ABC）は、伝統的な原価計算に含まれる間

接費をいかに配賦するかという問題を解決するために案出された原価計算技法である。 

原価計算では、原価を直接費と間接費に分けて把握できる。直接費とは原料・材料費な

どのように、どの製品の製造にどれだけの原価がかかったかが直接測定できる費用であり、

間接費とは直接測定できないためにある一定のルールで配賦されている販売管理費や物流

費、研究開発費などである。事業や製品の性質によっては、この配賦による間接費が総原

価の 50％を超える場合がある。 

個々の事業や製品別・顧客別の収益を厳密に把握するためには、この間接費をできるだ

け実際に近い形でそれぞれの事業や製品に付加しなければならない。そうでなければ、実

際にどの製品にどれだけの費用がかかり、どれだけの利益を上げているかを把握できず、

ひいては実際にかかった費用とはかけはなれた数字で誤った判断を下すという問題も起き

てくる。そこで、間接費を配賦するという考え方ではなく、業務の流れの中で事業や製品、

顧客等の原価把握の対象（コストオブジェクト）に対して資源がどのように使われたかを

実際の活動（アクティビティ）に沿って把握し、製品の原価に反映させようとするものが

ABC である。 

活動基準原価計算では、主な業務プロセスとその業務を構成する活動を抽出し、それぞ

れの活動を もよく反映しているコストドライバー（Cost Driver＝活動作用因）を選定し

て、それによりコストを把握する（図 4－5－27）。 
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図 4-5-27 活動と活動指標による配賦（例） 

これにより、従来は無視されていた製品ごとのコスト差がより正確に把握されるように

なる。たとえば 

① 新製品と従来からの定番商品とを比較した場合、新製品のほうが販売管理にかなりの

時間を費やしているのに、売上高の比率でコストを配賦したため、定番商品にコスト

が多く配賦されている。 

② 小ロット生産品と大ロット生産品では、小ロット生産品のほうが製造に要する手間が

かかるのに、売上高の比率で配賦したため、大ロット生産品に多くコストが配賦され

ている。 

③ 研究開発費において、特定の製品開発プロジェクトで研究設備を占有している時間が

多いのに、設備償却費やその人件費は全体の研究開発比率で配賦されているため、実

際の占有時間とはかけはなれている。 

活動基準原価計算を適用することにより、これらの活動にかかった費用がより実際に近

いコストとして把握できるようになり、事業や製品の収益性をより正確に把握できるよう

になる。 

ただし、活動基準原価計算では活動を細かく定義し、それぞれの活動のコストドライバ

ーを選定することで、より正確にコストを反映することができるが、逆に把握するための

手間は増えてくる。そこで、何のために原価を把握するのかを明確にし、その目的に合っ

たレベルで活動を定義してコストを把握することが重要である。 

4.11.2. 活動基準原価管理（Activity Based Management＝ABM） 

活動基準原価計算が業務プロセスと活動に焦点を当ててコストを把握する点に着目して、

この活動基準原価計算と BPR（Business Process Reengineering）を融合することにより、

間接費としてとらえられる業務を付加価値に見合ったコストで遂行し、絶えず効率的に仕
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事がこなせるように経営していこうというのが活動基準原価管理である。 

活動基準原価管理では、活動基準原価計算から得られるコスト情報をもとに業務プロセ

スの付加価値を分析して、無駄の多い冗長なプロセスや活動を削減・効率化し、業務パフ

ォーマンスを改善していく。さらに、それら効率化の指標と実績が測定できる仕組みを組

織内に組み込むことにより、恒常的に効率化が推進されることを目指している（図 4－5－

28）。 

図 4-5-28 業務プロセスと ABM 

 

5. アーンドバリューマネジメント 

5.1. 概要 

プロジェクトの実施において、スケジュール遅れや予算超過などが発生し、当初の計画

どおり進まない状態に陥ることはよくみられることであるが、プロジェクト状況を定量的

に把握するためにアーンドバリュー（Earned Value：出来高）を用いることにより、スコ

ープ、コスト、スケジュールの進捗を同一の測定基準で統合的にとらえ、プロジェクトの

進捗状況やパフォーマンスを評価し、さらに 終推定コストや 終推定期間を算出するこ

とができる。このような技法を用いてプロジェクトを 適化する一連のプロセスを「アー

ンドバリューマネジメント（Earned Value Management=EVM）」と呼ぶ。 

アーンドバリューマネジメントは、プロジェクトの発注者側および受注者側の内部管理

の両面で用いることができ、次に挙げるような目的に活用することができる。 

• プロジェクトの進捗状況およびパフォーマンスを評価し、適正な請求や支払いの根拠

とする。 

• コスト超過やスケジュール遅延などの問題を早期に発見し予防措置を講じる。 
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• 問題のインパクトを定量的にとらえ、適切な是正策を講じる。 

• コミュニケーションレポートの一部として関係者へプロジェクトの現状を定量的にか

つわかりやすく伝える。 

• 複数のプロジェクト同士の比較評価によって 適な資源投入を行う。 

図 4-5-29 アーンドバリューマネジメントの概要 

 

5.2. 計画 

プロジェクト実施者はスコープ、コスト、スケジュールの進捗を同一の測定基準で統合

的に把握するために、プロジェクト情報を収集・統合する枠組みやプロジェクトを評価す

る枠組みの設定を行う。さらに、プロジェクトを評価する基準を設定する。 

アーンドバリューマネジメントは以下の手順で計画策定を行う。 

(1) 全てのスコープを定義する。 

まずスコープ全体を WBS として定義する。（スコープマネジメント参照） 

(2) コントロールアカウントプラン（Control Account Plan＝CAP）を設定する。 

スコープをもとに、スケジュール、コストを統合して管理し評価するために必要なプロ

ジェクト情報を収集・統合する 適な枠組みを設定する。このレベルの枠組みはコントロ

ールアカウント（Control Account）と呼ばれ、コントロールに も適した WBS 上の任意

のポイントである。通常、プロジェクトは複数のコントロールアカウントから構成され、

一つのコントロールアカウントは複数のワークパッケージで構成される。 
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計画が設定されたコントロールアカウントをコントロールアカウントプラン（Control 

Account Plan＝CAP）と呼んでいる。CAP はアーンドバリューの測定・評価を行う基本的

な単位で、CAP の集計がプロジェクト全体の価値となる。 

各々の CAP には、コントロール可能な以下の要素を含む。 

 ・作業範囲（スコープ）の記述 ・スケジュール（開始日と終了日） 

 ・期間に配分された予算額  ・責任部門と責任者 

 ・ワークパッケージ（複数）  ・出来高の測定方法 

CAP の様式例として、建築工事の CAP 表を図 4－5－30 に示す。 

図 4-5-30 コントロールアカウントプラン（CAP）例 

CAP ごとに含まれる要素は下記に示す方法によって設定する。 

(a) 出来高の測定方法 

出来高の測定にはいくつか方法がある。ここでは代表的な５つの方法を紹介する。 

① 重み付けマイルストーン法（Weighted Milestone） 

例えば、設計要件書承認で 20%、設計図の社内承認で 60%など、マイルストーンご

とに進捗率の重み付けを設定する方法。 

標準化が可能だが、マイルストーン間の進捗率を設定することはできない。 

② 固定法（Fixed Formula） 

作業の「開始」、「完了」に進捗率を設定する方法(例:開始で 50％、終了で 50％)。

比較的短期で小規模な作業に適している。 

③ パーセント法（Percent Complete Estimations） 

作業の進捗実績を、実績入力担当者の判断で、｢％｣で入力する方法。 

任意の値を設定できるが、個人による誤差や恣意的になる可能性がある。 

Ccntrol Account 測定法 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 計

20% 40% 30% 90%

400 800 600 2,000

50% 50% 100%

1,000 1,000 2,000

25% 25% 25% 25% 100%

1,000 1,000 1,000 1,000 4,000

20% 20% 40% 20% 100%

2,000 2,000 4,000 2,000 10,000

5 Total(累計) ------- 400 1,200 2,800 4,800 7,800 10,800 15,800 17,800 18,000

1 設計図書 マイルストン法

2 基礎工事 固定法

3 躯体工事 パーセント法

4 外溝工事 マイルストン法
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④ パーセント法とマイルストーン法の組み合わせ（Combination of Percent Complete 

Estimates with Milestone Gates） 

出来高をパーセント法で算出するが、値はマイルストーン値以内に抑える方法。 

マイルストーン法とパーセント法の難点を補完できるが、設定に手間がかかる。 

⑤ レベルオブエフォート（Level of Effort＝LOE） 

作業と関連深い他の作業の出来高、あるいは全作業期間と消費作業期間の比率から出

来高とする方法。 

上記以外にも「小分け法」や「標準法」などの測定方法があるが、それぞれの CAP の作

業内容や重要度に相応した測定方法を採用することがポイントである。 

(b) スケジュール 

CAP ごとに開始予定と終了予定を割り当てる。（タイムマネジメント参照） 

(c) 責任部門と責任者 

組織階層図から CAP ごとに担当する組織および責任者を割り当てる。一つの CAP に複

数の責任者を割り当ててはならない。 

(d) 予算 

CAP に割り当てられた予算を、採用した出来高測定方法を用いて CAP の作業期間に配

分する。 

(3) 管理基準線（Performance Measurement Baseline＝PMB） 

管理基準線（Performance Measurement Baseline＝PMB）とは、時間軸に配分した予

算で、プロジェクト評価をするために、出来高、予定・実績評価の計画ベースとなる。PMB

は CAP ごとに割り当てられた予算を時間軸で累計して算出する。 

図 4－5－31 アーンドバリューマネジメントの基本用語の例に見られるように、PMB は

通常 S カーブ状になることが多い。 
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図 4-5-31 アーンドバリューマネジメントの基本用語 

 

5.3. コントロール 

(1) 出来高および実際発生コストを測定し、分析を行う 

プロジェクトの評価は管理基準線と実績の乖離に焦点を当て、アーンドバリューを用い

て評価し、プロジェクト終了時のコスト・期間の推定を定期的に行う。評価は以下の 3 要

素を元に、差異分析、パフォーマンス分析、トレンド分析の一つもしくは複数と組み合わ

せて行う。 

(a) アーンドバリューマネジメントに用いる 3 要素 

① 期間予算：Planed Value（PV）もしくは Budgeted Cost of Work Scheduled （BCWS） 

プロジェクト開始から、ある時点までに計画された作業の予算の累計。なお、プロジ

ェクト完成時の PV は、完成時総予算： Budget at Completion （BAC）と等しい。 

② 出来高：Earned Value （EV）もしくは Budgeted Cost of Work Performed （BCWP）

プロジェクト開始から、ある時点までの作業を完了するために要した予算の累計。 

③ 実際発生コスト：Actual Cost（AC）もしくは Actual Cost of Work Performed 

（ACWP） 

プロジェクト開始から、ある時点までの作業を完了するために要したコストの累計。 

(b) 差異分析 

コスト、スケジュールの差異は、出来高（EV）を用いて数値化し、コスト差異：Cost 

Variance（CV）およびスケジュール差異：Schedule Variance（SV）で表し、以下の式で
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算出する。 

・CV ＝ EV － AC 

・SV ＝ EV － PV 

CV および SV のマイナス値はそれぞれ、コスト超過およびスケジュール遅延を表してお

り、コストの過不足、またはスケジュールの遅早の程度を通常は金額表示で定量的にとら

えることができる。 

(c) パフォーマンス分析 

コストおよびスケジュールのパフォーマンスは、出来高（EV）を用いて数値化し、コス

ト効率指数：Cost Performance Index（CPI）とスケジュール効率指数：Schedule 

Performance Index（SPI）で表し、以下の式で算出する。 

・CPI ＝ EV ／ AC 

・SPI ＝ EV ／ PV 

CPI および SPI は１.0 を境界にコストとスケジュールのパフォーマンスの高低を表して

いる。パフォーマンスを評価し改善する際、SPI の改善と CPI の改善は、同義ではなく、

SPI の改善策がコストインパクトを引き起こし、CPI に多大な影響を与えることが多くみ

られる。 

分析データの活用法として、CPI や SPI などのパフォーマンス指標にあらかじめアラー

ムの判断基準値を設けておき、基準をオーバーしたら原因を特定し、必要な改善策を講じ

ている例などがある。 

(d) トレンド分析 

図 4－5－32 の例示のように、プロジェクトの３要素を時間軸上に展開したパフォーマン

スカーブや、CPI・SPI の効率指標を時間軸上に展開したトレンドレポートなどに図示化し

て、プロジェクトの進捗や効率が改善しているのか悪化しているのか、過去からの傾向を

もとに将来を予測する分析手法である。 
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図 4-5-32 パフォーマンスカーブ＆CPI・SPI トレンドレポートの例 

(2) 終推定コスト（EAC）を算出しマネジメントとしての対応を行う 

コスト、スケジュールのパフォーマンスを使用し、プロジェクト終了時の推定コスト、

推定期間を求めることができる。 

・ 終推定コストの算出 

プロジェクトの 終推定コスト：Estimation at Completion（EAC）は、以下の算出式

によって求められる。  

EAC ＝ ETC ＋ AC 

※今後完成までの予想額： Estimation to Completion （ETC） 

なお、ETC の算出式は下記の３種類あるが、一般的には②式を用いることが多い。 

①ETC ＝ BAC － EV            ・・・楽観値 

 （「現時点でのコスト効率は、今後は継続しない」とした場合） 

②ETC ＝ （BAC － EV） ÷ CPI      ・・・ 頻値 

 （「現時点でのコスト効率は、今後も継続する」とした場合） 

③ETC ＝ （BAC － EV） ÷ （CPI ｘ SPI） ・・・悲観値 

 （「現時点でのコスト効率とスケジュール効率で今後も継続する」とした場合） 

EAC を用いてマネジメントの判断を行う際に注意すべき点は、EAC は残作業のコストを

機械的・定量的に素早く算出することができるため、問題のインパクトの大きさを把握す

るには適しているが、精度の高い財務的なコスト把握には向いていない。 

より詳細でかつ高い精度で残コストを算定する必要がある場合には、全ての残作業を洗

い出し、積上げて見積もる「チェックエスティメイト」を用いる。 

・ 終推定期間の算出 

プロジェクトの 終推定期間は、SPI から以下の算出式によって求めることができる。 
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ａ）プロジェクト期間 ／ SPI 

もしくは 

ｂ）残存期間 ／ SPI ＋ 消費期間 

(3) パフォーマンス結果を関係者へ伝達する 

コミュニケーションマネジメントの一環として、プロジェクトの進捗状況や分析結果を

必要な関係者へタイムリーに情報伝達する。わかりやすく簡潔に伝えるために、図 4－5－

33 のようなグラフや表のフォーマットが用いられる。報告はその目的、頻度、対象者など

をコミュケーション計画の中で明確化しておくことが重要である。 

 

5.4. 管理基準線（PMB）の変更 

プロジェクトにおける変更は、スコープ、スケジュールおよびコスト相互に影響を与え、

その結果、管理基準線（ＰＭＢ）を修正する場合がある。ＰＭＢの修正は、変更の規模と

全体に及ぼす影響の程度で判断する必要があるが、あらかじめ変更を判断する条件や基準

を明確にしておくことが重要である。ＰＭＢの変更をコントロールするプロセスは、アー

ンドバリューマネジメント単独ではなく、後述の変更管理システムの統合されたプロセス

の一環として機能させる必要がある。 

 

6. 品質マネジメント 

 

6.1. 品質マネジメント概要 

品質マネジメントとは、顧客の要求にあった品質の製品やサービスを経済的に作り出す

ための一連の業務プロセスである。すなわち、顧客の要求する品質の製品やサービスを経

済的、効率的に調査し、設計、生産、販売して、顧客に安心かつ満足して使用してもらう

ことが重要である。また、プロジェクト内部に対しては品質マネジメントを徹底し、欠陥

を早期に見つけることによって対策の選択肢が広がるとともに、コストとスケジュールへ

の悪影響を 小限にすることが可能となる。 

品質マネジメントは、経営方針やプロジェクトの方針（計画・契約）などに基づき、あ

らかじめ決められた品質システムのもとで品質計画、品質保証、品質監査、品質改善など

を通じて、計画された品質の製品やサービスを提供するためのマネジメント機能である。 
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図 4-5-33 品質マネジメント概要 

1970 年代に多くの欧米諸国で、品質保証に関連する規格が制定された。その背景には、

高品質を武器にした日本の工業製品の国際競争力が強まり、経済の繁栄に大きく寄与した

のに対し、欧米の経済発展の伸びが思わしくないことから、欧米においても品質重視の風

潮が高まってきたことがある。この品質保証に関する規格は、それぞれバラバラに制定さ

れており、国際的な通商活動の障害になる恐れが懸念された。そこで、これらの規格を統

合して品質保証に関する国際規格をつくろうとする動きが起こり、1987 年に制定された規

格が ISO 9000 ファミリー規格である。その後、2000 年に規格改正が行われ、主要規格は

以下のとおりである。またこれらの規格は翻訳され、日本工業規格として採用されている。 

• ISO 9000（品質マネジメントシステム――基本および用語） 

• ISO 9001（品質マネジメントシステム――要求事項） 

• ISO 9004（品質マネジメントシステム――パフォーマンス改善の指針） 

（注）ISO は多くの分野に適用可能とされているが、実際、そのままではソフトウェア

開発における状況には当てはまりにくい面がある。このようなことから、適用にあたっ

ては、ソフトウェア開発プロジェクトの観点からの読み替えが必要となる。その一解釈

を提唱した以下の文献があり参考となる。「ISO 9001；2000 のソフトウェア分野への

適用に関する見解」（財）日本科学技術連盟／SPC 研究委員会、ソフトウェア ISO 9000

研究会編、2001 年 5 月 
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一方、日本から導入された TQC（総合的品質管理）は、米国において TQM に発展して

いる。品質改善によるプロセスの質の向上が、よい製品を経済的に作り出すための絶対条

件であり、これが「品質はプロセスで作りこまれる」という TQM の考え方の根拠となって

いる（TQC、TQM の詳細については第 10 章「TQM 活動」参照、P.253）。 

高品質ソフトウェアを開発する組織では、開発プロセスが明確に定義され、確実に実施

されるとともに、定量的なデータに基づく管理がなされ、必要な改善が速やかに行われる。

その前提に基づき、1990 年代初めにソフトウェア開発の成熟度モデル（Capability 

Maturity Model）が米国国防総省の主導で開発された。このモデルは、ソフトウェア開発

プロジェクトには適用しにくいと考えられていた TQM に基づいている。段階的な評価も可

能としており、現在、米国や IT 産業の勃興が著しい国々を中心に、企業の開発能力を証明

する基準の一つとして採用が広まりつつある。なお、ソフトウェア開発プロセスの評価の

国際標準の動きとして 1998 年には、通称 SPICE と呼ばれる ISO/IEC TR 15504 

「Information Technology－Software Process Assessment」が制定されており、標準化が

進められている。 

 

6.2. 品質 

品質とは、備わっている特性の集まりが、要求事項を満たす程度のことを意味する。備

わっている特性には、製品やサービスがもっている物質的（機械強度、化学物質、電気伝

導度等）、感覚的（色、匂い、音等）、行動的（誠実、正直等）、時間的（時間の正確さ、

信頼性等）、人間工学的（安全等）、機能的（自動車速度等）特性がある。要求事項は、

契約などで明示されている場合と通常、暗黙のうちに了解されている場合があり、また義

務として要求されているニーズや期待なども要求事項である。 

一方グレード（等級）とは、同一の用途をもつ製品やサービスについて、異なる品質要

求事項に対して与えられる区分もしくはランクである。したがって、品質がよいこととグ

レードが高いことは別の事象である。よく例にあげられるものに、飛行機のファーストク

ラス、エコノミークラス、また、乗用車における同一車名でのクラスの違いなどの区分が

ある。必要となる品質とグレードのレベルを決定することは、顧客要求事項を明確にする

うえで極めて重要である。 

 

6.3. プロジェクトにおける品質マネジメント 

6.3.1. プロジェクトマネジメントの品質 

プロジェクトにおけるマネジメントの品質についても、そのプロジェクトの 終製品（ハ
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ードウエア、ソフトウェア、サービス、またはこれらの組み合わせ）の品質確保のみなら

ず、プロジェクトのやり方、管理手順を先に明示して、保証することが重要である。プロ

ジェクトマネジメントの項目は、組織、ライフサイクル、スコープ、タイム、資源、リス

ク、情報、バリューエンジニアリング、コミュニケーションを要素としている本書「Ⅳ.個

別マネジメント」のすべてに共通するものである。プロジェクトマネジメントは、プロジ

ェクトの目標を達成するために、これらの項目についてデザイン、計画、実行、調整、成

果の連続的手順を適用することである。 

6.3.2. 経営の方針 

プロジェクトの開始にあたり重要なことは、経営者がプロジェクト（プログラム）の品

質達成を目指した経営の方針を設定することである。経営の方針策定にあたり、経営者が

考慮すべきことは以下の項目である。 

• 顧客のニーズを明確に理解する。 

• 終製品の目標品質とプロジェクトマネジメント手順の品質を設定する。 

• 設定された製品の品質と手順の品質を達成するための環境を整える。 

• プロジェクトのライフサイクル全体および各プロジェクトにわたり継続的な改善を実

施する。 

この経営の方針は、企業としての全社的方針、プログラムマネジメント上の方針として

経営が設定するレベルをいうが、個別プロジェクトのプロジェクトマネジャーは同様の方

針を組織の方針にも照らして設定する必要がある。 

 

6.4. 品質計画 

品質計画とは、プロジェクトの契約や基本要件設定に基づいて、その製品またはサービ

スのもつ品質特性について、 も適切な品質水準を設定し、それを満足する方法を決定す

ることである。品質計画は単独で実施されるのでなく、スケジュールやコストなど他のプ

ロセスの計画と並行して進められ、それらと相互に調整しながら実施される。品質管理の

重要なポイントは、品質は検査で達成するのではなく、きちんとした品質計画で達成する

ものであるということである。プロジェクトの品質システムは、品質マネジメントを実施

するための組織、責任、遂行手順、業務プロセスおよび必要な資源を記述するものであり、

品質計画に含まれる。 

 

6.5. 品質保証 

品質保証とは、顧客の要求する品質が十分満たされていることを保証するために実施す
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る一連のシステム、およびその活動のことである。 

品質マネジメントの成果として、 近では顧客の要求だけでなく、社会や環境から要求

される品質も重要視されてきている。その製品またはサービスのもつ「低公害性」「製造

責任」「環境破壊性」など、製品やサービスを使用する面だけでなく、その製品やサービ

スが使用されることによって、周辺社会にも迷惑がかからないよう配慮しなければならな

い。 

品質保証の基本は、こうした要求をプロジェクト初期に確認し合意したうえで、適用さ

れる標準・規格、法規などに合致させるため、どのようにプロジェクトを遂行し成果を出

すかを品質マネジメントシステムとして明確にし、顧客（ステークホルダーを含め）に対

して信頼感と満足を与えることである。その内容に対してプロジェクトマネジャーやプロ

ジェクトチーム員は成果責任（accountability）を有する。その詳細は以下に述べるとおり

である。 

6.5.1. 品質マネジメントの原則 

ISO では品質マネジメントシステムに関して、トップマネジメントの参画を重要視し、

効率的な組織運営のためには、体系的かつ透明性のある方法によって指揮・管理すること

が必要であるとし、8 つの品質マネジメントの原則を明確にしている。 

① 顧客重視 

② リーダーシップ 

③ すべての階層の人々の参画 

④ プロセスアプローチ：活動および関連する資源が一つのプロセスとして運営・管理さ

れる時、望まれる結果がより効率よく達成される。 

⑤ マネジメントへのシステムズアプローチ：相互の関連するプロセスを一つのシステム

として明確にし、理解し、運営管理することが組織の目標を効果的で、効率よく達成

することに寄与する。 

⑥ 継続的改善。 

⑦ 意思決定への事実に基づくアプローチ：効果的な意思決定は、データおよび情報の分

析に基づいている。 

⑧ 供給者と互恵関係：組織および供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値

創造力を高める。 

6.5.2. 品質マネジメントシステムの基本 

顧客は、ニーズと期待を満たす特性をもつ製品やサービスを要求する。そのニーズと期

待は製品仕様書に表され、顧客要求事項と総称される。顧客要求事項は、顧客との契約に
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よって規定されることもあり、組織自体がこれを決定することもある。いずれの場合も、

顧客が 終的に製品やサービスが受け入れ可能かどうか決定する。顧客のニーズと期待は

変化し、かつ競争と技術進歩があるため、組織には製品とプロセスを継続的に改善するこ

とが要求される。 

品質マネジメントシステムのアプローチでは、組織が顧客要求事項を分析し、顧客に受

け入れられる製品やサービスを作ることに大きく影響するプロセスを管理し続けることを

要求する。品質マネジメントシステムは、顧客とその他の利害関係者の満足を向上させる

可能性を高めるために、継続的改善の枠組みを提供することができる。 

6.5.3. 品質マネジメントシステムのアプローチ 

品質マネジメントシステムを構築し、実施するアプローチは、以下の事項を含むいくつ

かのステップからなる。 

• 顧客とその他の利害関係者のニーズ、期待を明確にする。 

• 組織の方針と品質目標を設定する。 

• 品質目標の達成に必要なプロセスと責任を明確にする。 

• 品質目標の達成に必要な資源を明確にし、提供する。 

• 各プロセスの有効性と効率を測定する方法を設定する。 

• 各プロセスの有効性と効率を判定するための指標を設定する。 

• 不適合を予防し、その原因を除去するための手段を決定する。 

• 品質マネジメントシステムの継続的改善のためのプロセスを確立し、適用する。 

6.5.4. 品質監査 

品質監査とは、企業の品質システムそのものの審査と品質マネジメント活動が、品質シ

ステムに従って実施されているかを体系的に審査・評価することである。監査の基準には、 

① 法律で定められている場合 

② 取引契約で定められている場合 

③ 資格を与える基準として定められている場合 

などがある。さらに品質監査には定期的に行うものと、抜き打ちで行うものとがあり、

正規の訓練を受けた内部監査員が実施するものと、品質システムの認証機関など第三者が

実施するものがある。 

6.5.5. 品質の変更 

プロジェクトスコープの変更のような場合も含めて、製品やサービスの品質への影響は

直接的もしくは間接的な変更要求によってもたらされる。また、変更は品質保証のプロセ

スにも影響を与える。これら品質に関する変更の対処は、後述の変更管理システムの一環
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として処理される。 

 

6.6. 品質管理 

品質管理とは、製品やサービスが定められた品質基準に適合しているか否かを検査し、

不満足な結果が得られた場合は、その原因を調査し、取り除くための手段を講じることで

ある。 

検査には、製品やサービスが要求事項を満たしているか否かを検証するために行われる

測定、試験、テストなどがある。 

ソフトウェア開発の品質管理においては、各フェーズや作業ごとの成果物に対するレビ

ューが重要である。特に初期段階でのレビューを確実に実施することが、高品質、低コス

トの製品を作るコツである。なぜなら、要求定義段階のエラーを発見・修正するためのコ

ストは比較的少なくて済むが、システム設計段階、さらにはコーディング段階とプロジェ

クトが進むにつれて、エラーを発見・修正するためのコストは指数的に上昇するからであ

る。このことは、建設・エンジニアリングプロジェクトの設計段階で実施されるデザイン

レビューが重要であるのと同様である。調達・製作段階でエラーを修正するコストは、設

計段階で発見されたエラーを修正するコストと比較すると、はるかに大きくなる。これは、

コストに対する影響だけでなく、スケジュールに与える影響も同様である。 

品質管理の基本は以下のとおりとなる。 

① 管理要素を選定して明確にする。 

② どのような基準・要領でプロジェクトを遂行するか、製品とサービスに関して明確に

する。 

③ その基準・要領が、計画どおりに進んでいるのか測定方法を定める。 

④ それらを実績と照らし合わせて評価し、対応策・迂回策を決定する。 

⑤ 不適合に関して根本的な問題の是正策を決定し、フィードバックする。 

品質管理、品質改善の基本となっている TQM のプロセスにデミングの管理サイクルがあ

る。それを図 4－5－34 に示した。 
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図 4- 5-34 デミング PDCA サイクル 

6.6.1. 品質管理手法 

代表的な品質管理手法には、以下のものがあげられる。 

(1) ベンチマーキング 

自社の業績、能力や技術、製品を他社のものと優劣比較し、改善項目を見つけだす手法

である。また、品質改善のアイデアを創出したり、実績を評価する標準尺度を設定するた

めに、他のプロジェクトで実行された模範となる手法とプロジェクトの実施や計画手法を

比較する方法である。 

(2) 特性要因図 

特性要因図とは、ある事柄の結果と要因の関係を一目でわかるようにした図で、別名「魚

骨図」とも呼ばれている。この図の特徴としては、大きな原因を大枝にして、それぞれ小

さな原因である小枝をつけることである。 

(3) パレート図 

パレート図とは、不良、欠点、故障などの発生件数や損失金額を、原因や事象別に分類

して、大きさの順に柱状グラフを書き、それらの累積占有率を上方に折れ線グラフで示し

た図である。パレート図を作ることによって、どの項目から対策を講じれば効果的か、ど

の項目は無視できるかが一目で判断できる。また、特性値や不良率などの推移（時間的変

化）をみて、変化や傾向などを判断することができる。 

(4) 管理図 

管理図は判断の基準となる線を加えた図である。これを管理限界（Upper or Lower 

Control Limit）といい、検査値がこの限界線を越えたら異常とみなし、その原因究明、対

策実施行動の指標とする。 

(5) チェックシート 

チェックシートは、不良数や欠陥数など数えられるデータ（計数値）が、分類項目別の

どこに集中しているか見やすく表にしたものである。 

 

Plan Do

Act Check
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(6) 統計的設計法 

いくつかの部品を積み重ねていくと組み立て品の寸法はどうばらつくか、いろいろな部

品で構成された回路全体の特性値は、各構成部品のもつ誤差とどのような関係になるかが

問題となることがある。このように、各構成要素のバラツキと全体のバラツキの評価に、

確率分布を導入して設計するのが統計的設計手法である。これには積率法とモンテカルロ

法がある。 

(7) 改善提案活動 

会社の業績を 大限にあげるため、従業員全員の知恵と実行を活用する。すなわち、会

社組織の日常業務の中で本来なされるべき改善だけでは、なかなか見つからない問題や処

理すべき事項が、従業員全員の目で見つけ出され、改善されることによって、業績を大幅

に向上させようとする活動である。 

(8) その他 

散布図、層別、ヒストグラム、平均値とバラツキ、相関と回帰、実験計画法、田口メソ

ッド、多変量解析、FMEA、FTA、ジャストインタイム、シックスシグマ、デザインレビ

ュー、フェーズターミネーションレビュー、タスクターミネションレビュー、ストラクチ

ャードウォークスルー、製造物責任法（PL 法） 

 

7. 変更管理・課題管理 

 

7.1. 変更管理 

プロジェクトは業務の進捗に伴って、当初の不明確・不合理部分が明らかになったり、

プロジェクトを取り巻く状況も変化するため、当初の計画からの変更（追加、削除、変更）

を余儀なくされることが多く、当初の計画からまったく変更のないプロジェクトはないと

いっても過言ではない。したがって、変更をいかに確実に、また手際よく処理できるかが

プロジェクトの成否を握る鍵の一つである。 

変更の要求は、プロジェクトの内部や外部のステークホルダーから、口頭・文書指示な

どのさまざまなかたちでなされる。これらの変更は、プロジェクトそのものや成果物の完

成を成し遂げるためのプロジェクト遂行計画のすべての領域に影響を与える可能性がある。

そのため、システマティックで文書化された変更の取り扱い手順、つまり後述の「変更管

理システム」が重要であり、変更管理のプロセスはプロジェクト関係者すべてに徹底させ

る必要がある。 
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7.1.1. 変更と契約 

発注者と請負者が契約を通じて合意して遂行するプロジェクトの場合、契約書（または

その付属文書）には、契約内容の詳細な定義が必須である。契約形態にもよるが、契約内

容の定義は、契約目的物、役務の範囲、仕様、設計基準、性能仕様、基本条件のみならず、

発注者と請負者の責任範囲、納期、プロジェクト遂行上の成約条件など詳細に規定される。

しかしながら、いかに詳細に契約内容が規定されたとしても、実際のプロジェクト遂行中

に、契約書どおりの履行が不可能になる場合もある。そのため、契約内容の変更が不可避

であるとの認識に基づき、変更の取り扱い手順についての条項を契約の一項目として規定

することが、標準約款として一般的である。特にソフトウェア開発プロジェクトなどのよ

うに、契約目的物・役務が不可視的なものであったり、定量的に数値で規定できないプロ

ジェクトの場合、目的物の仕様の記述が曖昧なかたちで表現されるケースも多く、発注者・

請負者双方の解釈にズレが起きることがあるため、契約目的物の記述には充分な注意が必

要である。 

7.1.2. 変更の影響 

当初の計画からの変更は、プロジェクト計画のすべての領域（スコープ、コスト、スケ

ジュール、リソース、リスク、品質、技術など）に影響を与える。変更に伴う直接の影響

として、再設計、再製作などによるコストの増大、スケジュールの遅延、動員人数の増大

などが生ずるが、影響はこれだけにはとどまらない。チームメンバー、設計者や作業員の

モラルや「やる気」の低下、プロジェクト遂行計画のやり直しや変更部分の周知など非定

常業務の発生、要員の再配置、督促によるオーバータイムワークや作業の過密化などが発

生し、生産性の低下を招く。 

変更はプロジェクト遂行のすべての段階で発生する可能性があるが、プロジェクトの達

成目標に大きく影響を与えるのは、プロジェクトの上流段階で決定されたものが、下流段

階になって変更されることである。したがって、上流設計段階における設計変更管理を重

点的に行うことが肝要である。 

7.1.3. 変更管理システム 

契約書を介さない自己組織内プロジェクトの場合や、契約書を介したとしても請負者自

身の責任範囲に属する部分の計画変更や設計変更についても、変更の管理システムを確立

し、それに従って管理することは、成果物の品質の確保やプロジェクトのスムーズな遂行

上、必須である。この変更管理システムは、以下の項目を含む業務プロセスで構成される。 

• プロジェクトベースラインの設定 

• 変更項目の監視と登録 
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• 変更項目の評価と影響分析 

• 適切な権限に基づく変更の承認または却下 

• プロジェクト計画の更新 

• 変更追跡システム 

前述のとおり変更は、スコープ、コスト、スケジュール、リソース、リスク、品質など

ほとんど全てのマネジメント領域で相互に影響しあう。従って、変更の発端や要因が何で

あっても変更管理は、全てのマネジメント領域が統合された「変更管理システム」の一環

として機能しなくてはならない。 

また、これらのステップに必要な処理手順書、変更追跡システム、認可基準、変更実施

報告などの手順書類を総称して変更管理システムということがある。これらのステップを

通して重要な点は、文書化の徹底と適切な文書管理であり、一元的に管理されることが望

ましい。 

7.1.4. 変更の予防 

変更の多発はプロジェクトコストの増大、スケジュールの遅延といったマイナス効果を

生み出すが、その防止のために C I I（Construction Industry Institute, USA）で提唱され

ているものの一つが、プレプロジェクトプランニング（Pre-Project Planning＝P3）である。

これは、設計から建設までを含むプロジェクトを対象にして、プロジェクトの契約以前（ま

たは初期段階）に、プロジェクトの内容をできるだけ詳細に設計・定義しておくことによ

って、変更の度合いを低減しようというものである。もう一つは、プロセスプラント設計・

建設プロジェクト並びに建築物プロジェクトを対象に、プロジェクトの定義の詳細度を測

定するための、プロジェクトディフィニッション・レーティングインデックス（Project 

Definition Rating Index＝PDRI）を開発している。 

 

7.2. 課題管理 

R&D プロジェクトやソフトウェア開発プロジェクトなど、開発要素が多く、プロジェク

ト自体に不確定要素が多く存在するプロジェクトでは、日々、技術的な問題点や検討すべ

き事項が発生する。こうした何らかの対応（action）を必要とする事象は課題（issue）と

称され、課題リストに記載され、プロジェクトメンバーの間で情報が共有される。課題に

は単純な対応で片づくものから、十分検討すべきものまでさまざまである。一般に重要で

影響範囲が大きな課題は、課題の分解を行い、構成要因を明確にして原因を特定した後、

効果的な対応策が検討される。そして、アクションリストにあげられ、行動に移されるこ

とになる。 
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これらの課題には、発生時点で把握し迅速に対応することが望ましい。対応の遅れがプ

ロジェクトの遂行に大きなインパクトを与えることもある。また、これら課題の内容の多

くは定性的な情報であり、タイム、コスト、リソースなど定量的なマネジメント情報とは

異なるとらえかたが必要である。さらに類似プロジェクトを実施している企業環境におい

ては、あるプロジェクトで発生した課題が他のプロジェクトの問題解決につながる可能性

も高く、プロジェクトをまたがった課題情報の共有化は、企業における問題解決の効率化

を大きく向上させることにもつながる。 

 

8. 引き渡し管理 

 

8.1. プロジェクト引き渡しのプロセス 

プロジェクトの完了と引き渡し方法は常に定まっているものではなく、契約によってプ

ロジェクトごとに定められる。建設・エンジニアリングプロジェクトにおけるプラントの

引き渡しは、契約に定められたコントラクターの責務範囲の完了をコントラクターと顧客

の双方が確認するかたちで行われる。プラントの管理責任を顧客に移行することで、引き

渡す側の立場からはターンオーバー、引き渡される立場からはテークオーバーと呼ばれる。

通常フルターンキー（完全一括請負）契約の場合を除いて、メカニカルコンプリション（プ

ラントの機械的な完成）から試運転が終了するまでのいずれかの時点で行われる。 

一方、顧客の立場に立ち、顧客がプロジェクトファイナンスに基づく融資契約を金融機

関と締結する場合、コントラクターとの物理的なプラントの引き渡しが実現しても、融資

契約上プラントは完成していないと見なすことがある。これはプラントの物理的完工と平

行して、プロジェクトが確実かつ安定的にキャッシュフローを生み出す前提条件を顧客が

満たすことを、金融機関が融資契約上の誓約条項に基づき、要求する場合に生じやすい。 

このような考え方を物理的なコンプリションと対比して、ファイナンシャルコンプリシ

ョンという。顧客にとって金融機関の誓約条項を満たし、彼らとプラントの完工を確認し

ないかぎり、プラントの完工に関わる金融機関との義務履行が解除されないことになる。

ソフトウェア開発プロジェクトのプロジェクト引き渡しは、プロジェクトの種類や顧客と

の作業範囲、役割分担などによって異なり、顧客側と供給者側の二者間で合意された確認

書内容によって、プロジェクトごとに定められる。 
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図 4- 5-35 ソフトウェア開発のプロジェクト引き渡しへの流れ 

ソフトウェア開発における引き渡しは、合意された確認書で定められた責務範囲の完了

を顧客側と供給者側が双方で確認したうえで行われる。ソフトウェア開発の構築段階での

責務範囲の重要なポイントは、ソフトウェア開発で構築されたシステムが実稼働環境およ

び実データを使用した運用テストフェーズに移行することが引き渡し点になり、管理責任

と以降の作業主体を顧客側に移行することになる。ソフトウェア開発の構築段階からプロ

ジェクト完了までの手順を示すと以下のようになる。 

ソフトウェア開発の契約は、基本として 3 つのステージに分けて行われる。それは、要

件定義設計段階、構築段階、運用準備移行段階の 3 つのステージである。納品としての受

け渡しは各契約段階で行われるが、プロジェクトの成果物、すなわちシステム全体の引き

渡しは、通常構築段階が完了した時点（システムテスト完了）で行われる。プロジェクト

としての完了は運用テストフェーズを終了し、本稼働（サービスイン）の時点で行われる。

3 つのステージを一つ、もしくは複数を組み合わせて契約する場合も多い。（図 4－5－35） 

 

8.2. 運転と性能保証 

いかなるプロジェクトにおいても、当初の目標が達成されたかどうかの確認が必要であ

る。たとえば、建設・エンジニアリングプロジェクトにおける性能保証の確認は、 重要

項目の一つであり、その詳細について契約時に詳しく規定される。建設完了したプラント

が、その製品、副製品の品質や生産量などを含め、生産される過程についてのプロセス性

能と、生産するために必要なユーティリティー消費性能が、契約仕様書に合致しているか

構築作業完了報告

契約事象 作業項目

システム機能テスト
性能・チューニング

機能確認
性能確認
運用性テスト

実環境実データ

システムテスト（ST）

システムテスト完了

運用テスト（OT）

システムテスト完了

本稼動サービス

契約完了
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どうかを確認する必要がある。つまり、プラントの性能を証明する項目として、機械的性

能、プロセス性能、ユーティリティー消費性能などがある。 

一方、契約には、たとえば融資契約のように必ずしも物理的な要素を含まないこともあ

るが、これは概念的には目標達成の確認が契約上の義務履行がなされたか否かの確認行為

になることを意味している。 

ソフトウェア開発における性能保証は、システム機能・品質と同様に重要項目の一つで

ある。保証の詳細は、契約時や供給者側と顧客側での合意した確認書などで規定される。

機械性能とソフト処理性能を合わせた統合的性能を疑似本運用環境下で、システムテスト

作業で点検し、運用テストの際、本運用環境で業務サイクルを試験運用し、 終的な性能

確認を行い、契約仕様書などと合致しているかを確認する。 

 

8.3. プロジェクトの引き渡し・検収 

プロジェクトの引き渡し・検収は契約が定める目的と内容によっては、内容と形態が異

なることがある。その本質は契約上の義務の解除になる。たとえば、建設・エンジニアリ

ングプロジェクトにおいては、通常、試運転などによる当初目的とした性能が確認された

時点で行われることが多い。ただし、顧客の契約的な要求が性能の発揮のみではない場合、

引き渡しは契約上の義務履行に伴い行われることになる。 

一方、ソフト開発プロジェクトの引き渡しは、通常、構築段階が完了し、疑似本稼働環

境下でのシステム機能と性能保証が得られたシステムテスト完了時に行われる。この引き

渡しによって作業主体が顧客側に移行するが、運用テスト段階でも供給者側は本稼働に向

け、契約書や確認書の規定に従って、運用テストにおける初期不都合点への対応の必要性

などから、関係を継続していることが多い。運用テストが完了し、サービスインへの移行

も終わり、サービスイン（本稼働）が開始された時点でプロジェクトの完了となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 295 

【引用文献】 

［１］「Project Management Handbook, Second Edition」David I.Cleland,Ph.D.,& 

William R.King,Van Nostrand Reinhold,1988 

［２］「Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling, Seventh Edition」Harold Kerzner, Ph.D, John Wiley & Sons, Inc. 

