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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、弊会では機械工業に係わる技術開発動向調査等のテーマの一つ

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「製造業向け『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）』活用に関する調査研究」

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 21 年 3 月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務



  

はしがき 

 

本報告書は、社団法人日本機械工業連合会が財団法人ＪＫＡの自転車等機械工業振興事

業の補助金の交付を受けて実施しています、「平成 20 年度機械工業における技術開発動向

の調査等補助事業」の一環として、当協会が受託しました「製造業向けＰ２Ｍ活用に関す

る調査研究」について取りまとめたものであります。 

我が国製造業が直面している諸問題を克服し、グローバルマーケットで勝ち抜き、確固

たる地位を築いていくための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。当協会は、設立以来、プロジェクトマネジメントの普及を目的とした活動を行

い、特に、平成 13 年度に、我が国プロジェクトマネジメントの深い経験と集積されたノウ

ハウを結集し、我が国発の統合的なプロジェクトマネジメント体系として「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（略称Ｐ２Ｍガイドブック）」を発

刊し、平成 19 年度には、社団法人日本機械工業連合会の委託事業の成果を基にして、本ガ

イドブックの 2007 年改訂版を発行し、産業界や公共サービスなどで広く活用されておりま

す。製造業は、現在、これまで経験したことのない世界経済後退の影響を受けており、こ

の苦境の打開には、企業戦略から事業の新機軸の達成までを高い機動性と速さで実現でき

る経営が強く求められております。それには、戦略構想からプロジェクトの成功までを一

貫して扱うＰ２Ｍガイドブックを製造業の視点に立って深耕し、より実践的なガイドブッ

ク活用のあり方を調査研究し、その成果を製造業に問う事が喫緊の課題と思量いたしまし

た。このため平成 20 年度、当該事業として「製造業向けＰ２Ｍ活用調査研究」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、わが国の製造業をはじめ、

関連産業において研究開発力・技術開発力強化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「製造業Ｐ２Ｍ活用調査研究委員会」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 21 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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 1 

はじめに     
 

我が国の製造業は、近年、① グローバル競争の激化が求める高付加価値商品や高度の技

術完成度を有する部品の開発、② 市場変化の多様化や早さへの戦略対応、③ 生産の世界

展開や世界市場への同時（またはタイムラグ 小化）商品投入に伴うグローバルサプライ

チェーンの整備・改変、あるいは、④ 商品とサービスの融合による新ビジネスモデルの開

発を、連続的にかつ高速で成し遂げる経営の必要性を強めている。 

これは、とくに、本調査研究が開始された平成 20 年 8 月から間もない 9 月に、それまで

米国のサブプライム・ローン問題でくすぶり続けていた世界経済は、リーマンブラザース

の経営破綻が引き金となって一気に減速し、危機的な情勢が支配している現在において喫

緊の課題である。金融メカニズムの機能麻痺は消費者市場の大幅縮小、企業設備投資の凍

結、生産財供給・設備請負市場の縮小と連鎖しており、我が国製造業も、自動車産業や電

機産業を中心に未曾有の苦境に立たされている。この苦境打開のためには、企業戦略から

事業の新機軸の達成までを高い機動性を以って達成する「高速回転経営」が一層強く求め

られている。企業には戦略があり、戦略目標を実現するには具体的な行動が必要であるが、

企業の戦略は一般に抽象的であり、これを具体的行動に移すには、まずその目的を具体的

に明確にし、さらに方法も明確にする必要がある。つまり、具体的な行動に展開するため

には、戦略をもう一段ブレークダウンし、一塊の、より具体的な実践行動の束とする課程

が不可欠である。かつての、安定経済の下では、じっくりと時間をかけて英知を結集した

り、経験則で、抽象的な企業戦略を、なんとか具体化の実践活動に導けたが、スピードと

複雑性が支配する現在の経済・社会状況では、この実践活動は複数プロジェクトの形で実

行し、また、多数のプロジェクトの塊を束ねたプログラム、すなわち、大きな戦略ミッシ

ョンを達成する要素プロジェクトの有機的な結合事業、を導入するのが効果的かつ効率的

である。この際、プログラムマネジメントの定型を組織として習得する必要がある。 

経済産業省の委託事業として開発され、特定非営利活動法人 日本プロジェクトマネジメ

ント協会が普及と関連人材育成を行っている「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（略称 Ｐ２Ｍガイドブック）」は多くの業種や公共サービスで活