2001 

［３］「プロジェクトマネジメント実践講座」芝安曇、小西喜明、日刊工業新聞社、2000

年 

［４］「Earned Value Project Management―Second Edition」Quentin W.Fleming and 

Joel M.Koppelman, Project Management Institute, 2000 

［５］「原価企画戦略的コストマネジメント」加登豊、日本経済新聞社、1993 年 

［６］「管理会計・入門」浅田孝幸、頼誠、鈴木研一、中川優、有斐閣、1998 年 

 

【参考文献】 

［７］「Project Management Handbook, Second Edition」David I. Celand, Ph.D.,& 

William R. King, Van Nostrand Reinhold, 1988 

［８］「Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 

Controlling, Seventh Edition」Harold Kerzner, Ph. D, John Wiley & Sons, Inc. 

2001 

［９］「エンジニアリング技術振興のためのマネジメント手法等の研究開発に関する報告

書」――プロジェクトマネジメントへの WBS 適用実態に関する調査研究ならびに

WBS 作成に関するコンピュータ活用の概念設計、エンジニアリング振興協会、1981

年 

［10］「プロジェクトマネジメント技術啓蒙・普及のための調査研究報告書」――プロジ

ェクトマネジメントの基礎テキスト（英文）建設業・エンジニアリング業版、エン

ジニアリング振興協会、1999 年 

［11］「構造化プロジェクト管理」W・H・ローツハイム著／深沢士郎訳、近代科学社、1992

年 

［12］「PROJECT MANAGEMENT Engineering, Technology and Implementation」

Avarham Shtub, Jonathan F. Bard, Shiomo Globerson Prentice-Hall, Inc. 1994 

［13］「PROJECT MANAGEMENT BASIC A Step by Step Approach」Robert L.Kimmons 

Marcel Dekker Inc.1990 



 296 

［14］「Pｍbok guide 和訳版 プロジェクトマネジメントの基礎知識体系」田中弘監訳、

エンジニアリング振興協会、1997 年（米国「A Guide to the Project Management 

Body of Knowledge」Project Management Institute Standards committee, 1996） 

［ 15］「Project Management a Systems Approach to Planning Scheduling and 

Controlling, Fifth Edition」Harold Kerzner, Van Nostrand Reinhold Company, 

1995 

［16］「プロジェクトマネジメントとプロジェクトネットワーク技法」Ｋ・ロキャー、Ｊ・

ゴードン著／中村翰太郎監訳、日本規格協会、1997 年 

［ 17 ］ 「 APPLIED COST and SCHEDULE CONTROL 」 James A.Bent,Marcel 

Dekker,Inc.1982 

［18］「TOC クリティカルチェーン革命、画期的なプロジェクト期間短縮法」稲垣公夫、

日本能率協会マネジメントセンター、1998 年 

［19］「Skills & Knowledge of Cost Engineering 4th Edition」AACE International, 1999 

［20］「Applied Cost Engineering, 3rd edition」Forrest D. Clark, A.B. Lorenzoni, Marcel 

Dekker, 1996 

［ 21 ］「 AACE International's Certification Study Guide, 2nd Edition 」 AACE 

International, 1999 

［22］「Project Management: A Reference for Professionals」Robert L. Kimmons, 

J.H.Loweree, Marcl Dekker, 1989 

［23］「Editor; Jelen's Cost and Optimization Engineering, 3rd Edition」Kenneth K. 

Humphreys, McGraw-Hill, 1991 

［24］「現代原価計算論――戦略的コストマネジメントへのアプローチ」小林哲夫、中央

経済社、1993 年 

［25］「 新 例解原価計算」溝口一雄、中央経済社、1985 年 

［26］「間接費管理――ABC／ABM による効果性重視の経営」櫻井通晴、中央経済社、1995

年 

［27］「価格競争力をつける原価企画と原価改善の技法」門田安弘、東洋経済新報社、1994

年 

［28］「原価計算」門田安弘、税務経理協会、1999 年 

［29］ ISO 9000 

ISO 9000（JIS Q 9000） 品質マネジメントシステム――基本及び用語 日本規格協会発行 

2000 年 12 月 20 日制定  



 297 

ISO 9001（JIS Q 9001） 品質マネジメントシステム――要求事項 日本規格協会発行 

2000 年 12 月 20 日制定  

ISO 9004（JIS Q 9004） 品質マネジメントシステム――パフォーマンス改善の指針日本規

格協会発行 2000 年 12 月 20 日制定  

ISO 10006（JIS Q 10006) 品質管理――プロジェクト管理における品質の指針 日本規格

協会発行 1998 年 11 月 20 日制定 

［30］「ソフトウェア開発のマネジメント」菅野孝男、新紀元社、2001 年 

［31］「ソフトウェア品質管理ガイドブック」森口繁一編、日本規格協会、1990 年 

［32］「QC 七つ道具で問題解決 すぐに使える QC 手法」藤田薫、片山善三郎ほか、日科

技連、1988 年 

［33］「これは使えるプロジェクトマネジメント――ISO9000 2000 年版対応」小林元一・

高橋暁監修、オーム社、2000 年 

［34］「Earned Value Project Management―Second Edition」Quentin W.Fleming and 

Joel M.Koppelman, Project Management Institute, 2000 

[35] 「クリティカルチェーン―なぜ、プロジェクトは予定どおりに進まないのか?」 エリ

ヤフ ゴールドラット／三本木 亮訳、ダイヤモンド社、2003 年 

[36] 「ＴＯＣクリティカルチェーン革命 画期的なプロジェクト期間短縮法」稲垣公夫、

日本能率協会マネジメントセンター、1998 年 
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第6章 プロジェクト資源マネジメント 
 

概要 

プロジェクトにおける資源は、「II.プロジェクトマネジメント」に示されるとおり、「物

的資源」「基盤資源」「人的資源」「知的資源」「情報資源」「金融資源」の 6 つから構

成される。 

プロジェクトマネジメントにおいて、プロジェクトマネジメントを構成するさまざまな

プロセスや技法がコンピュータシステムにおけるソフトウェアに相当するとすれば、資源

はその土台となるハードウエアに相当する。当然のことながら、どちらが欠けてもプロジ

ェクトは機能しない。プロジェクト全体のマネジメントのもと適切な資源を適切な時期に

確保して、初めてプロジェクトは完遂する。プロジェクト資源マネジメントは、プロジェ

クトにとって必要な資源を明確にし、適切に確保することに関するマネジメントである。 

図 4- 6-1 プロジェクト資源マネジメント概要 

なお、「人的資源」のうち人材の育成などに関するマネジメントについては「第 4 章プ

ロジェクト組織マネジメント」で詳細を示し、「金融資源」については「第 2 章プロジェ

クトファイナンスマネジメント」で詳細を示す。 

資源マネジメントのプロセスは図 4－6－1 に示すとおり、目的、業務プロセス、成果お

よび知識データベースからなる。 

 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・ひと・もの・かね・時間・基盤等の経営資源や技術・情報などの知的資源を、
統一された思想のもとで計画立案・組織化・調整し、規制することが必要

環境変化
制約条件

・経済的環境の変化 ・人的資源／実務経験者不足 ・予算
・開発／プロジェクト期間の短縮 ・技術の発達 ・要求仕様の高度化

・資源計画
・要求仕様達成
・予算管理の基礎計画
・納期設定・確保
・プロジェクト収益向上

・資源の特定
・計画の策定
・実績のチェック
・改善対策
・資源の蓄積

・資源確保
（必要な品質・必要な時期・
予算内での確保）

・プロジェクト成果・生産性
向上

・顧客満足

・資源（物的資源、知的・技術資源および情報資源）
・コストデータ
・調達先データ
・管理データ

知識
データベース
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1. 資源マネジメントのプロセススタイル 

 

1.1. プロセスサイクル 

資源マネジメントにおける必要な資源に関する計画、資源の確保および再資源化は、他

のマネジメントと同様、一つのプロセスサイクルとなっている。資源計画はプロジェクト

全体計画の一部として策定されるものであり、またそのマネジメントは一つのサイクルを

かたちづくる。 

具体的には、プロジェクトに必要な資源を特定し、それを確保するための計画を立案し、

計画に基づき確保・チェックを行い、改善の必要がある場合は対策を講じるというもので

ある。これは、特定のプロジェクト内でサイクルとなって繰り返される。また、プロジェ

クトの遂行の過程で組織にとって新たな価値を生む資源が得られた場合は、これを再資源

化し、組織の他のプロジェクトでも活用可能な内部資源として蓄積する。このサイクルは、

特定のプロジェクトの範囲を超えてプロジェクト間、すなわち組織全体のサイクルとなる。 

図 4－6－2 に以上のプロセスサイクルのイメージを示す。 

図 4- 6-2 資源マネジメントのプロセスサイクル 

 

1.2. プロセスの共有化、情報化 

資源マネジメントは、再資源化および調達という個別プロジェクトの活動であると同時

外部資源 資源の特定 計画の策定

計画の実施改善対策

実施のチェック

資源の蓄積

内部資源

組織全体

特定のプロジェクト



 300 

に、組織全体としての統一性を求められるプロセスを含んでおり、共通化が必要となる。

また、基盤資源は個別プロジェクトを対象とするものではなく、組織全体のプロセスに基

づいて整備されるべきものである。そして、これらはすべて現在情報化の進展が著しい分

野でもある。 

再資源化においては、物的資源をはじめ資源の再利用のためには情報の共有化が基本で

あり、そのためにはネットワーク等を利用した情報の電子化が必須となる。また、知的資

源および情報資源は、資源の性格から共有化が前提であり、同様に電子化が必須となる。 

具体的な実現方法としては、共有情報をデータベースシステムなどで一元的に管理し、

ネットワーク（特にイントラネット）を介して関係者が自由にアクセスできるようにする

ものである。こうした情報・知識の共有管理は、 近ではナレッジマネジメントとしてと

らえられる（ナレッジマネジメント参照）。 

資源の調達においては、1990 年代に EDI（Electronic Data Interchange）として、ネッ

トワークを介して受発注などの取引情報の交換を電子的に行うことが広まっている。EDI

は、主に恒常的に取引を行う企業間で実現したものであるが、 近では新たな取引先を含

めたインターネット上の企業間電子商取引（B to B）が活用されている。 

インターネット等のネットワークおよび電子情報の活用により、情報交換における効率

化は確実に期待できる。したがって、企業としてどう活用できるかを十分に検討し、いか

に業務フローに組み入れていくかを考える必要がある。しかし一方で、ネットワーク取引

は現在まだ発展途上にあるため特有のリスクなどの課題もあり、導入等の検討においては

効果の評価とともに十分に 新状況を把握しておく必要がある。 

さまざまな資源の共有化にあたって、その基盤となるのが基盤資源である。たとえば、

情報の共有化にあたり基本的な要素となるのはコンピュータネットワークやデータベース

管理システムであり、経営的な観点から、これらの機能・性能をはじめ、システムのアー

キテクチャとしてどのようなものを整備すべきかを検討する必要がある。このように組織

全体の観点から検討すべき資源は基盤資源に属する。他の例では、組織内のワークフロー

において、コンピュータおよび業務ソフトウェアの活用は常識となっているが、これらの

資源も基盤資源に属する。 

 

2. 資源の特定 

 

2.1. 資源の特定にあたっての基礎情報 

資源を特定するにあたって参考となる基礎情報は、次に示すとおりである。図 4－6－3
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には資源の例を示す。 

(1) WBS 

WBS によって、資源を必要とするプロジェクト要素を体系的に示すことができる。WBS

は、資源の洗い出しのために も重要な基礎情報である。 

(2) 実績情報 

過去のプロジェクトの類似作業において、どのような資源がどの程度必要であったかを

調べ、資源の特定において活用する。表 4－6－1 に資源の具体例を示す。 

表 4- 6-1  資源の例 

 

 

(1)資本・負債

(2)株式
金融資源

(1)マネジメント関連データ

(a)基準・ガイドライン

(b)テンプレート

(c)過去の実績

(d)各プロジェクトデータ

(2)組織共有データ

イントラネット情報

(3)一般情報

(a)業界情報

(b)営業情報

(c)その他、必要な情報

情報資源

【組織内技術】

(1)先端技術分野、コア技術

(2)人材の特定

【知的所有権】

(1)特許

(2)実用新案

(3)商標

(4)著作権

(5)ノウハウ／ナレッジ

(6)ブランド

知的資源

(1)プロジェクト要員（組織内、派遣）

(2)役務請負
人的資源

(1)ネットワーク

(2)経理システム等の組織内システム

(3)エンジニアリングツール

(4)プロジェクトマネジメント情報システム（PMIS）

基盤資源

(1)資材

(2)場所

(3)装置（建設機材、コンピュータハードウェアなど）

(4)ソフトウェア

(5)エンジニアリング環境

物的資源

具体例分類

(1)資本・負債

(2)株式
金融資源

(1)マネジメント関連データ

(a)基準・ガイドライン

(b)テンプレート

(c)過去の実績

(d)各プロジェクトデータ

(2)組織共有データ

イントラネット情報

(3)一般情報

(a)業界情報

(b)営業情報

(c)その他、必要な情報

情報資源

【組織内技術】

(1)先端技術分野、コア技術

(2)人材の特定

【知的所有権】

(1)特許

(2)実用新案

(3)商標

(4)著作権

(5)ノウハウ／ナレッジ

(6)ブランド

知的資源

(1)プロジェクト要員（組織内、派遣）

(2)役務請負
人的資源

(1)ネットワーク

(2)経理システム等の組織内システム

(3)エンジニアリングツール

(4)プロジェクトマネジメント情報システム（PMIS）

基盤資源

(1)資材

(2)場所

(3)装置（建設機材、コンピュータハードウェアなど）

(4)ソフトウェア

(5)エンジニアリング環境

物的資源

具体例分類
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2.2. 資源の必要度の設定 

2.2.1. 理想の資源 

資源を特定するプロセスでは、基本的には、それらが手に入るか否か、予算枠に収まる

か否かなどの条件に制約されることなく、プロジェクト実施に際しての理想的な資源のあ

り方を検討することから始める。 

プロジェクトのスコープ設定において必要な資源が明確にされていくが、スコープを設

定する役割と資源確保の役割が分けられている場合は、密接な情報交換を行っておく必要

がある。 

なお、人的資源については、プロジェクトに必ず必要となるものであることから、この

段階では特に検討する必要はない。その後、資源計画の策定の段階で必要な人的資源の規

模と確保する手段について検討する。 

2.2.2. 各資源の必要度 

各資源に対して、プロジェクト遂行にあたっての必要性を明確にする。たとえば、 

① 必要不可欠（ないとプロジェクトを完遂できない） 

② 必要（あるとプロジェクトが効率的に実施できる） 

③ なくてもよい（あるとプロジェクトを遂行しやすいが、特になくても問題ない） 

という具合に分類し、「資源計画の策定」において、プロジェクトに対する制約条件を

勘案しながら計画していく際に、優先順位の設定など入手の妥当性を検討する際の評価基

準に利用するものである。なお、通常、②および③に分類されるものは、コストパフォー

マンスの観点から、その必要性について計画策定の段階で改めて検討される。 

2.2.3. 各資源の確保の可能性 

各資源に対して、確保の可能性について検討する。なお、確保の方法および確保先につ

いても検討を行っておく必要がある。具体的には、資源の特徴に応じて、外部から入手す

るのか、内部に留保されているものを利用するのか、また、どこから入手するのかを可能

なかぎり明確にしておくことが重要である。 

2.2.4. 各資源のメトリックス 

進捗管理（資源確保の進捗など）に関係して、計画に対する進捗状況をチェックするた

めには、資源のそれぞれの種類に応じて定量的なメトリックス（計測基準）を設定してお

くことが必要である。そのためには、資源を特定する段階で、資源の単位などを明確にし

ておかなければならない。 
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2.3. 資源の特定における成果物 

「資源の特定」プロセスにおける成果物は、資源一覧表である。 

資源一覧表とは、理想的な資源も含めたプロジェクトに必要な資源に関するリストであ

る。なお、それぞれの資源の必要性もこの中で示される。 

 

3. 資源計画の策定 

 

3.1. 資源計画の策定における基礎情報 

(1) WBS 

「資源の特定」のプロセスと同様、資源計画の策定にあたっての基礎情報となる。 

(2) 作業計画表 

特に、資源を入手しておかなければならない時期について計画を策定する際の基礎情報

となる。 

(3) 資源一覧表 

「資源の特定」のプロセスにおいて作成された資源一覧表である。 

(4) 要員計画 

プロジェクトにおいて必要となる人的資源に関する計画である。 

(5) 資源の所在に関する情報 

資源は、内部資源と外部から調達する外部資源がある。また、資源ごとの具体的な種類

としては、次に示すようなものがある。 

なお、資源と人材とが密接に関係すると思われる知的・技術資源については、「人的資

源」のマネジメントと密接な関係がある。また、情報資源についてはナレッジマネジメン

トと密接な関係がある。 

 内部資源 

① 保有資源（再資源化したものを含む） 

② 社内の技術者の育成 

③ 社内の要員 

④ 利用可能能力 

・利用可能量 

・利用可能時期 

 外部資源 

① 調達先 
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② ライセンス 

③ 技術者の派遣、技術導入 

④ 要員の派遣、役務請負 

⑤ 業界情報／営業情報 

⑥ 利用可能能力 

・利用可能量 

・利用可能時期 

(6) 組織の方針 

プロジェクトで使用する機材については、買い取りかレンタル品とするかなどは組織と

して定めていることが多い。このような資源の調達方法をはじめ、資源計画に関わる組織

の方針・考え方を十分に把握しておく必要がある。 

(7) 実績情報 

過去のプロジェクトの類似作業において、どのような資源がどの程度必要であり、プロ

ジェクトのどのフェーズで必要となったか、どこから入手したかなどを調べ、資源計画の

作成に活用する。 

 

3.2. 資源計画の策定作業 

3.2.1. 各資源の具体的な計画の検討 

各資源を、どこからどのような契約形態で調達するかを検討する。また、各資源をいつ

までに用意しておく必要があるかを明確にする。 

検討する際は、WBS と作業計画表が基本となる。WBS のワークパッケージなどから、

資源として何が必要かを洗い出す。物的資源については、何をいつまでに用意しなければ

ならないか、ワークを実現するために必要な技術は何か、それは社内にノウハウがあるも

のか、外部から調達しなければならないものかを検討する。この時、実績情報は定量的な

面で参考になるとともに、漏れのチェックにも利用することができる。 

なお、外部の調達先（ベンダーリスト＊）は全社的に整備しておき、いわゆるナレッジ

として共有すべきものの一つである。 

3.2.2. 要員計画の検討 

必要な労働力は、プロジェクトの進行に応じて増減を繰り返す。労働力が も多くなる

時期を特定し、確保が可能か否かをはじめ、各段階における確保の可能性を十分に検討す

る必要がある。基本的には時系列的に労働力を予想して、プロジェクトのライフサイクル

における推移を把握しておくべきである。 
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また、この時、社内的な要員については、全社的な観点から当該プロジェクトと他のプ

ロジェクトとの移行をそれぞれの所属組織と調整しておく必要がある。さらに、個別の要

員にとっては、長期的にみれば現行プロジェクトはあくまで一つのプロジェクトである。

したがって、その他のプロジェクトを含め、個人についてある程度の長期にわたる任務の

割当ての展望が明確でないと、モラル（規律）およびモラール（熱意）の低下につながる

恐れがある。個別の要員とその所属組織に対するプロジェクトの割り当てに関するマネジ

メントも、個別プロジェクトの成否に影響を及ぼす重要な要因となる。 

初期段階における必要な労働力の見積りは、実際の作業段階で追加投入が生じないよう

に十分な検討が必要である。一般に資源の追加投入は、コストの増大、スケジュールの遅

延につながるものであるが、労働力に関しては追加投入による悪影響が特に大きく、注意

が必要である。 

また、要員については一般に能力のバラつきが大きいことから、過去の実績や紹介など

に基づいて調達先を検討する必要がある。特にソフトウェア開発は、人材のスキルに依存

する部分が大きいため、スキル評価が重要である。 

3.2.3. 適案の決定 

資源計画については、入手困難の可能性など、さまざまなケースを想定して複数の代替

案を作成し、比較検討を行う。代替案の策定は、プロジェクトに必要な資源の獲得につい

て異なるアプローチを求めるものであり、たとえば必要な資源が手に入らない場合は代替

となるものを探るなどの方策を検討するものである。これは、必要な資源の見直しにもつ

ながる。 

検討にあたっては実績情報やさまざまな問題解決の手法などを活用して、代替案の中か

らプロジェクトの目的、プロジェクトを取り巻く制約条件等に照らして も適切であると

考えられる計画案を 終的な案として決定する。 

複数の資源の調達候補を常に確保しておくことによりリスクヘッジが可能となる。 

3.2.4. 外部調達計画 

特に、外部調達する場合に検討すべき事項は、以下のとおりである。 

(1) 契約形態 

契約形態は個々の機材や役務に応じて異なることがあるので、それぞれの利点・欠点を

考慮して 適の契約形態を採用する必要がある。例として、定額請負契約、実費償還契約、

単価契約がある（契約参照）。 

(2) プロジェクト遂行組織独自の見積り 

見積り評価のための基礎資料として、プロジェクト遂行組織による独自の見積りが行わ
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れる。 

(3) 標準化された調達関連ドキュメントの必要性 

調達業務には標準化されたドキュメントが必要である。標準化されたドキュメントを利

用することにより、資材・役務の質を上げることができる。 

(4) 実行予算 

調達の予算がプロジェクト全体の予算に占める割合が大きい場合は、必然的に調達マネ

ジメントの善し悪しがプロジェクトの成否に影響を及ぼす。したがって、発注金額を管理

するうえで実行予算の策定が必要である。 

(5) 調達組織 

プロジェクトマネジメントの観点からは、プロジェクト内もしくは遂行組織内に調達機

能をもたせて責任を明確にする必要がある。調達業務には、全社的に継続して行う市場調

査、ベンダー・外注先の調査、コストデータの整備、プロジェクト相互間の納期の調整、

複数プロジェクトでの一括購入によるコスト低減など、共通的・総合的に管理することで

業務の効率が上がるものが多い。そのため、これらの観点から企業内に調達機能組織をも

つところが多い。 

一方、コストのみならず、特殊な技術を必要とするなど個別のプロジェクトの要件を十

分に考慮に入れて調達先を選定する必要がある場合は、プロジェクト実施側と調達組織と

が密接にコミュニケーションをとり合い、必要な機能・性能・品質などを備えたものを計

画どおりに調達できるよう留意する必要がある。さらに、納期とコストとがトレードオフ

となる場合には、どちらを優先するかなどを明確にする必要がある。 

また、知的財産のライセンス等により知的資源を外部から入手する場合は、利用条件な

どの契約内容について法務などの専門部門の支援を仰ぐ。 

(6) インターネット等を利用した調達 

連絡コストの低減および調達期間の短縮などを目的として、インターネット等を利用し

た調達が可能である。この場合、プロジェクト遂行組織内およびその調達先に、そのため

の情報基盤が整備されていることを確認する必要がある。 

 

3.3. 資源計画の策定における成果物 

(1) 資源一覧表(改定版) 

資源の特定における資源一覧表から、不必要と判断されたものを除いたリストである。 

(2) 資源計画書 

資源の調達などを行うための計画書である。 
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4. 資源計画の実施 

「資源計画の策定」のプロセスにおいて作成した計画に基づいて、必要な資源を、必要

な量、必要な時期に、適切なコストで入手するプロセスである。 

外部から資源を調達する場合には、調達マネジメントが重要となる。 

 

4.1. 資源計画の実施における基礎情報 

4.1.1. 資源計画書 

「資源計画の策定」のプロセスで作成した計画書である。 

(1) 調達 

各資源に対して計画に基づいて調達を行う。外部調達する場合は、たとえば資材部など

との連携等が重要になってくる。調達の実施については、次項に詳細を述べる。 

社内に資源（人材を含む）がある場合は、その資源を保持する部署との調整が重要にな

ってくる。 

(2) 検収 

各資源が、必要な量を、必要な時期に、必要な品質で入手できたことを確認するもので

ある。 

 

4.2. 調達の実施 

4.2.1. 調達マネジメント 

プロジェクトにおける資源調達は、次の 3 つに分類することができるが、機材および役

務調達における業務プロセスを図 4－6－4 に示す。外部資源を恒常的に利用する場合は、

内部資源の利用と対比してアウトソーシングともいう。 

(1) 機器・資材（以下「機材」）調達 

設計段階で決定した仕様に基づいて、プロジェクト遂行に必要な機材（ソフトウエアを

含む）などを調達するものである。調達業務とは購入業務に始まって、検査に合格した納

品物が納入場所（ 終的に納品物を必要とする場所）に納入されるまでの一連の業務をい

う。 

(2) 役務の調達 

プロジェクトのあらゆる段階において、プロジェクト遂行に必要な役務を社外から調達

するものである。役務の調達は役務を委託する業務から始まり、契約に基づく役務の完了

までの業務をいう。 
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(3) ライセンス 

プロジェクト遂行に必要な技術について、権利者に対価を支払って使用許諾を受けるも

のである。 

図 4- 6-3 調達マネジメントのプロセス 

4.2.2. 調達業務に関わるマネジメント 

調達業務に関わるマネジメントは、プロジェクト全体のマネジメントと同様のプロセス

構成となる。 

(1) 契約管理 

調達における契約管理とは、受注者が契約に基づいて業務を遂行していることを監視し、

その成果物が契約上の要求事項を満たすよう管理するとともに、受注者の成果に対しては

契約に基づいて適正な対価を支払うことである。 

契約管理には法的な側面や経理的な側面が伴うため、必要に応じて機能組織としての法

務部門や経理部門の協力が不可欠である。契約管理は契約に至る前のプロセス、すなわち

入札書類の作成段階から始まり、成果物の引き渡し後もその保証期間が満了するまで継続

する。また、ソフトウェアの場合は契約上の権利関係により著作権の帰属先が決まる。契

約後における契約条件の変更、機器・材料の仕様変更や役務内容の変更は、契約上それら

がプロジェクトのスケジュール、契約金額、品質にどのような影響を与えるのかを常に管

理しておく必要がある。契約管理は、広義では下記の品質管理、納期管理、予算管理を含

調達マネジメント
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む。 

(2) 品質管理 

発注した機材や役務の成果物が契約で定めた要求事項を満たしているかどうかを確認し、

発注者側の理由（曖昧な仕様、突然の変更、許容範囲を超えた短期間の納期など）により

品質上の問題が生じないように、発注者が管理を行うこと、および受注者の品質管理状況

を監督することである。 

(3) 納期管理 

購買業務の段階から機材や役務など成果物の納入に至るまでの全体スケジュールに基づ

いて、個々の調達業務のスケジュールを監視する。さらに、納期に影響する情報の収集、

納期の遅延要因についての受注者・顧客との調整作業なども含まれる。一つの受注者によ

る納期遅れが全体スケジュールやコストに影響を及ぼす恐れがあるので、納期遅れが生じ

ないよう管理するとともに、スケジュールに重大な影響を及ぼす成果物について十分に把

握しておく。納期遅れは発注者側に起因する場合と、受注者側に起因する場合があり、納

期管理を行ううえでは両者に等しく十分な意識を向ける必要がある。 

(4) 予算管理 

経済環境の変化、スコープの変更、仕様や数量の変更に対するコスト変動について、プ

ロジェクト遂行期間を通じて管理する。また、受注者へ支払う対価を管理する。 

 

4.3. 資源計画の実施における成果物 

(1) 資源 

資源計画書に基づいて入手した資源である。 

(2) 資源データ 

入手した資源に関する記録である。実施のチェック、再資源化において活用できる。 

 

5. 資源のチェックとコントロール 

 

5.1. 監視（モニタリング） 

前項で策定された資源計画が、プロジェクト遂行の過程で計画どおり実施されているか

否かを常に監視する必要がある。各種資源が計画どおり調達され供給されているかを追跡

し、フォローしなければならない。このためにはデータの適切な収集方法が確立されてい

る必要がある。また、これらのデ－タの集積について、計画策定時点で集積が容易に行わ

れるように考慮されなければならない。特に品目が多い場合には、情報システムの活用が
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必須であり、もし整備されていない場合は、基盤資源整備の一環としてプロジェクトのみ

ならず全社的な動きとして検討する必要がある。 

 

事例◆ ソフトウェア開発における計測基準 

ソフトウェア開発においては、目に見えないソフトウェアに対して何を基準に計測すれ

ば妥当であるかという判断がむずかしいとされている。しかし、計測データなしには管理

はできないため、進捗状況を示すさまざまな指標が提案されている。たとえば、ソフトウ

ェアの規模の指標として、ファンクションポイント法＊と呼ばれるものがある。これは、

実現される機能に注目して、規模の指標を算出するものである。 近、プログラミング言

語の多様化が進み、ソースコードの行数（Lines of Code＝LOC）と実際の見積りとが合わ

なくなったことから、このファンクションポイントの利用が進んでいる。 

このように、監視における進捗基準をあらかじめ明確にしておき、一貫性をもった評価

を行うことが重要である。 

 

5.2. 分析・評価・予測 

プロジェクトでは、当初にその具体的な遂行方針並びに進捗を測る基準がプロジェクト

遂行計画書として設定される。その進捗計測基準に基づいて計画と実績とを比較し、その

差異の原因分析を行うとともに、全体評価を実施する。さらに、将来の完成時までの資源

供給について予測を行う。 

たとえば、プラント建設などのプロジェクトにおける機器および資材の調達では、設計

の進捗に伴い資材の数量調整など、調達計画を適宜見直すことが肝要となる。建設機械な

どの追加投入や要員の追加はリードタイムが必要であり、スケジュールの遅れにつながる

ことが多いため、時期を失しないよう進捗・状況に関する評価・分析が必要であり、危険

な兆候がみられる場合は早めに対策を講じなくてはならない。 

対策としては、改善・是正計画において各アクティビティの優先順序を組み換えること

などによって、追加投入を行わなくともやりくりができるような時間的猶予をもつことが

必要である。 

 

6. 改善・是正計画 

前項の分析・評価・予測の結果、工程に影響のある問題点が見いだされた場合は、資源

の供給計画（供給量、時期、調達先の変更など）を再度策定し、予測し直す必要がある。

資源の再予測とは、時間的な制約や資源そのものの制約を考慮し、タイムマネジメントに
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基づき作られたリソーススケジュールを再編成することである。 

日程計画における当初のリソーススケジュールは、資源の確保が充分に行われるとの仮

定に基づくことが多い。しかし、通常、資源には限りがあり、いくつかの個別業務活動が

同時に限られた資源を要求することも多いため、なるべく全体の納期を遅らせることなく

資源の再配分をしなければならないという状況がしばしば発生する。その場合には、ある

判断基準に照らし合わせていずれかの個別業務活動を遅らせるなどの組み換えを行うこと

が必要になる。このような資源の組み換えで処置できない場合には、資源を追加投入する

などの意思決定が必要になる。 

ひとの追加投入については、特に慎重に行う必要がある。ひとによる作業が基本である

ソフトウェア開発を例にとると、この問題点がよくわかる。作業に遅れが生じると、どの

分野でもひとの追加投入によって回復を図ろうとする傾向があるが、機械化された部分の

少ないソフトウェア開発では、より一層ひとの追加投入がなされやすい。よくないとわか

っていても、なされてしまいがちである。 

しかし、ソフトウェア開発におけるひとの追加投入は作業の遅れを回復するどころかさ

らなる遅れにつながることが、すでに 1970 年代から指摘されている［１］。特に、工程後

期になればなるほどその影響は大きくなる。その理由は、ソフトウェア開発は技術者間の

コミュニケーションを伴いつつ進められる側面が強く、要員を追加することによりコミュ

ニケーションが相乗的に増えるためである。そして、何よりも新しい要員はプロジェクト

のコンテキストを理解していないため一から教育する必要があり、教育のために要員の時

間が取られてしまうことも大きな要因である。 

遅れについては早めにその兆候を察知することが肝要であり、ひとの追加投入が避けら

れないと判明した場合は、追加投入する要員の特性（対応可能性）をはじめ、単純に追加

しても問題がない内容か否かなどを十分に検討したうえで追加投入を決定すべきである。

プロジェクトの内容を十分に理解していないと対応がむずかしい場合や今後のスケジュー

ルに大きな影響を及ぼす場合は、現行のプロジェクト要員の中から対応チームを結成して

集中的に遅れの回復作業にあたらせ、比較的影響が少ないところに不足した要員を新たに

投入するという方法が考えられる。いずれにせよ追加投入はリスクが高いことから、計画

段階での正確な見積りを心がける必要がある。 

以上の流れは、図 4－6－4 のとおりである。 
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図 4- 6-4 改善・是正計画の流れ 

 

7. 資源の蓄積 

 

7.1. 資源の蓄積の意義 

プロジェクトの目的は、プラント、建造物、ソフトウェア、研究開発などを期限内に予

算内で完成させて所期の目的を達成することである。この目的を達成するために物的資源、

基盤資源、人的資源、情報資源、知的資源、金融資源が利用され、その成果としてプラン

ト、建造物、ソフトウェア、研究成果などが生み出される。 

物的資源は消費されてなくなるか、あるいは形を変えて別な用途に活用される。しかし、

情報・技術・知識などの資源はプロジェクト遂行のために使用することによって、さらに

幅が広くなり、また深度も深まって、利用価値が高まる場合も多い。所期の目的物の完成

はもちろんプロジェクトの成果であるが、物的資源以外の資源の質的向上もプロジェクト

の大きな成果である。 

たとえば、新しい技術の開発を考えてみると、まったく新規に開発されたように見える

技術もあるが、実際には既知の技術をベースにして新たなことに挑戦し、新たな事実を見

つけ、それによって新技術が完成する場合が多い。そもそも創造というものは、蓄積なし

には有り得ないといわれている。 
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プロジェクトを遂行することによって資源の幅が広がり、質が高まっても、そのプロジ

ェクトにのみ活用されたのではあまり意味がない。そこで得られた成果を次のプロジェク

ト、次の世代へと引き継がなければならない。 

プロジェクト組織では、一般にそのプロジェクトが成功すればそれでよしとする気風が

強く、将来や次のプロジェクトに引き継ぐという考えが弱いのも事実である。しかし、組

織として生産性とともに品質を高め、競争力を向上させていくには、これらの資源の特徴

を理解し、プロジェクト遂行によって高まった資源を組織として蓄積し、将来のプロジェ

クトに活用する意識を高め、実践することが重要になる。 

 

7.2. 知的・技術資源および情報資源の再資源化 

7.2.1. 資源のストック化・標準化 

さまざまな資源のうち、特にプロジェクトで得られたデータや情報（フロー情報）、知

的財産、技術情報には他のプロジェクトで再利用できるものが多く含まれている。これら

の情報を蓄積し、企業として知識・データベース化することによって、将来のプロジェク

トに貢献できるようにしなければならない。これが、いわゆる情報のストック化である。

しかし、情報が無秩序に蓄積されていては検索に多大の労力が必要となり、利用されない

ままに終わってしまう。また、明確な意図をもって情報を扱わなければ重要な情報が抜け

落ち、ストック化する効果も薄れてしまう。 

情報を蓄積し効果的に再利用するためには、情報は秩序をもって整理され蓄積されなく

てはならない。情報をストックするためのシステム的な枠組みは非常に重要であり、組織

としての資源蓄積システムを構築し、情報の再利用を考え、意図的に情報を扱う必要があ

る。 

そのためにも、情報の蓄積と利用に対する標準化は効果的である。過去のプロジェクト

における知識を標準化することにより、初めてその知識を共通ベースとすることができ、

効果的な活用を図ることができる。 

標準化すべきものとしては、プロセス、ドキュメント、ツール、利用技術、品質基準な

ど多くのものが存在する。ソフトウェアによる計算のルーチン化やシミュレーターによる

計算などは標準化の一例であり、これによってだれが計算しても同じ結果が得られるとと

もに、効率化が図れるようになる。 

なお、標準化（標準方法）はそれ自体が情報資源であるから、標準化を妥当なものとす

るためには、十分な経験に基づいて設定する必要がある。また、常に利用者の視点から見

直しを図ることが必要であり、標準化は安定的であるべきという特性と相反する困難な作
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業であるが、標準化にあたって留意しなければならない事項である。 

7.2.2. システム化の重要性 

知的・技術資源および情報資源の多くは、ひとの頭の中に埋もれている。これらの資源

を組織的なレベルに引き上げていくためにはドキュメントなどの資料によって蓄積してい

くことが必要であるが、実際の活用を考えた場合、情報量の増大に伴い、さらに情報シス

テムとしての蓄積が重要になってくる。 

特に近年、技術情報の多くは CAD（Computer Aided Design）、CAE（Computer Aided 

Engineering）、PDM（Product Data Management）などによって電子化され、技術的な

シミュレーションが行われる例が多い。また、プロジェクトのマネジメント関連情報も

PMIS（Project Management Information System）により蓄積される。 

情報のシステム化は、人的資源の中に埋もれていた資源を目に見えるかたちで組織の資

産として蓄積することにほかならず、このシステム化された技術の世界は、さらに組織の

中で埋もれていた多くの暗黙知を形式知に変える役割を果たすことになる。また、情報を

提供・整備するうえでも、システムにおける工夫によって形式化に必要な負荷（整理、標

準への準拠、入力等）を軽減することが可能であり、情報の更新などを促進することにつ

ながる。 

さらに、たとえば蓄積した技術情報に基づいて事象を事前にシミュレーションできるシ

ステムによって、単に技術資源を効果的に利用するだけでなく、多くの物的資源（ひと、

材料、設備等）の省資源化をもたらし、プロジェクトのスピードと生産性を飛躍的に向上

させることが可能となっている。マネジメント関連情報においても同様である。 

一方、システム化されたがための技術のブラックボックス化が起きている。これはプロ

ジェクトマネジャーや技術者の育成の面からも問題であり、今後の課題となっている点に

も留意する必要がある。 

 

7.3. 資源の蓄積の具体策 

7.3.1. 物的資源 

物的資源の場合は、蓄積よりは処理の側面が強い。 

(1) プロジェクト終了後の残存物的資源の推定 

プロジェクト遂行において、資材、機材などはスケジュールに従って計画的に必要な分

量だけ購入し、プロジェクトの終了段階にはすべて使い切って残らないようにするのが理

想的ではあるが、現実には必ず残るものが出てくる。そのため、資材、機材、建設機械な

どについての残存量、使用終了時期などを洗い出し、それらをどのように活用するかを検
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討することが必要である。 

(2) 残存物的資源の活用に関する情報入手 

プロジェクト終了時に残存する資材、機材、建設機械などの活用の仕方によってはプロ

ジェクトの採算性を大きく左右することもあり、いかに活用するかはプロジェクト終了時

の重要な課題である。 

7.3.2. 知的・技術資源 

(1) プロジェクトドキュメントの整理 

契約書、仕様書、図面、コストデータ、資材物量データ、運転データ、プロジェクト進

行記録、会議録、発生した問題および解決方法などを整理し、他人が読んでも理解できる

かたちにまとめる。標準がある場合は、それに従う。 

(2) プロジェクト遂行中に生まれた知的・技術資源の整理 

技術、プロジェクトの進め方、採用した工法など、プロジェクト遂行中に生まれた知的・

技術資源を再利用するために情報を整理するとともに、可能なかぎり一般化して他のプロ

ジェクトにも使用可能なかたちにまとめることが重要である。前項で述べたとおり、整理

にあたっての標準の役割は大きい。 

物的資源と異なり、ソフトウェアの場合は消耗がありえないため形態として再資源化が

容易な反面、個別のプロジェクトごとの設計内容に依存することから、他のプロジェクト

で再利用することはむずかしいとされている。しかし、ソフトウェアにおいても生産性や

品質向上の観点から再利用（部品化、標準化）は重要であり、設計・製造の段階以前から

再資源化のための方策などを計画・実施する必要がある。オブジェクト指向的な設計やプ

ログラミングは、再利用に向いているといわれる。 

(3) 知的・技術資源の権利化 

自ら開発した知的・技術資源であっても、他人が権利化してしまうと利用する場合に使

用料を支払わなければならなくなる。たとえばソフトウェア開発の場合、契約時には著作

権・特許、ライセンスに関する権利の帰属および適用範囲に留意する必要がある。また、

必要に応じて再資源化を視野に入れた契約とする。 

(4) 知的・技術資源の情報化 

これについては、前述の「資源のストック化・標準化」で述べたとおりである。 

7.3.3. 情報資源 

プロジェクトの情報資源の中で、将来のために蓄積する必要があると思われるものを次

に示す。 
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(1) プロジェクト情報 

プロジェクト情報に関するドキュメントは、ただ単にファイルするのではなく、他のマ

ネジャーなどが参照し、再利用が容易になることを目指し、整理してまとめることが大切

である。 

(2) プロジェクト遂行中の人脈 

プロジェクト遂行中は、顧客はもとよりベンダー、メーカー、工事業者など数多くの人

と接触し、協力し合って仕事を進めることが基本である。有能な関係者との間には、当該

プロジェクトだけでなく他のプロジェクトにもつながるような関係を保つことが大きな財

産となる。 

(3) 地域（会社）の特異性 

一緒にプロジェクトを実施した客先に関する情報は、そのプロジェクトだけでなく、実

施した企業共通の財産である。客先の物事の考え方、仕事の進め方、慣習などを同じ企業

の次のプロジェクトを実施する人たちへ伝える努力が必要である。特に海外での（または

海外との）プロジェクトでは、その国の文化、歴史的背景、考え方が日本とは大きく異な

る場合が多く、これらを明確に伝承することがプロジェクトの成功に欠かせない。 

(4) プロジェクト実施関係者のリスト 

情報化することはもちろんであるが、形式知にすることがむずかしい情報は、プロジェ

クトデータベース的なものの蓄積のかたちで経験した個人に聞くことができるようなシス

テムが必要である。これは人材データベースと関係する。 

(5) IT 情報としての活用 

「知的・技術資源および情報資源の再資源化」の項でも述べたとおり、知的・技術資源、

情報資源ともに情報技術を利用し、容易に検索・利用できるシステムにしておくことが必

要である。基盤資源である社内のイントラネットなどを通じて資源のデータベースにアク

セスでき、利用できるシステムを構築することが望ましい。 

 

7.4. 資源の蓄積の例 

7.4.1. レッスンズラーンド（Lessons Learned：経験より学んだ事柄、教訓） 

プロジェクト完了時にそのプロジェクトに関する反省会などを実施し、一つのプロジェ

クトを遂行して得られた多くの貴重な経験を次の類似のプロジェクトに引き継ぎ、プロジ

ェクト遂行のパフォーマンス向上に役立てるべきである。検討項目としては、プロジェク

ト全体の運営に関しての成功点、失敗点、改良点を具体的に文書として残すことである。

なお、失敗点に関しては責任追及を目的とせず、原因を明らかにすることが重要である。 
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これらの結果は、たとえばプラント建設型のプロジェクトでは、プロジェクトのマネジ

メント、エンジニアリング、調達、工事、コントロール、さらに試運転、引き渡しに至る

まで、また部門ごとにまとめ、社内における共有資源とする。 

プロジェクト遂行を通じて得られた各種の経験やノウハウを、そのプロジェクト限りと

せず、また従事した個人限りのものとせず、組織としてのプロジェクト遂行能力の向上に

役立たせることを目的とするものである。 

7.4.2. プロジェクトドキュメントの蓄積 

過去から現在まで実施したすべてのプロジェクトのドキュメントを保管することにより、

企業としての大きな財産としている例がある。かつてはドキュメントを書類でファイルし

て保管していたが、現在は情報技術を活用し電子媒体として保管して、必要な時に直ちに

取り出せるようにし、類似のプロジェクトを実施する際に過去の経験が生かされる仕組み

として活用されている。 

 

事例◆ プロジェクトノウハウ集 

あるエンジニアリング会社では、プロジェクトの遂行で得られた経験を次世代のプロジ

ェクトマネジャーやプロジェクトのキースタッフへ伝承する目的で、ノウハウ集「そんな

時はどうする」としてまとめ、知識データベース化している。 

この会社では、各プロジェクトが終了した時点で必ずレッスンズラーンドの会合を開き、

プロジェクト遂行上で得た経験をノウハウとして蓄積することをプロジェクト遂行マニュ

アルで定めてルール化している。このノウハウ集は、国内プロジェクト・海外プロジェク

ト向けに、それぞれプレコントラクト、エクゼキューション、ターンオーバーまで項目分

類され、利用しやすいように配慮されている。 

 

7.5. 無形資産について 

蓄積される資源のうち、知的資源・情報資源などは無形資産としての価値が非常に高く、

近年になってその活用の促進が積極的に進められてきているものである。ここで、無形資

産とは、一般にその企業の株式の時価総額から貸借対照表上に計上されている有形資産額

を引いたものとして定義されている。例えば、伊藤邦雄の試算[2]によると無形資産が占め

る企業価値の割合は図 4-6-5 のように変化している。 
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図 4- 6-5 価値創造企業 の資産構成の変遷 

この図のように、近年での企業の価値は、多くの部分を無形資産から生み出されている

ことが解る。プロジェクトの資源マネジメント、特に知的資源・情報資源の蓄積・再資源

化を行うことにより、プロジェクトの生産性の向上が図れるとともに、無形資産の面から

も企業価値の創造に貢献できることとなる。 

一般に、無形資産は様々な要素より構成されるとされているが、代表的なものとしては

次が掲げられる。 

• 知的資産  ：人的資産、研究開発能力、ライセンス（特許、商標、等）、等 

• 顧客資産  ：顧客データベース、顧客との信頼関係、等 

• ブランド資産：商品ブランド、コーポレート・ブランド、等 

これらは、何れも表 4－6－1 に示した一般的な資源例の中に含まれているものであり、

この点から見ても資源マネジメントと無形資産の管理が切っても切れない関係にあること

が理解できる。 

このように無形資産は企業価値を決定する主たる要因となりつつあるが、一方では、そ

のマネジメントが非常に難しいものであるとされてきた。これは、資源としての認識はあ

るものの、それをマネジメントするための方法論とそれに耐えうる定量的な評価値が十分

ではなかったことによる。今後は、本章で示した資源マネジメントの考え方を基本的な方

法論に、情報マネジメントで示す情報基盤をベースにして評価値を算出することにより、

無形資産に対するマネジメントが徐々に可能となってくるものと思われる。 

 

事例◆ ブランドエコノミクス1) 

無形資産の中でも も定量的な評価が難しいとされてきたブランド資産に関しても、近

                                                  
1) 伊藤によるこの試算の定義は次の通りである。①対象は電機業界、②営業利益が当該期間において 100 億円

以上増加、③期末従業員数が当該期間で増加、④株式時価総額が当該期間で 1,000 億円以上増加 

47％ 23％ 9％ 10％ 11％

18％ 10％ 6％4％ 62％

1983－1991

1992－1999

営業資産 金融資産 投資

有価証券含み益

無形資産
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年定量的なマネジメントを可能とするモデルが提案されてきている。「ブランドエコノミ

クス」は、ブランド情報と EVA を組み合わせることによりブランド戦略を構築するモデル

である（米国のコンサルティング会社であるスターン スチュアート社の手法）。今後は、

このようなモデルが沢山提案されてくると思われるので、 も使いやすいモデルを選択で

きる日がくることであろう。 
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第7章 リスクマネジメント 
 

概要 

プロジェクトには、必ずといってよいほど不確実性とリスクが内在するが、これらへの

対応を怠っていてはプロジェクトの成功は望めない。この中で、リスクはある程度まで管

理できることを理解しておくべきである。わが国は欧米と比較して、歴史的・文化的な背

景から危険予知、危機管理対応などにおいて、またプロジェクト管理のリスクマネジメン

トにおいても、遅れをとっているといわれている。 

このことは、国家プロジェクトでは大型開発プロジェクトが単年度ごとの国家予算から

組み立てらており、プロジェクトライフサイクルにわたるリスク管理が、それほど必要と

されなかったこと、さらには、民間向け設備建設プロジェクトにおいて、欧米諸国では一

般的である実費償還型契約、単価契約型プロジェクトとは異なった、定額請負型契約プロ

ジェクトが一般的であるために、ステークホルダーに対する成果責任の要請もあまり強く

なかったことに起因している。 

図 4- 7-1 リスクマネジメント概要 

このような環境では、企業・遂行組織内でリスク対応策が重要視されず、結果として大

きなリスクも甘受されてきた。しかし、技術革新のスピードが速く、プロジェクト期間も

短縮され、余裕をもった予算でのプロジェクト運営が困難な今日、競争の激しい民間向け

プロジェクトのみならず、国家プロジェクトにおいても、財政改革が叫ばれている中で、

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・プロジェクトには不確実性とリスクが必ず存在する
・リスクはマネジメント可能なものであると思考する

環境変化
制約条件

・ 上位に位置する定常的な組織の方針・経営環境
・ プロジェクト遂行中の社会的、戦略的方針等の環境変化
・ 技術的、人的資源、タイム、経済的な制約

・不確実性とリスクの
把握と対応策策定

・不確実性とリスクへの挑戦と
受容の決断

・損失コスト 小化
・アカウンタビリティ

（成果責任）の確保

・基本計画
・リスクの特定
・リスクの対応策準備（計画）
・対応策執行
・リスクマネジメント実施状況

の評価（プロジェクト期間を
通した再評価・監視・対応策
策定）

・予算超過の回避
・危険回避、安全確保
・予算内のプロジェクト完了
・納期・工期内のプロジェクト

の終了
・顧客満足
・事業収益の向上
・事業の拡大

・ 類似プロジェクトリスク事例集（チェックリスト／テンプレート）
・ スケジュールアクティビティごと（実績）精度の確率分布
・ リスク対応策事例集・データ等のDB

知識
データベース



 321 

今後はますます成果責任を強く要求されるであろうし、このためにはリスクマネジメント

が不可欠となる。 

「第 2 章 プロジェクトファイナンスマネジメント」においても、プロジェクトのステー

クホルダー間の合理的なリスク分担とリスク軽減の仕組みの取り決めについて解説してい

る。本章で取り上げるのは、これらも含めてあらゆるプロジェクトの状況に適用可能な実

践基礎知識とマネジメント手法である。プロジェクトの実践において,リスクマネジメント

を実行することは、多くのリスク事象を管理することになり、さらに好機（オポチュニテ

ィー）を得た事象は、よりよい成果と展開を得ることも可能となる。 

リスクマネジメントは、プロジェクト方針（計画・契約）などプロジェクトが置かれた

環境から、まずプロジェクトに対するリスクマネジメント方針を策定することから始まる。

次にプロジェクト全体の方針・契約書類などの中に存在する制約条件や不確実性を分析し、

リスク事象を特定する。それらを定量的に分析・評価し、対応策を準備する。これを執行

し、プロジェクトのライフサイクルを通して、実施状況を評価・監視する。 

これは初期計画段階に 1 回のみ行われるものではなく、繰り返し行われることを基本と

する。他のプロジェクマネジメントの実践エリアと同様に、ここで得たリスクに対する教

訓は整理され、データベース化して活用されなければならない。こうして習得したリスク

マネジメントに関する知識を包括し、プロジェクト計画・実施段階における生きたスキル

にしていく必要がある。 

尚、複数のプロジェクトが有機的に結合されたプログラムにもリスクはある。プログラ

ムに係わるリスクの本質的な概念はプロジェクトの場合と大きな差異は無い。プロジェク

トの場合は、管理すべき要素が予め明示的に与えられ、この固定的な枠組みの中において

リスクを特定化し、評価しながら、対応策を図ることがリスクマネジメントの基本となる。

一方、プログラムの場合には、ミッション実現の全体の流れの中における要素の失敗やプ

ログラムを有機的に構成するプロジェクトのリスクがプログラムにもたらすインパクトな

ど要素の相互連関性と全体観の中でリスク事象が評価され、全体ミッションの実現目的に

照らして、その対応が考慮されることが特徴的になる。また、ミッションの方向性を誤る

リスクやプログラムを構成する個別のプロジェクトが全体のプログラムにもたらすインパ

クトなど、リスクのあり方やその評価・対応の仕方にはプロジェクトとは異なる側面もあ

る。プログラムの全体観の中で、より大局観に立ち、柔軟にかつ動態的に考えることがプ

ログラムに係わるリスクマネジメントの前提になることになり、そのアプローチや適用す

べき技法は若干異なる。 
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1. リスクマネジメントの基本 

 

1.1. リスクの本質 

リスクとは、これから遂行しようとするプロジェクトの目的に対して影響を与える不確

実な出来事であり、それによって引き起こされる結果と影響度である。この結果や影響度

には悪い結果や影響だけでなく、好結果をもたらす場合もある。 

さらにリスクについては、図 4－7－2 のように内的リスク・外的リスク、動態リスク・

静態リスク、純粋リスク・投機的リスクなど、多角的な観点から分類ができる。 

図 4- 7-2 リスクの各種定義例 

上述のリスク定義と合わせて、直接危機（Peril：ぺリル）とリスクを発生させる環境要

因（Hazard：ハザード）とのリスク連鎖が、プロジェクト運営で大きな問題を起こすこと

を理解していなければならない。 

 

事例◆ リスク連鎖 

交通事故を例に取れば、「スピードの出し過ぎ（ぺリル）」と「道路が凍っていた（ハ

ザード）」の重なりがリスク連鎖であり、大事故が発生する要因となる。 

 

プロジェクト遂行に際して、どのような原因から、どのようなリスクが生じ、どのよう

な対応策を検討すべきなのかという観点に立ったリスク分類は、業種別の経験に基づいて

分類されるリスク特定化のツールとして、リスクマネジメントに役立つ。 

このような事例として、プロジェクトを取り巻くリスクを表 4－7－2 で 9 分野に整理し

ている。しかし、実際にプロジェクトを遂行する過程では、「政治情勢、経済環境、技術

革新の急激な変化」など、不確定要因によるリスクや企業の「人的側面、技術面、調達面

内的リスク：プロジェクトチームが統制し影響を及ぼすことのできる範疇のリスク
（要員の確保、コスト見積り等のリスク）

外的リスク：プロジェクトチームが統制し影響を及ぼすことのできない範疇のリスク
（市場動向、政府の政策等のリスク）

静態リスク：天変地異または人間の過誤と犯罪による損害に関係するリスク
動態リスク：変化特に人間の欲求の変化や機械類及び組織の進歩に関連するリスク

純粋リスク ：損害のみで利得のチャンスがない場合に存するリスク

投機的リスク：損害とともに利得のチャンスのある場合のリスク
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などの能力」に起因するリスクが存在し、前出の事例のようにリスク連鎖がプロジェクト

遂行の段階ごとに発生する。 

一方、リスクマネジメントは、「不確実な状況の中で、コントロールできる領域を 大

化し、原因と結果の関係が見えない、つまり、コントロールできない領域を 小化し、い

かにして好結果をもたらす決定を下すか」を対象とするものであり、発生した問題や目的

達成に対する課題の解決を見出すこととは異なるものである。 

 

1.2. リスクの基本概念 

1.2.1. リスク 

リスクは、プロジェクトの 終的な目標を阻害すると予想される結果（損失、事故、不

利益などの定性的・定量的な一つの事象もしくは状況で、転ずれば好機ともなり得る）と、

その起き得る確率からなるものである。例えば受注プロジェクトにおけるリスクとは、プ

ロジェクトは顧客との契約上の納期・工期に納まるのか、予算内に収めることができるの

か、プロジェクトチーム員の安全の確保は十分か、プロジェクトの成果物は定められた機

能・品質を保証することができるのかといったプロジェクトに内在する課題であると共に

これらを引き起こす外的な要因でもある。 

ちなみにリスクの基本要素は、次の 3 要素からなる。 

① リスク事象（Risk Event） 

② リスク事象の不確実性、発生確率（Risk Event Probability） 

③ リスク事象のインパクト（Amount at Stake） 

また、リスクは概念的に次の関数で表すことができる。 

リスク＝ｆ（不確実性〈発生確率〉、インパクト） 

 

1.2.2. プロジェクトのライフサイクルにおけるリスクの性格 

リスクの性格や内容は、プロジェクトのライフサイクルのとらえ方によって異なってく

るし、プロジェクトの内容次第でも大きく異なる。 

工事や施設建設などの受注プロジェクトのライフサイクルにおけるリスクは、図 4－7－

3 に示すような性格をもっている。プロジェクトの開始段階におけるリスク事象と好機をも

たらす事象は、プロジェクトの進行に従って減少していくが、リスク事象のインパクト（リ

スクが発生した時の損害額など）は、プロジェクトの終了（完工、引き渡し）に近づくに

従って大きくなる。計画段階は「リスク事象の多い期間」であり、遂行・引き渡し段階は

「インパクトの大きい期間」である。 
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リスクマネジメントによるプロジェクト初期段階でのリスクの特定と定量化を含む評価

から、プロジェクト計画・要件設定の未熟部分に対する対応策が不十分であると、プロジ

ェクトの遂行が進捗するに従って、問題が発生した場合の影響が大きいことは容易に理解

できる。発注プロジェクトの場合、リスクの総量（理論的にはプロジェクトを中断したり、

プロジェクトが予定通りに引き渡しができない場合、必要となる損害賠償費用を含む直接

的・間接的な費用の全額）と好機をもたらす可能性（ボーナスやインセンティブ、創意工

夫による付加価値の向上など）は、あらかじめ契約などによって定められ、リスクは当初

の段階で検討されることが特徴的な事象になる。 

 

図 4- 7-3 プロジェクトライフサイクルにおけるリスクの性格 

（注）上の図は、一つのライフサイクルが異なったフェーズに分けられ、この展開と

して Request for Proposal＝RFP でプロジェクトが始まり、引き渡しによって終結す

るまでのリスクのあり方を表示している。 

 

製品を開発、製造、販売する開発プロジェクトの場合には、製品の開発、製造、販売と

いうライフサイクルにおけるそれぞれのフェーズごとにリスクの性格と内容は異なる。開

発段階ではリスクの理論価値は大きいが、実際のリスクの過半は投入する資源（ひと、か

ね）で構成され、これが時間の経過とともに段階的に増加する。 

一方、開発される製品を製造するための技術開発や施設建設は、製品の開発レベルを考

慮して開始されるが、リスク事象の構成要素と内容はかなり異なってくる。製造された製

品を販売する段階もフェーズが異なり、市場リスクや原材料供給遮断など、新たなリスク

要素が生まれてくる。この様に製品を開発したり、製造したりするプロジェクトでは、投

計画 遂行・引き渡し

フェーズ１
概念・承認段階

フェーズ２
基本・詳細設計段階

フェーズ３
遂行段階

フェーズ４
引き渡し・完了

時間

￥

金
額

リ
ス
ク
の
増
加
（量
）

全 プロジェクトリスク

リスク事象のインパクト

リスク事象の多い期間

プロジェクトライフサイクルのフェーズ

インパクトの大きい期間
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入する資源（ひと、かね）の絶対量と蓄積、中断した場合の直接的・間接的費用がリスク

の総量である。これがリスク事象のインパクトを構成するが、これを上回る好機が、製品

販売による期待利益として得られることを前提とする。 

一方、受注プロジェクトでも顧客の立場からみた場合、プロジェクトはよりライフサイ

クルの長いものとしてとらえられ、開発、建設、操業・運営という一連の活動をプロジェ

クトとして把握することになる（たとえば PFI や BOT などの事業権契約の場合は、操業期

間をも含む契約期間全体が一つのプロジェクトとなる）。この場合、やはりライフサイク

ルのフェーズごとにリスクの性格と内容、そのインパクトのあり方が変化する。 

 

図 4－7－4 は、プロジェクトのライフサイクルが複数の異質なフェーズによって構成さ

れる場合のリスクの性格を表している。顧客にとってリスクは、開発段階で融資契約や建

設契約を取りまとめ、案件実現の枠組みをつくるまでが一つのフェーズとなる。そして、

リスク事象のインパクトは、建設段階を通じて増大するが（顧客にとっても、資産が確実

に形成され、事業の枠組みを実現するまでが 大のリスク要素になることに変わりはない）、

操業段階で低減、安定化する。逆に顧客にとっての好機は、操業段階での収益増大であり、

開発や建設に要した資金規模と操業・運営のあり方がこれを決める。好機を定める範囲と

幅が広いことが特徴となる。 

図 4- 7-4 プロジェクトのライフサイクルをより長くとらえた顧客側から見たリスクの性格 

（注）図 4-7-3 のフェーズは同じリスク事象の展開（リスク事象の同質性）を前提とし

ている。図 4-7-4 は、フェーズごとに異質のリスクから構成されている（リスク事象の

異質性）。このような場合、リスクの総量は全体の積分値となり、また各フェーズは

操業維持管理・運営

時間

￥

金
額

建設開発

施設の建設は顧客にとっても
も大きなリスクになる。操業

が一定の習熟度に達するまで
リスクは大きいが、以後、安定
化する。

プロジェクトの全体の枠
組み、建設契約や融資
契約等をまとめるまで
のリスク

プロジェクトライフサイクルのフェーズ
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一部層として重複する期間がありえる。なお、リスク事象の大きさはプロジェクトに

よっても異なり、図 4-7-4 はイメージを概念化したに過ぎない。 

 

一般的に開発プロジェクト（製品を新たに開発したり、プロジェクトファイナンスのよ

うに全体の枠組みを構築する開発型のプロジェクト）の場合、当初の段階では不確実性が

高くリスクの理論価値は確かに大きいが、現実的には開発に投入する資源（ひと、かね）

を管理し、段階的にプロジェクトに投入しながら、プロジェクトの実現の度合いを見はか

りながらに、さらに開発を進める考え方をする。リスクの特定化・定量化とリスク対応策

は、試行錯誤の中で段階的に検討される必要があるが、それは開発の過程で実現が図られ

るためである。一般的には、開発プロジェクトでは、プロジェクトに係わる全ての制約要

因が固定しているわけではないために、リスクが生じた場合には、柔軟な対応を取れる側

面も存在する。ただし、プロジェクトのライフサイクルが長くなっていることを考慮すれ

ば、プロジェクトの初期段階で、リスクへの対応策を整えるという基本に何ら変わりはな

い。 

図 4- 7-5 開発プロジェクトにおける開発リスク管理のあり方 

事例◆ 発電プラントのリスク内容 

発電プラントの場合、請負建設者としての建設リスクは図 4－7－3 のとおりである。一

方、顧客の立場からプロジェクトをとらえる場合のリスクは、図 4－7－4 のようになる。

契約の枠組みや融資契約を取りまとめるまでのリスクは、投入した資源の絶対量に比例す

る。しかし、枠組みを固定すれば、その時点で以後の展開における論理的なリスク 大値

を把握することができ、詳細なリスク対応策が立てられる。 

建設に関するかぎり、基本は図 4－7－3 と同じだが、建設期間の半ばから操業に向けた

体制の確立（発電燃料の供給体制構築、要員の教育と操業体制準備など）に関わるリスク

時間

金
額

リスクの理論価値

リスク事象のインパクト
＝主に投入した資源

（ひと、かね）



 327 

が発生する。さらに完工に向けリスクが増大し、完工後もプラントの操業が一定の習熟度

に達するまでリスクは継続し、安定操業期間に入るとリスクは一定レベルに低減する。 

操業期間におけるリスク事象は、さまざまな要素により構成される。市場リスクや発電

燃料供給遮断リスク、事故、不可抗力事由など、安定的な操業に支障をもたらす阻害要因

すべてがリスクを構成するが、リスクの内容とインパクトのあり方は、建設段階とは大き

く異なる。 

顧客が、一定期間の操業を含む全体のプロセスをプロジェクトとしてとらえる場合、フ

ェーズごとにリスク事象を把握し、その展開について評価をすることが適切である。なお、

この場合、顧客にとってライフサイクルの中で 大のリスクは、定められた期間で物理的

な完工を成し遂げることにある。なぜなら、施設が稼動し始めれば、収益活動が開始され

投資回収を図ることができるが、施設が完成しなければ収益は得られないからである。ま

た、投資回収が段階的に進めば、プロジェクト全体としてのリスクは低減していくともみ

ることができる。顧客にとって、操業段階における物理的な損傷による 大のリスクは、

タービンのローターシャフトの損傷事故である。この場合、その代替に長期間を要するた

め、仮に予備品や予備機をもたない場合、プロジェクトとなる事業そのものが崩壊しかね

ないリスクを孕んでいるからである。尚、電力会社と長期電力供給契約を締結する民間発

電（IPP）の場合には、これら顧客のリスク全てが契約者である民間事業者のリスクとなる。 

 

事例◆ ソフトウェア業界におけるリスク 

近では電化製品などの新製品開発において、ソフトウェアが絡まないものはないとい

っても過言ではない。ハイテク系では通常の開発期間は 6 カ月前後である。短納期とはい

え、昨今の世の中の動きの速さに対応するためには、ソフトウェアは 新のものを使わざ

るをえない。結果として現在は、将来発売予定の 新の OS やチップを利用することを想定

した開発となってしまう。組み込みソフトウェアはハードウエアとの組み合わせになるた

め、このような開発環境下ではハードウエア先行の開発となる。 

ソフトウェア側は開発開始時、ハード依存部分をソフトウエアシミューレータを利用し

て開発するが、ハードウエアが揃い 新版の OS やチップが実装された時には、当初予想し

ていた性能が現れないことがよくある。その場合、多くはハードウエアでは対処できない

ため、突然、その性能をソフトウェアでカバーしようとの指示が出され、ソフトウェアの

開発ボリュームが当初予定の数倍に膨れあがる。このような現象は常にプロジェクトの後

半に発生し、急な要員増加によるコスト増を招いたり、効率、品質への影響が顕著に出る

ため、 終的に市場に出してから回収する事態に陥ることもある。 
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初からこのようなリスクを想定したり、それが起こった場合の対処方法を考えている

企業は少なく、楽観的なケースをイメージして計画を立てているため、ほとんどの場合、

「ある日突然」問題が発生しプロジェクトが極端に混乱する。しかも、そのような経験が

社内でナレッジとして蓄積，利用されないため、毎回のように混乱を繰り返している企業

も少なくない。 

 

1.3. リスクマネジメント中核プロセス 

リスクマネジメントの中核になるプロセスは、プロジェクトに対するリスクマネジメン

ト基本計画の立案から始まり、以下の図 4－7－6 に示すとおりである［2］。 

1.3.1. 方針策定 

プロジェクト遂行に際して、どのような戦略、手法でリスクマネジメントを実施するか

という基本方針を規定する過程である。 

1.3.2. リスクの特定 

プロジェクトの遂行業務に対して、どのようなリスク源やリスク事象が影響を及ぼすか

を検討し、ブレーンストーミングを展開し、契約・仕様書のレビューなどから、リスクの

特性を文書化する過程である。 

1.3.3. リスクの分析評価 

リスクに結びつくと思われる事象、並びにリスク間の相互作用が、どの程度の確率で起

こり得るか、そしてどの程度の影響力をもつかを、評価、定量化する過程である。  

1.3.4. リスクへの対応策準備（計画） 

好機を 大限にし、脅威を 小限にとどめるための方策として、リスクの回避、軽減、

受容などの対応策を策定する過程である。 

1.3.5. 対応策執行 

計画された対応策を実施していく過程である。リスクマネジメントにおいては、リスク

の特定から対応策執行までの実施状況の確認・監視を繰り返し行うことが必要である。 
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図 4- 7-6 リスクマネジメント中核プロセス 

 

1.4. リスクマネジメント実践基本認識 

リスクマネジメントの視点では以下の基本認識が重要である。 

• リスクはあるとの前提に立つ。 

• リスクはできるかぎり合理的に特定（予知）、分析、評価して対応を準備する。 

• リスクには、好機（オポチュニティー）に転ずる可能性も存在する。 

「リスクは不確実なものであり、特定も困難であるから、リスク回避を試みても効果が

ない」と考えるのは誤りである。プロジェクト遂行は、必ず不確実性を伴うものであり、

リスクマネジメントが必須の要素になると考えなければならない。 

 

2. リスクマネジメント方針策定 

 

2.1. 企業・遂行組織の方針策定 

企業・遂行組織の経営者は、リスクマネジメントに対する基本方針と管理システムを明

確にしなければならない。そのうえで、リスクマネジメントシステムを企業・遂行組織の

中でだれが（どの部署が）責任をもって管理・メンテナンスしていくのかをも取り決める。

たとえば、計画から実施・運営までのプロジェクトの中で、決められたフェーズでプロジ

ェクト関係者と専門家合同の「リスク対策委員会」、もしくは「リスク検討会」を開催す

方針策定

リスクの特定

リスクの分析評価

リスクの対応策準備
（計画）

対応策執行

実
施
状
況
の
評
価
・監
視
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る。そして、定期的に決められた手法で総リスク量と対応策を検証するなどの管理の基準

と仕組みをつくることである。 

 

2.2. 個別プロジェクトの方針策定 

個別プロジェクトにおいては、企業・遂行組織の方針策定で規程されたリスクマネジメ

ント方針に従って、プロジェクトに適したリスクマネジメントの戦略と方針を策定し、管

理要領書として明確にすることである。プロジェクトマネジャーは、この方針・要領を実

効力のあるものとするため、プロジェクト関係者に周知徹底させ、次からのリスクマネジ

メント中核のプロセスを実施していく。尚、戦略と方針を策定する過程でリスク対応の厳

格性、あるいはリスクの許容度（リスクトレランス）は、プロジェクトの内容・特性によ

っては異なることに留意する。（たとえば請負プロジェクトでは、前提条件や与件が明示

的に定義されるため、リスクマネジメントは厳格になるし、リスクの許容度も小さい。一

方、開発型のプロジェクトでは、ミッションや目的の定義のあり方次第では、一定のリス

クトレランスの範囲内で目的を達成するということもありうる。この場合、柔軟性があり、

リスクの許容度も相対的に大きくなる。この様に、プロジェクトの定義、与件、要件の設

定のあり方次第で、個別プロジェクトにおける方針の内容は異なることがある。 

 

3. リスクの特定 

この過程は、プロジェクトで管理すべきリスク事象を可能なかぎり多く特定するプロセ

スである。リスクの特定は、「何が起きるか」と「いかにして、なぜ起きるか」を分析す

ることである。尚、プロジェクトが抱える個別のリスクの内容・特性(リスクプロファイル)

はプロジェクト毎に異なる。プロジェクトのリスクプロファイルを正確に理解し、把握す

ることにより、適切な形でリスクを特定化できる。  

 

3.1. リスク特定の基礎情報 

リスクを特定する場合は、リスクの概念・基礎知識を理解したうえで、以下にあげるよ

うなプロジェクトの方針・計画、契約に含まれる要件を基礎情報として検討を行うことに

なる。（ ）内は事例である。 

① 戦略的方針（プロジェクト開始時に戦略的に決められたことは何かなど） 

② 一国の法制度や慣習・文化などがもたらす制約（顧客、その他ステークホルダーの国

の法制度や政治的背景・文化などから起き得る問題など） 

③ 顧客ないしは市場における満足・受容度（プロジェクトの目的は何か、阻害要因は何
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かなど） 

④ 契約的制約（契約事項の履行困難な課題は何かなど） 

⑤ 組織の方針（プロジェクト組織、企業組織からくる問題は何かなど） 

⑥ 要件上の制約（基本設計条件などの要件上の問題となる可能性のある項目など） 

⑦ 技術的な制約（新技術要素は含まれるか、客先要求仕様・品質上の問題点など） 

⑧ 時間上の制約（スケジュールを守ることのむずかしさはどこにあるのかなど） 

⑨ 調達方針・計画（ベンダー・設計外注先選定とそのパフォーマンスの見極めなど） 

⑩ 経済的制約（受注時のコスト積算上の問題点と制約条件など） 

これらに加え、類似プロジェクトからの経験（人知）、フィードバックデータ（DB）の

過去情報も合わせて、リスクの特定が行われる。 

 

3.2. リスク特定のための手法 

プロジェクトに関わる各種リスク事象の発生までには、何らかの予兆が発生しており、

これらの予兆を早期に察知し、対応策を実施することが重要である。これらの予兆を分析

するための主なツール・技法として以下の方法がある。これらの詳細は巻末の用語集を参

照。 

① チェックリスト法 

② 6W1H 法 

③ ブレーンストーミング法 

④ ツリー法 

⑤ 識者へのインタビュー 

⑥ レビュー 

⑦ デルファイ法 

 

4. リスク分析評価 

 

4.1. リスク分析評価の基本 

リスク分析評価は、プロジェクトマネジメントにおける意思決定者が不確実な課題に対

し、主に確率と統計の基礎的手法を用いて、将来的に生じると思われるプロジェクトにと

ってのプラスとマイナスの事象を定量化して予測、判断し、適切な方針選択の手段とする

ことを目的とするものである。 

プロジェクトにおける多くのリスク事象は、高度な（新規の）技術分野、技術開発、エ
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ンジニアリング、マーケティング、ファイナンス、プロジェクト組織などの各分野に内在

している。これらの領域に携わる高い能力をもつ専門家が、しばしばプロジェクトマネジ

メントの基礎知識をもたず、また組織的な影響から、意思決定プロセスが貧弱であるため

に、選択を誤る場合がある。多くの企業や組織において、意思決定そのものが前例にとら

われ、かつ時代の流れに対応できず、非科学的なやり方に頼っている。こうしたリスク分

析評価の良し悪しが、特にコスト、スケジュールおよび品質に多大な影響を与える。 

リスク分析は、リスクと不確実性についての判断を数理的な論理思考に基づいた手法で

行うことであり、大きな不確実性を包含しているプロジェクトほど、信頼できるリスク評

価が必要となる。 

 

4.2. リスクの定量化手法 

リスクは定量化して評価する必要があるが、ここではその代表的な手法を述べる。リス

ク定量化の計算は、リスク事象の相対的な金額などを求める目安となるもので、その評価

の基本となる。 

4.2.1. 簡易的定量化 

これはリスク事象を、発生の可能性とインパクトの大きさから、マトリクス的に指標と

して判断する方法である。ただし、金額としてのプロジェクトリスク量を求めるわけでは

なく、リスク事象間の比較、全体リスク量の把握はできない。点数化して、どのリスク事

象に注目すべきか、総合的プロジェクトリスクの認識、リスク対応策検討には有用である。 

図 4- 7-7 リスク事象の総合評価 

これに類似して発生可能性（確率）とインパクトのマトリクス表を作り、ポイント化し

て、プロジェクトごとのリスク比較をしたり、プロジェクトのリスク評価をするさまざま

１００ LIKELY

発生可能性

２５ POSSIBLE

５０ POSSIBLE

７５ PROBABLE

０

インパクト１００７５５０２５０

不可

領域

安全

領域

危険領域

（１）

危険領域 （２）

危険領域

（３）

注意領域 （１）

注意領域

（２）

注目

領域
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な手法がある。 

（注）インパクトの判断基準は、事業体ごとに基準を統一して定める必要がある。 

4.2.2. リスクの金額評価 

リスクの金額評価は、下記の式から求められる。 

全体リスク量＝Σ個別リスク量＝Σ〔不確実性（確率）×インパクト（金額）〕 

• 不確実性 ：各リスク事象が発生するであろう確率の見積り 

• インパクト：各リスク事象の発生影響額（収益もしくは損失） 

さらに、リスクの金額評価は、不確実性のもとでの意思決定の手法としても有益である。

同じ事象について、選択肢がある場合、その起き得る確率の総和は確率論から 1.0 になる。

この基本的な原理を利用し、選択肢のロジックツリー（ディシジョンツリー）から科学的

な意思決定を可能とする。ここで確率（可能性）と金額（結果額）を掛け合せたものを期

待額（Expected Monetary Value＝EMV）という。 

 

事例◆ 意思決定に導くロジックツリー 

図 4－7－8 のロジックツリー（ディシジョンツリー）は、あるシステムを生産したい時、

A 社では自社でソフトを購入し生産するか、下請けに外注するかという選択肢の例である。

この例では、今後、市場が好転する場合と悪化する場合の確率、ソフト購入費と外注費を

除いたそれぞれの結果額（利益）を予想し、期待額（EMV）を計算して判断している。 

図 4- 7-8 ロジックツリー（ディシジョンツリー） 

 

ソフトの購入

事象の選択
下請への外注

41,000m¥

40,000m¥

70,000m¥

市場好転

市場悪化

P＝0.8

P＝0.2

市場好転

市場悪化

P＝0.8

P＝0.2

EMV＝ 68,000m¥

EMV＝ 48,000m¥

下請けへのソフト外注

結果額：80,000m¥、EMV＝64,000m¥

結果額：20,000m¥、EMV＝4,000m¥

結果額：60,000m¥、EMV＝48,000m¥

結果額： 0m¥、EMV＝ 0m¥

（期待額：EMV）

（注） 1) 結果額は利益を意味する（除くソフト購入費）
2) 下請けへの外注費70,000m¥
3) 外注の場合とソフト購入の利益差

20,000m¥とみる
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4.2.3. 統計とシミュレーションによる手法 

プロジェクトの総コストを積算する場合には、個々の積算の予想コストをベースにして

統計で使う計算を用いて、プロジェクトの総コストの予測幅を求めることができる。この

場合は確率分布の計算手法が使われる。 

シミュレーションによる解析は、リスク事象を選定して、事象ごとの発生確率を推定し

てモデル化していく。モデル化に際しては、過去の実績データ、リスク事象の性格による

確率分布（一様分布：事象に関する情報が得られない場合、正規分布：自然現象、製品の

誤差など、三角分布： 大値と 小値の間である値が も発生する確率が高い場合など）

を活用し、リスクが発生した場合のインパクト（金額・スケジュールなど）に対して、分

布型に応じた 大・ 小値などのパラメータと合わせて推定し、モンテカルロ法を基本と

した PC ソフト等により試行する。その結果を解析して決定するものである。 

 

5. リスクへの対応策準備 

リスクへの対応とは、プロジェクトにおいて、分析・評価されたリスクを低減・除去す

るために、優先順位に従って必要な対応策を実施することである。リスクへの対応は、リ

スクの回避，軽減，分散，移転を行うリスクコントロールプランと、このような処理手段

を講じても、完全に除去することがむずかしいリスクに対して、資金的に対応を図ろうと

するリスクファイナンスに区分される。 

 

5.1. リスク対応策の構成 

リスク対応策は、図 4－7－9 のとおりリスクコントロールプランとリスクファイナンス

に大別される。リスクコントロールプランとは 小の費用で効果的にリスクがもたらす損

失を回避する、もしくは低減を図るプロセスであり、リスクの回避、軽減、分散、移転な

どの考えをいう。リスクファイナンスとは、実際にリスクが現実化した場合の損害に対す

る補償を予め準備しておくことをいい、リスクの移転、保有などの考えをいう。 

リスクコントロールプランによって回避，軽減，分散，移転ができず、また、リスクフ

ァイナンスでも対処できないリスクについては、リスクとしてプロジェクトに保有される。

プロジェクト遂行段階において、不都合なリスク事象が発生し、適切な対応策が見つから

ない場合には、迂回策（Workarounds）も取られる。 
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図 4- 7-9 リスク対応策の構成 

このリスク保有に対処するために、プロジェクトの見積り金額の中に計上されるリスク

対処費用がリスクマネーであり、その定義としては、表 4－7－1 のようにエスカレーショ

ン、コンティンジェンシー、見積りアローワンスの 3 項目があげられる。 

表 4- 7-1 リスクマネーの定義 

＜エスカレーション＞  

当初の見積り後、制御し得ない市場要因で履行コストに変動をきたし、完工時コスト

との間に差異が生ずることが予測される場合に備え、あらかじめ、それを調整するた

めに見積り額に入れておく予備費。 

＜見積りアローワンス＞  

原価見積もりに際し、仕様上もしくは数量上明確に把握することが難しいが必ずコス

トとして発生することが予測されるため、設計、製作、施工といった各項目に一定の

ファクターを乗じて見積り金額に算入しておく予備費または予備数量をいう。 

＜コンティンジェンシー＞  

一般に発生の可能性はあるが、不確定であるため現時点では定量化することが困難な

潜在的コストに備えるために、プロジェクト予算上に設けられた危険予備費である。 

 

 

5.2. リスク対応策一般プロセス 

プロジェクトにおけるリスク分析評価と対応策決定のために、一般的な問題解決プロセ

スについて、プロジェクト入札時点を例に取って考えると、以下の 3 つに分けることがで

リ
ス
ク
対
応
策
の
構
成

リスク
コントロール

プラン

リスク
ファイナンス

リスクの回避：契約形態・条項による当事者間での配分 等

リスクの軽減：事前の対応策立案（実行管理体制強化） 等

リスクの分散：コンソーシアムの結成 等

リスクの移転：ステークホルダーに移転 等

リスクの移転：保険（民間・政府）による対処 等

リスク保有：リスクマネー（エスカレーション、コンティンジェンシー、
見積りアローワンス）の計上。または自家保険による
負担 等
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きる。 

(1) 代替案からの選択 

• 外部から購入するか、組織内製作またはリースするか。 

• 購入する設備機器の大きさと台数。 

• 資産の 良の利用方法と処分方法。 

(2) 価値の選定 

• プロジェクトまたは新規事業の価値と要素。 

• 契約リスクまたはプロジェクト収益予想。 

(3) 変数に対する 適価値 

• 受注の可能性と受注することによる 大価値のための入札金額。 

• 設備装置類の 適構成と機能。 

 

6. リスク教訓の整理 

プロジェクトは有期性をもち、かつ独自性であることより、リスクマネジメントは多様

で困難であり、それ故に必須のマネジメント要素となる。したがって、効果的なリスクマ

ネジメントを進めるうえでは、過去の実績データを活用し、識者・経験者の知を駆使して

進めることが大切である。このため、個別プロジェクトのリスクマネジメントに関する一

連の過程・結果は、教訓・事例集・データベースとして整理し、保存されなければならな

い。その前提として、企業における知識データベースのシステムづくりが必要である。 

 

6.1. 類似プロジェクトリスク事例集 

プロジェクトの終了時点では、改訂が常に行われている 終版のプロジェクトリスクチ

ェックリスト（特定されたリスク事象）でリスクマネジメントの成果を評価し、実績デー

タベースとして、後続のプロジェクトが使いやすいかたちで保管される必要がる。 

 

6.2. スケジュールアクティビティーごとの精度の確率分布データ 

スケジュールリスク解析の精度を上げるためには、計画スケジュールと実績スケジュー

ルの差異、振れ幅を作業の種類ごとに統計的に整理し、確率分布のデータを保持する必要

がある。同様にスケジュールに限らず、プロジェクトコストに対する統計解析など、シミ

ュレーション解析を進めるうえで、基礎データをもつことも重要である。 
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6.3. リスク対応策事例集 

プロジェクトのリスク事例集とともに、対応策とその結果・成果に関する教訓を整理し

た事例集の作成も重要である。 

表 4- 7-2 リスクの分類 

No. リスクの分野 概要 
1 政治・経済リスク 政治情勢や経済環境の急激な変化による「為替の大幅変動」「インフレ

の進行」等プロジェクトの採算に影響。 
2 社会リスク 海外でプロジェクトを遂行する際の諸外国における法律、許認可、安全、

インフラ、労働条件等に起因するリスク。国内においても、環境アセス

メント・住民運動等プロジェクトのスケジュールに影響を及ぼす。 
3 契約リスク 顧客、ベンダー、業務委託先の間で交される契約形態・条項のうち、「納

期遅延保証、プラントやシステム等の性能保証、支払条件、保険条件等」

に起因するリスク。 
4 客先リスク 顧客の考え方や業務体制、プロジェクト遂行方法、技術レベル等が把握

されておらず、その認識差により、プロジェクト遂行段階において顧客

との間で発生する摩擦等のリスク。 
5 技術リスク 対応プロジェクトに必要な技術に関する「能力不足」または「見通しの

甘さ」等に起因するリスク。 
6 調達リスク 調達先である、ベンダー・業務委託先の倒産、能力不足に起因する製作

物（含むシステム）の機能不備・納期遅れ等のリスク。 
7 経営リスク 企業の経営管理、運営、経営方針等に起因するリスク。 
8 金融リスク 債権回収、ファイナンス、投資に関わるリスク。 
9 人的リスク プロジェクトに対応する要員の確保・資質に関わるリスク。 

 

 

7. プログラムのリスクマネジメント 

 

7.1. プログラムに係わるリスク 

プログラムとは、複数のプロジェクトが有機的に結合した事業でもあり、プログラムに

もプロジェクトと同様に当然リスクは存在する。ただし、プログラムのリスクとは、プロ

ジェクトと比較した場合、類似的だが若干異なる側面もある。例えば、プログラムリスク

とは下記リスク事象を意味する。 

① プログラムを構成する要素であるプロジェクト自体が失敗するリスク、あるいはプロ

ジェクトの要素がもたらすリスク事象で、プログラム全体へ影響をもたらすリスク

（構成要素のリスク事象がプログラム全体へ影響を与えるリスクで因果関係が特定

できるケースになる。あるいはプログラムを構成するプロジェクトの選択ミスリスク

などもありうる。この場合は、プロジェクトの選択がおかしく、全体としてのミスマ

ッチが生じ、これがプログラム全体にとってのリスクとなる事象になる）。 
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② 個別のプロジェクトにおけるリスクが、プロジェクト間の相互連関性やインターフェ

イスを直接的な起因要因とし、別のリスクをもたらすリスク事象（個別のプロジェク

トにおける適切と思われる対応が、プログラム全体から見た場合、新たなリスクをも

たらす事象になるというケースである）。 

③ プログラムが志向する全体ミッションの方向性が様々な要因により狂い、初期のミッ

ションとは異なった結果をもたらすというリスク（因果関係が明確に特定化できず、

目的、価格、スケジュール、内容などが当初のミッションから逸脱してしまう事象）。 

即ち、プログラムレベルでのリスクとは、プログラムのミッション達成を踏まえた全体

観に立脚したリスクや、プログラムを構成するプロジェクトの相互連関性や相互依存性に、

より依存したリスクということができる。個別プロジェクトで発生するリスク事象は、個

別プロジェクト内において対応できても、プログラムの観点からは、これが別の新たなリ

スクをもたらすことがある。 

 

7.2. プロジェクトとプログラムにおけるリスクマネジメントの差異 

プロジェクトに関するリスクマネジメントは、①一定の与件や前提条件が明示的に与え

られており、この枠内において、ミッションを達成することが求められ、②予め予定され

ている費用、品質、スケジュールを乱す要素がリスク要素として把握されることになる。

この意味では、プロジェクトのリスクマネジメントとは、プロジェクトを構成する個別の

要素やリスクのあり方、対応措置などを詳細に検証し、実践するプロセスになる。 

一方、プログラムに関するリスクマネジメントは、①資源や要素などの考慮の対象とな

る前提条件は必ずしも固定的ではなく、全体の枠組みの中である程度柔軟に、かつダイナ

ミックに取捨選択や代替を前提に、対応策を考えることができる。また、②個別の要素か

らの発想ではなく、より大局観に立ち、資源の再配分や、優先度の変更、要素や部分の代

替や置換、修復を図ることができ、これをリスクへの対応策とすることもできる。これら

が、根本的にプロジェクトとは異なる側面になる。この意味では、プログラムに関するリ

スクマネジメントとは、個別のリスク要素を特定化し、これを分析し、対処手法を考える

というよりも、全体のプログラムの枠組みの中でプログラムのミッション達成を実現する

ために、均衡（バランス）を保持しつつ、対応措置を考えることを基本とする。 

プログラムの内容や性格などによっても異なるが、個別のプロジェクトにおけるリスク

事象は、個別のプロジェクトの中でのリスク対応措置になり、この場合は１～６に記載し

たとおりの考え方が踏襲される。一方、個別の要素であるプロジェクトから生じたリスク

がこのプロジェクトだけに留まらない外部的なインパクト（影響）をもたらす場合、まず
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全体のプログラムの観点から、その影響度を評価し、適切な対応措置をとる必要性が生ま

れる。 

プログラム全体から見た場合、この対応のあり方には下記選択肢がある。 

① 当該プロジェクトを切り捨てる（ただし、プロジェクトの取捨選択を行っても、全体

のプログラム達成には大きな影響は無く、これが無くとも当初の目的を十分達成でき

るとする判断がある場合に限られる）。 

② 当該プロジェクトの機能を代替する（一つのプロジェクトが担ってきた機能や役割を

別のプロジェクトないしは別の主体が機能的に代替する）。 

③ 当該プロジェクトを修復する（あくまでも全体のプロジェクトの枠組みを壊さずに、

これを維持しつつ、全体への影響を軽減する手法を考慮し、この枠組み・体制の範囲

内で修復を図る）。 

よって、プログラムの場合、予めリスク要素を特定化し、評価した上で対応方針を決め、

実践するという固定的な考え方ではなく、プログラム全体の進捗状況を勘案しつつ、全体

のバランスの中で、まずリスクの影響度を評価し、この評価に応じて、プログラム達成の

ための対応策を柔軟に考えていくアプローチをとる。プロジェクトは要素のリスク管理と

なるが、プログラムの場合には、全体の枠組みとミッションの方向性を維持するためのリ

スク管理になる。 

 

7.3. プログラムリスクのマネジメント 

プログラムリスクマネジメントの中核プロセスに関する基本的考えは、プロジェクトの

場合と類似的になる。予めリスクに対応する方針を策定（判断基準の設定）することにな

るが、これは概念的なものになる。リスクが起こりうる領域や対象プロイジェクトはプロ

グラムレベルでは、これを想定することはできるが、個別のリスクマネジメントはプロジ

ェクト単位で実践することが基本になる。何らかの理由・背景により、リスクを特定化で

きた場合には、その影響度に関し、全体のプログラムの観点から分析・評価を行い、対応

措置を考えることが基本的なプロセスになる。よって、リスクの性格より、リスク要素を

予め個別詳細に展開するというよりも、概念的なものとして把握・定義し、個別のリスク

事象を特定化できる段階で、初めて相互関連性の程度や全体への影響度を評価し、その対

応策を考慮するという考え方になる。 

即ち、 

① プログラム全体の観点からのリスクの評価が対応の選択肢を決める（リスク事象をプ

ログラム全体の中でまず評価し、その影響度を考慮したうえで個別の対応措置を考え
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る）。 

② リスクマネジメントにおける優先度や努力の傾注のあり方も、上記次第となり、対応

措置のあり方もこれに伴い柔軟に判断する必要がある。 

プログラムにおけるリスクマネジメントの対応措置としては、下記を前提として考慮す

べきである。 

① プロジェクトと同様に、プログラムを管理するための体制の構築。 

② 情報を集中し、把握する体制の整備（個別プロジェクトに関する全体状況や情報を正

確に把握できることが全体のプログラムリスクマネジメントを容易にする）。 

③ 継続的な全体プログラムの進捗状況の監視と個別プロジェクトとの円滑な意思疎

通・連携。 

④ 無駄の排除、リソースの効率的な配分への配慮（不要プロジェクトの取捨選択を含む）。 

 

また、プログラムの内容・性格次第では、プログラムとしてリスクの許容度が厳格なも

のもあれば(例えば宇宙開発プログラムなど、全体のデリバリーに失敗が許されないプログ

ラム、あるいは要素の失敗がプログラムに対し、致命的な影響をもたらす場合においては、

個別の要素となるプロジェクトにおいても、リスクの許容度は厳格になる)、一定のリスク

の許容範囲であれば、プログラムとしての目的を達成できるというものもある（例えば、

技術進歩のピッチが早い情報システム関連のプログラムなどは、一定の許容範囲内で全体

を早く纏め、ミッションを達成することが求められる）。これにより、個別のプログラム

毎に対応手法などが変わることもある。かかる場合、プログラムにおけるミッションのリ

スク許容度に関しては、予め判断基準を定め対応方針を決めた上で、リスクマネジメント

手法を考えることが必要である。 
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第8章 情報マネジメント 
 

概要 

本章ではプログラム・プロジェクト遂行業務における「情報」の利用と手段及び留意点

について解説する。又、近年においては情報マネジメントに不可欠となった情報技術（IT）

を活用した情報基盤についても言及する。 

近年のプロジェクトは、地球環境問題への対応やグローバル競争環境下での新たな価値

をもったビジネスの創出など、従来にも増して創造的かつ複雑系のプロジェクトが多くな

り、また成果発揮までの迅速性が要求されている。そのため、プロジェクトの遂行を効率

的に行うことは当然として、自らの組織だけでなく世の中に存在する技術・知識・ノウハ

ウをできるだけ多く取り入れ、迅速かつ的確な意思決定を行うことが必須となっている。

この要求に応えるためには、プロジェクトの内外における大量の情報を効率的且つ適切に

利用するためのマネジメントが重要である。 

図 4- 8-1 情報マネジメント概要 

 

 

 

 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・ プロジェクト情報システム適用範囲、方式の決定
・ プロジェクト情報システムの再利用、新規導入採否の決定
・ 情報システム利用の費用対効果

環境変化
制約条件

・ システム、データ・情報の陳腐化、統一性の欠如
・ 外部との情報連携機会の増大

・プロジェクト業務の効率化、
高度化

・意思決定の迅速化、確実化
・プロジェクトコスト削減
・プロジェクトのステーク

ホルダー間の情報共有の
促進

・システムズマネジメント方式
の決定

・情報システムを適用する
プロジェクトマネジメント業務
の決定

・プロジェクト内共有情報及び
コミュニケーション方式

・プロジェクトマネジメント業務
の精度向上

・プロジェクトメンバー間コミュ
ニ ケーションの向上

・共有情報の蓄積と効果的
活用

・ 現有プロジェクト情報システム
・ 効果的なプロジェクト情報システム適用事例

知識
データベース



 343 

1. 情報資源とプロジェクトマネジメント 

 

1.1. 情報資源、知的資産 

現代において情報資源は広範囲大容量に氾濫しており、必要な情報を取捨選択し必要な

情報をタイムリーに獲得するプロセスが不可欠となる。組織にとって、情報とその活用は

人体における血流と同様、重要な活動である。情報ネットワークを隅々にまで張り巡らし、

還流を形成し、価値創造や複合問題の解決を迅速、且つ有効に行うためには、情報は必要

不可欠な資源といえる。 

また、情報の知的資産化は、情報の収集、加工、配布、共有、蓄積・データベース化、

知識化などを通じて実現する。その中で、情報技術は重要な役割を担う。 

 

1.2. 情報マネジメント 

情報には、鮮度、正確性（信憑性）、品質、共有化などが求められ、これらの水準の維

持・評価・改善のサイクルは、情報マネジメントの重要な役割の一つである。 

また、課題処理・問題解決のために情報の高度利用、及び、情報技術を活用することは、

情報マネジメントにおいて更に重要な役割といえる。 

 

1.3. プロジェクトマネジメントと情報マネジメント 

1.3.1. プロジェクト遂行情報とマネジメント情報 

プロジェクトを所定通り遂行し、目標を達成するためには、プロジェクト遂行に関する

情報やマネジメントに関する情報は必須である。プロジェクトの遂行を円滑にする仕組み

の設計は、プロジェクトの立ち上げと並行して行う必要があり、プロジェクトの成否にか

かわるといっても過言ではない。情報マネジメントが当初計画の思惑通りに働いて、はじ

めてプロジェクトマネジメントが大きな効果を発揮する。 

1.3.2. 人間系・文化系をつなぐ情報基盤 

プロジェクト立ち上げにおいて、もう一つ大切な側面がある。それは、人材とチームワ

ークからなる人材基盤の形成と、創意工夫の触発をもたらす文化基盤の形成である。そし

て、人材基盤と文化基盤のシナジー効果を高める基盤が情報基盤であり、この情報基盤は

コミュニケーション、コラボレーションを増進し、知識創造をもたらすグローバルでオー

プンな環境を提供する。 
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2. 本ガイドブック（本章）における“情報”の定義 

現代においては「情報」という言葉は様々な用い方をされており、一概に「情報」とい

っても前後の脈略や分野の違いによって異なった意味を成す。本ガイドブックにおいては、

情報を以下の３種類に分類し定義するものとする。 

• データ 

ある目的を持って収集された資料・サンプル 

• インフォメーション 

物事の内容や事情についての知らせ 

• ナレッジ 

データやインフォメーションを論理的に組み立てて知識化されたもの 

と定義する。 

情報は、一般的に下図のようにその内容が変化すると考えられ、右に行くほどその情報

は価値が高くなると考えられる。 

但し、データのみ存在価値を有するものもあるし、知識体系として一般化され、知恵・

英知といった概念に到達しないものもあるように、必ずしも変遷するものであると既定す

ることはできない。 

図 4- 8-2 情報の内容 

上図の内、カオスもデータの一部又は根源体、ウィズダムはナレッジがより成熟又はリ

ファインされたものとして（カオスをデータに、ウィズダムをナレッジに）包含して考え

ることも可能とする。 

 

3. 情報マネジメントの目的と主要素 

 

3.1. 情報の選択と利用 

データ、インフォメーション、ナレッジを活用するには、それぞれ利用目的の特性に適

情 報 

ナレッジ インフォメーションデータ 

カオス 

混沌・混乱 

Caos/Khaos 

インフォメーション

報告・通知・報道

Information 

ナレッジ 

知識・学識

Knowledge

データ 

事実・記録 

Data 

ウィズダム 

知恵・英知 

Wisdom 
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合した、また一方、どのような場合にも共通するアプローチがある。この二面をとらえて、

データ、インフォメーション、ナレッジごとにプロジェクト・プログラム「情報」のマネ

ジメントの適用目的と要素・特性について解説する。特に、データとインフォメーション

については「あるがまま」の状態で放置すれば、物理学のエントロピー増大の原理にいう

不秩序度を増し、カオスの状態となり、このままでは利用はおぼつかない。したがって、

この状態のものを加工し、リファインして価値のある状態に高め、「資産」とする必要が

ある。 

3.1.1. 情報と情報マネジメントの可視化の必要性と意義 

情報を「資産」として活用するためには、価値あるリソースの集合（分類・科目・カテ

ゴリ）を構築し、出来上がった資産を時機に応じて取り出し、有効に使用できなければな

らない。そのための第 1 歩は情報を整理することである。 

(1) データについて 

データには、数値化された事実、事象の記録（資料・画像・音声等）等がある。データ

を処理して付加価値を発生させるには、利用目的を明確にし、それに向けて膨大なデータ

を一元的・体系的に収集し、管理し、分析して有意な結果を得るプロセスが必要であるが、

そのためには、まずデータを可視化することが重要である。また、可視化することによっ

て共有化も可能になる。未加工の状態（「一次データ」と呼ぶ）では有機的な意味を持た

ない。利用目的に適合するように整理し、可視化して、加工してこそ（「二次データ」と

呼ぶ）価値を産むのだが、この基本的な可視化プロセスの重要性はインフォメーションの

場合もナレッジの場合も同じである。また、特に可視化された後の一次データから二次デ

ータへの処理をするためには、情報システム（IT）は不可欠なツールもしくはツール以上

のものである。 

データから価値を産む分析・加工のプロセス手法には統計解析とデータマイニングがあ

る。統計解析は規定した法則の事後検証的であり、データマイニングは未来予測的とも言

えよう。どちらの方法であっても、その結果から、例えば優秀な経営者は、誰も気づかな

かった法則を発見し、隔たった情報同士を有意に結びつけビジネス機会を得るかも知れな

い。もしくは、皆が気づいていた法則であっても、新しい時代における意味を見つけビジ

ネスモデルを創り出すこともあるであろう。研究者であれば、生物学的もしくは物理学的

な法則を見つけ、科学的な発展に寄与するであろう。なお、この見つけ出す分析・加工の

過程ではノイズにあたるデータを無視、または捨て去ることもまた必要なことである。 

なお、マイニングとは「探鉱」を意味するが、これには 2 段階のプロセスがあり、「大

量の情報の中から適切な手法によって簡単には見えない法則を見つけ、可視化する」と、
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「可視化された法則の中から砂金のような価値ある情報を探し出すこと」とである。 

データマイニングの結果が有効に活かされる分野として、CRM*1 を代表とする営業活動、

販売促進活動が挙げられる。データ収集の方法としては POS 管理*2 が代表的である。 

なお、分析のため専用の目的でデータを集積されたデータベースをデータウェアハウス

と呼び、データマイニングは分析手法の総称である。 

表 4- 8-1 具体的な分析手法 

 

 

 

 

 

 

 

*1 CRM ： Customer Relationship Management 情報システムを応用して、

企業が顧客と長期的な、ビジネス良好的な関係を築く手法 

*2 POS ： Point Of Sales  商品に付いているバーコード情報を利用して、

販売時点であるレジで購入商品（商品名、数量、金額）を規定し、顧客の性別や年齢

層などを容易に入力できるようにし、即時に情報を収集し、分析して経営管理活動に

役立てる。 

 

図 4- 8-3 POS の価値付加の流れ 

(2) インフォメーション（伝達情報）について 

どんなプロジェクトでもカオスの状態から、次のステップへと昇華するためには問題点

（あるがままの状態）を整理のうえ可視化して、目標（あるべき姿）を明確にし、その目

具体的な分析手法としては次のものがある。 

◇回帰分析 

◇決定木分析 

◇クラスタ分析 

◇自己組織化マップ 

◇連関規則 バスケット分析 

 POS の価値付加の流れ 
  
 

  

 

 データ 
（店舗、レジごとに） 
品目、単価、個数、顧

客の性別、年齢層 等 

インフォメーション 
（店舗ごと、地域ごとに） 
売上げデータの日計等の 
集計 

ナレッジ 
(企業戦略) 
購買層分析、季節動向 
分析、売れ筋商品分析 
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標実現に向けての実行計画を立てるのが基本原則である。*3 

 

図 4- 8-4 現状調査から改善実施計画作成までのフロー 

さて、「情報システム」を例にとると、一般に、情報システム開発のプロジェクト・プ

ログラム推進上の問題点には次のものが挙げられる。 

• 開発要件の定義の不完全さ 

• ビジネス戦略の不統一性、一貫性のなさ 

• マネジメント体制（組織力、開発マンパワー）の不備 

• リスクマネジメントの見通しの甘さ 

• コントロール範囲を超えた要件の変更 

• チーム内コミュニケーションの不十分さ 

情報システムに関するプロジェクトでは、対象の開発要件やスタッフやシステム等の環

境条件はさまざまであるが、これらの問題解決等そのプロジェクト推進の要諦には共通し

たものがある。「標準化されたプロセスに則る」ことが重要であり、またそうすることに

よって、情報を共有化しやすくなるのである。 

一方、可視化されたインフォメーションは、「取り出し」や参照が容易なように、体系

化と一元化も重要な要素となる。（具体的には組織間で意味を共有できるコード体系：桁

数や桁ごとに意味があるドキュメントコードや勘定科目コードが挙げられる） 

 

以下では代表的な「標準化」のアプローチとして CMM/CMMI を紹介する。 
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「ソフトウェア危機」*4 という表現が使われた時期があった。ソフトウェアの開発に

おいて、ユーザー要件の変更が相次ぎ、これに起因して完成した製品の品質評価が劣った

ものになる、これらのシステム障害発生により、経済や社会に多大な影響が生じる、とい

う危惧を背景にして生まれた標準化手法が CMM/CMMI である*5 

なお、CMM はあくまでもモデルであり、記述されているのは「何がなされていなければ

ならないか」であって、具体的な指示ではない。したがって、適用するには記述項目を自

分たちが日常使っている言葉に置き換え、自分たちの文化として消化し、具体的に可視化

することが必要である。 

*3 以下、文中 CMMI については、「失敗のない MM/CMMI」 株式会社アレア著 

日経 BP 社 2004 から引用した。 

*4 1968 年 ドイツで開かれた NATO 科学委員会の席で初めて使われた。 

*5 CMM Capability Maturity Model 米国国防総省が 1980 年代初頭に、より

品質の高いソフトウェアを開発するために、「ソフトウェア工学」の研究機関をカー

ネギーメロン大学に設立させ、開発の能力レベルの客観的評価指標として、第 1 版が

1991 年に発表された。 

CMMI  Capability Maturity Model Integration CMM の統合版後継モデル

で、ソフトウェア開発(SW)だけでなく、システムエンジニアリング(SE)、統合製品プ

ロセス開発（IPPD）、供給側調達(SS)のいくつかの目的分野に応じた種類がある。 

(3) ナレッジについて 

ナレッジである要件としては 「付加価値のある体系的なものであること」「組織全体

で共有されていること」が挙げられる。 

ナレッジをマネジメントするアプローチについては、第 10 章 バリューマネジメントに

触れられているので、ここではそのマネジメントされた結果を、価値の活用かつ組織とし

て共有する観点で見ていきたい。 

ナレッジを可視化するには、暗黙知から形式知への変換プロセスを経て、かつその形式

知を組み合わせ、新たな知識の創造を行うことが重要である。 

形式知への変換方法の代表的なものとしては「マニュアル化」がある。活用されるマニ

ュアル・形式知であるためには チームワークを重視したナレッジまたは具体的なインフ

ォメーションの共有が必要であり、この共有を実現するのはチーム間での価値観の共有と

コミュニケーション（情報の伝達）である。 

例えば、ナレッジにつながるマニュアルとするには、文章化の中でも工夫が必要である。

たいていの場合、ナレッジは小さな組織内だけでの共有に終わっては輝きを発揮しない。
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そのため、組織内だけに通じる省略語や特有な表現は、ある程度表現形式を統一すること

によって改善しなければならない。また、文章化できない「コツ」のようなものは原則的

な文章化とともに KnowWho がわかる工夫も必要となる。また、 終的に顧客に価値を還

流されるという観点を持つならば、生産者側の視点ではなく顧客の立場になっての表現も

有効となる。その究極的な例が「経営理念」であろう。 

なお、ナレッジがより成熟したものになり、リファインされるとウィズダムという資産

になる。しかし、ウィズダムには、個人の暗黙知という形をとることが多い。 

体系化されたナレッジは、他の組織からも参照できるように、「ベストプラクティス」

として可視化されることがある。多くの外部組織にとって、「ベストプラクティス」を参

照し、咀嚼し、自分たちの文化を加味した上で活用することは重要なナレッジの成果再生

産につながる。 

表 4- 8-2 有効利用される例 

 

3.1.2. 学習する組織とプロジェクト 

付加価値を付けられたデータ、インフォメーション、特にナレッジはプロジェクトを遂

行する組織もしくは経営・事業を遂行する組織に還流されなければその価値を共有するこ

とはできない。 

既に自己組織の資産となっているものから、もしくは外部組織のベストプラクティスか

ら、プロジェクトもしくは事業を進めながらナレッジを活用するとともに、さらにスパイ

ラル的にナレッジを発展させ練上げ、新たな、重層的な資産として次のプロジェクト・事

業に引き継いで行くことが出来れば「学習する組織」を実現することなる。 

なお、ナレッジを引き継いでいくためには、そのことに主体性を発揮するような、プロ

グラム観点的なオーナーシップを管理する運営主体（組織）の存在が不可欠である。 

 

有効利用される例としては次のようなものがある。 

・消費者ニーズを取り入れた新商品の開発 

・生産管理システムによる効率的な生産 

・リエンジニアリングによる全社的なコスト削減とスピードアップ 

・サプライヤーや顧客をも含む SCM 

・CRM の導入による経営改善 
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3.1.3. プロジェクトライフサイクルから見た情報マネジメント 

特にナレッジの組織から組織への伝承、引継ぎが重要であるが、プロジェクトのライフ

サイクル（構想、設計、構築、運営フェーズ）の観点では、各フェーズ間で、そのナレッ

ジ資産を共有し、引き継いで行くことが重要である。プラント、工場建設、製品の市場展

開においても、特に構想フェーズでの思想、社会ニーズ、ユーザーの要求要件を下流のフ

ェーズに引き継ぐことは重要な意味を持つことである。構想フェーズで得られた体系化さ

れたデータ、インフォメーションそのものやナレッジとともに、次の設計フェーズに引き

継がれるべきであるのはもちろんであるが、さらに下流の構築フェーズ、運用フェーズへ

も引き継がれ、重要な内容については、タイムリーにかつわかりやすく参照・還流されな

ければならない。そのためには、設計図面や機能の詳細や背景にあるコンセプトはドキュ

メントとして体系的に管理され、多くの場合ＩＴ基盤を活用して、容易に取り出し、参照

されるよう構築されることが重要である。 

また、プログラム的な観点でもスキームモデルでのナレッジはシステムモデル、サービ

スモデルの各段階で十分活用されることによって、付加価値は増し、複雑系としての煩わ

しさやリスクは低減していき、社会にとっても事業にとってもプログラムのミッションを

果たしていくことにつながる。社会、事業として成果が問われるのはサービスモデルの段

階であるので、特にサービスモデルにおいて資産化されたナレッジ等が活用されることが

求められる。 

図 4- 8-5 プロジェクトライフサイクルから見た情報マネジメント 

 

3.2. 情報伝達の方法と手段 

得られた未加工のデータ・資料やインフォメーションもしくはそれらを可視化し、リフ

ァインし、価値を付加された二次データや体系化されたインフォメーションやナレッジは、
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関係者によって共有されなければ意味を成さない。そのためにはプロジェクト推進のため

のチームコミュニケーションという観点から、伝達という機能が不可欠である。 

なお、現代社会では、伝達の為の手段は、プロジェクトごとの投資対象と考えるべきで

はなく、社会基盤もしくは事業運営のライフラインに相当するものと考えられる。 

グローバル規模に拡大したビジネス社会においては、一定レベル以上のセキュリティを

保証した伝達手段（例えば、電子商取引手段）を保持・運営できなければビジネスの場に

参画さえ出来なくなりつつある。（e-JAPAN の必要条件になってもおかしくはない） 

ここでは、 新の伝達手段の本質を捉えるため、基本機能を分解的に解説する。 

3.2.1. 個人から見ての伝達の形態と能力―PULL 型、PUSH 型 

PULL 型というのは利用者がインフォメーションやナレッジを積極的に取得する活動を

指す。特にインターネットや高速通信手段が発達してきた現代に、情報リテラシィ（読み

書き能力）の取得が必然のものとなるとともに、この PULL 型の伝達手段が優勢となって

きた。具体的にはインターネット、イントラネット、エキストラネットなどの情報ネット

ワークを利用した手段がある。 

一方、PUSH 型というのは、提供者がその伝達内容を利用者に送り込む活動を指す。ど

ちらかと言えば、従来型とも言え、マスコミのメディアに類する。具体的には、新聞、ラ

ジオ、広報誌、社内報、配布マニュアル、チラシなどの手段がある。 

情報量が多くなり、手段も多様になってきている中で、個人にはリテラシィとともに、

どこに情報源があるかという検索する能力、また多量の情報の中から目的にあった情報を

精査し、入ってくるノイズ情報を捨て去るとともに、既存の陳腐化した情報を整理すると

いう情報管理能力も求められるようになってきている。また、IT 技術の進展は、蓄積した

インフォメーション等の再利用、共有のための定型化も容易に可能としている。知的財産

を尊重するというモラルを守りつつ、その IT 利用技術の特性を利用すれば、さらにインフ

ォメーション、ナレッジ活用の可能性を拡大することができる。 

3.2.2. 伝達の同時性、同報性 

同一の場所にいる関係者への同時性、同報性を備えるのが、会議・報告・相談・連絡で

ある。離れた場所にいる関係者に時間差をおかず（同時性）、同じ内容を伝える（同報性）

ために通信手段が発達してきた。離れた場所にいる関係者に同時に伝達する手段としては、

電話が代表的であり、やや時間差はあっても同報性の機能を果たすのが FAX である。さら

に、通信手段と PC 等の発達により、実現したのが e-MAIL である。その原型はテレックス

とテレタイプライターに求められる。 

また、場所を越えて、同時性と同報性の機能を果たすものとして放送があり、同時性は
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劣るものの新聞という手段もある。 

なお、通信速度の大容量化、高速化と処理技術の進歩により、「バーチャル」という表

現が意味するように、場所を越えての同時性の会話はごく普通に実現されつつある。 

3.2.3. 伝達の方向性 

次に、手段をどう使うかという観点で捉えると、情報伝達の方向性とその反射性、継続

性ということが、伝達を確実なものにするために重要である。 

方向性としては、放送や演説などのように一方向性のものと、いろんな手段を通じての

会話や会議、電話等双方向性のものがある。 

なお、特にインフォメーションやナレッジについて、実際にその内容が伝えられコミュ

ニケーションとして成立し、関係者間で少なくとも意味内容を共有するためには、手段と

して一方向であっても、確認という双方向性の追加行為が重要である。たとえば、現代で

は当然の通信手段となっている e-MAIL についても、いくら価値のあるインフォメーショ

ンやナレッジを伝えても、相手が実際に目を通して内容を理解していなければ、付加価値

の意味は消えてしまう。手段が便利になった現代で、心すべき課題であろう。 

3.2.4. 伝達先―価値の共有と組織への浸透 

情報伝達の形態としての原型は１対１の会話である。しかし、組織としてインフォメー

ションやナレッジの価値を創出し、それを有機的に伝達し、組織としてのコミュニケーシ

ョンを成立させるためには、伝達先は複数の人間や組織でなければならない。特に、多様

な価値観から新たな付加価値を創出されるためには、リアル空間であろうがバーチャル空

間であろうが、ワイワイガヤガヤ（ワイガヤ）的な双方向、自由さのある会話とそれを取

りまとめる能力がいつの時代を通しても重要である。これらの活動は、組織間のコミュニ

ケーションとコラボレーションのファンダメンタル要素でもある。 

さらに規模を大きく展開し、組織と複数の他組織、プロジェトチームと他プロジェトチ

ームの会話へと、価値向上のための双方向コミュニケーションへと発展させなければ、プ

ロジェクト間のシナジーは得られない。 

 

3.3. 情報の変更と 新情報の管理 

変更管理については、第 3 章システムズマネジメント、第 5 章 目標マネジメントでも、

その重要性が記述されている。ここでは、通信と IT（ ICT： Information  and 

Communication Technology）の進歩により、大量に、高速に伝達できるようになったデ

ータやインフォメーションを管理する観点での変更管理について、要点だけを記述する。 

プロジェクトは構想から始まり、設計、構築、運用へと進んでいくが、時としていずれ
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のフェーズにも大なり小なりの変更は発生する。 

まず、あるフェーズの管理運営責任者は一定の人物であるとして、いつ、どういう経緯

で変更が発生し、どういう変更指示をしたかという情報は管理把握し、記録されていなけ

ればならない。時間の推移とともに次のフェーズにプロジェクトの諸要件は引き継がれて

いくものであるが、どの要件（書）が 新のものであるかを版管理した上で、明確な状況

で引き継がなければならない。これを怠ると次のフェーズもしくはさらに下流のフェーズ

で、無用の開発や作業を生み出すことになる。より上流のフェーズでの管理に不備がある

ほど、全体としてのムダと作業量の増大を引き起こす影響が大きい。また、仮に変更につ

いての 新版が引き継がれていたとしても、変更の背景や考え方が伝わらなければ、下流

の工程で意図を誤った作業や重複した作業を発生させ、全体の作業量や成果物の品質や運

用の安全に影響を与える危惧が十分に考えられる。 

 

4. プログラム・プロジェクト情報と組織情報 

プロジェクト・プログラム遂行における情報マネジメントの役割は、プロジェクト・プ

ログラム情報、ライン・支援組織情報、ナレッジを有機的に結合して情報の還流を形成し、

プロジェクト・プログラムのミッションである価値創造や複雑系問題解決を有効的・効果

的に達成すると同時に、プロジェクト・プログラムで生成した情報の資産化と再利用を促

進して組織の継続的価値向上を図ることである。  

ライン・組織情報とは、プロジェクト・プログラムの上位に位置する「機能を中心とし

た組織」が管理する専門性の高い技術要素・業務に関連する情報である。  ナレッジと

は、プロジェクト・プログラム情報とライン・支援情報の中で、共有と再利用をために資

産化されたものであり、「コード化」と「個人化」という分類することができる。 コー

ド化とは、情報を標準化のためにリファインし、ナレッジの再利用による効率化・高品質

化を目指すものである。 個人化とは高度な専門性を持つ個人をナレッジを介してネット

ワーク化し、高度な課題・問題点の解決支援を目的とする。 

プロジェクト・プログラム遂行における情報マネジメントの主要な役割しては、次の機

能がある。 

(1) プロジェクト・プログラム遂行戦略立案 

プロジェクト・プログラムの初期段階において、いかにミッションである付加価値創造

や複雑系問題解決を一過性組織で有限期間内に達成するには、遂行戦略が重要となる。 こ

の遂遂行戦略として検討する項目例としては、次の内容がある。 
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• ビジネス戦略との整合性 

• 技術戦略 

• コスト削減戦略 

• リスクマネジメント戦略 

• 適化されたスコープとスケジュール 

• 実現可能性 

• トレーニング 

• 要求精度内での予算計画 （±XX％） 

情報マネジメントは、このプロジェクト遂行戦略検討立案における、過去の類似プロジ

ェクト情報、ライン・支援組織がもつ高度な技術情・業務情報、ナレッジの活用を支援す

るものである。 

(2) プロジェクト・プログラム遂行段階における可視化・情報共有 

プロジェクト・プログラムミッションを遂行戦略をベースとして動的な環境下でいかに

合理的、かつ、品質を確保して行うには従来の Q（品質）、C（コスト）、D（納期）に加

えて、I（情報）をマネジメント対象として捕らえる必要がある。プロジェクト・プログラ

ム遂行段階における情報マネジメントの主要な役割は、次の内容である。 

• 迅速で的確な意思決定を行うためのプロジェクト・プログラムの可視化と情報共有 

• プロジェクト・プログラム間、ライン・支援組織とのコミュニケーションと協業ベー

スの確立、及び、このコミュニケーションを可能にするための共通言語基盤の提供 

• 課題・問題点・リスクトラッキング 

• ステークホルダーへの情報提供における定型化 

• プロジェクト・プログラム間のベンチマーキングによる効率・品質改善 

(3) プロジェクト・プログラム完了段階の情報のリファイニング 

プロジェクト・プログラムは有限期間の一過性組織であるため、生成した付加価値情報

を資産とて組織に蓄積して再利用を図ることが重要となる。この資産化は、プロジェクト・

プログラム情報から直接ナレッジ化する場合と、ライン・視線組織へ移管して高付加価値

化・再利用化のためにリファインニングを行って管理・資産化するが場合がある。 情報

マネジメントは、このプロジェクト情報の高付加価値化・再利用と資産化を支援する。 

(4) 標準化推進 

(5) 情報共有のための基盤提供 

プロジェクト・プログラム情報、ライン・支援組織情報、ナレッジを関連する組織・ス

テークホルダー間で共有してさまざまな目的のために活用するためには、これら情報が共
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有可能な体系で構築して維持・管理する必要がある。 この情報共有体系のベースとして

WBS（Work Breakdown Structure）、CBS（Cost Breakdown Structure）、OBS

（Organization Breakdown Structure）を用いることがある。 

(6) 知識創造場の提供 

この知識創造場の提供は、プロジェクト・プログラムの合理的遂行と並行して、ナレッ

ジにおける個人化が目指す情報の共有による人のネットワークを確立して、自立的で迅速

な付加価値創造や複雑系問題解決を図るための「場」、及び、「学習する組織」をプロジ

ェクト・プログラムとライン・支援組織間で形成することを目指すものである。 

学習する組織とは、ナレッジの習得と長期的な付加価値創造・複雑問題解決能力を向上

のための長期的プロセスであり、その定義は「ナレッジを創造・習得、移転するスキル有

し、既存の行動様式を新しい知識や洞察を反映しながら改革できる組織」である。 情報

マネジメントは、この情報共有基盤構築とプロジェクト・プログラム遂行過程における情

報供給を促進して、学習する組織の確立に寄与する。 情報マネジメントは、学習する組

織の基本要件である、組織的な問題解決、新しい考えかたや方法の実験、自社の経験やベ

ストプラクティスからの学習、他社の経験やベストベストプラクティスからの学習、及び、

迅速・効果的な知識の移転能力に寄与する形で実践する。 

(7) リテラシーの拡充支援 

プロジェクト・プログラム遂行における情報の活用、学習する組織の確立のためには、

プロジェクト・プログラムメンバーが情報マネジメントにおける必要なリテラシー、すな

わち「読み書きする能力」の向上を図る必要がある。 このリテラシーとしては、「コン

ピュータリテラシー」と「情報リテラシー」がる。  コンピュータリテラシーとは、PC

や業務ソフトを操作する基本的な能力であり、ワープロソフト、表計ソフト、インターネ

ットの利用の能力がある。 情報リテラシーとは、コンピュータリテラシーをベースに情

報をプログラム・プロジェクト遂行に役立てるための主体的な能力である。 情報リテラ

シーは、情報抽出能力と情報活用能力にからなる。    

情報抽出能力は、目的を明確にし、そのための必要な情報、その所在、入手方法を判断

できる能力である。 情報活用能力は、目的の実現に向けて必要な情報の編集・加工・分

析を的確に行う能力である。 

このリテラシーを継続的に維持・向上する体系的・組織的な教育が重要である。 
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図 4- 8-6 情報マネジメントが対象範囲 

 

5. 情報統制とコンプライアンス 

プロジェクト・プログラムをライン・支援組織と連携して違法行為・不正・ミスを排除

して、透明性と高めて有効・効率に遂行するには、適切な管理・監視・保証をおこなうた

めの仕組みが必要なる。 この仕組みは一般的に「内部統制 (Internal Control)」と言われ、

コンプライアンス、経営・業務手順の遵守、業務の有効性・効率の向上、リスクマネジメ

ントを対象とている。  

COSO フレームワーク(注１)と ERM モデル（注 2）をベースとした P2M の統制モデル

を図 4-8-7 に示す。 

P2M 統制モデルは達成すべき 4 つの目的と、相互に関する 5 つの構成要素からなる。 

(1) 目的 

• 戦略：プロジェクト・プログラムのミッションを連動してそれを支えるハイレベルな

目標 

• 業務：組織体資源の有効かつ効率的な活用 

• 報告：報告の信頼性 

• コンプライアンス：適応される法規、社会規範、企業倫理の遵守。 このコンプライ

アンスは、違法行為や反社会的な行為により、企業が消費者、取引先、市場から信用
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を失い、売り上げ減少や事業存続の危機を避けるため、その重要性がましている。 

図 4- 8-7  P2M 内部統制モデルと情報マネジメントの関係 

(2) 構成要素 

• 統制環境：組織の気風（文化）を決定し、プロジェクト・プログラムや組織に属する

人々のコントロールに関する意識に影響を与える仕組み。 

• リスク評価：プロジェクト・プログラムの目的達成に関連するリスクを識別・分析し、

リスクを如何に管理するかを決定する基盤。 

• 統制活動：リスクに対処するために必要な活動。 

• 情報とコミュニケーション：情報に目的との整合性、適時性、正確性、可用性、信頼

性を確保し、プロジェクト・プログラム、及び、組織間の情報伝達手段を確立した情

報船辰を実行すること。 P2M の情報マネジメントは、このレイヤーに相当し、他の

構成要素を成立・実行するための共通基盤と提供する。 

• 監視活動：プロジェクト・プログラムを遂行する組織体が規定したコントロールが実

行されていることを監視・確認する活動。 

情報マネジメントでは、情報セキュリティマネジメントも必要となる。 情報セキュリ

ティとは、「企業・個人の情報の機密性、完全性及び可用性の維持」と定義される。 機

密性（Confidentiality）とは、アクセスを許可されてものだけが情報にアクセスできること

ある。  

完全性（Integrity）とは、情報及び処理方法が正確であること、及び完全であることを

保護することである、 可用性(Availability)とは、許可されて利用者が、必要なときに情

報にアクセスできることである。  

一般的に情報セキュリティマネジメントでは、企業活動の一環として組織的・継続的に

取り込むものであり、企業リスクマネジメントの一部である。許容さえる適正コストで情
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報に影響をあたえるリスクを識別・管理し、お及び 小限に抑え、除去するプロセスであ

る。  

組織で情報セキュリティマネジメントに取り組むためには、情報セキュリティポリシー

を策定する必要がある。情報セキュリティポリシーは、基本方針（ポリシー）、実施基準

（スタンダード）、実施手順（プロシージャ）から構成される。 

• 基本方針：経営者や責任者が情報セキュリティ方針を明示するので、なぜセキュリテ

ィが必要か、何をどこまで守るのか示す。業界標準、該当する法令、政府規制に適合

するための手順を含む場合がある。 

• 実施基準：基本方針で作成した目的を受けて。「何を実施しなければならい」を記述

する。組織船員が順守しなければならい規定に相当する。 

• 実施手順：実施基準で定めて規定を実施する際に、どのように実施するかという賞賛

手順をしめす。 

情報セキュリティマネジメントでは、策定した情報セキュリティポリシーが的確に運用

されているかを継続的に監視し、規模や時代に合わせて改善することが重要である。 

情報統制、コンプライアンス、情報セキュリティは、プロジェクト・プログラム遂行に

おける違法行為、不正行為、ミス、リスクを防止するだけでなく、企業価値の維持・増大

のためのプロセスであることも指摘する必要がある。 

 

6. 情報基盤と IT 

情報マネジメント基盤の確立と継続的な向上を可能にするための IT の役割は、次の 3 点

がある。 

1. プロジェクト・プログラムとライン・支援組織、及び、企業レベルで横断的にデータを

収集統合する基盤構築と、収集した膨大なデータを迅速・効率的に処理する基盤の提供 

2. 高精度の分析能力の拡充のための支援。 集められたデータを価値ある情報に変換する

ための支援基盤。 

3. -情報・分析結果の共有 的確な意思決定を迅速に行うため情報・分析結果の共有、また、

協業を促進するための情報共有基盤提供 
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第9章 関係性マネジメント 
 

概要 

関係性マネジメントとは、プロジェクトに関与するステークホルダー間の関係のあり方

を定めて、良好な状態に維持し、プロジェクトを成功に導く一連の業務プロセスのことで

ある。その目的は、顧客を含む幅広いステークホルダーの満足を得て、プロジェクトを完

遂することであり、さらには、継続的かつ健全なステークホルダーとの関係のもとで事業

の維持・発展を図ることにある。プロジェクトの成功は、ミクロレベルの目標及び経済的

な収益の達成だけではなく、持続的地域の発展、地球環境の維持といった社会、環境とい

った側面との整合があって初めて導かれる。同時に企業の持続的発展も経済、社会、環境

といった側面に配慮したバランスある活動の蓄積のもと成立する。近年、こうした企業の

社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）が重視される傾向にあり、プロジェ

クトにおける関係性もこういった企業の使命を踏まえ考えていくことが重要である。 

図 4- 9-1 関係性マネジメント概要 

 

実践指針

目的 成果

• 経済、社会、環境面という側面に配慮してステークホルダーを把握すること。
• 事前に契約で合意すること。
• 顧客を含むステークホルダー満足の視点を常に意識すること。
• 対応は迅速に、経過・結果の確認・保存は文書で確実に行うこと。

環境変化
制約条件

• 顧客満足
• ステークホルダー満足
• プロジェクト完遂
• 企業活動の維持、発展

• 各関係者の役割、責任の明確
化 （提案書、契約
書等での明文化）

• プロジェクト遂行中の問題解決
• 次期案件、新規案件提案への

展開
• 社会的責任の達成

• 顧客データベース
• 各種事例集（提案文例集、契約文例集、苦情処理事例集など）
• 他社優良事例（コミュニケーションシステム、クイックレスポンスなど）
• 環境アセスメント、社会調査関連の情報の蓄積
• ステークホルダーとの協議記録

知識
データベース

• 市場環境、プロジェクト環境、事業環境など
• 自社のコアコンピテンシー
• 利用可能な経営資源（人材、資金など）の制約

業務プロセス

• 関係性の設計・構築

• 関係性の維持

• 契約

–ステークホルダー分析
–顧客関係性
–他のステークホルダーとの関

係性
–プロジェクト提案

–関係調整業務
–関係性の再構築
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関係性マネジメントの業務プロセスとして、ここでは 2 つの段階を考えている。すなわ

ち関係性の「設計・構築」「維持・再構築」である。 

あるプロジェクトにおける関係性を設計する時に、まず行うべきことは、関係性の領域

の把握、関係者の分析を行い、どのようなステークホルダーが、どういう位置づけでプロ

ジェクトに関わるかを定めることである。たとえば建物を建てるプロジェクトであれば、

地主、施工主、テナント、近隣の居住者、建築設計事務所、施工業者、銀行などが関わる

だろう。これらがステークホルダーであり、その顔ぶれと関わり方を定め、構築する過程

が「関係性の設計・構築」である。 

関係性の設計・構築の過程で定められた関係性のもとで、プロジェクトマネジャーはプ

ロジェクト遂行中に関係者間の摩擦が発生しないように、日々のプロジェクト遂行を円滑

に導くとともに、いざ摩擦が生じた場合には、契約、共有目的の追求、社会的責任、倫理

観などを拠り所に、その解決を図り、良好な関係を維持しなければならない。さらに、あ

るプロジェクトにおいて設定された関係性の設計・構築は、一過性のものであるが、それ

ぞれのステークホルダーの企業体としての活動は、継続性をもっている。先の建物建設プ

ロジェクトの例でも、施工業者は施主との関係を次の案件獲得や建物の保守サービスなど

に結びつけようとするだろう。したがって、実際のビジネスでは、あるプロジェクトのた

めに設計された関係性を、繰り返し同種のプロジェクトに適用し、事業環境に応じて再構

築しながら、変容しつつも継続していくものである。特に、この関係性を再構築していく

ことは、企業としての付加価値をより高めるプロセスとして重要となる。これらの過程が

「関係性の維持・再構築」である。 

これら業務処理の結果得られる成果物には様々な形態がある。顧客とプロジェクト遂行

者、プロジェクト遂行者間といった経済的利害等により明確な関係性が定められる場合は、

契約書というかたちで明文化された文書により役割・責任の合意が形成される。一方、プ

ロジェクト遂行者と地域住民のように必ずしも契約というかたちで明文化できない場合に

は、事業実施者としての社会的責任、倫理観といった社会通念に基づく、関係性の構築が

必要であり、各ステークホルダーとの継続的な対話、ステークホルダーの意向に配慮した

計画の見直し、対策の実施等を通じての社会的コンセンサスの形成とステークホルダーの

満足が成果となる。こういったステークホルダーとの対話に当たっては、プロジェクト遂

行者側からの情報の公開、ステークホルダーの選択の余地を拡げる代替案の提示等も重要

となる。このように異なる立場のステークホルダーとの関係性の設計・構築を適切に行い、

健全な関係性を維持することが、プロジェクト遂行中の関係者間の軋轢に起因する問題の

解決とステークホルダー満足を得る過程であり、さらには将来の案件へつながる事業の展
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開である。 

関係性を 初に設計し、またそれを維持する主体となるのは、多くの場合、そのプロジ

ェクトを必要とする顧客、あるいはそのプロジェクトの遂行に主要な役割を演じるプロジ

ェクト遂行者である。したがって、関係性のあり方は、そのプロジェクト特有の条件（プ

ロジェクトが属する市場全体の環境や、そのプロジェクト固有の環境）以外に、マネジメ

ントの主体となる顧客、あるいはプロジェクト遂行者の事業環境、コアコンピテンシー、

利用可能な経営資源などに大きく影響を受ける。 

関係性マネジメントの各業務処理段階の過程で得られ、または活用すべき知識・データ

ベースとしては、まず顧客データベースがあげられる。企業対企業の関係で、プロジェク

ト以外にも多様な関係が存在するため、プロジェクトマネジャーは、そのような情報と無

縁ではあり得ない。 近では多様な関係を一元的に管理し、企業として整合性のとれた顧

客対応を可能にするための仕組みづくりを進めているところもある。また、各種事例集を

整備し活用することや、他社の優良事例などを適宜参照することが有効である。その他、

プロジェクトによっては、環境アセスメント、社会調査関連の情報も幅広いステークホル

ダーとの関係性をマネジメントする上で重要な情報であり、将来の類似案件への反映も踏

まえた知識データベースとして蓄積しておくことが望ましい。 

まとめとして、４つの実践指針をあげる。まず第 1 に「経済、社会、環境という側面に

配慮して関係者を把握すること」である。プロジェクト関係者には経済的な利害により結

びつく関係者以外にも幅広い関係者が存在する。そういった関係者を的確に把握すること

がマネジメントの前提となる。第２に「事前に契約で合意すること」である。関係者間で

後日軋轢のもととなり得る事象について、できるだけ厳密な合意を事前に取りつけておく

ことは、関係性マネジメントにおいて も重要かつ有効な業務である。第３に「顧客を含

む幅広いステークホルダー満足の視点を常に意識すること」である。重要なことは、軋轢

の発生の予兆を察知して事前に摘み取ることであり、そのためにプロジェクトマネジャー

は、顧客の視点を常に意識して顧客と接すること、加えて他のステークホルダーとも良好

な関係の維持を心がけなければならない。そして第４に、それでもなお、問題が発生して

しまった場合、「対応は迅速に、経過、結果の確認、保存は文書で確実に行うこと」であ

る。対応の迅速さや経過、結果の確認、保存は、問題の拡大や後日の蒸し返しを防ぎ、事

象の影響を 小限にとどめるために も重要な行為である。 

以下では、関係性マネジメントの２つの業務プロセス、「関係性の設計・構築」「関係

性の維持・再構築」と関係性の構築に重要な役割を果たす「契約」、 後にプログラムレ

ベルの関係性マネジメントについて解説する。 
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1. 関係性の設計・構築 

どのような関係性を構築するにせよ、まず考慮すべき関係者のリストが必要である。関

与する可能性のあるステークホルダーの顔ぶれは、経済、社会、環境のすべての側面にお

いてプロジェクトが影響を与える範囲より特定することが求められる。プロジェクトが置

かれている市場環境（例：同業者の顔ぶれ）、プロジェクト環境（例：特定地域の関係者）、

参加する企業の事業環境（例：株主、業界）などに依存している。以下では、まず関係性

を構成する要素であるステークホルダーについて解説し、ついで関係性の設計・構築の中

心的な過程である顧客関係性、プロジェクトの提案、プロジェクト実施体制構築のための

アライアンス、他のステークホルダーとの関係性について解説する。 

 

1.1. ステークホルダー 

「第 2 部 プロジェクトマネジメント」の共通観の中で解説されているように、企業がプ

ロジェクト活動を行うにあたっては、 も密接な関係を築くことになる顧客を中心として、

さまざまなステークホルダーが関与してくる。 

図 4- 9-2 プロジェクトとステークホルダーの概念図 

企業は利益を追求する経済的な側面と、企業を受け入れてくれる社会における存在とい

う社会的な側面を併せもっているので、プロジェクト活動も、これらの企業が担っている

さまざまな経済的責任と社会的責任の両方をもつことになる。こういった責任を全うする

ためには、経済、社会、環境のすべての側面でのプロジェクトの影響範囲を的確に捉え、

関与するステークホルダーを特定することが重要となる。昨今、こうした企業の社会的責
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任は CSR（Corporate Social Responsibility）と呼ばれ、環境配慮、社会的配慮、社会貢献、

コンプライアンスといった側面を具体的業務プロセスの中に組み込むことが重要となって

いる。プロジェクトの成功は、ミクロレベルの目標及び経済的な収益の達成だけではなく、

持続的地域の発展、地球環境の維持といった社会、環境といった側面との整合があって初

めて導かれる。企業の持続的発展は、経済、社会、環境といった側面に配慮したバランス

ある活動の蓄積のもと成立することを踏まえ、関係性を考えることが重要である。 

企業経営においても、ステークホルダーを念頭に置いた経営が求められるが、個々のプ

ロジェクトにおいて関係してくるステークホルダーは、必ずしも企業経営のレベルで意識

するステークホルダーと同じではない。プロジェクトの形態や規模によって関与してくる

ステークホルダーは異なってくるが、経済、社会、環境のすべての側面でのプロジェクト

の影響範囲を的確に捉え、ステークホルダーを把握することが重要となる。図４―９－４

は持続的な発展と経済、社会、環境の側面の相互関係を示している。こうした領域の広が

り、相互関係を踏まえながら、プロジェクトのステークホルダーの分析を行うことが重要

となる。 

 

図 4- 9-3 持続可能な発展に関するシステムの全体像 

プロジェクトでは、ステークホルダーとの間でプロジェクト遂行をめぐって利害が相反

することや、協調を求められる場面が絶えず発生する。経済的な契約関係で結ばれるステ

ークホルダーとは、お互いに企業利益を追求するもの同士として、ビジネスを基本とした

出典：「改訂版 環境アセスメント」原科幸彦編 2003年 （財）放送大学教育振興会

生物圏の制限

経済の目標
社会の目標

住民重視の地域
社会の経済

価値の共通項と
しての持続可能

な発展公正な環境
保全

環境と

経済の

統合

環境の目標

＊

生物圏の制限

経済の目標
社会の目標

住民重視の地域
社会の経済

価値の共通項と
しての持続可能

な発展公正な環境
保全

環境と

経済の

統合

環境の目標

＊



 365 

関係が構築しやすいが、非経済的な関係で関与してくるステークホルダーとは、企業の社

会的責任を基本として関係を構築する必要がある。 

過去、何度となく発生してきた公害などの環境問題は、企業が社会的責任を全うしなか

った例を象徴している。利益を優先したり、地域社会を無視したりした結果、事故やトラ

ブル、公害などを発生させ、企業が地域で存続できなくなった例は数多くある。さらに、

賄賂や買収のような不正行為や、中小の調達先など弱者に不当な要求を強要するなどの行

為が発生する可能性もある。従って、プロジェクトにおいても、社会的責任を全うするこ

とを念頭に置いた運営が重要である。 

このような行動は直接的な摩擦を生む場合もあるし、回りまわって株主や地域住民との

摩擦を招くことがある。したがって、プロジェクトマネジメントにおいても、企業経営と

同様に企業倫理を守りながらステークホルダーを意識した運営が必要である。 

 

1.2. 顧客関係性 

関係性の中心を構成するのは顧客関係性である。企業内の製品開発プロジェクトのよう

に、契約で結ばれた顧客とプロジェクト遂行者との関係が顕在化していない場合であって

も、常に顧客を意識し、顧客のニーズを知ることによって、よい製品が開発されるという

認識が重要である。いかなる場合でもプロジェクトを必要とし、その成果物に価値を認め

る主体という意味で、常に顧客が存在している。これに対して、そのプロジェクトを推進

し、成果に結びつける主体がプロジェクト遂行者であり、この両者の関係性が核となって

プロジェクトが成立する。 

関係性の設計は、プロジェクトの実現にだれがどういう役割で関わるかという認識であ

るから、プロジェクトについて「何ができるか」というコアコンピテンシーに対するそれ

ぞれの関係者の認識が、当然設計の根拠となる。具体的に顧客関係性の設計がなされる過

程を考えてみると、通常はプロジェクトを 初に起案する主体がおおまかな設計を行って

いる。この主体は、プロジェクトを必要とする顧客であるか、または、そのプロジェクト

の実行から直接的な利益を受ける主要なプロジェクト遂行者であることが多い。 

1.2.1. 顧客を主体とした関係性の設計 

顧客がプロジェクトを起案する場合、まず顧客としてプロジェクトに求める価値が存在

し、それをプロジェクト化することになる。たとえば、発電所の建設であれば、顧客であ

る電力会社は需要見通しに応じた必要追加設備容量を明らかにし、必要時期や立地点など

のプロジェクトの要件を定めていく。この過程の中で、関係性を左右する事柄、すなわち、

プロジェクトのどの部分をどういう個人・集団が実施するかという構造も、同時に検討さ
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れる。 

先の発電所の例でいえば、プラントの初期計画設計部分は早い時期に個別に発注すると

か、あるいは自社に十分な経営資源があれば、この部分は自社で実施するかもしれない。

また、建設範囲に応じて機器メーカー、建築業者、土木業者など必要な関係企業が変化し、

これらと別々に契約するか、だれを主契約者としてまとめさせるかで、大きく関係者間の

構造は異なってくる。さらに、これらの仕事を旧知の相手に依頼するか、広く入札で決定

するかによっても関係性が変化する。 

このように、顧客を主体とした関係性の設計では、プロジェクトの概要が固まっていく

過程で、まずプロジェクトにおける役割、位置づけを定めた後、その他の必要な部分をだ

れが、どのようにまとめるか、その決め方をどうするかといった関係者の範囲と構造、決

定様式を設定していくことになる。 

1.2.2. プロジェクト遂行者を主体とした関係性の設計 

プロジェクト遂行者が主体となる関係性の設計には、大きく分けて 2 種類ある。 

まず前述したように、顧客が主体となって関係性の大枠が設計された場合には、次の段

階として、主要なプロジェクト遂行（候補）者に対して参画の呼びかけがなされ、これに

応えてプロジェクト遂行（候補）者は実施計画を提案する。この過程でプロジェクト遂行

（候補）者は、顧客から与えられた自己の参画（予定）範囲をプロジェクトとして再定義

し、より詳細な関係性を設計することになる。たとえば、プラント建設のようなプロジェ

クトを発足するにあたっては、次のような役割を担う組織を構築する必要がある。 

① プロジェクト管理組織（顧客窓口・全体調整） 

② 現地管理組織（施設や各種建造物が建設される場所における現場管理） 

③ 設計・エンジニアリング組織（系統設計、調達設計） 

④ 購買組織（購入品・サービスの購買、発注契約管理） 

⑤ 総務組織（人事、経理、総務、広報など） 

これらの組織を自社の資源ですべて賄うか、他社と分担するかで関係性は大きく異なる。

基本は、自社のコアコンピテンシーとその時点で利用可能な経営資源を根拠として自社の

遂行範囲を定め、補完し合う他社を協力関係に組み入れ、全体を設計することである。 

次にプロジェクト遂行者が主体となって、関係性の設計の大枠を左右することもできる。

たとえば、先の発電所の例では、「複数の電力会社に共通する予備品供給センターを設立

する」といったプロジェクトである。このようなプロジェクトは顧客である電力会社の視

点からではなく、予備品を供給し、サービスを実施する供給者側の視点から企画されるこ

とが多い。すなわち、発電所のある主要部分を常時保守し、予備品を提供することを事業
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の中核としていた企業が、複数の顧客ニーズを統合し、さらに、これまで関係が構築でき

なかった顧客も視野に入れた事業を企画する。場合によっては、他の部品供給者、物流業

者なども巻き込んで、より総合的なシステムを目指す場合もあるであろう。 

この場合の基本的な設計の流れは、自社のコアコンピテンシーを中心にして、いかなる

顧客のいかなる価値をプロジェクトとして創出するかという視点で、顧客の構造を逆に設

定し、同時に自社の役割を補完する他のプロジェクト遂行者との関係性を設計していく過

程に集約される。 

 

1.3. プロジェクトの提案 

「提案」には、関係性の設計段階での提案（顧客内部あるいはプロジェクト遂行者側か

らのプロジェクト起案、前出「顧客関係性」参照）と、関係性の大枠が定まった時点で、

顧客からプロジェクト実施（候補）者への参画の呼びかけに応えて、プロジェクト遂行（候

補）者が行う提案の 2 種類がある。前者はプロジェクトの価値提案であり、後者はプロジ

ェクトの実施提案である。 

1.3.1. プロジェクト実施提案 

顧客からプロジェクト遂行（候補）者への参画の呼びかけは、一般的に顧客からの見積

り依頼（Request for Proposal＝RFP）というかたちをとる。通常のプロジェクトは競争入

札となるので、プロジェクト遂行（候補）者からの提案書のことを入札書類（Bidding 

Documents）と呼び、プロジェクト遂行（候補）者を入札者（Bidder）と呼ぶこともある。

大型のプロジェクトになると提案書作成に数カ月を要し、入札責任者（プロポーザルマネ

ジャー）のもとに数十人の専任者を置いて提案書を作成する場合がある。また、事前に現

地調査を実施することもある。顧客にとっても、すべての入札者からの提案書を評価し、

その中から 適の一社を選定することは大変な労力を要するため、あらかじめ事前審査

（Pre-qualification）によって入札者を絞り込むことがある。 

大型のプロジェクトでは一社で提案を行うにはリスクが大き過ぎたり、あるいは自社が

不得手な分野を範囲として含んだりする場合もあるため、他社と企業連合（コンソーシア

ム）を組んで提案する場合もある。ちなみにプロジェクト実施提案書は、一般的に下記の

項目を含んでいる。 

(1) 見積り書（quotation） 

見積り金額や支払条件などの提案 

(2) 技術提案書（Technical Proposal） 

サービスや機器などの提供範囲やそれらの仕様などの提案 
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(3) プロジェクト遂行手順書（Project Execution Procedure） 

プロジェクトの遂行体制や工程、担当者の履歴、進め方などの提案 

 

提案が RFP の要求を満たせない時は、代替提案を行う。たとえば、材料の要求仕様が欧

米の規格で指定されている場合に、JIS 規格の日本製品の使用を提案する場合などがこれに

相当する。代替提案は単に入札者が RFP の要求を満たす提案ができない場合だけではなく、

積極的に RFP より優れた案を逆提案する時に用いられたりする。代替提案によって、競合

他社より安く短期間でできる案などを提案して、差別化を図ることがある。 

ソフトウェアの開発においては、顧客の要求仕様が RFP の段階で明確でない場合が多々

あり、実現手段の選択肢が多く、技術の変化が速いなどの特徴ともあいまって、提案書の

作成にソフトウェア特有の困難さがある。よく用いられる見積り方法は、開発すべきソフ

トウェアの複雑さ（構成要素の種類と数、および要素間の関係の種類と数）を見積り、そ

れに基づき工数を見積るものである。 

提案書を顧客に提出すると顧客側での評価選定作業が始まる。この間に、入札者に内容

確認のための問い合わせや代替案提出の要求などがなされることが多い。必要に応じて、

プロジェクト遂行予定の主要担当者に対して、面接が行われることもある。これら一連の

評価作業が終了すると、 終的に金額を含む契約交渉が行われる。両者が合意に達すると

契約書の調印が行われ、提案作業は終了し、プロジェクトへと引き継がれる。 

1.3.2. プロジェクト価値提案 

プロジェクト実施提案やその後のプロジェクト作業は、プロジェクトの顧客・発注者と

入札者とでは、事業全体の中では違ったフェーズとして認識される。プロジェクトを請け

負う側にとっては、プロジェクト実施提案がプロジェクト開始の前段であり、プロジェク

トを受注して完成させるとプロジェクトは終了する。しかし、プロジェクトの発注者にと

っては、プロジェクトの完成は事業の開始となり、本当の成果はプロジェクトによって構

築されたプラントやシステムが予定どおりの性能を発揮して順調に稼動し、期待どおりの

利益を生み出してはじめて得られる。 

その意味で、プロジェクトの発注者にとっては、まずそのプロジェクトを企画するとこ

ろがプロジェクトの開始となる。プロジェクトは、顧客・発注者にとっては事業実現の方

策である。プロジェクトは 初に事業企画として立案されるところから始まり、その企画

が事業として価値をもつか、言い換えると企業に利益をもたらすかが、プロジェクトが開

始できるかどうかの分かれ目となる。 

プロジェクトを立案するためには、企業にとって利益をもたらす価値提案（Value 
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Proposition）が重要となる。この価値提案は何も企業の内部から成されるとは限らず、第

三者によって提案されて、受け入れられて事業化される場合もある。この価値提案を入札

にかけて もよい内容の提案をした入札者を発注先として選定することもある。 近では、

このような価値提案を行わないと、受け入れてくれない顧客やプロジェクトが増加する傾

向にある。また、入札では価格の勝負となることが多いため、利益が圧縮されることが多

い。収益率のよい事業を確保したり、事業機会を拡大したりするために、積極的に顧客に

価値提案をもちかけて、プロジェクトを創る活動も企業にとっては重要である。価値提案

を行うには顧客および顧客のニーズを知り、ビジネスを知ることが重要であり、そのため

に企業はより戦略的に事業のポジショニングを行い、資源の特定ビジネスへの集中を行う

ことが必要となってくる。 

価値提案とは、その企業にとって新しい価値を生み出したり、追加したりする提案であ

り、新しい事業の創造や現在の事業の拡大や改革を含む。一般的に価値提案は、事業化調

査（Feasibility Study）によって、事業化の可能性や投資収益性を評価された後に開始判断

が下される。 

 

1.4. アライアンス 

プロジェクトを実施していくには、資源を必要とする。しかし、ビジネス環境がめまぐ

るしく変化していく中では、企業がすべてのプロジェクトに対して必要とする 適な資源

をすべて自前で供給することは不可能となってきている。ビジネス環境の変化は、プロジ

ェクトで必要とするスキルや人員構成にも大きく影響を与え、企業のもつ人員育成のペー

スをはるかに上回るスピードで起こっている。このような環境の中では、資源は外部に求

めるしか手立てはなく、いかに外部とアライアンスをもって協力し、双方が利益を享受で

きる良好な関係でプロジェクトを遂行できるかが、企業にとって大きな課題となりつつあ

る。 

今日のプロジェクト環境では、長期固定的な取引やアライアンスは、必ずしも必要では

ない。それよりもプロジェクトの目的を実現させるために、効率的な資源の調達と使い方

を心がけなければならない。なぜなら技術革新のスピードが速く、次にどのような革新的

な製品が生まれ、顧客のニーズをとらえるかを予見することが、だれにも非常にむずかし

いからである。また、研究開発型の米国のベンチャー企業は、構想したアイデアのみを出

し、それを開発して特許をとることまで担当し、実施設計から試作、製造、販売までを数

社から数十社に対して一貫してアウトソースしてしまうケースがある。 

このようにプロジェクトにおけるアライアンスは、単なる元請け、下請けの関係から発
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展して、暫定的ではあるが、相互信頼関係によるアライアンスに基づいた協力関係を築く

ことが必要不可欠になっていく。またアライアンスは、上述の製品の企画・構想から製造・

販売に至る縦系列の各フェーズにおけるものばかりではなく、リスク分散や異業種の相互

協力など、いろいろな枠組みが考えられる。 

(1) ジョイントベンチャー 

単一ではあるが大規模なプロジェクトの場合、単独企業では請負リスクが大きすぎる時、

複数の同業種企業が共同してプロジェクトを受注し、リスクの分散を図るが、利益も分配

する（逆に損失が出た場合も分配する）かたちで実施する形態をジョイントベンチャー（JV）

という。したがって、プロジェクトが単一であるため、ファイナンス形態から経理システ

ムを含む事務部門（スタッフ部門）をプロジェクトに参画した全社が共有することになる。 

(2) コンソーシアム 

コンソーシアムとは、宇宙開発、空港施設、製油所建設などの大規模プロジェクトや、

複数の異業種や技術分野を必要とする複合型のプロジェクトで採用されるもので、それぞ

れのプロジェクトごとにファイナンス形態と経理システムが独立しているため、個別プロ

ジェクトごとにスタッフ部門をもつことになる。 

(3) 戦略的アライアンス 

企業における現在のコンピテンスが、いつまでもコアであり続ける保証はない。つまり、

現在の強みがいつまでも強みとして保証されているわけではない。将来においても強者で

あるためには、戦略的に自分の立場を有利にすることができる企業と提携を結び、自分の

将来の地位を安定させる必要がある。 

戦略的なアライアンスでは、互いが持って入る競争力のある技術や企業文化を共有する

ことにより、互いの強さをさらに強化し、安定させることをねらいとする。 近の例では、

日米の大手自動車メーカーが、ガソリンやメタノールから水素を取り出し、水素電池によ

る無公害自動車を開発するために共同研究を行い、この分野でのリーダーシップをとろう

とする活動があげられる。このように企業の将来的な戦略をにらんでのアライアンスの重

要性は、ますます必要となってきている。 

(4) アウトソーシング 

ビジネスプロセスの一部を抽出し、そのプロセスをすべて外に求め、外部資源で遂行す

る形態をアウトソーシングという。アウトソーシングは、企業としてコアプロセス以外の

部分で十分な資源をもたず、ノウハウの蓄積を重要とせず、それ以上にコストダウンを行

いたいプロセスで実施される場合が多い。 

アウトソーシングを行う企業は、逆にそのプロセスがコアプロセスとなっており、多く
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の企業からの委託を受け、効率化を図ることで収益を稼ぎ出すことになる。現在では多く

の業界でアウトソーシングが行われており、建設業界での専門業者への業務委託、ソフト

ウェア業界におけるメンテナンス業務委託、製造業における製造委託、医薬業界における

臨床試験業務委託など、さまざまである。 

(5) パートナリング 

アウトソーシングより高度な業務委託契約として、パートナリングという形態がある。

米国、欧州などの石油業界や石油化学業界で実施されており、プラントのオーナー企業と

コントラクターが 3～5 年の期間にわたり、特定業務に関して包括委託契約を結ぶ。オーナ

ーが業務量を保証する代わりに、コントラクターは、その顧客向けの特定の事業部を設け

て人員を固定し業務を遂行する。オーナーとコントラクター間の信頼関係に基づいて、業

務遂行の質を向上させることを目指したアライアンスである。 

(6) アプリケーションサービスプロバイダー 

IT 関連企業または IT 志向企業を中心に、汎用性のあるコンピュータソフト（アプリケー

ション）の需要が大きく、また多様なニーズに応じた新規ソフトの開発の必要な場合があ

る。その場合、一つの企業で、同じソフトを数多く保有することは不経済であり、また一

方で、新規ソフトの開発を自社のみで手がけていたのでは人材と時間に無理が生じる。そ

のようなムダやムリを解消するアプリケーションサービスプロバイダー（ASP）は随時、

必要な時にアプリケーションを提供、サービスする。業務目的に沿った一連のソフトやプ

ロジェクト管理手法に不可欠なソフトを提供することにより、プロジェクトの効率化に大

きく貢献することができる。 

(7) Ｍ＆Ａ 

企業間あるいは事業間の機能の合併、買収、統合、提携を M&A という。M&A は、事業

の拡大、多角化、機能の相互補完、効率化、リスク分散といった目的により行われる。す

でに確立している他の企業や事業との連携により短期間で新しい事業体制の構築が可能と

なるメリットがある。 

 

顧客関係を良好に維持するには、これまで述べてきた多面的な顧客関係の構築や情報技

術の活用による営業活動の強化を行っていくのみならず、上述したような様々な形態によ

り戦略的に企業間の提携関係やパートナーシップを結ぶことによって、より強固な長期間

の関係を築いていくことが可能である。製造業と原料供給事業者や部品産業との提携は、

従来から も一般的に行われている。化学プラントなどでは、コンビナートの中では配管

でつながっているので、コンビナートの運営に関しては歩調を合わせる必要がある。必然
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的に長期の顧客・供給者の関係になることが多い。また、プラントの保守をエンジニアリ

ング会社と長期にわたって委託契約を結んでいるところもある。 

近ではサプライチェーンマネジメント（Supply Chain Management＝SCM）と称し

て、顧客の生産計画と部品や原料の供給業者の生産計画をシステムで直接結び、例えばス

ーパーマーケットなどの小売店の販売計画と生産企業の工場の生産計画をシステムで直接

つなぐなど、在庫削減や物流効率化を図っているところも出てきている。 

過去の日本企業は、技術導入の観点から技術提供者とライセンス契約を結び、提携関係

を築くことが多かった。しかし、 近はグローバルな競争の中で、自社の開発した技術を

ライセンスとして売る企業は減ってきている。ライセンスが切れる頃には、ライセンス供

与先が競合企業として力をつけてくることがあまりにも多かったからである。その代わり

に、なんでも自前主義を捨てて、他社と補完関係にあたる提携を組むことが増えている。

また、強者同士による提携関係もますます多くなっている。金融機関や装置産業のリスト

ラクチャリングに代表される 近の業界再編には、この提携が多く含まれている。これら

の提携は、すべてを自社でもつことのリスクが大きすぎる時代に、お互いの弱点を補完し

てより優位な競争関係を築こうとすることだけではなく、自社の顧客との関係を拡大維持

しようとする意味が含まれている。 

 

1.5. 他のステークホルダーとの関係性 

顧客、プロジェクト遂行者といったプロジェクトに直接的に関係し、経済的側面でのつ

ながりが強いステークホルダーとは、契約による関係性の構築が中心となる。一方、社会、

環境といった側面で関与するステークホルダーとの関係性は、一般に契約といったかたち

で明文化することが困難であり、プロジェクト遂行者とステークホルダーとの相互理解に

基づく利害調整、信頼関係といったことをベースに構築される。プロジェクト遂行者は社

会的責任を全うするという意識と倫理感をもって、ステークホルダーとの間で 善の選択

肢を模索し対処することが求められる。こういったステークホルダーとの関係性の構築に

は、ステークホルダーの意向、立場を的確に把握し、ステークホルダー満足が得られるよ

う活動を行うことが重要となり、継続的な対話が関係性構築のための基本となる。ステー

クホルダーとの協議を意味のあるものにするには、プロジェクトに関係する幅広い範囲の

ステークホルダーが協議に参加すること、参加者の発言が制限されることがないこと、ス

テークホルダーに対し必要なプロジェクト情報が提供されること、ステークホルダー側の

選択の範囲を広げる代替案が提示されること等が重要となる。公共性の高いプロジェクト

の場合は、早い段階よりこういったステークホルダーの参加のもと計画作成を行い、計画
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そのものにステークホルダーの意向を反映するという方法もある。また、開発途上国にお

ける国際協力関連のプロジェクトでは、住民の開発への参加を促進する参加型開発アプロ

ーチが採用されることもあり、目的に応じて様々な手法が提案されている。 

以下では、まずはプロジェクトの社会・環境面への影響について解説し、次にステーク

ホルダーとの関係性構築の基本となるステークホルダー協議に当たっての留意事項とその

他関連事項について解説する。 

1.5.1. プロジェクトの環境・社会面への影響 

環境、社会面の問題は多様であり、関係するステークホルダーの範囲も広い。プロジェ

クトの計画、実施にあたっては、こういったステークホルダーに与える影響を的確に把握

し、関係性を構築することがプロジェクト遂行者やその発注者となる顧客が社会的責任を

果たすために必須となってくる。関連する領域・項目は、プロジェクトの実施環境や内容

により異なる。表４－９－１は環境・社会面で留意すべき項目の例を示している。 

表 4- 9-1 環境・社会面で留意すべき項目の例 

 

これらの中には、プロジェクトサイト周辺のミクロレベルの問題から地球規模のマクロ

レベルの問題までが含まれる。プロジェクトの直接的影響により発生するものと間接的影

響として発生するもの、影響が短期的に顕在化するものとそうでないもの、影響が見えや

すいものとそうでないもの、対策が施しやすいものとそうでないものなど、多岐にわたる

項目があり、内容によって対処の方法、解決の方法も異なってくる。これらの中でどの項

目に配慮しなくてはならないのかは、プロジェクトの実施環境、内容に依存するものであ

 

非自発的住民移転、家屋の移転、生活環境の変化、

歴史文化遺産・遺跡への影響、

少数民族・先住民族・遊牧民族等の特別な生活様式を持つ人々の生活区域への影響、

社会的弱者への配慮（ジェンダー、子供、高齢者、マイノリティグループ等）、

HIV/エイズ等の感染症の移動・拡大、

強制労働・人身取引の発生、

交通渋滞・交通事故の増加、犯罪の増加、その他

社会面

大気汚染、騒音、振動、悪臭、

水質汚染、水源の枯渇、

土壌汚染、土壌浸食、地盤沈下、塩類集積、

廃棄物の放置・増加、

景観の変化、電波障害、日照障害、

天然資源の枯渇、

生態系・生物相・植物相の変化、希少種の絶滅、

温暖化、砂漠化、酸性雨、その他

環境面

項目
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歴史文化遺産・遺跡への影響、

少数民族・先住民族・遊牧民族等の特別な生活様式を持つ人々の生活区域への影響、

社会的弱者への配慮（ジェンダー、子供、高齢者、マイノリティグループ等）、

HIV/エイズ等の感染症の移動・拡大、

強制労働・人身取引の発生、

交通渋滞・交通事故の増加、犯罪の増加、その他

社会面

大気汚染、騒音、振動、悪臭、

水質汚染、水源の枯渇、

土壌汚染、土壌浸食、地盤沈下、塩類集積、

廃棄物の放置・増加、

景観の変化、電波障害、日照障害、

天然資源の枯渇、

生態系・生物相・植物相の変化、希少種の絶滅、

温暖化、砂漠化、酸性雨、その他

環境面

項目
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り、個々の条件に照らしあわせて検討する必要がある。 

近年、多くの国おいて環境関連の法制化が進んでおり、環境アセスメント制度が導入さ

れている。対象となる事業、アセスメントの内容については、各国の法律により異なるが、

事業の実施に先立って環境アセスメントを行い、その内容に関し政府機関もしくはそれに

準じる機関により認可を受けるのが一般的手続きとなっている。わが国でも 1999 年 6 月に

環境影響評価法（アセス法）が施行され、事業者は一定規模以上の指定された分野の事業

を行う前に環境影響を調査・予測・評価し、住民等の意見も踏まえながら、適切な環境へ

の配慮を行うことが義務付けられた。現状では、多くの国の環境アセスメント制度におい

て、文書あるいは協議によるステークホルダーとのコミュニケーションの実施を規定して

おり、民主的なプロセスを確保しながらの環境、社会面配慮のアプローチが強化されつつ

ある。多国間援助機関、主要な二国間援助機関の中には、独自に環境、社会面への配慮の

ためのガイドラインを作成している機関もある。こういったガイドラインでは、今まで必

ずしも注目されてこなかった社会面の配慮を環境面同様に重視するとともに、ステークホ

ルダーの意見の反映とそのプロセスの確保の徹底を強調している。 

1.5.2. ステークホルダー協議 

前述のとおり、プロジェクトの環境、社会面への影響は多様である。これらの影響の中

には技術的対策や補償等により解決できるものとステークホルダーへの配慮や意向の反映

によって解決することになるものとがある。いずれの場合もステークホルダーとの協議を

通じ、ステークホルダーの状況や意向を確認することが重要となる。 

ステークホルダー協議に先立って、まずは協議を行うステークホルダーの範囲を特定す

ることが必要となる。ステークホルダーとの協議は、通常一度で終了するわけではなく、

ステークホルダーとの間で発生する様々な問題が解決するまで一定の回数の協議を行うこ

とが必要となる。また、協議の結果を経て一度特定したステークホルダーの範囲を拡大し

たりすることが必要な場合もある。このようにステークホルダー協議の成果は地道な対話

を経て達成されるものであり、協議を行ったというだけの既成事実だけでは所定の目的は

果たせないことに留意が必要であろう。ステークホルダーとの協議内容、協議方法は、プ

ロジェクトの状況により異なるが、ステークホルダー協議にあたっては次の点に留意する

ことが重要である。 

(1) 情報公開 

ステークホルダーとの協議の前提として、プロジェクト遂行者側がステークホルダーに

対し、関連する情報を公開することが重要となる。情報公開の意義は、大きく２つある。

一つ目はステークホルダーのプロジェクトに対する理解を深め、ステークホルダーとの協
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議を充実したものにすること、二つ目はステークホルダーよりプロジェクト遂行者側で把

握していない新たな情報がもたらされる可能性があることである。プロジェクトのステー

ジによって、公開する情報の範囲も異なるが、可能な限り必要な情報を公開することが、

適切な環境、社会面の配慮及びプロジェクトの質の向上に不可欠であることに留意したい。 

(2) 代替案の検討 

ステークホルダーの選択の範囲を拡げるためには、代替案を提示することが必要となる。

代替案は多数あれば良いというものではなく、ステークホルダー側のニーズ・立場を反映

あるいは尊重した内容であるかどうかが重要となる。また、代替案の得失がなるべく定量

化して説明されることも重要であり、後述する環境コスト、社会コストを貨幣換算する方

法が採用されることもある。公共性の高いプロジェクトの計画段階の協議においては、プ

ロジェクトの実施を前提とする案だけではなく、実施しない場合という案を代替案の一つ

に含めて協議することも重要である。両側面の代替案を検討することにより、プロジェク

トを実施する場合と実施しない場合双方のポジティブなインパクトとネガティブなインパ

クトが比較・整理され、ステークホルダー側のより正確な意見を引き出すことが可能とな

る。多様なステークホルダーが存在する場合、当然ながらステークホルダーの間でも意見

の相違が発生することがあり得る。プロジェクト遂行者側は可能な限り、ステークホルダ

ーから出された意見とステークホルダーの意向を踏まえながら、総合的に代替案の評価と

対応方法の検討を行い、ステークホルダー満足の獲得を模索することが必要となる。 

 

環境コスト・社会コスト 

環境コスト及び社会コストは、 

• 財務評価にも含まれる環境・社会面の対策にかかる経費（内部コスト）と 

• 財務評価で扱わない環境・社会費用（外部コスト） 

から構成される。外部コストは、事業コストには含まれず、社会一般が負担しているコ

ストである。図４－９－５は、建設事業を想定した場合の外部コストの内容を示している

が、こういった外部コストを貨幣価値換算することにより、事業コストに環境・社会費用

を加えた総合的コスト評価が可能になる。総合的コストによる代替案比較を行うことによ

り、環境、社会面へのインパクトがより可視化されることになり、ステークホルダーとの

効果的な協議の実現が期待できる。 

 

貨幣価値に置き換えられた外部コストを含むプロジェクトの純現在価値（NPV）は次式

にて表現（図４－９－４）できる。 
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   NPV = Bd  +  Be － Cd － Cp － Ce 

       NPV：プロジェクトの純現在価値 

    Bd：プロジェクトの直接的便益 

    Be：プロジェクトが副次的にもたらす環境・社会面の便益 

    Cd：プロジェクトの直接的コスト 

    Cp：内部コスト化した環境・社会面の対策コスト 

    Ce：内部コスト化していない環境・社会面に対する影響コスト（外部コスト） 

図 4- 9-4 外部コストの内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「１－３総合的な建設事業コスト評価指針（試案）」溝口宏樹、岸田真著、土木学会誌 Vol.88, 
April 2003, p.17

動物・植物の死滅・

生態系変化
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コミュニティー分断
（生活基盤損失）

大気・水質
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合意形成不調

（機会損失、効用損失）

景観阻害
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環境変化

（生活基盤損失）

騒音・振動・排気ガス

（健康、精神被害）

工事中の渋滞

（機会損失）

工事施工

維持・管理

解体・廃棄

計画・調査・設計

用地買収

入札・契約

建設活動
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図 4- 9-5 プロジェクトに係るコスト及び便益の枠組み 

環境、社会面のコスト（外部コスト）を貨幣価値に換算する方法としては、表４－９－

２に示す方法がある。こういった外部コストの貨幣換算には、実務的に工夫を要する面も

あり、プロジェクト環境、目的に応じて適当な手法の選択が必要である。また、貨幣価値

への換算が困難な項目については、ステークホルダーとの十分な協議と総合的な視点から

インパクトを想定し、代替案の評価に反映することが求められる。 

表 4- 9-2 環境コスト及び社会コストの貨幣価値への換算方法 

 

 

プロジェクトに係るコスト及び便益

１ 内部コスト及び便益
（市場で取引され価格のあるもの）

２ 外部コスト及び便益
（市場で取引されず価格のついていないもの）

１－１ 内部コスト １－２ 内部便益（Bd） ２－１ 外部コスト（Ce） ２－２ 外部便益（Be）

１－１－１
環境保全対策
コスト（Cp）

２－１－１
環境汚染・
破壊コスト

１－１－２
環境保全対策
コスト以外の
事業コスト（Cp）

２－１－２
２－１－１以外の
福利低下コスト

 

評価する環境、社会面の要素について、市場価格が全く存在
しない場合、アンケート調査などにより、それらに対する個々
人または社会全体の主観的支払意思額（WTP, Willing to 
Pay）や代償受取意思額（WTAC, Willing to Accept 
Compensation）を推定する。本手法は、環境コストに関わるス

テークホルダーの判断を求めるうえで有効な手法。具体的に
は農村景観の保全に対する支払意思額による農村景観の価
値の検討などに活用。

サーベイ法

市場価値を補正して利用する方法。市場が歪んでおり市場価
値が人々の支払い意思額を十分に反映していない場合、また
は直接の市場価格はないが、類似項目の市場価格を参照で
きる場合に活用される。具体的には、アメニティーの貨幣価値
換算への不動産価格の利用など。

潜在価格法

環境コストを貨幣価値に換算する際に市場価格を利用する方
法。具体的には生産高の変化、所得損失、環境保全対策に必
要な支出を算出する場合に活用する。

市場価格法

内容換算方法の種類

評価する環境、社会面の要素について、市場価格が全く存在
しない場合、アンケート調査などにより、それらに対する個々
人または社会全体の主観的支払意思額（WTP, Willing to 
Pay）や代償受取意思額（WTAC, Willing to Accept 
Compensation）を推定する。本手法は、環境コストに関わるス

テークホルダーの判断を求めるうえで有効な手法。具体的に
は農村景観の保全に対する支払意思額による農村景観の価
値の検討などに活用。

サーベイ法

市場価値を補正して利用する方法。市場が歪んでおり市場価
値が人々の支払い意思額を十分に反映していない場合、また
は直接の市場価格はないが、類似項目の市場価格を参照で
きる場合に活用される。具体的には、アメニティーの貨幣価値
換算への不動産価格の利用など。

潜在価格法

環境コストを貨幣価値に換算する際に市場価格を利用する方
法。具体的には生産高の変化、所得損失、環境保全対策に必
要な支出を算出する場合に活用する。

市場価格法

内容換算方法の種類
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(3) 発言力の弱いステークホルダーへの配慮 

ステークホルダーには、様々な対象グループが存在（表４－９－３）し、それぞれの意

見も多様である。これらのステークホルダーの意見を分析し評価する場合には、対象グル

ープの「環境及び社会面の影響を受ける度合い」と「発言力の大小」を考慮する必要があ

る。 も注意を要するのは、「環境及び社会面の影響を受ける度合いが大きく、かつ発言

の影響力が小さいグループであり、プロジェクトの影響を直接受ける地域で生活している

貧困層、女性、子供、障害者、マイノリティなどの社会的弱者がそういったグループとな

ることが多い。こういったグループの意見が無視されることが無いようプロジェクト遂行

者側がステークホルダー協議の運営に十分配慮することが求められる。 

表 4- 9-3 想定されるステークホルダー分類の例 

 

(4) 議事録の作成 

ステークホルダー協議の結果は、関係性の構築の手続きの一部であり、必ず議事録とし

て記録に残すことが重要である。契約等のかたちでの関係の構築ができないステークホル

ダーとの関係は、こういった協議での確認事項が関係性構築の重要な拠り所であり、プロ

ジェクト遂行者側、ステークホルダー側双方にとって重要となる。また、協議プロセスの

透明性、公平性を確保する意味で、議事録は可能な限り公開されることが望ましい。 

1.5.3. 配慮事項の契約への内部化 

環境、社会面の配慮を具体的にプロジェクト遂行者のための入札図書や契約書類に反映

している例がある。例えば、アメリカでは、従来からアファーマティブ・アクション

（Affirmative Action）と呼ばれるマイノリティグループに対する差別是正措置を入札要件

に加えている例がある。また、ステークホルダー協議の結果として地元の企業、人材、資

 

－プロジェクトの影響を受ける地域以外

で生活している女性、先住民族、障害

者、ﾏｲﾉﾘﾃｨなど社会的に弱い立場に

あるグループ

－プロジェクトの影響を受ける地域外で

生活しており、当該国の政治形態によ

り発言の自由が制限されているグ
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－ローカルNGO
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材の活用に配慮した入札要件としているような事例、契約上資機材のグリーン調達を求め

ている事例などもある。 

近の国際的インフラ整備プロジェクトにおいては、受注者によるエイズ対策プログラ

ムの実施を入札要件に加えている例もある。具体的にはコントラクターの業務に従事する

労働者に対するエイズプログラムの実施を求める内容であり、プロジェクト関係者を通じ

たエイズの感染拡大を防ぐことを意図している。 

このように環境、社会面の配慮項目の中には、入札要件に加えることにより対策の一部

を契約に内部化することが可能なものもあることに留意したい。こういった対応は、企業

の社会的責任といった点からも今後ますます重視されることが予想される。 

1.5.4. 参加型開発 

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）の開発援助委員会（DAC）は、1989 年に「1990 年代の

開発協力に関する政策表明」を発表しており、その中でプロジェクトの受益者層（地域住

民）の意思を計画に反映するための参加型開発の理念を提唱している。その後、国際機関

や主要な二国間援助機関が中心となり、途上国の開発の現場で参加型開発は推進されてき

た。政府や行政機関が主体となる経済重視の開発では、地域住民の意向が反映されなかっ

たり、開発によりかえって、経済格差、地域格差が拡大したりすることが発生しがちであ

った。参加型開発は、計画段階より開発のプロセスに住民が参加することにより、住民の

ニーズを的確に反映していくことを意図しているものである。また、住民や地域のエンパ

ワメントや能力開発を目標とするプロジェクトでは、住民のプロジェクトに対するオーナ

ーシップやモチベーションを引き出す手段としても参加型のアプローチは有効である。こ

のような参加型開発は、環境アセスメントとは別の潮流より発生してきたものではあるも

のの、意図としているのは地域やコミュニティの住民の意向の反映と持続的な発展であり、

環境アセスメントにおける住民参加のアプローチと共通する点が多い。表４－９－４は、

主要な参加型開発及び合意形成手法を示している。 
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表 4- 9-4 主要な参加型開発及び合意形成手法 

 

 

2. 関係性の維持・再構築 

プロジェクトをとりまく関係性が設計され、それぞれのステークホルダーの役割が特定

された後、それを良好な状態に維持することが重要である。しかし、プロジェクト遂行過

程においては、利害関係の異なるステークホルダー間でのさまざまな摩擦、軋轢（コンフ

リクト）が予想され、それらを未然に防ぎ、また発生した場合には、予め合意した契約上

の取り決めなどを拠り所に解決を図る、あるいは、契約がない場合は企業の社会的責任と

いう観点で適切な関係調整業務を図ることが、プロジェクトマネジメントの主要な業務と

なる。 

さらに、顧客との間に一度構築した関係性は、企業対企業の良好な関係として長期に発

展させることができる。この関係性を維持・再構築することで、新たなプロジェクト提案

に発展させ、付加価値をさらに高めることが可能となる。 

以下では、関係性の維持を目的としたプロジェクト遂行中の「関係調整業務」、および

関係性の再構築に関連した「多面的な顧客関係の再構築と維持」について解説する。 

 

2.1. 関係調整業務 

関係調整業務とは、プロジェクトに関わるステークホルダー間に生じるさまざまな利害

が絡む軋轢や利益相反を調整して、プロジェクトを円滑に予定どおりに遂行することであ

 

PRAは本来調査手法ではないが誤用されやすいことから意味を明確にするため名
称を変更したもの。住民の主体性に任せる開発の考え方やプロセスを意味するも
の

PLA
（Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｏｒｙ

Learning and Action)

所定のテーマについて、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunities)、
脅威(Threat)の視点より状況を分析する手法

SWOT分析

主催者側より情報を提供しつつ、説明・質疑応答等により参加者の理解を促進した
り、参加者からのフィードバックを得る方式で行う対話の方法
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農村住民が自らの村を自ら評価・分析し、自ずからの行動について考え・意思決定
を行うアプローチ
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（ Participatory Rural  

Appraisal: PRA）
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るPDM (Project Design Matrix)を作成し、PDMを活用しながらモニタリング・評価
を行う手法

PCM手法

(Project Cycle
Management)

ブレーンストーミング等で出された意見・アイデアをｸﾞﾙｰﾌﾟ化、論理的に整除し問題
解決の道筋を明らかにしていく方法

KJ法

所定のテーマについて参加者が自由にアイデアを出し合いながら、連想・発想して
いく手法

ブレーンストーミング

内容手法の種類
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る。一般的に契約の当事者は顧客とプロジェクト遂行者（主契約者）であり、またはプロ

ジェクトの主契約者と従契約者（協力会社や共同受注のパートナー）であり、あるいは従

契約者と、さらにその下位の機器・サービス供給者（ベンダー）であることが多い。プロ

ジェクトの遂行においては、これら当事者間で絶えず軋轢が生じる可能性がある。 

これらの取引で当事者が三者以上になると利害が複雑に絡み合ってくる。これらの当事

者間の利害得失に絡む軋轢を調整管理し、同じ目的に向けてプロジェクトが進むように導

くのがプロジェクトマネジメントの大きな役割である。以下では当事者間、および他のス

テークホルダーとの関係調整業務について解説し、さらに関連するキーワードとして「交

渉」「苦情（クレーム）処理」「クイックリスポンス」を取り上げて概説する。 

2.1.1. 当事者間の関係調整業務 

当事者間での調整業務を発生させる主な要因として、次のような事項があげられる。 

(1) ものやサービスの提供範囲 

製品に付属している特殊工具や部品、予備品、あるいは操作説明書や説明指導のサービ

スなど、購入時には必要かどうかわからなかったり、明示されていない場合の提供範囲、

あるいは役務範囲の境界（プラントではバッテリーリミット＝BL と呼び、システムではイ

ンターフェイスと呼んだりする）における用役やデータのやり取りの条件や仕様の食い違

いによる作りこみ費用の増加分などに起因する問題。 

(2) 品質上の要求レベル 

品質標準に対する認識の違い、たとえば建物の壁材や床材などのような好みによって品

質要求に対する認識が違う場合や、設計における仕様書や要件定義書などの提供範囲の広

さや細かさなどの認識の違い、あるいは利用者の好みや使い勝手のよさに対する要求によ

って起こるサービス費用の増加などに起因する問題。 

(3) 技術上の課題 

使用には差し支えないが、音がうるさいとか、性能上は要求を満足しているが、運転が

安定しないとか、操作に対する応答が遅いとかの技術上のでき映えに対する苦情に起因す

る問題。 

(4) 納期 

納期に間に合わない場合に発生する他の工程への影響と、それにより発生する損失が当

事者の責任限界をはるかに越える場合、相手からの苦情に起因する問題。 

(5) 価格や予算、支払いなど 

追加変更などにより発生する価格や予算の見込みに対する食い違いや、支払いの条件の

理解に対する食い違いなどに起因する問題。 
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上記のような、問題の発生が予見できる項目は、契約によって細部にわたる取り決めが

当事者間で合意されることが望ましい。国際間の当事者の場合は、これらのことが契約書

に細かく記載されることが多い。 

今まで日本の企業は、従来の取引慣行や信頼関係によって細部を詰めることなく、事業

を開始することが多かった。特に工程が厳しい場合には、先を急いで細部を確認できない

まま契約を締結し、リスクを内在したままプロジェクトを開始することも多い。暗黙の了

解でお互いの理解に食い違いが生じない場合は問題ないが、大型の契約になると、細部で

の食い違いが生じることは頻繁である。契約金額や予算に余裕がある場合は、相手の過大

な要求や見落とし事項を吸収できるが、競争入札などによって予備費をとる余裕がない場

合は、当事者間の利害得失に対する見方も厳しくなり、軋轢が生じることが多い。 

プロジェクトマネジメントでは、これらの食い違いを予測し、食い違いが摩擦として顕

在化しないように処理して、プロジェクトに不利益をもたらすことなく、問題を事前に回

避することが も重要である。万が一相手が食い違いを意識した時でも、お互いの話し合

いによって調整を図ることが大事である。経験の豊かなプロジェクトマネジャーは軋轢が

生じた場合の悪影響を熟知しているため、できるだけ原因を事前に摘み取ろうとするし、

相手との交渉によって回避策を講じようとする。さらに、プロジェクト運営全般を通じて

相手との信頼関係を築き、問題の発生を低く抑えようと努力する。 

また国際プロジェクトにおいては、お互いのカルチャーが違うため、相手の言い分を理

解できなかったり、合意形成のプロセスがわからなかったりすることから、摩擦を生じる

場合があるので、相手の文化を理解することも重要である。 

これらの回避策が有効に機能することなく、軋轢が発生した場合は、契約書を念頭に置

いて相手と交渉する必要がある。契約書にはペナルティ条項や契約の中止、破棄の条項、

フォースマジュール（不可抗力）、さらに国際プロジェクトの場合には、仲裁に関する適

用法律の規定や調停の場所などが明示されている。プロジェクトマネジャーは、これらの

契約内容を熟知している必要がある。必要に応じて顧問弁護士を同席させたり、あるいは

弁護士に一任したりして交渉を行う必要がある。 

2.1.2. 他のステークホルダーとの関係調整 

これまでに述べた契約の当事者以外にも、摩擦・軋轢は生じる可能性がある。本章「ス

テークホルダー」で述べた企業の社会的責任に関わる問題が要因となる場合である。たと

えば環境に関する地域住民との軋轢や行政、政府関係機関との調整が相当する。存在その

ものが地域住民に受け入れられがたいプロジェクトや、プロジェクト遂行期間中や完成後

の騒音、振動、汚染など、公害のように地域住民の生活に影響を与えるようなことは軋轢
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の原因である。一度、軋轢が生じると社会的に大きな問題となり、問題解決に長期間を要

することが多い。事前の準備を含めた注意深い対応が必要である。プロジェクトの存在そ

のものが、地域住民に受け入れられがたい場合もあり、１．５で示した通り、周囲に与え

る影響を環境アセスメントなどの手法で事前調査したり、住民調査や説明会を開催したり、

必要があれば計画の見直しや問題解決のための対策を検討するなどして、プロジェクトが

無理なく進められるよう十分な準備を行う必要がある。さらに、地域行政府や政府関係機

関の許認可などについては、前もって実情を調査確認し、軋轢を 小限にするなどの対策

を立てる工夫が必要である。 

このように事前の準備を行っていたとしても実際に事業に着手した後にステークホルダ

ーとの問題が顕在化することもある。プロジェクト遂行者は事業実施期間を通して、環境、

社会面への影響をモニタリングしつつ、問題が生じた場合には、ステークホルダーとの協

議・調整を行ったり対策を施す等により、ステークホルダーとの関係性の維持に努めるこ

とが重要となる。 

こうした事業実施段階の関係性の維持には、ステークホルダーとの円滑なコミュニケー

ションが必要であり、コミュニケーションのためのメカニズム（あるいはシステム）をし

っかりと築くことが関係性をマネジメントするという観点より重要となる。 

2.1.3. 交渉 

前述のように、無用な軋轢を回避したり、また発生してしまった問題を収拾したりする

に際しては、常に交渉が伴う。交渉の本質は自分の利益を主張し、相手と駆け引きを行い、

相手に自分の要求を飲ませるものであるが、自己主張が強すぎれば相手は反発し、たとえ

合意が得られても、後にしこりを残すことになりかねない。したがって理想的な交渉とは、

お互いに利益が得られるように双方が努力を払って合意に達し、かつお互いが好感をもっ

て終了することである。熟達したプロジェクトマネジャーは、経験の中でこのような交渉

技術を身につけ、関係調整業務に活かしている。交渉技術自体は、一般の経営技術の一部

であり、プロジェクトマネジメントのみに特有のものではない。以下は、一般的な交渉過

程であげられるいくつかの内容について、プロジェクトマネジメントの状況に即して解説

を加えたものである。 

(1) 時期の設定 

プロジェクトの進行上重要な問題の多くは、その早期解決が求められるため、交渉は事

象が確認された後、速やかに実施するべきである。 

(2) 交渉参加者の選定 

プロジェクトマネジャーは問題の当事者、その関係性、利害の状況などを十分理解して
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話し合いに参加する人選を行う必要がある。 

(3) 情報収集 

プロジェクトマネジャーが問題の事象について正確な情報をもち、各当事者の置かれた

立場と主張を理解していることが重要である。 

(4) 過程の文書化 

問題の内容、調整の過程とその結果、これらはすべて文書化し、各当事者の確認を得て

保管することが重要である。特に問題発生時点での速やかな文書による通知は重要であり、

ここでの遅れや曖昧さは問題を無用に拡大する元凶となる。 

(5) 情報技術（IT）環境の利用 

利用できる IT 環境のもとで、意思伝達をルール化することが必要である。IT 化の浸透に

より、前述した文書化の内容が電子化されるため、それを前提とした情報連絡、交渉手段、

結果の確認、保管ルールを準備しなければならない。 

(6) 非公式な交渉 

交渉は何もお互いがテーブルについて行うものばかりではない。電話・FAX・E メール

通信、何気ない会話、立ち話も交渉であり、これに費やす時間のほうが公式な交渉時間よ

り圧倒的に多い。プロジェクトマネジャーにとって、ステークホルダーとの日常的な意思

疎通が も重要であり、これによって多くの問題の兆候は事前に摘み取られ、また発生し

た場合でも、信頼関係のもとで円滑な交渉が可能となる。 

2.1.4. 苦情（クレーム）処理 

苦情はひと・企業の価値観や期待、目標に応対者の行動が合致していない時に発生する。

プロジェクト遂行中に、さまざまな局面で出てくるステークホルダーからの苦情は、個々

には摩擦・軋轢として認識され、解決が図られるが、それ以上の意味合いをもつため注意

が必要である。プロジェクト遂行中に発生する種々の軋轢の中で、プロジェクト固有の問

題、すなわち供給範囲の境界や要求仕様に対する解釈の相違などは、その場の解決で済む。

しかしながら、苦情とは多分に感情的な要素が入った顧客不満足の表明であり、その原因

は特定のプロジェクトを超えた、企業レベルで共通的な製品やサービスの質に関わる場合

が多い。たとえば、特定の軋轢自体は解決したとしても、その解決の過程に時間がかかり

過ぎたり、同類の問題が繰り返し起こったりすることが苦情につながる。 

このような苦情に対する処理については、プロジェクトマネジャーの権限内での個別的

な対処では根本的な解決に至らない場合があり、そういう認識をもたずに不十分な解決を

積み重ねれば、企業レベルでの問題に拡大する危険性がある。こうした苦情の処理には、

プロジェクトマネジャーが苦情の本質を見極め、企業レベルの苦情に属するものを識別す
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る眼力をもち、それを企業の問題として処理する経営上の仕組みが必要となる。 

通常、不特定多数の顧客を対象とする量産品・サービスの業界では、「お客様窓口」や

「コールセンター」などを設け、商品やサービスの質に関わるさまざまな苦情を積極的に

受け取り、迅速な解決を図るとともに、苦情内容を商品やサービスの改善に還元（フィー

ドバック）する仕組みをもっている。 

「プロジェクト」的製品・サービスにおいても事情は同じである。プロジェクトマネジ

ャーをはじめとして、顧客と接点をもつすべての当事者が「お客様窓口」として、積極的

に顧客の苦情を聞き出す役割をもっているのであり、苦情を迅速に処理するとともに、そ

の内容が記録され、しかるべき組織に伝達され、改善が図られる仕組みが企業組織として

必要である。 

2.1.5. クイックリスポンス 

クイックリスポンスには、問題の回避や発生後の収拾に際して迅速な顧客対応が有効で

あるという一般的な意味がある。それに加えて、ここで特にクイックリスポンスを個別に

解説するのは、これが顧客満足にとって重要な指標であり、迅速な対応を確実にする仕組

み、システムがサービス事業の要になっているからである。 

マネジメント技術としてのクイックリスポンスは、安価な輸入品との競合で窮地に陥っ

ていた米国の繊維・アパレル産業で、1980 年代の後半から取り組みが始まり、消費財一般

に広がっていった。電子化取引を用いた情報網を構築したことなどにより、消費者ニーズ

ヘの反応速度が著しく向上し、その結果、標準納期の大幅短縮、見込み生産から受注生産

への移行による生産調整、在庫の削減、流行をとらえた付加価値の高い製品生産への転換

に結びつき、コストで優る海外製品に対しても十分な競争力を維持することが可能となっ

た。 

プロジェクト的製品・サービスにおいても同種の試みが有効となる。前述したように、

プロジェクト遂行中の関係調整業務の中で、苦情の類には取り扱いに注意を要するが、苦

情を発生させる主要な要因は対応の遅れ、もたつきにある。顧客から何らかの問題が指摘

された場合、それに対する対応が迅速であれば苦情には発展しない。たとえ苦情が発生し

た場合でも、迅速な処理により顧客の不満足を満足に転換することも可能となる。このよ

うなクイックリスポンスの仕組みは、単にプロジェクトマネジャーが迅速さを心がけると

いったレベルではなく、企業組織としての対応、IT 環境を利用した業務手順の作りこみな

どが必要である。たとえば高度に IT 化されたプロジェクトマネジメントシステムは、プロ

ジェクトの進捗状態を常時監視し、遅延リスクやその原因を初期段階でとらえ、対策をと

ることを可能にしている。このような情報を顧客と共有することにより、顧客とプロジェ
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クト実施者間で問題認識の時間差はゼロとなり、時間差によるクレーム発生の可能性はな

くなった。 

また、プロジェクトが完成し、運用が開始された以降のシステム保守時のクイックリス

ポンスを可能にする仕組みを、あらかじめシステムに組み込む発想も存在している。たと

えば、プラントに各種のセンサーを事前に組み込み、運用開始以降その稼動状態を遠隔監

視し、不具合を察知したら即座に対応準備を開始するサービスが可能である。この事例は、

プロジェクトにおいて、クイックリスポンスによる顧客満足の獲得は、単にプロジェクト

遂行中の対応のみならず、その運用から廃棄を含めたプロジェクトライフサイクルを対象

にした視点が有効であることを示している。このような仕組みをシステムに組み込むこと

によって、それを提供する企業はプロジェクトの遂行のみならず、その保守運営事業にお

いても優位にビジネスを展開できるからである。 

 

2.2. 多面的な顧客関係の再構築と維持 

プロジェクトは期間限定の業務であり、契約完了をもって顧客との関係は終了する。と

ころが企業にとっては、プロジェクトを予算内で成功裡に終了させるだけではなく、いか

に継続して自社製品やサービスを選んでもらうかが重要である。一つのプロジェクトが終

了しても、それに関連する保守サービスや新たなプロジェクトが開始されることは多い。

あるいは、今までとは異なる新しいサービスのスキームがプロジェクトとして発生するこ

ともあるし、そのかたちを顧客に提案して受け入れられることもある。 

プロジェクトを含む企業間取引で、よい製品やサービスを継続して提供することは、製

品やサービスの品質を維持するだけではなく、取引における顧客との関係を長期にわたっ

て良好に維持するという問題に帰着する。良好な関係を維持する中で、顧客企業に自社が

提供する製品やサービスを選択してもらうように働きかけ、かつ利用した後で満足しても

らうことが大事になる。 

そのためには、顧客との間にさまざまなレベルでのネットワークを構築していくことが

必要である。顧客との関係を多面的に構築することによって取引を円滑に進めたり、拡大

したりすることができる。それらの多面的なチャンネルの緊密さによって、企業間の関係

の緊密さや企業がもつ実力が規定され、売上や顧客満足度に影響するといえる。たとえば、

上位レベルの社長や役員間のチャンネル、部課長レベルのチャンネル、担当者レベルのチ

ャンネルと階層的に関係を築いたり、購買と営業のチャンネル、技術者間のチャンネルな

ど、専門家同士の関係を構築したりすることが重要になってくる。こういう関係が多岐に

わたって構築されていればいるほど、企業間の取引も密になる。 
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プロジェクトマネジャーはプロジェクトの進行中から、この様な継続的な関係を意識し

て顧客関係を積極的に築くように社内を導いていく必要がある。また、関係が多面的に成

ればなるほど、会社としての整合性のとれた関係を維持することがむずかしくなる。たと

えば、担当者は非常によい関係を相手企業の担当者と築いて、契約の一歩手前まで行った

が、競合企業の社長と顧客企業の社長の話し合いによって、商談をひっくり返されたとい

う例は数多くある。あるいは、以前の営業担当者と新しい担当者が違うことを言ったとか、

技術者と営業担当者とで、まったく異なった対応をして顧客を怒らせてしまい、大事な商

談を逃がしてしまったという例もよくある。 

同じ顧客に対しては、だれが対応しても同じような情報に基づいて整合性のとれた対応

を取ったほうが、より取引の機会が多くなり、効率的であることは明らかである。さらに

多面的な対応でも、戦略的に整合性をとって対応したほうがより効率がよいことは明らか

である。 近では、カスタマーリレーションシップマネジメント（Customer Relationship 

Management＝CRM）と称して、情報技術の進歩を利用して情報を一元管理する仕組みを

構築し、同一顧客に対しては、会社全体として整合性のとれた対応を目指す仕組みを構築

しようとしている企業が出てきている。さらに、こうした企業は CRM を社内ネットワーク

上で実現することにより、顧客対応を迅速に行うことを目指している。CRM は大きく分け

て、次の 2 つの側面をもっている。 

• システム化による業務の効率化およびインターネットへの対応 

• 顧客関係を維持強化し、マーケティングに利用するための情報の蓄積および分析 

 

3. 契約 

ステークホルダーの中心となるのは、通常、顧客およびプロジェクト遂行主体である受

注者であり、この両者の関係性の詳細は、契約のかたちで合意が得られて確定するのが一

般的である。顧客と受注者をとりまくその他の主要なステークホルダー、たとえば協力会

社や関係官庁などとの関係も、契約において合意のもとに何らかの取り決めがなされてい

ることが多い。 

関係性マネジメントの観点からは、契約をプロジェクト遂行上のリスクを関係者間で認

識し、そのリスクの分担を合意する行為と捉えられる。分担するリスクを明確にし、それ

に対する備えをすることで、例えば、その対策や処置に対する予算上のコンティンジェン

シーを契約金額に織り込んでおくなど、プロジェクトの遂行をより確実なものとすること

が可能となる。さらに、 近では株主代表訴訟の視点からも考える必要があり、株主代表

訴訟に関する関係者間のリスク分担の合意およびその契約内容への反映もプロジェクト遂
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行上重要なものとなってきている。 

 

3.1. 契約 

契約は、提案によって提示された顧客とプロジェクト実施者、およびそれをとりまく主

要なステークホルダー間の権利・義務関係を 終的に合意する行為であり、その後のプロ

ジェクト遂行中のステークホルダー間の利害得失に絡む疑義解決の拠り所となる重要な概

念である。プロジェクトの成否は、契約によってその大半が左右されるといっても過言で

はなく、不適切な契約内容によって企業が多大な損失を被った事例は多い。 

単に海外プロジェクトへの参画といった局面のみならず、海外調達の拡大や日本市場に

おける海外企業の参入拡大などにより、国際的契約知識を求められる局面は、国内のビジ

ネス環境においてもますます増大する。欧米では契約に専門の弁護士が関わることが一般

的であるが、日本企業においては少ない。プロジェクトが置かれた環境によっては、弁護

士の関与は必須であることを認識する必要がある。 

また、いかに専門家が関与しようとも、プロジェクトに特有のリスクがどこに存在し、

どのような条件を盛り込むべきかを知り得るのは、プロジェクトマネジャーであるため、

契約行為のリーダーシップは、プロジェクトマネジャーによってとられることが重要であ

る。 

さらに、プロジェクトを遂行していく上で、そのリスクに対してプロジェクト遂行者が

プロテクトしていく発想もあるが、リスクへの対処方法を開発することで、顧客側のリス

ク分担を積極的に軽減し、付加価値の高いプロジェクト提案も可能となる。 

以下、契約に関する一般的な知識として、その種類と条文構成例について解説するが、

契約を考えるうえでは、今から遂行するプロジェクトリスクに関して、自分たちは何が対

処できて、何が対処できないのかを明確にし、 初にどのような契約の種類が適している

のかを決め、次に各条項について詳細な協議・合意を行っていくとよい。 

3.1.1. 契約の種類 

契約の内容は、その目的によりさまざまであるが、以下にいくつかの典型的な契約の種 

類をあげる。 

(1) 価格設定の方式による分類 

(a) 定額請負契約型（Lump-sum Contract） 

プロジェクト請負価格を契約時点で定める方式で、経済指標の変動にかかわらず価格を

固定する方式（Firm Fixed Price）や、エスカレーションなどによる価格調整条件をつける

方式など、いくつかの変化型がある。プロジェクトの予算面のリスクが固定されるため、
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契約時点でプロジェクト仕様が特定できるならば、顧客は一般的に定額契約を望む。一方、

コスト変動のリスクは、原則として受注者がとることになるため、受注者にとってはリス

ク対応費（contingency）を見込むとか、例外事項（特定の変動事由に対する免責）を契約

上明記するなどの留意が必要となる。 

(b) 実費償還型（Cost Reimbursement Contract, Cost-plus Fee Contract） 

プロジェクト費用を実費ベースで償還するとともに、何らかの方法で決定される報酬（フ

ィー）を支払う方式。報酬の決定方式やコストの上限の設定など、いくつかの変化型があ

る。プロジェクトの仕様が決まっていない段階から、プロジェクトを立ち上げることがで

きるという利点があるが、仕上がりコストが予想と大きく外れる可能性があるため、顧客

側が予算にリスク対応費を見込む必要がある。 

(c) 単価契約型（Unit Price Contract） 

契約上合意されている単価に、実際の完成物量を掛けることによって、プロジェクト費

用を決定する方式。コストの変動要因中、単価変動のリスクを受注者がとり、物量変動の

リスクは顧客がとる。土木建築工事のように、作業内容が確定し、物量のみが不確定であ

るようなプロジェクトに適している。 

(d) その他の方式 

契約における価格設定方法は、コスト変動のリスクのあり方に応じて、一つのプロジェ

クト内でも、上記の方式を組み合わせたさまざまな変化型が考えられる（たとえば定額請

負をベースとしつつ、指導員の派遣は実費償還とするなど）。また、プロジェクトの成果

（納期や性能）に応じたボーナス（成功報酬）を設定したり、さらに進んで成果物（プラ

ントなど）の運用による利益をシェアしたりすることも可能である。プロジェクトコスト

を回収する機会は多様であり、契約における価格設定方法についても類型にとらわれない

新しい発想が重要である。 

(2) 契約責任範囲による分類 

大規模なプラント建設などのプロジェクトでは、プロジェクトのフェーズをエンジニア

リング、設備の製造・調達、据付工事などに分割し、それらのどの範囲までを請け負うか

で契約を分類する考え方がある。典型的な分類を以下に示す。 

① エンジニアリング契約 

② エンジニアリング＋機材供給（危険負担の移転時期に応じて Free on Board＝FOB、

Cost, Insurance and Freight＝CIF などの種別がある。） 

③ 同上＋据付指導 

④ エンジニアリング＋機材供給＋据付工事（ Engineering, Procurement & 
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Construction＝EPC 契約、ターンキー契約など） 

さらに視野を広げれば、プロジェクト企画段階の事業化調査や各種調査、コンサルティ

ングなどのサービス業務や施設の運転開始以降の運営、維持管理まで含んだ事業権契約、

あるいはコンセッション契約（Concession Agreement）と呼ばれる形態など、契約範囲の

バリエーションを考えることが可能である。契約責任範囲は先の価格設定方法と同様、発

注者・受注者間でリスクをどう分担するかという観点から、戦略的に選択されるものであ

るため、ビジネス形態の多様化に応じて類型にとらわれないさまざまな方法があり得る。 

たとえば情報システム開発の場合には、下記のような責任範囲の分割が考えられる。 

① 企画支援業務 

② 基本設計業務 

③ ソフトウェア作成業務 

④ 移行、運用準備支援業務 

これらは単に作業の進捗に応じたフェーズ分割という意味合い以上に、リスクの観点か

ら契約方式を分割すべきという戦略に基づいている。すなわち、ソフトウェアは往々にし

て顧客の要求仕様が明確でないため、要件設定までの作業と、要件に基づくシステム開発

作業は分割することが望ましい。前者は顧客主体の作業であるから、受注者は実費償還型

で支援業務のみとし、後者は請負による定額契約も可能である。同様に運用準備段階以降

は、顧客の運用上の要求が多々予想されリスクが大きいため、さらに契約を分割して、実

費償還型の支援業務とするのが望ましいのである。 

(3) 契約当事者別の分類 

前出（1）と（2）はいずれも、プロジェクトの発注者と主たる受注者（主契約者：Main 

Contractor）との間の、いわゆる主契約（Main Contract）を念頭にした類型だが、プロジ

ェクト遂行に際しては、ステークホルダー間にさまざまな契約関係が存在する。以下はそ

の例である。 

① 二次契約（主契約者とその協力会社間）、三次契約（協力会社と二次協力会社間）な

ど 

② 技術提携契約、業務提携契約、企業連合（コンソーシアム）・JV（ジョイントベン

チャー）協定など（主契約者とそのパートナー間） 

③ 融資契約（顧客と融資機関間、主契約者と融資機関間） 

3.1.2. 契約の構成 

契約の条文構成も、契約の目的によってさまざまだが、ここでは一般的な条文構成とそ

の内容について概説する。 
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(1) 説明条項・合意内容 

契約に至った経緯の説明、および何についての合意かという契約目的の明示。 

(2) 用語の定義 

契約中に使用される重要な用語についての定義。 

(3) 契約範囲・仕様・性能 

契約内容の主文である。これらが明確で詳細であればあるほど、プロジェクトの不確実

性は減少しリスクは低減する。 

(4) 価格・支払い条件 

価格およびその前提条件（通貨、為替リスク、船積条件など）、支払条件などの記載。 

(5) 引き渡し条件 

引き渡し日、場所の特定、危険負担と所有権の移転時期の明確化。 

(6) 変更・承認 

契約範囲、仕様などに変更が生じた場合の処置、仕様の顧客承認手続きなどの合意。 

(7) 保証条件 

保証内容、保証対象除外要件、保証期間などの記載。一般的な保証内容としては、性能

保証（プロジェクトの成果物の性能が契約に合致することの保証）や瑕疵担保責任保証（引

き渡し後の所定期間＝保証期間中、納入設備が健全であることの保証）などがある。 

(8) 契約の存続期間・解除条項 

契約の発効要件、終了要件、また途中解除時の取り決めの記載。 

(9) 不可抗力 

当事者が免責される不可抗力事由の列挙（天災、戦争、革命など）。 

(10) 情報・工業所有権など 

契約履行のために当事者間で交換される情報の取り扱い（守秘義務など）、また、契約

物品に関連する知的所有権の保護、あるいは第三者からの侵害請求の際の問題解決義務の

所在などの記載。 

(11) 責任制限 

損害賠償の制限（上限：Ceiling）規定や損害内容による制限（間接損害は含まないなど）、

また、納期遅延や性能未達などの際の約定損害賠償額の取り決めなど。 

(12) 仲裁 

問題が当事者間で解決しない場合の調整方法に関する記載。 

(13) 準拠法 

どこの国の法律に基づいて契約を締結するかの取り決め。 
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3.2. 株主代表訴訟の視点 

契約合意を行ううえで株主代表訴訟の視点も考える必要がある。例えば、国内で不幸に

してプロジェクト遂行上、あるいはプロジェクト完了後に不具合などの支障が起きた場合

においても、これまでは業界内（企業間）で構築してきた良好な関係性に基づき問題解決

がされてきた。しかしながら、株主代表訴訟に対する観点より、株主（第三者）への説明

性・透明性が重視されるようになり、場合によっては損害賠償問題など訴訟に発展するケ

ースも考えられる。 

例えば、発電所や製造プラントの建設プロジェクトや銀行・証券などの情報システム構

築プロジェクトの完了後に不具合が発生した場合、瑕疵期間であれば、当然、契約（保障

条項）の合意に従い、不具合箇所をあるべき姿に修補するなどの処置をプロジェクト実施

者が行うことになる。しかし、オーナー側に遺失利益や第三者（消費者などの 終顧客等）

からの損害賠償請求が発生する場合の事業リスクの分担に関する契約上の合意が当事者間

で明確でなく、長期に渡る企業間の良好な関係性に基づきその事業リスクの分担が解釈さ

れてきた場合もある。そのような場合、株主代表訴訟の視点から、オーナー側が今までプ

ロジェクト遂行者が分担していなかった損害についても請求してくることが予想され、そ

れまで構築してきた企業間の良好な関係性が壊れることもありえる。 

その観点からも、契約条項の責任制限の中で合意すべき、損害内容による制限、特に遺

失利益などの事業者リスクに関するものについて明確にすることは重要となる。それは単

にプロジェクト遂行者側の立場をプロテクトするだけではなく、オーナー側にとっても株

主代表訴訟のリスクを軽減する上で重要なポイントとなる。 

 

4. プログラムにおける関係性 

ここまでプロジェクトの関係性について取り扱ってきたが、 後にプログラムミッショ

ンの達成に求められる関係性マネジメントの留意点について言及する。プログラムミッシ

ョンの達成には、プログラムレベルでステークホルダーを把握してマネジメントを行うこ

とが必要となる。プログラムレベルでのステークホルダーには、プログラム全体に関与す

る者、複数のプロジェクトに関与する者、個々のプロジェクトのみに関与する者があり、

その利害の範囲はプロジェクトレベルよりも拡大し、かつ複雑化する。関係性の設計・構

築、維持の考え方そのものは、プロジェクトレベルと基本的に変わらないが、プログラム

のもとにある個々のプロジェクトのステークホルダーは必ずしも同じ利害のもとにつなが

っているわけではないため、プログラムマネジャーはプログラム全体と個々のプロジェク

トを見据えた関係性のマネジメントが必要となる。プログラムミッションの達成のために
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は、個々のプロジェクトの縮小、拡大、修正、中止といった変更の必要性も発生するが、

そういった変更は必ずしも個々のプロジェクトステークホルダーの利害と一致しない可能

性も出てくる。プログラムマネジャーは、プログラムミッションと個々のプロジェクトミ

ッションとの因果関係、その中での各ステークホルダーの位置づけを把握しながら総合的

な調整を行い、プログラムに関与するステークホルダー全体の満足化を図ることが必要と

なる。プログラムマネジャーは個々のプロジェクトマネジャーとの協議や情報共有に努め

ながら、プログラム全体の状況を把握し、プログラムにおける関係性のマネジメントを行

う必要がある。 

昨今、公共性の高い事業において、戦略的環境アセスメント（Strategic Environment 

Assessment : SEA）が行われるケースが出てきている。戦略的環境アセスメントは、個々

のプロジェクトの実施以前の段階にてステークホルダー協議を含むアセスメントを行うも

ので、ステークホルダーのニーズや意向を計画策定や意思決定プロセスに反映していくも

のである。プログラムレベルのステークホルダーとの関係性の設計・構築のプロセスの一

つとして理解できる。 

 

戦略的環境アセスメント（Strategic Environment Assessment : SEA）  

従来、環境アセスメントは事業ベースでのアセスメント（いわゆる事業アセス）が中心

であったが、近年計画段階及びさらに上流での政策段階で行う戦略的環境アセスメント（図

４－９－６）の重要性が謳われるようになってきている。より早い段階より環境アセスメ

ントを行い、意思決定に反映することにより無駄な投資を削減したり、累積的環境影響の

軽減を図ったりすることが可能となる。戦略的環境アセスメントは、事業ベースでの環境

アセスメントに比べて広範囲になるため、ステークホルダーも多様になるが事業アセスメ

ント同様に情報公開と住民参加、代替案の検討が重要となる。戦略的環境アセスメントに

ついては、すでに欧米では法制されている国も多く、国際的援助機関や主要な二国間の援

助機関においては、融資や援助を検討する際のガイドラインの中でその重要性に言及して

いる機関もある。 
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図 4-9-6 政策・計画・事業と SEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「改訂版 環境アセスメント」原科幸彦編 2003年 （財）放送大学教育振興会
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計画段階（plan, program）

事業段階（project）

実 行

計画アセス

事業アセス

戦略的環境

アセスメント

（SEA）
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第10章 バリューマネジメント 
 

概要 

「第 2 部 プロジェクトマネジメント」で定義されているように、プロジェクトとは特定

使命をもつ価値事業である。プロジェクトの特定使命とは、特定のステークホルダーに特

定の価値を提供するというかたちで定義され得るものであり、そのプロジェクトが成功裡

に終結するということは、目的とされた価値が実現されるということである。 

企業がプロジェクトにより新たな価値を生み出し、事業を維持発展させていくためには、

顧客を中心とするステークホルダーがプロジェクトに求めるもの、すなわち価値とは何か

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

源を組み合わせることによって、その価値を創造して獲得しなければならない。経験や情

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

泉から価値を提供できる形態に変換するプロセスは多様であり、多くの実例、ベストプラ

クティスによる知見が有用である。 

バリューマネジメントとは、以上のような企業の定型的な活動やプロジェクト活動にお

いて派生する知識・経験などを価値の源泉として蓄え、プロジェクト（すなわち新たな価

値の創造・獲得）にフィードバックする価値循環のプロセスである。以下では、バリュー

マネジメントを「価値の認識」「価値の評価」「価値の創造、獲得」「価値の源泉」の４

段階に分けて、関連する知識を解説する。 

図 4- 10-1 バリューマネジメント概要 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・プロジェクトにおける価値を適切に評価する
・幅広い知識、経験、手法をプロジェクトにとって有用な形（価値）に変換する
・潜在的な価値創造機能を抽出し、価値創造資源とする。

環境変化
制約条件

・経営環境 ・法規制
・前例、先入観、慣行 ・人的資源
・遂行能力

・価値の定量化
・価値の極大化
・価値の再現
・価値の維持
・価値の創出

・価値の認識と評価
・ナレッジマネジメント
・技術移転
・メンテナンス
・カイゼン
・ＴＱＭ
・保証契約
・投資回収
・環境
・サービス事業創造

・価値の明確化
・新事業創出
・事業の持続
・複合的効果

・教訓、知見、技法、管理手法
・事業収支データ ・組織の経験
・プロジェクト、オペレーションの実績データ

知識
データベース



 397 

1. 価値の認識 

 

1.1. 価値の認識 

プロジェクトの価値とは、プロジェクトのステークホルダーにとっての価値であり、す

なわちステークホルダーの満足のことである。個々のプロジェクトがもつ特定使命は、プ

ロジェクトがどのような価値を目的として存在しているかを示しており、その達成の過程

および結果に基づくステークホルダーの満足の度合いの総体が、プロジェクトにより生み

出された価値となる。 

企業活動は当然のことながら価値活動であり、定常的な企業活動においても企業が生み

出す価値が顧客を中心とするステークホルダーの満足であるという点では、プロジェクト

の価値と変わるものではない。しかし、プロジェクトは個別性・有期性・不確実性という

基本属性をもっているために、プロジェクト特有の価値が存在する。個別性は、プロジェ

クトが個別使命の達成に向けて問題を提起し解決を図る、そのプロセス自体を価値とみな

す。また、不確実性はこれを低減し克服することが、プロジェクトにとって大きな価値と

なり得ることを示している。 

 

1.2. 価値の分類 

P2M では「スキームモデル」「システムモデル」「サービスモデル」というプロジェク

トモデルを提唱しており、それぞれに「構想の価値」「実現の価値」「活用の価値」を求

めている。プロジェクトを価値という視点で分類すれば以下のような価値認識が可能とな

る。 

① 価値デザイン型プロジェクトの場合（企画・調査・研究型プロジェクト）、成果物は

価値の設計図であり、下記の各視点から検討する必要がある。（スキームモデル） 

・全体戦略・プログラムミッションとの整合性 

・システムモデル・サービスモデルへの価値展開ストーリー 等 

② 価値創造型プロジェクトの場合（構築型プロジェクト）、成果物はハードやソフトの

完成品であり、他企業との優位性確保や将来に向けたナレッジ蓄積等の観点から、下

記の各視点から検討する必要がある。（システムモデル） 

・ステークホルダー（主に顧客）の満足 

・技術的なイノベーション価値 

・商品機能の革新価値 

・開発や生産工程等の業務プロセス革新価値 等 
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③ 価値獲得・成長型プロジェクトの場合（運用やアフターサービスやサービス事業や継

続した経営活動）、成果物は収益であり、下記の各視点から検討する必要がある。（サ

ービスモデル） 

・投資回収 

・継続的な商品価値の優位性・・・・機能、コスト、デザイン、ものづくり等 

・継続的なサービスモデル価値の優位性・・・・モデル開発、シナジー効果等 

④ 価値再構築型プロジェクトの場合（経営構造改革）、成果物は新しい時代に対応した

経営モデルである。多くの場合組織全体での取り組みが必要であり、摩擦や痛みを伴

う。破壊と創造を一体として扱うため、既述したプロジェクトの複合体として、プロ

グラムマネジメントの範疇で捉えるべきであろう。 

⑤ 企業の社会的な存在確保は絶対条件であり、いかなるプロジェクトと雖も下記の諸項

目については遵守し、価値向上に努めなければならない。（絶対価値） 

・CSR の価値 

・環境保全の価値 等 

⑥ 価値の源泉は究極、人と組織である。価値は人と組織に蓄積され、価値自身の進化や

他の価値との複合形態等に変貌する重要な経営資産として認識されるべきである。こ

うした価値インキュベーションの役割を果たす人と組織についてはいかなるプロジ

ェクトにおいても重視すべきである。 

・人材の開発、育成価値 

・組織力のレベル向上価値 

・ナレッジマネジメント 等 

 

2. 価値の評価 

プロジェクトの価値は、ステークホルダーの満足と戦略への寄与、および、プロジェク

トそのものの実行性によって評価されるべきものであるから、その内容は多面的であり、

後述するような複数の評価指標により総合的に評価されなければならない。必ずしも定量

的な評価手法が確立していない指標もあるが、何らかのかたちで評価を実施することが下

記の観点から重要である。 

① 評価結果を新たなプロジェクト（新規プロジェクト、後継プロジェクト）の創出・計

画に生かす。 

② プロジェクトの立案・企画を評価することにより、プロジェクト実施の可否や投入可

能な資源の 適化・効率化を図る。 
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③ プロジェクト実施のために投入した資源（インプット）に対し、どれだけのプロジェ

クトの成果物（アウトプット）が得られたかを評価し、プロジェクト運営に反映させ

るマネジメントシステムを構築することにより、プロジェクト全体のパフォーマンス

を向上させ、結果的に顧客満足度を高める機能をもたせる。 

④ 評価の継続的実施を通じて得られる情報やノウハウを学習・蓄積することにより、プ

ロジェクトの形成や実施能力に役立たせるなどのナレッジマネジメントのレベルア

ップを目指す。 

 

2.1. 評価指標 

「第 3 部 プログラムマネジメント」の中で「バランスのとれた総合価値指標」として解

説されている５つのＥ（Efficiency、Effectiveness、Earned Value、Ethics、 Ecology）

と２つのＡ（Accountability、Acceptability）という指標は、プロジェクトの価値評価の指

標事例である。プロジェクトの目的・目標との整合性を図りながら、プロジェクトサイク

ルにおける評価の時点あるいは評価の目的・対象に応じて、これらの指標のバランスをと

りながら、総合的に評価しなければならない。 

単体プロジェクトの評価としては以下のような評価指標が考えられる。 

① そのプロジェクトで生み出されるビジネス上のメリット（価値）は何か 

・収益の増加＝利益金額（率）が指標となる 

・顧客の増加＝獲得顧客数が指標となる 

・市場シェアの拡大＝市場占有率が指標となる 

・市場における知名度の向上＝例えばブランド浸透度が指標となる 

・ビジネスのグローバル化＝例えば海外ビジネス比率が指標となる 

② そのプロジェクトのイノベーション要素（新商品・新技術など）は何か 

・商品の性能や重量や部品点数などが指標となる 

③ そのプロジェクトの顧客満足度をどのように評価するのか 

・ アンケートによる顧客満足度調査などが指標となる 

④ 財務的な視点からの安定性は十分か 

・ 投資の総額限界はどのくらいか 

・ 求められる投資回収の率はどのとくらいか 

・ 許容される投資期間や投資回収期間はどのくらいか 

⑤  実行性は十分か 

・ プロジェクトを実行するために十分なケイパビリティはあるか 
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・ リソースは十分か 

 

2.2. 評価の時期 

価値評価は、プロジェクトサイクルの中での実施時期により、以下の４段階に分類でき

る。 

(1) 事前評価：初期フェーズ、計画の決定前 

(2) 中間評価：中間フェーズ 

(3) 事後評価： 終フェーズ、プロジェクトの完成・運営 

(4) 追跡評価：フォローアップフェーズ、プロジェクトの効果確認 

一般的なプロジェクトサイクルにおける評価の位置づけを、図 4－10－2 に示す。 

図 4- 10-2 プロジェクトのプロセスと評価 

(1) 事前評価 

事前評価では、プロジェクトの計画についての妥当性や実現可能性を検討し、個々のプ

ロジェクトの絶対評価および複数プロジェクトの相対評価を行い、プロジェクト実施の可

否や選定の判断材料を提供する。評価を行うにあたっての重要な視点については、第１章

の「戦略的プロジェクトの評価システム」を参照。 

 

計 画 の 決 定

計画の実施

完 成・運 営・維 持

発 掘 ・ 構 想 ・ 計 画 立 案

中間評価

以降のプロジェクトへ

フィードバック

事前評価

事後評価

追跡評価
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(2) 中間評価 

プロジェクトの運営途中において、進捗状況や達成状況を把握することにより、計画の

見直しや補正の要否を検討し、プロジェクトの継続自体の是非を判断する材料として活用

する。 

(3) 事後評価 

事後評価の目的は、プロジェクト終了時点でこれまでの実施状況や完成後の運営・維持

状況について、当初の計画内容と比較し、その達成度を評価することにある。加えて、計

画との差異や成功・失敗要因を検証し、今後のプロジェクトへフィードバックすることに

意味がある。 

また、事後評価は単にそのプロジェクトの成否を判定し、計画の見直しや新たなプロジ

ェクトの企画・立案に反映させるだけのものではない。事前評価での予想が、実際にどの

ような成果として出現したかを検討・学習することで、事前評価のあり方をも検証するこ

とができる。これはプロジェクトの計画策定や選定の必要な事前評価の方法などの改善に

つながってくる。 

(4) 追跡評価 

プロジェクトによっては、その効果の発現に長い期間を要するものがあるため、プロジ

ェクトの完成後ある程度の期間（たとえば 10 年以上）が経ったものを対象に、その成果が

産業や社会に及ぼした効果について調査し、その結果をもとに現在の視点から総合的に評

価を行う必要がある。また、追跡評価は、事後評価の妥当性の検証にも役立つ。さらに、

この評価段階で改善を要する点が確認されれば、必要な対応策を検討し処置を実施するこ

とにより、プロジェクト成果の持続、あるいは一層の効果促進を図ることができる。 

 

2.3. 評価手法 

定量的な評価を行うためには、それぞれの評価指標に対して何らかの測定可能な対象を

定めなければならない。代表的な評価手法を以下に述べるが、評価の質を高めるためには

これらを効率よく選択し、組み合わせることが不可欠である。さらに、すべての指標に対

して適切な定量的評価手法があるわけではないため、新しい手法や指標の探索・開発が望

まれる。 

(1) プロジェクト分類に基づく手法 

プロジェクトポートフォリオに代表されるような予め価値を表現するフレームワークを

構成し、そのフレームワーク上にプロジェクトをマッピングし、その上で、リスク、リタ

ーン、リソースに注目してプロジェクトの評価を行う方法がある。以下のような方法が代
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表的である。 

(a) 判別分析 

判別分析は観測されたいくつかの変数の値をもとに対象を分類する方法である。たとえ

ば、納期厳守率、予算厳守率、範囲厳守率、顧客満足度のデータからプロジェクトの成

否の判別を行うことができる。 

(b) 分類マトリクス法 

分類マトリクス法はブレークスルー／改革／インフラストラクチャー／顧客サービス

の４つに価値を分類し、それぞれにプロジェクトを分類、評価していく方法である。 

(2) 財務計算に基づく手法 

財務計算に基づく手法としては以下のようなものが代表的である。 

(a) 費用便益分析（Cost Benefit Analysis） 

この手法は、プロジェクトの費用（C：コスト）と便益（B：ベネフィト）を算定した

後、費用便益指標を求めることにより、プロジェクトを実施することが望ましいかどう

かを判断する材料を提供するためのものである。指標には、便益と費用の比較を考量す

るにあたって、両者の差つまり純便益（B－C）を使用する場合と、比率（B／C）で表

す場合がある。 

(b) プロジェクト投資分析 

プロジェクトの終了から収益の始まりまでの期間において、業務範囲に含まれるプロジ

ェクトのすべての原価要素を評価する方法である。 

(c) キャッシュフロー分析 

月次などの一定の単位で、プロジェクトキャッシュフローの計測を行い、予実を分析・

評価する。 

(d) インフレーション許容分析 

コスト評価の要素そのものを評価することによって、プロジェクトやプログラムの進行

とともに物価上昇などが発生した場合の影響について評価する。 

(e) 採算性評価の指標 

投資収益性の評価については、第１章の「投資収益性の評価」で述べた手法がある。ま

た、資金拠出者の立場から元利金返済の安全性を検証し、評価を行う手法がある（第２

章の「財務会計分析・評価」）。 

(f) VFM（Value for Money） 

PFI 事業の計画では、費用便益分析などにより実施事業が選定された後は、その事業を

従来型の公共事業と PFI 方式のいずれの方式で実施するかについて VFM による評価・
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判定方法がとられている。 

VFM とは PFI 手法の基本理念の一つで、「財政資金を国民のために 大限に有効活用

する」との考え方に基づき、社会資本整備事業を行ううえでの効率性を図るコンセプト

である。具体的には PFI 手法による場合と通常の公共事業による場合とを比較して、前

者の費用対効果が大きい場合に PFI 手法が採択される。 

VFM は、社会資本整備事業の全期間にかかるライフサイクルコストを計算することで

算定される。この VFM によるプロジェクトの評価分析手法は、一般の企業におけるプ

ロジェクトの評価にも充分活かせるコンセプトと考えられる。 

(g) 産業連関分析（需要予測モデル） 

産業連関分析とは、産業連関表を使って行う定量的な経済動向の把握や予測をいい、経

済の将来予測や公共プロジェクトなどの経済波及効果の分析に使われている。 

この分析手法は、プロジェクトの計画立案における需要予測や経済波及効果の予測に使

えるだけでなく、事業実施後に、社会経済状況の変化や実施内容の変更に伴う波及効果

の変化について把握・評価する際にも活用できる。 

需要予測は、事前評価において実現の可能性を評価する際に も重要なファクターであ

る。客観性に乏しく過大な需要想定をしたために、プロジェクトが将来立ち行かなくな

る場合がよくみられる。正確な需要予測をもとに計画策定をするためには、産業連関分

析などによる需要予測モデルの活用を図らなければならない。 

(3) バランススコアカードに基づく手法 

バランススコアカード（Balanced Score Card＝BSC）のフレームワークを使ってプロジ

ェクトの評価を行う。各プロジェクトに対して、財務的視点、業務プロセス的視点、顧客

視点、学習と成長の視点の４つの視点から、ゴールとメジャーを比較・評価する。 

(4) 主成分分析による評価 

主成分分析は、解析しようとしている多次元のデータを、そこに含まれる情報の損失を

できるだけ少なく抑えつつ、２次元あるいは３次元のデータに縮小・簡約する手法である。 

主成分分析は、以下のような目的で利用される。 

• 多数の指標を統合した総合的な指標を作成する。 

• 観測対象をグループ分けする。 

• 重回帰分析や判別分析のためのデータを別の観点から吟味する。  

(5) プロジェクトのランキングによる評価 

個別のプロジェクトの絶対的な評価ではなく、プログラムの構成対象となる複数のプロ

ジェクトを相対的に評価することにより、プロジェクト評価を行う方法である。例えば、
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プロジェクトに対して、財務的ベネフィット、技術的ベネフィット、コアコンピタンスの

拡大、組織文化との整合の４つの視点から、ベネフィットとコストによりランキングを行

うランクオーダーマトリクス法などの方法がある。 

 

3. 価値の創造と獲得 

現在、多くの業種業界で熾烈な価格競争が展開され、製品供給だけでは収益性のある事

業が成立しにくい状況が現れている。各企業は自社の製品をいかに差別化するかにしのぎ

を削っており、そこで競われている製品の概念は、製品そのものの価値を超えて、製品を

コアとした（顧客にとっての）価値の総体に拡大されている。つまり、価値の創造と獲得

モデルが変わりつつあるという認識が必要になっている。 

 

3.1. サービスモデルの重要性 

差別化の主役はサービスにシフトしている。たとえば、顧客の嗜好に応じた仕様のカス

タマイズや、即日納入、24 時間カスタマーサポートといった顧客サービスの追求、あるい

はいつでも返品可能というような破格の保証といったものである。 

このような状況は、今や注文生産の大型設備、プロジェクト製品（工場、発電所、大型

コンピュータシステムなど）の市場においても例外ではない。航空産業が衛星を通じて搭

乗客への音楽・映像などのサービス提供を事業化したり、航空機エンジンの飛行中データ

を収集し、メンテナンス事業として展開するなど、各メーカーは自社製品を軸としたサー

ビス事業への展開に力を注いでいる。 

 

3.2. 顧客視点からの価値創造 

サービスによる価値創造において も重要なポイントは、売り手の立場で製品を提供す

る思想から、徹底して顧客の立場に立ち価値を創造する思想への転換である。売り手が提

供する製品の性能は、顧客にとっての価値と読み替えられる。顧客にとって不要な機能は、

いかに優れていても価値とは認められない。 

また、購入価格は顧客にとっては生涯コストの一部に過ぎない。その使用や廃棄に伴う

総コストが高ければ、製品自体の価格が安くても魅力はない。また、いかに性能やコスト

面で優れていても、その購入や保守に手間がかかってはいけない。コミュニケーションが

容易で、かゆいところに手が届く対応が価値となるのである。 

このような視点で、企業は現在、自社が提供している製品・サービス、それを支える知

識・経験・人材などの資源を中核にしながら、より多くの顧客満足を実現する方向に事業
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の展開を図っている。それは、たとえば製品を軸にした保守・廃棄までをカバーするライ

フサイクルマネジメントの提供であり、製品知識をベースとした運転・保守の効率向上に

対する支援などである。 

 

3.3. 継続的な価値獲得の条件 

価値獲得には、安定的に高い業績を確保し続けることが必要である。しかし、同質な競

争の激化や商品のライフサイクル短命化などにより、価値獲得が困難な状況に陥っている

企業は少なくない。この状況打開には、同質競争を避けるための差別化と強さを継続して

いくことが求められる。つまり、イノベーションの連鎖で優位性を確保し続ける企業のみ

が価値を獲得できるという図式になってきている。 

そのために、各企業は商品の開発・生産分野においては、対象とする顧客を絞込み、そ

のニーズ分析によって商品の機能やコストやデザインで優位性を確保し続ける活動を行う。 

また、販売分野においては、独自の販売チャネルやサービス体制の構築で顧客密着型の

市場を確保し続け、Web 活用のプロモーションやブランド戦略によって市場におけるイメ

ージ優位性を確保し続ける活動を日々積み重ねている。 

そして、利益の源泉をスマイルカーブの右側に求めて、運用や保守やアフターサービス

のモデル構築で優位性を確保し続けるビジネスモデルをデザインし、構築するという活動

を行うのである。 

 

3.4. 価値の創造、獲得の活動事例 

こうした、価値の創造や獲得活動は組織を挙げた全員経営というコンセプトの下で、組

織のＤＮＡとも言うべきレベルまで継続的に実施される。ここでいくつかの活動事例を紹

介したい。 

3.4.1. カイゼン 

カイゼンとは、トップ以下、中間管理者、就労者のすべてが参加して不断に改善を進め

ることを意味している。カイゼンの出発点は、その必要性を認識することである。必要性

の認識は、問題点の認識から生まれる。自己満足はカイゼンの 大の敵である。したがっ

て、カイゼンは問題意識を重視し、問題点を見つけるカギを提供するものである。 

いったん問題が見つかると、それを解決しなければならない。この意味で、カイゼンは

問題解決のプロセスでもある。実際、カイゼンにはさまざまな問題解決の道具を使うこと

が必要である。 

また、カイゼンはそれぞれの問題点が解決するにつれて、新たな高い水準に到達する。
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したがって、その新水準を維持するためには、カイゼンが標準化されなくてはならない。 

カイゼンは、TQC （Total Quality Control） 活動の中で経営手法として発展していっ

た。TQC の貢献は、その活動により企業が過程志向の考え方を生み出し、全階層の人々を

巻き込んで継続的な改善を可能にするカイゼン戦略をつくり出したことである。 

カイゼンとは顧客満足を目標に掲げ、全員一丸となって、問題点の認識→問題解決→新

標準の設定→維持の PDCA サイクルを継続的に繰り返すことにより、品質・コスト・納期

などの各分野における改善を実施することである。また、カイゼンは「新たなアイデア」

や「新たなプロセス」であり、プロジェクトに利用され、プロジェクトに貢献し、プロジ

ェクトで試され、その効果がフィードバックされるものである。 

3.4.2. TQM 活動 

TQM は、企業・組織の経営の「質」の向上に貢献する経営管理技術である。これは、TQC

の本質・強みを継承し、さらに時代の要請に応じて新たな概念を付加したものであり、い

わば QC、TQC の総決算ともいえる。 

TQM は、企業の存在や活動そのものの質を向上することを目標としており、そのための

長期的展望に基づくビジョンとこれを達成するための戦略を合理的に定める。したがって、

その方法論はプロジェクトマネジメントにおける価値統合のプロセスやプロジェクト戦略

で応用でき、新たなプロジェクトの創出に貢献できる。 

TQM の実践、主に問題解決・課題達成、においてはさまざまな手法を活用する。TQM

独自の手法もあるが、多くは既存の手法（適用法も含めて）を洗練させたものである。そ

れらの手法を以下に列挙するが、それぞれの概要については巻末の用語解説を参照。 

• QC ストーリーによる問題解決 

• QC 七つ道具 

• 統計的手法（Statistical Quality Control＝SQC） 

• 新 QC 七つ道具（N7） 

• 商品企画七つ道具 

• 戦略立案七つ道具 

• その他の QC 手法 

また、TQM では、品質管理分野以外で開発された多くの手法を取り込み活用している。 

• QFD（Quality Function Deployment）：品質展開と品質表 

• FMEA（Failure Mode and Effect Analysis）：故障モードと影響解析 

• FTA（Fault Tree Analysis）：影響解析 

• DR（Design Review）：設計内容の審査、設計プロセスのレビュー 
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• OR（Operations Research）： 適化法 

• IE（Industrial Engineering）：作業分析、作業設計など 

• VE（Value Engineering）：価値工学 

 

4. 価値の源泉 

企業が、定常活動であれプロジェクト活動であれ、価値活動を営む過程で経験・知識が

蓄えられていく。企業が顧客に対して新たな価値を提供する製品、サービスなどを生み出

す際に、これらの知識・経験が発想の拠り所になるという意味で、知識や経験は価値の源

泉である。 

しかし、知識や経験が価値の源泉たりうるためには、それらが価値あるものと認識され

るかたちで意識的に蓄積され、共有され、効率的に再利用される仕組みが必要である。本

節では、そのような仕組みに関連する知識として、ナレッジマネジメント、メンテンナン

スについて解説する。 

ナレッジマネジメントは、文字どおり知識や経験を再利用可能なかたちで管理する手法

であり、本節との関連は明らかである。メンテナンスは、プロジェクトの成果物が実際に

運用される段階で顧客のプロジェクトに対する価値評価が示される場であり、この段階で

得られる経験・知識を意識的に蓄積することが極めて重要であるという意味がある。 

プロジェクトで生み出された価値は、蓄積され、プログラムの価値創造にシナジーをも

たらすようにマネジメントされる必要がある。 

 

4.1. 価値の資産化 

財務的視点からは価値の資産化が必要である。資産化の方法としては特許が代表的であ

るが、プログラムの計画の際に、価値創造の戦略に併せて、特許化の戦略については策定

しておく必要がある。 

また、プログラムの中では、あるプロジェクトで創出された価値に対して、定量的な評

価に基づき、他のプロジェクトで転用を推進していく必要がある。ナレッジマネジメント

の議論とも重なる部分があるが、創出価値を明示化し、その価値を購入し、さらに、新た

な付加価値をつけていくようなモデル活動が不可欠である。 

このためには、プログラムの中に一種の価値の市場モデルを導入することが望ましい。

具体的な実現方法はいろいろあるが、例えば、技術を例にとれば、その技術を開発したプ

ロジェクトが技術をオークションに出し、他のプロジェクトが必要に応じてそれを購入す

るといった方法が考えられる。 
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さらには、価値が財務的な価値に変わるのは、価値が実現されたときである。例えば、

いくら素晴らしい商品を開発しても、そこに価値が生まれるのは、製造されて、販売され

て初めて財務上の価値に変化する。プログラムマネジメントの中での価値のマネジメント

ではこの点を忘れてはならない。その意味で、プログラムにおける価値のマネジメントは、

ライフサイクルを通して常にマネジメントされていなくてはならない。 

 

4.2. 技術的価値の蓄積 

技術的な視点からは、プログラムの中で価値が増幅されていることが望ましい。上に述

べたように、あるプロジェクトで開発された技術は、別のプロジェクトで利用されること

はもちろんであるが、それを利用することによって他のプロジェクトはより大きな成果を

得ることが求められる。つまり、別のプロジェクトではその技術がより発展し、それが他

のプロジェクトにはもちろん、元のプロジェクトへも還元されることが求められる。この

ためには、プログラムの中に技術コミッティーなどの仕組みをつくり、常に、世の中の状

況の把握と、技術の改善が行われる必要がある。 

ここで重要なことは、個々の技術をどう使うかではなくて、複数の技術をどのように位

置づけ、どのように投資し、どのように使っていくかである。つまり、技術ポートフォリ

オに基づく判断が必要になってくる。 

一般的な技術ポートフォリオは、横軸に技術のライフサイクルを取り、縦軸に自社の技

術水準を取る。そして、円の大きさは、自社がどの程度、その技術の獲得に投資している

かを示すものである。技術水準は分かると思うが、ライフサイクルについては少し、説明

をしておく。揺籃期というのは、生まれたばかりで、コンセプトがあるものの、それをど

のように実現するかについては、さまざまな企業が独自のアイデアを出し、まだ、どれが

有力かも分からない時期である。成長期は文字通り、技術としての成長期で、一応、基本

技術は固まってきたものの、どんどんと新しい改良が加えられる時期である。技術はほと

んど、固まってきて、技術そのものよりも、その応用方法（応用技術）に競争の焦点が移

り、そこでの応用技術で成果が決まってくる。同時に、プレイヤーが限定され、いわゆる

勝ち組と負け組みがはっきりしてくる。 後が衰退期である。ここにくると、もう、技術

としてだんだん、応用先が減ってくる。ただし、これはビジネスとして必ずしもよくない

ということは意味しない。 

技術的視点から価値の蓄積を行うということは、このような技術ポートフォリオを維持

していくことに他ならない。 
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4.3. ナレッジマネジメント 

4.3.1. ナレッジマネジメントとは 

ナレッジマネジメントとは、個人や外部の情報・知識を組織的な知識体系として昇華し、

組織経営に有効に活用していくための一連の活動である。この一連の活動は、情報・知識

の特定、収集、適応、体系化、適用、共有化、創出といったプロセスを有するものである。

野中によれば、図 4－10－3 の４つの知識変換モードにより、暗黙知（主観的な知、経験知、

同時的な知、アナログ的な知）と形式知（客観的な知、理性知、順序的な知、デジタル的

な知）の相互作用を通じて、組織の中で知識が創造されるプロセスを説明している。 

個人に帰属する知識は、個人ベースで再利用・活用されるが共有されにくい。一方、組

織の保有する知識も簡便に利用できる状態でなければ、個人が有効に活用することはでき

ない。したがって、ナレッジマネジメントは、個人の暗黙的な知識を形式化し共有する行

為と、組織的に有効に知識を共有するシステムを構築する行為との両面性を有するもので

ある。また、情報共有を促進するためには、企業内の風土の変革に加えて、情報を提供す

る個人への報酬などの動機づけを考慮することも必要である。 

ナレッジマネジメントの取り組みは、近年さまざまな組織体において行われており、価

値創造の取り組みの一環として重要な役割を果たすようになってきた。組織経営・事業活

動がプロジェクト型にシフトする傾向の強まる中、プロジェクトマネジメントにおけるナ

レッジマネジメントは、ますます重要な意義をもつものとなっている。 

 

 

図 4- 10-3  4 つの知識変換モード［１］ 
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4.3.2. ナレッジデータベースの構築 

ナレッジが有効に活用されるためには、データベースとして蓄積されなければならない。

データベースには、一般情報や過去のデータ、プロジェクトや業種・業態に固有の市場、

製品、サービス、ひと、技術、コスト、ベストプラクティス、リスク、取引、法務などさ

まざまな角度からの情報が収集・蓄積される。 

データベースの保有の仕方については、組織内部のみならず外部のデータベースとの連

携を図り、効率的なシステムが構築される必要がある。ナレッジデータベースは、定常的

なプロジェクトでの活動や経営活動から派生するナレッジによって常に更新され、継続中

の活動に直ちに反映できる状態になっていることが望ましく、共有化のスピードやその質

が効率性に大きな影響を及ぼすものである。また、ナレッジの体系は組織・環境によって

変化するものであり、その変化に対応できるダイナミックな形態が要求される。 

4.3.3. プロジェクトにおけるナレッジマネジメント 

組織の経営活動・事業の形態がプロジェクト型にシフトする状況の中、プロジェクトの

プロセスの一環としてナレッジマネジメントをとらえる必要がある。プロジェクトを計

画・実施するにあたってナレッジを活用することになるが、ネットワーク型の運営になる

と複数のナレッジの混合とプロジェクト組織内でのプロジェクト固有のナレッジマネジメ

ント活動が発生する。プロジェクトの期間中は、プロジェクト内でのナレッジの蓄積とそ

の反映、また関係する組織・企業のナレッジマネジメントへのフィードバックという行為

が同時に行われる。プロジェクトで蓄積されたナレッジは、さらに複数の組織・企業にお

いて同種のプロジェクトに活用されたり、新たなプロジェクト創出をもたらすこととなる。 

図 4- 10-4 プロジェクトとナレッジマネジメントの関係 

4.4. 価値実現の視点  

従来プロジェクトは、立ち上げから計画、遂行、コントロール、終結という段階を有し、

それらのフェーズをいかに効率的にマネジメントするかが大きな関心事であった。しかし

現在、プロジェクトによっては終結段階でそのライフサイクルを完全に終えるものもある

プロジェクトナレッジの活用 ナレッジの蓄積

同種プロジェクトへの展開 新たなプロジェクト創出
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が、多くのプロジェクトは終結後、定常的な運用の状態（価値実現段階）に移行し、そこ

でもたらす価値が本来的なプロジェクトの目的ともなっている。価値実現は、プロジェク

トのライフサイクルにおける運用状態にある段階を示すとともに、運用状態を継続させる

行為・マネジメントを意味するものでもある。 

プロジェクトマネジメントにおいて価値実現が大きな地位を占めることはなかった。し

かし、プログラムにおいては個別プロジェクトのもたらす価値が強く認識され、価値実現

段階でのパフォーマンスとサービスの質がより重要になってくる。同時に、プロジェクト

の計画段階において LCC（ライフサイクルコスト）を考慮したり、プロジェクトファイナ

ンスが常用化され、価値実現段階での投資回収が事業の成功を左右するようになると考え

られる。そのため、ますます個別プロジェクトの成果物運用におけるさまざまな課題・経

験を利用可能な形態で蓄積し、効果的にプロジェクトの計画に反映させていくことが求め

られる。 

4.4.1. プロジェクト実施段階から価値実現段階への移行  

プロジェクトは従来の終結のフェーズにおいて、検査、テストラン、移転、引渡しなど

の行為を行い、価値実現段階への移行が行われる。この段階は、プロジェクトが計画どお

りに遂行されたかどうかを確認するとともに、価値実現段階が所期の計画どおりに立ち上

がるよう促進し、メンテナンス段階におけるパフォーマンスを確認する重要な部分である。 

4.4.2. 価値実現段階における評価 

プロジェクトが計画どおり価値実現段階に移行したか否かの評価は、パフォーマンスな

どをさまざまな角度から定性的・定量的に測定することで把握できる。この評価には、一

時的な測定により評価できるものと、継続的な活動によって結果が得られるものがある。

また、情報技術の利用によって自動的なモニターが可能になり、予期し得ない事態が発生

した場合でも保全・修理などの迅速な対応が可能になった。 

価値実現段階での評価は、経年変化に伴う劣化がパフォーマンスに影響を及ぼすものと、

社会環境・技術の変化によってパフォーマンスが相対的に低くなるものがあることに留意

する必要がある。したがって、継続的な測定および他の事例とのベンチマーキングを行う

ことが望ましい。今後、評価・診断技術はより多角的になると同時に、その重要性が増す

であろう。 
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図 4- 10-5 価値実現マネジメントのフロー 

以上のようにしてプログラムの中で蓄積された価値は、コアコンピテンシーとして、他

のプログラムへ移転されていく必要がある。そのためには、プログラムでは、創出された

価値は、ベンチマーキングされ、ベストプラクティスとしてきちんと整理しておく必要が

ある。ベストプラクティスはプログラムの中で流通することはもちろんであるが、社内的

に活用をされていく。 

 

4.5. 組織文化の観点 

価値の蓄積の中で忘れてはならないことは、価値は絶対的なものではないことである。

典型的には技術であり、ある経営者の元ではまったく価値を生まなかった技術が、経営者

が変わったとたんに見直され、価値を生むようになったというケースは少なくない。これ

を合理的に説明する理論は価値評価の中にはない。次元の異なるものである。 

つまり、蓄積された価値が活かされるためには、そのような会社の風土や文化が必要で

ある。これは言い換えると、価値の蓄積プロセスにおいては、それを価値と認める文化の

構築が並行して行われることと意味している。 

価値と文化の結びつきという点では、エドガー・シャインの理論が注目される。シャイ

ンは価値を「文物のレベル」、「価値観のレベル」、「基本的仮定のレベル」の３つに分

けて、それぞれの構築方法をリーダーシップを中心に理論化している。この中で、プログ

ラムの価値の議論の対象になるのは価値観のレベル、基本的仮定のレベルであるが、価値

 製造・建設・システム構築 

価値実現実施 

改善 

新たなプロジェクトの立ち上げ・計画 

移行マネジメント 

計測 ベンチマーキング 

価値実現・マネジメント 
プロジェクトの計画 

価値実現計画 
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の蓄積の際には、このようなフレームワークを使って、組織文化の構築作業として価値創

出をしていくべきである。プログラムマネジャーにおいてはそのようなリーダーシップを

発揮することが望まれる。 

 

5. 環境 

環境への認識の高まりは、国際的な傾向である。環境因子の特定や規制の強化、環境保

全活動の定量評価、環境会計、情報公開が拡大する状況の中、今後、環境問題が企業活動、

事業、プロジェクトに及ぼす影響はますます増大するものと予想される。 

環境問題の現状は、地球温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨、熱帯雨林の破壊、海洋汚染

など多岐にわたるものである。これらが、食料需要の増大、資源の枯渇、化学物質の問題、

廃棄物というかたちで人間の生活に影響を与えている。 

企業経営においては、その社会的責任により ISO14001 に代表される環境マネジメント

システム（Environmental Management System＝EMS）の導入が活発化している。従来、

プロジェクトマネジメントでは環境を一つの領域としてとらえるには至っていなかったが、

企業経営における環境の位置づけが変化したことにより、ステークホルダーが環境効率を

強く意識するようになった。そのため、プロジェクトマネジメントは必然的に環境問題を

意識した統合的な活動を行うこととなる。 

EMS は、労働安全衛生と密接に関連し、広く企業活動の中での環境に関するマネジメン

トとして体系づけられているが、プロジェクトでの適用を考慮したプロジェクト環境マネ

ジメントでは、以下のような構成になると考えられる。 

① プロジェクト環境マネジメント概要（スコープ設定） 

② プロジェクト環境マネジメント体制 

・体制（組織・会議体） 

・役割分担（責任と権限） 

③ 環境リスクマネジメントの明確化 

・環境側面設定 

・環境影響の評価（著しい環境側面設定） 

・環境声明の設定 

④ 環境マネジメントプログラムの作成 

（目的・目標、6W1H、工程） 

⑤ 環境会計計画 

・EMS 運用コストの設定 
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・LC コスト、LC 効果 

⑥ 仕様変更での環境マネジメントプログラム変更管理 

・監視、測定、内部監査計画と是正への対応 

⑦ 環境会計管理 

・環境会計 LC フロー 

・環境会計の収支予測 

⑧ 運用報告 

・プロジェクト環境マネジメント報告書 

⑨ 環境性能、機能計画レビュー 

・環境性能、環境配慮施工代替案の検討 

・環境効率計画の評価 

・環境性能、機能計画レビュー 

⑩ 書類管理 

⑪ 変更管理 

⑫ 緊急事態の特定と対応手順の構築 

⑬ 環境教育の計画 

⑭ マネジメントレビュー 

図 4- 10-6 プロジェクトマネジメントと環境マネジメント 

さらに、環境保全・修復の義務化や企業活動の評価が進むことによって、評価、コンサ

ルティング、浄化、エネルギー節約（投資回収参照）などの環境ビジネスが創出され、環

企業のマネジメント

プロジェクト
マネジメント

環境
マネジメント

プロジェクト環境マネジメント

・労働安全衛生
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境がプロジェクトの価値の要因となるだけではなく、プロジェクトに価値の提供をもたら

すものとなる。 
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第11章 コミュニケーションマネジメント 
 

概要 

21 世紀を迎え、急速にグローバル化が進み、多様性の時代となっている。国境や年代を

越えて、さまざまな考え方や価値観、文化的背景をもつ人々がともに働くプロジェクトが

日常化している。プロジェクトを成功させる大きな要因の一つに、これらの人々の意思疎

通を図るコミュニケーションマネジメントをあげることができる。そして、コミュニケー

ションを通していかに実態を正確に把握し、プロジェクトで発生するさまざまな問題を解

決するかが大切である。また、プロジェクトは問題を発生させる以前に予見先行管理を行

う必要があり、これには、関係者相互のコミュニケーションにより事前に情報が集まる仕

組みをつくることも重要で、コミュニケーションマネジメントに負うところ大である。 

本章はプロジェクトマネジメントに関連する二つのコミュニケーションマネジメントつ

いて取り扱う。第一はプロジェクト業務を遂行するための各種情報の配布伝達である。第

二が異文化コミュニケーションも含むコミュニケーションの基本事項と、実践経験、ビジ

ネス上の応用事例である。コミュニケーションは文化の相違を尊重し、お互いを受け入れ

それぞれの特徴を併せ持つハイブリッド型コミュニケーションの理解を図る。 

 

図 4- 11-1 コミュニケーションマネジメントの概要 

実践指針

目的 業務プロセス 成果

・ プロジェクト関係者間の相互理解のためのコミュニケーション経路・伝達
・ プロジェクト現場で発生する現象の実態の把握とその対策
・ 地域的特有事情に応じた対応

環境変化
制約条件

･ 地域の文化的背景、特有事情の実態と変化の把握
･ コミュニケーションを阻害する組織･文化･習慣の壁
･ 複雑な重層コミュニケーション経路

・ 関係者間の正確な意思
伝達

・ 問題解決のための実態
把握

・ 異質な人々のプロジェクト
参画の容易性

・ 代案着想
・ 異文化対応能力
・ 自文化、異文化の理解
・ 情報技術の活用

・ 予見先行管理
・ ステークホルダー間の信頼

関係の確立
・ ハイブリッド型のコミュニ

ケーション様式の確立

・ コミュニケーションの構造、特質、定義
・ 文化的背景とコミュニケーション
・ 異文化コミュニケーション事例の収集と分析

知識
データベース
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1. プロジェクトマネジメント業務遂行上の情報伝達としてのコミュニケーシ

ョンマネジメント 

PM 業務遂行上の情報伝達には２つの視点がある。プロジェクトは開始早々から終了まで、

業務遂行に必要な情報を入手し、これを必要な人々に配布し、業務を進めてもらい、結果

としての成果物を社内関係者のみならず、顧客、協力会社等のステークホルダーに配布、

回収する作業がある。いうなれば情報というインプットをアウトプットに変換する。この

アウトプットは次のインプットになるというまさしく情報の製造工場である。これが第一

の視点である。プロジェクトマネジャーはこの製造工場の工場長と言える。この工場の理

想はトヨタカンバン方式と同じである。プロジェクトマネジメントのカンバンは構想計画

から出発する場合もあるし、契約書から出発する場合もある。製造工場であるならば、す

べてが決められた工程に沿って情報が配布伝達されなければならない。 

第二の視点はプロジェクトには始まりがあって終わりがある。プロジェクトは結成の都

度、多様な人々によって構成され、構成員はプロジェクトの全期間、または必要な期間に

限って参加する。このような条件下で行うプロジェクト遂行には、構成する人々のすべて

が当該するプロジェクトに必要なコンテキスト（背景）を理解しているわけではない。こ

れらショートリリーフの関係者へ必要なコンテキスト情報を確実にタイミングよく与え、

プロジェクトが正確に、制限条件内で業務を進めるという課題がある。これを担当するの

が第二の視点のコミュニケーションマネジメントである。プロジェクトの失敗をもたらす

ような大きな問題は技術的な能力不足より、コミュニケーション能力の不足によって起こ

ることが多い。こうした事実を理解し、プロジェクト関係者がコミュニケーションの重要

性を認識し、コミュニケーション能力を身につけ、相互理解を深めることによってプロジ

ェクトの成功は達成される。 

 

1.1. 情報製造工場としてのコミュニケーションマネジメントの基本 

(1) プロジェクトライフサイクルマイルストーンの情報整備 

マイルストーンで決められた情報を確実に確立して進める。基本は構想計画である。構

想計画なしに進めるプロジェクトの成功率は低い。次が契約である。契約のないプロジェ

クトの成功率は低い。工場という発想から理解できるようにできるだけ人手をかけない工

夫がプロジェクトを通じて必要である。マイルストーンごとに確認するコミュニケーショ

ンを除いては、逆に言えばコミュニケーションの少ない業務の進め方を目指すべきである。

それにはサイエンス化を進め、人手をできるだけ減らすための各種標準書類、プラクティ

ス、マニュアル、テンプレートが整備されることが望ましい。 
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(2) 情報の一元管理と情報の配布、回収 

プロジェクトに参加する人の数が増えるとコミュニケーションチャンネルは n(n-1)/2 

（ｎはステークホルダーの数）となる。公式の情報の流れに関しては情報一元管理を担当

する部署が管理する。このコミュニケーションで重要なことは公式には必ず一元管理ルー

トを通り、すべてが公式に承認されることである。更に大事なことは情報管理部門では業

務の流れと必要な情報の配布時期について熟知しなければならないことである。このため

の業務遂行要領書をステークホルダー間で承認しなければならない。 

(a) 情報の一元化 

情報システムの発達に伴い情報の開示、閲覧に関する権限の明確化が以前に増して重要

になってきているが、プロジェクトを確実に、効率的に遂行するためには、情報の一元

化が必要である。すべての情報はプロジェクトマネジメントを担当する部門を経由して

伝達される。顧客との情報は、すべて窓口であるプロジェクトマネジメントを担当する

部門を経由することを原則とする。直接的なコミュニケーションが行われた場合にも、

正式にはプロジェクトマネジメントを担当する部門経由で情報（覚書き、書類、図面、

E メール）が交換される。 

(b) 業務遂行要領書と連絡業務の実施 

情報の一元化を実施するために、情報の流れ、配布先リスト、保存（ファイリングシス

テム）、変更管理に関する要領書をあらかじめ作成し、これに従って連絡業務は実施さ

れる。 

(c) 情報の種類と承認行為の資格 

情報がプロジェクト業務の血流である以上、情報に関する正確な位置づけが必要となる。

その例として、承認された書類、実行に移される正式書類、成果物を作るためのインフ

ォメーション書類などにおけるビジネス上の位置づけを明確にし、正式書類と承認者、

それ以降の変更と追加金額の請求に関する取り決めを明確にする。 

(3) プロジェクト情報管理の報告・変更管理 

情報工場のコミュニケーション計画書、進捗報告、変更管理等に関しては第 4 部５章 報

告・変更管理を参照されたい。 

 

1.2. ステークホルダーへのサポート的コミュニケーション 

(1) プロジェクト関係者間の相互理解と成功への動機づけ 

プロジェクト遂行上で も重要な課題は、参加者がプロジェクトに関する背景も含めた

プロジェクト運用に必要な情報を入手でき、プロジェクトの目的・目標を明確に理解する
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こと、さらに、参加者間の相互理解によって信頼感を高め、プロジェクトチーム内の意思

の疎通が図れること、その結果として関係者間の対立を解消し、チーム内の不安定要素が

除かれ、成功に向けた動機づけが図れることなどである。そして、コミュニケーションマ

ネジメントは、こうした課題を体系的に効率よく達成するための実践手法体系である。し

かし、この目的を達成するためには、参加者のコミュニケーション能力が必要である。グ

ローバル化の今日ではコミュニケーション能力に、異文化理解力という能力も含まれる。 

(2) 各種ミーティングの開催 

コミュニケーションの基本は、プロジェクト遂行に必要な書類の作成と、それを伝達す

るための会合である。理解を深めるためには双方向の会話が必要であり、通常、他部門に

わたる時は会議の形式で行われる。プロジェクト遂行過程では、以下のような各種のミー

ティングが行われる。 

① キックオフミーティング 

② ホームオフィスと現場とのミーティング 

③ 顧客、社内、協力会社を含めた不定期のミーティング 

④ 工程管理を含めた定期的なミーティング 

(3) 調整業務 

プロジェクトは立場を異にする専門家が目的に向かって作業し、それぞれ定められた成

果物を作成する。通常、立場が異なると発想や視点、受けとめ方に相違が現れ、成果物の

整合性に欠けることがみられる。プロジェクトを遂行するうえで、これらの問題を起こさ

ないために調整作業が行われる。これは座標軸を合わせる、同格にするという意味があり、

異なった立場の人々の異なった座標軸を合わせるように調整し、成果物の整合性を図る作

業を行う。このために以下の 4 つの手法がある。 

① WBS を基本として各部門の業務所掌範囲を明確にする。 

② 作業に必要なすべての情報を提供する。 

③ 立場の異なる人の話を理解する。 

④ 相違が現れた際に調整作業を行う。 

(4) 統合業務 

統合業務とはいくつかの部分を統合して全体を完成することであり、プロジェクト業務

においては通常２つの統合がある。 

① プロジェクト利害関係者（ステークホルダー）の相反する要求を調整し、全体として

目的にかなったかたちにまとめあげる業務としての統合作業がある。部分 適から全

体 適化への作業である。 
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② 開発プロジェクトにみられる例であるが、異なる多くの専門家を集めてプロジェクト

は遂行される。ここでの目的は、新しいアイデアや発想を創出することである。アイ

デア創出の手法はいろいろあるが、プロジェクト担当は発想のための「場」を提供し、

雰囲気を創出するという任務がある。 

(5) 途中参加者への情報サービス 

プロジェクトが終期にさしかかり、遅れ等が発生する。このときプロジェクトの重要な

背景情報（コンテキスト）を知らない人々が参入される。これらの人々に対する情報サポ

ートが必要である。従来からのスタッフは消防活動に忙しく、支援者達の面倒を見ないた

め、彼らはおおむね機能せず単に赤字増加の手伝いをすることが多い。支援者のためのフ

ァシリテータを任命し、必要な情報を与える、支援者を誘導することで支援活動が有効に

機能する。 

(6) マイナス情報の収集サービスと予知管理 

プロジェクトの失敗の大きな要因の一つにマイナス情報の収集失敗がある。マイナス情

報は早ければ早いほどよい。回復の余地があるからである。これにはマネジャーが常に聞

く耳をもつというコミュニケーションの基本を備えていることが求められている。予知管

理のできたプロジェクトはおおむね成功している。 

 

2. コミュニケーションのあり方 

 

2.1. コミュニケーションの定義 

コミュニケーションの定義は見方によっていろいろあるが、プロジェクトマネジメント

の観点から代表的な例として相互作用過程説を採用する。「コミュニケーションとは、他

者を理解し、かつ他者からも理解されようとする過程で、状況全体の動きに応じて、常に

変化する動的なものである」と定義する。これは人間のコミュニケーションを人間、社会

関係の基礎となるものとして捉え、コミュニケーションによる人間同士の相互作用を社会

の基本的単位とする視点である。 

プロジェクト関係者は立場によって発想や業務の優先順位が異なり、プロジェクト運用

上、常に調整を必要とする。調整はプロジェクト全体と個別部門、個人対個人の場合もあ

る。これら調整の手段はコミュニケーションであり、コミュニケーションの基本は相互理

解である。プロジェクト関係者はコミュニケーション技術に精通し、コミュニケーション

能力を高めることが求められている。特にグローバル化の昨今は異文化コミュニケーショ

ンの頻度が増す。このためにはコミュニケーションを基本から学び、異文化コミュニケー
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ションの正しいあり方を理解しなければならない。 

 

2.2. コミュニケーションの構造と伝達能力 

(1) 構造 

コミュニケーションは以下の 4 つの要素から構成される（図 4－11－2）。 

① コミュニケーターＡ 

② コミュニケーターＢ 

③ メッセージ 

④ コンテキスト 

まずコミュニケーターＡは、伝達する内容を言語や非言語という記号化されたメッセー

ジを発信する。コミュニケーターＢは、このメッセージを受けて解読し、その意味を理解

し、言語で応えるか、非言語メッセージであるうなずき、顔の表情などでコミュニケータ

ーＡとやりとりを行っている。ここで話し手と聞き手間の相互作用が行われる。コミュニ

ケーター間の相互作用が成立するためには、メッセージに含まれるコンテキストを理解す

ることが出発点になり、コンテキストの理解に欠けると意思の疎通を欠くことになる。 

図 4- 11-2 コミュニケーションの構造［３］ 

メッセ
ージ

コンテキスト

解釈者

記号化

解読

解釈者

記号化

解読

解釈者

解読

記号化

解釈者

解読

記号化

①言語メッセージ

②非言語メッセージ

①自然的、物理的環境
②社会心理学的環境
③関わり合う人の数
④文化的コンテキスト

コンテキスト：
コミュニケーションに
影響を及ぼす外的環境

コミュニケーションは①と②を使って

A、Bによる相互作用で成立するコミュニケータA

①自己志向型

②他者志向型

③関係志向型

④状況志向型

⑤目的志向型

⑥問題志向型

メッセ
ージ

コミュニケータB
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(2) コミュニケーション能力 

コミュニケーションには発信者、受信者ともども次に示す３つのコミュニケーション能

力を保持しなければ、コミュニケーションはかみ合わず成立しない。 

(a) 発信能力、受信能力、理解能力 

コミュニケーションは、その目的や場面に即した適切なメッセージを発信し、相手側に

理解させることができるかどうかである。同時に受信者も正しく受けとめる能力をもつ

ことによって、コミュニケーションが成立する。 

●発信能力 

・聞き手の話題に対する知識レベルを推理できる能力 

・聞き手が納得できるように論理的にわかりやすく説明できる能力 

●受信能力 

・受信者の意図を理解できる能力 

・受信者の意図がわからないときは適当な質問を発し、答えを引き出す能力 

●理解能力 

・発信者の意図を理解し、自分に与えられた意図を行動にまで移せる能力 

行動にまで発展しないと結果が出せないので、コミュニケーションは存在しなかった 

と理解すべきである 

(b) 意思伝達のための支援能力 

コミュニケーションは双方向の意思伝達プロセスである。意思伝達をサポートするため

の支援能力として言語能力、非言語能力、役割能力、コンテキスト能力がある。 

●言語能力 

人間が言語規則について暗黙のうちに内蔵している知識で、言語システムの中のメッ

セージを理解できる能力で、単に理解するだけでなく、相手に応じて返答する、話を

進める、沈黙する等の使い分けができる能力を含む 

●非言語能力 

顔の表情やジェスチャ、視線、しぐさ、姿勢などの非言語面を理解し、それにす反応

できる能力 

●役割能力 

聞き手あるいは一般聴衆などとの関係において、社会的役割をどのように引き受ける

かについての知識を含め、種々の社会的状況において正しい役割と行動を取る能力 

(c) コンテキストとコンテキスト能力 

コミュニケーションは発信者と受信者間の意思伝達のプロセスであるが、発信者はすべ
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てのメッセージを発信するわけではない。両者が理解している会話に必要な背景はコン

テキストとして、言語のメッセージに含めず、言外に包含して受発信される。特に同質

な社会では、少ない量のメッセージでコンテキストも含めて大量のメッセージを送るこ

とができる。コンテキスト能力は環境の中にあるコミュニケーションにとって、重要な

側面を知覚し解釈する能力である。言語や非言語から発せられるもの以外の状況や関連

事項を理解する能力、人々とうまく関わり合える能力を含んでいる。 

 

3. コミュニケーションを阻害する要因と対策 

 

3.1. コミュニケーションを阻害する要因 

(1) 複雑な重層コミュニケーション経路 

プロジェクトマネジメントの実践においては、重層コミュニケーション経路をとおして

情報が伝達されるため、その伝達過程に介在する人の立場、利害関係によって情報が加工

される場合が多い。このため現場の 前線での実態、状況の変化をいかに正確に把握する

かが、コミュニケーションマネジメントの大きな課題である。 

(2) 問題を隠す企業風土 

実態が正しく伝達されない背景には、コミュニケーション技術に起因するほか、多くの

企業でみられる「問題を隠す企業風土」があげられる。このために予見先行管理を困難に

し、問題が実際に噴出するまで手を打つことができず、また発生した問題点の正確な分析

がなされないため、同じ失敗を繰り返す。この企業風土はプロジェクトマネジメントの障

害となり、プロジェクトを失敗に導く深刻な問題を発生させている。 

(3) 情報技術（IT）の活用によるコミュニケーション問題解決 

プロジェクトマネジメントの障害となるこのような企業風土は、それぞれの文化的、社

会的背景に根強い影響を受けたものである。基本的な問題は、「現場の 前線の実態」を

正確に伝達することが従来はむずかしかった点にあった。しかし現在は、 新の情報技術

を駆使することにより、リアルタイムで現場の 前線の実態と変化の状況を把握すること

が可能な環境が整ってきている。このことによって、コミュニケーションを阻害する問題

は大幅に解消できると期待される。 

 

3.2. コミュニケーションと文化 

人間は生活するうえで言葉を使い、相互の意思を伝達する。したがって、言葉は生活習

慣に根ざした文化に深く関わりをもつ。人々が文化を感じるのは異なった文化の人々と接
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触した時に初めて意識されるものといえる。また、プロジェクトチームはプロジェクトが

存在する業界や、それを構成する人々の文化の中で成立している。プロジェクトを遂行す

る人々は、接触する人々の異なる文化を理解すると同時に、自国、自己の集団のもつ文化

に関しても深く理解することが、グローバル社会でプロジェクトを遂行するための重要課

題の一つといえる。 

コミュニケーションは人間と人間とが言語や非言語などの意思伝達手段を使って、情報、

意思や気持ちなどを双方向で、確認し合いながら伝達するものであるが、情報の収集や解

釈の仕方が人々のもつ文化によって大きく異なり、この文化的背景を抜きに正しくコミュ

ニケーションを行うことはできない。「文化」というと「国の文化」もあり、地域による

「文化」やそれぞれの会社のもつ「企業文化」や「組織文化」もある。また世代による文

化の違いや「個人の文化」もある。ここで文化を定義すると「ある集団の無意識的行動パ

ターンに、理想、価値観、思考の体系をすべて合わせたもの」といえる。 

グローバル化した社会では、文化的背景の理解はコミュニケーションをより正しく行う

意味において不可欠である。 

 

4. 異文化コミュニケーションにおける留意事項 

どのような社会にも歴史からくる伝統的な文化と、新しい文明の導入によりミックスさ

れた文化が生活に根を下ろしている。通常の生活をしているかぎり、文化という感覚を意

識しないまま過ごしている。ここで異文化に対する留意点をあげる。 

 

4.1. 異文化コミュニケーションにおける問題点 

異文化コミュニケーションにおける問題点は大きく２つに分けられる。第１がコンテキ

ストとして含まれる文化的環境である。第２が情報収集、評価や行動におけるギャップで

ある。 

(1) ビジネス活動に影響を与える文化的環境の理解 

異文化コミュニケーションと一般のコミュニケーションにおける大きな相違は、一般の

コミュニケーションでは、コンテキストの理解ということを意識しないが、異文化コミュ

ニケーションでは、文化的環境としての習慣、常識や発想の相違、価値観の相違が大きす

ぎて大いに戸惑い、ショックを体験することである。ビジネスを行ううえで体験する文化

的環境とは、言語、法律、宗教、政治体制、社会機構、教育レベル、科学技術および物質

文化などである。 
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(2) 情報収集、ビジネス行動で起こる問題 

国内で活躍した人物が海外で行きづまり、能力の限界を感じたり、失敗するのは、異文

化間の比較対応情報の不足、異文化対応能力の不備によるものが大半を占める。ここで発

生する問題は、ビジネス行動や生活の中で、周囲の環境や相手から情報を収集する際、起

こる問題（情報ギャップ）と、環境や相手に対して働きかけようとする行動の面で発生す

る問題（行動ギャップ）とがある。 

(3) 異文化による情報ギャップと行動ギャップ 

情報とは社会に無数に存在し、情報を有効活用するのは受け手の興味と感性によって決

まる。興味とは目的意識であり、目的意識は業務、社会、集団の文化などによっても異な

る。一般的に業務上のニーズが優先するが、国民性によっても差があるようである。 

コミュニケーションによるギャップは、その伝達過程に介在する人の立場によっても生

じるため、常に何らかの方法で、現場における実態の把握に努めることが重要である。た

とえば、デジタルカメラの画像などを通して、製品の完成度を把握する方法を講じるなど。 

(4) 情報ギャップ 

情報ギャップには知覚ギャップ、解釈ギャップ、価値・判断ギャップがある。これらは

個人的ニーズ、経験、習慣、文化的価値の差で異なる。 

(a) 知覚ギャップ 

知覚ギャップとは人によって情報収集が選択的であることである。ある人にとって価値

ある情報も、興味のない人は見過ごしてしまう。 

(b) 解釈ギャップ 

同じ情報を入手しても人によって、その意味づけ、理由づけが曖昧であったり、誤った

解釈をする。時には否定的解釈をするなどの問題が解釈ギャップによって生じる。 

(c) 価値・判断ギャップ 

情報の価値を決める際、個人的、文化的に類似性のあるものにはポジティブな評価を下

し、類似性のないものにはネガティブな評価を下す傾向など、これが価値・判断ギャッ

プである。 

(5) 行動ギャップ 

情報を得てからの行動は、情報ギャップがあるために期待しない結果が出ることがある。

プロジェクトの交渉でも譲歩、中断、決裂などの結果は、一つには情報ギャップに起因

する場合と文化的習慣などによる場合とがある。 
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4.2. 異文化対応能力 

(1) 地域的特有事情の把握 

異文化対応能力の一つとして、専門分野に関連する相手国側の地域的特有事情をできる

だけ詳細に予備調査し、その実態をよく把握しておくことが重要である。地域的特有事情

に対して常に謙虚であり、相手側の既存資料・従来採用されてきた方法、関連諸産業の実

態などを詳細に予備調査し、実態に応じた経済的かつ合理的な対応を図ることが重要であ

る。そして既往の知識で解決できない問題に直面した場合でも、一般的な基礎理論、方法、

仮説並びに関連知識を駆使し、現場の実態に適合した代案を着想する能力が要求される。 

(2) 異文化対応能力獲得のための有効なプロセス 

異文化対応能力獲得のためには、通常、次のステップを踏む。 

• 人々は異文化と接触し、まず表面的に現れている現象の相違に驚かされる。 

• 驚きがショックとなる。異文化体験者が一様に体験する「カルチャーショック」であ

る。 

• 「カルチャーショック」の後、現状打開のため、相手の文化をよく理解するための行

動を起こす。基本的なことは、人々のもつ価値観や通念とその文化的・社会的背景を

とらえることである。 

• 先方の文化の理解は必ず、自国がもつ文化・習慣との比較で行い、先方の文化・習慣

の理解だけでなく、自国の文化・習慣がもつ意味、特徴を理解する。 

• 異文化の土地に出かけた時は、先方の文化的背景をよく理解していないと相手国の社

会秩序を乱すことになりなりかねない。 

 

事例◆ 相手国の秩序の尊重 

一部の国を除き厳然たる「階級区分」が存在する事実を理解することが重要である。通

常、大学卒業者の数は限定されており、「他から一歩抜き出た存在」である。欧州でも、

東南アジアでも、たとえば技術系ならば、エンジニア（大学卒）、テクニシャン（工業高

校または専修教育を受けた人）と運転手、その他の労働者などの間には、それぞれ「階級

区分」が存在する。 

 

事例◆ 発展途上国によくみられる階級区分 

エンジニアは生産現場に行かず、現場を把握していない。作業服も着ていない場合もあ

り、ましてや工場長と作業員が同じ食堂で同じ物を食べるなどは思いもよらない。 
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(3) 各文化がもつ価値観とその識別法「異文化への認識」 

人々は各自の価値観という指針の中で行動している。この価値観には国や集団別に共有

なものと、個人差によるものがある。これを区別する必要はあるが、同じ文化的背景をも

つ人々は、普遍的問題に関する価値観にある種の共通性がある。 

(4) 個人主義と集団主義 

企業の買収、合弁化など、国際的な規模で展開されているが、その際に問題になるのが

社会の文化に基づき、国によって「個人主義」か「集団主義」かという相違がみられ、社

会活動にさまざまな影響を与えていることである。 

(5) 自文化中心主義 

人は所属集団（内集団）にアイデンティティ（帰属意識）を感じ、アイデンティティを

維持するために、内集団を外集団よりも優位におく傾向がある。内集団を優位に感じ、そ

の価値基準で他の集団・考え方・行動様式を解釈、評価することを自文化中心主義という。 

(6) 文化相対主義 

世の中にはさまざまな考え方や行動の仕方があり、どれが正しいとも間違っているとも

いえないというように、「中立的にとらえる」ことを文化相対主義という。もともと人は

自文化中心主義だが、異文化に対する感受性が発達するにつれて段階的に違いを認知し、

受容する態度が高まり、しだいに文化相対主義へと移行する。文化相対主義の人は、一般

的に他人を受け入れ、肯定的な人間関係を築くことができ、異文化適応性者といえる。 

 

5. 異文化間でのビジネス・組織行動能力 

(1) 異文化交流の目線 

ビジネスは冷徹な原理で進行しているように見えるものの、基本的にはビジネスに関わ

る人々の人間関係によって成り立っている。この原理は同質文化間であろうと、異質文化

間であろうと変わらない。ここでは文化を高低コンテキスト文化という切り口で整理し、

ビジネスのあり方を認識する。 

(2) 高低コンテキスト文化の具体的相違点 

高コンテキスト文化とは、固い人間関係で結ばれている社会において、情報は広く共有

され、単純なメッセージでも深い意味をもちうるような文化を意味する。こうした文化の

中では、言外の意味や意図を推察し、理解するという非常に高度なコミュニケーションが

行われている。このような文化の特徴は粘着性が高く、変化に対する抵抗力が強いことで

ある。特定な行動規範が伝統的に確立され、コミュニケーション形式も明確に規定されて

いる。 
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図 4- 11-3 高低コンテキスト文化の具体的相違点 

これとは対照的に個人主義が発達し、個人の疎外・離散が顕著な低コンテキスト文化で

は、メンバー間で共有される前提が限定されている。このためコミュニケーションによっ

て、個人は明確なメッセージを構築しなければならない。低コンテキスト文化では、コン

テキストに頼らない言語コードを駆使することが期待され、プロジェクトマネジメントに

おいても、国際標準で通用する知識体系や理論が早くから整備されている。 

高低コンテキスト文化に対する認識は、異文化間でコミュニケーションを図る際に大切

である。相手を単に異文化として考えて短絡的に行動するのではなく、コンテキスト度の

高低の相違を認識し、時間をかけてギャップを埋めていく努力が必要である。 

(3) 高低コンテキスト文化における経営組織と運用 

異文化を高低コンテキスト文化で分類し、その行動様式を眺めると、すべての異文化が

把握できる可能性は高い。低コンテキスト文化では隙間なく、一人ひとりの役割が明確に

示されている。隙間があると確実に業務上のミスが出てくる。一方、高コンテキスト文化

の企業の階層組織は部長、課長、係長の一般的な職務分掌は決められているが、曖昧な部

分が多い。この曖昧さを補っているのがグリーンエリアという場で、組織の中に存在する。

集団の目的、業務遂行の内容を共有する部分があり、集団の目的に不足が生ずると、だれ

かが自発的に分担するという自動調整作用がグリーンエリアの中で発生する。そこには、

職業的活動と生きがい活動が存在するのではないだろうか。この場には「曖昧さの中の自
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由」「暗黙知の世界」「自発性というエネルギー発散の場」などの十分に説明できない高

コンテキスト文化で暮らす人間の人生観がある。 

(4) 高コンテキスト文化における経営組織の構造と機能 

(a) 組織運営の構造と「グリーンエリア」の存在 

終身雇用、転職を経ないで同一社内で定期的に異動する遅々とした昇進、その 2 つのシ

ステムが可能とする長期的な人材育成、命令や責任権限の曖昧さがもたらす包括的で柔

軟な管理スタイル、効率性を下げてまでも全員のコンセンサスを重視する集団主義意思

決定（オーウチ：セオリーZ）方式が取られてきた。 

(b) グリーンエリアの機能 

業務の範囲、内容に関して、高コンテキスト文化では明確な職務記述書（ジョブディス

クリプション）による指示は行われない。高コンテキスト文化における企業の運営は従

業員に大まかな範囲を示すが、細かい指示を出さず、考えさせて業務をさせることが効

果的であると、経験的に把握して実行している。 

(c) グリーンエリアの発生理由と機能 

高コンテキスト文化では、集団生活の重要性を生活感覚として受け入れている。集団の

もつ文化を受け入れることによって、集団の一員として認められる社会である。そして、

集団の一員は共通の背景を理解し、マニュアルなしでも互いに信頼できる行動をとり、

多くを語らず理解し合える関係である。集団内の関係は性善説によって成り立っている。 

(d) アナログ的発想 

高コンテキスト文化の国民は、発想がアナログ的である。アナログ的とは、取り巻く環

境のあらゆる面を考察し、バランス感覚のよい発想や判断が重視されることであり、ビ

ジュアルでわかりやすい解説と説得方法が好まれる。同時に多くの情報量をまとめて、

バランスよく説明するにはアナログが望ましく、デジタルは不向きである。 

(e) 集団（グリーンエリア）内の行動原理 

活力のある集団は、グリーンエリアという共有する目的、課題をもち合わせており、社

員同士は命令がなくても自主的に行動することが多いが、全体のバランスを崩すことが

少ない。またグリーンエリアは、集団メンバー全員に考えるための場を与え、行動させ

るため、トップダウンやジョブディスクリプションで指示された業務内容以上の業務遂

行が達成され、効率が高いという特徴がある。 

(f) グリーンエリア内のマネジメント能力 

集団に所属する個人が周辺状況を理解していると、集団として効率的な活動が行われや

すい。このことは個人のマネジメント能力が高いことを意味している。個人が与えられ
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た役割の範囲を超えて全体を理解し、集団の置かれている現況と自己とのバランスを判

断できれば、集団にとって 適な個人活動を行うことができる。 

(5) 「場」の理論 

(a) 場のダイナミズム 

「場のダイナミズムと企業」から定義を借用すると、「場」とは人々が参加し、無意識

のうちに相互に観察し、コミュニケーションを行い、相互に理解をし、相互に働きかけ

合い、共通の体験をする、その状況の枠組みのことである。そこでは、人々がさまざま

な様式で情報を交換し合い、その結果、人々の認識（情報集合）が変化する。このプロ

セス全体が情報的相互作用であり、場とはいわばその相互作用の「容れもの」である。 

(b) 組織の経営と「場」のマネジメント 

「場」という物理的空間に参加する人々は、自動的にそこで飛び交う情報を共有できる。

参加する人間が情報を発し、他人が反応するダイナミズムまで含めて、空間は情報のキ

ャリアで満たされている。また、人々には「連帯欲望」という他人と何らかのつながり

をもちたい欲望がある。場という空間を通じて情報が相互作用をする中で、他者との共

通部分が発見されると、共振という作用が働き、場のエネルギーが高まる。 

(6) 低コンテキスト文化における経営組織の構造と機能 

多様な文化的に異なった背景をもつ人々によって構成される組織は、労働流動性が高く、

個人は今日から活躍するという前提で社会が成り立っており、業務を実施するにはマニュ

アルが必要な社会である。文化的背景なしに業務を進めるには、言葉の定義と契約、言葉

による指示、意見交換などが必要な社会である。すべての契約や発想は性悪説から出発し

ている。性悪説とは一種のリスクマネジメント的な発想で、転ばぬ先の杖を準備した人間

関係が成立している。 

 

●高低コンテキスト文化間のアプローチ 

高コンテキスト文化における企業では、集団効率が高いといっても、終身雇用、年功序

列制度の崩壊、報酬制度、人事考課制度が変化する中で、グリーンエリアがどこまでもち

こたえられるか疑問がある。その問題はさておき、高コンテキスト文化から低コンテキス

ト文化へ接触する場合、異文化コミュニケーションが当面の課題となる。高コンテキスト

文化圏を構成するには、社会制度と長期的な文化圏育成の時間が必要である。そのため、

他国の人々に高コンテキスト文化的手法で接することはできない。したがって高コンテキ

スト文化の人々は、異文化コミュニケーションを文化的背景にした人々に自己の意思を確

実に理解させる手法として、低コンテキスト型の手法を取り入れ、受け手の立場に立った
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コミュニケーションを心がけることが急務になっている。 

(7) 高コンテキスト文化間のアプローチ 

高コンテキスト文化国間の交流の場合、異文化交流がさらに複雑になる。双方とも自国

内で高コンテキスト文化的なコミュニケーションを行っており、コンテキストが異なるコ

ミュニケーションには慣れていない。相手のコンテキストを理解することは困難であるか

ら、グローバルなコミュニケーションとして、低コンテキスト文化型コミュニケーション

の手法を採用することになる。 

(8) 高低コンテキスト文化のハイブリッド化 

異文化コミュニケーションにおいて低コンテキストコミュニケーションの手法を取り入

れて、各国との交流を図ることは望ましいが、これだけでは日本人としてのよさや、優位

性が失われてしまう。高コンテキスト文化における企業活動が「グリーンエリア」や「場」

の存在によって、成果を収めてきた事実がある。またこれまでのプロジェクトマネジメン

トにおいても、活動は多分に暗黙知的、アナログ的、以心伝心と濃密な人間関係に依存し

ている要素が大きい。一方低コンテキスト文化における企業活動は業務を実施するにはマ

ニュアル化が必要な社会であり、言葉の定義と契約、言葉による指示、意見交換などが必

要な社会である。それによって業務遂行目的が明確化し、一種のリスクマネジメント的な

発想で、転ばぬ先の杖を準備した人間関係が成立している。 

双方学ぶべき面があるので、コミュニケーションと異文化との関わりを正しく理解し、

デジタル的な手法にアナログ的手法を加え、高低コンテキスト文化のハイブリッド化実現

が今後の目指すべき方向と考えられる。 
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