用されているが、その 大の特長は、企業戦略から、高付加価値でイノベーション要素の

高い商品やシステム製品群の構想・企画（言わば、製造業の魂）を、システム思考を基に

したプログラム手法で切り出し、これを関連プロジェクト群で商品化し市場投入に漕ぎ着

け、高い付加価値を高速で回収する高速回転型価値創造経営を支援するプログラム＆プロ

ジェクト指向経営のための仕組みの提供にある。 
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本調査研究では、製造業の各業種からのＰ２ＭユーザーとＰ２Ｍに精通した学識経験者

を糾合して、製造業でのより一層の活用に向けて、Ｐ２Ｍが有する潜在活用価値を、製造

業の現場の視点に立脚して、 大限引き出し、我が国製造業の課題解決に資する活用ガイ

ドブックの開発を試みた。 

本調査研究報告書の第１章では、まず、調査研究の命題である、製造業における高速回

転のプログラム＆プロジェクト指向経営の必要性を、経済産業省の「ものづくり白書」と

製造業企業 37 社の協力を得て実施したアンケート調査結果から検証し、つづいて、Ｐ２Ｍ

ガイドブックを読んでない読者の利便にも配慮して、Ｐ２Ｍガイドブックの核心を解説し

た。 

第２章では、企業アンケート結果を解析し、「経営の重要課題は、安心・安全・環境・

省エネなどの企業責任を果たしつつ、コア事業強化や海外事業展開などの攻めの経営を行

えるような組織力強化が必要」という企業の意思を読み取り、そのために、「戦略を構築

して各組織のミッションを明確にして、施策群を統合的にマネジメント（つまりプログラ

ムマネジメント）し、強力なバリューチェーンを築き上げる、またそれを支える従業員の

プログラム＆プロジェクトマネジメント能力の向上を図る必要がある」というストーリー

を導いた。また、このアンケート結果を踏まえ、製造業へのＰ２Ｍ適用モデルを、① 戦略

へのアプローチモデル、② プログラム＆プロジェクト統合モデル、そして③ 実践プロセ

ス評価モデル、に分けて考察し、提唱している。 

第３章では、第２章で考察したＰ２Ｍ適用モデルを更に詳細に考察し、製造業における

プログラムマネジメントの必要性、コアとなるプログラム型事業モデル、事業モデルの外

部環境と内部環境に対する検証、ならびに事業モデルの実践段階での可視化、を提案して

いる。 

第４章では、調査研究委員会委員の出身母体である、機械業界、家電業界、プラント業

界、食品業界およびガラス素材業界に分けて、各業界の特徴と市場環境に応じたプログラ

ム＆プロジェクトマネジメントの適用事例を網羅している。 

第５章では、以上の考察と提言に基づいて、プロジェクト化時代の組織運営と人材のあ

り方を考察している。プロジェクト組織論と人材育成論を製造業の事業特徴に照らした提

言である。 

本調査研究報告書は、Ｐ２Ｍガイドブックの予備知識無しでも理解できるように構成し

てあるが、より深い理解には、Ｐ２Ｍガイドブックの原典を参照することを推奨致したい。
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第1章 日本の製造業の新たな挑戦 
 

1. 日本の製造業の事業戦略 

経済のグローバル化とともに、日本の製造業もグローバル生産の進展を図りつつある。

旧来の製造コストを主眼にした生産補完基地としての海外生産という段階を経て、いまや

消費地立地指向により相互補完関係を築き、国際機能分業体制を築く段階にきており、国

内における生産拠点の機能が次第に明らかになりつつある。 

本章は、第 2 章で述べられているアンケート調査結果および過去 3 ヵ年のものづくり白

書（2006 年版～2008 年版）を参考にしつつ、日本の製造業の課題を明らかにし、とりわけ

著しい進展を図りつつある国際機能分業の現状を一覧し、日本の製造業の果たすべき役割

を明らかにし、次章以降の足掛かりを掴むことにする。 

 

1.1 日本の製造業の課題 

日本の製造業の現状及び課題を図表 1-1 に示す。課題を整理するに当たっては、業種別

に整理するのが も解りやすいが、ここでは生産形態の視点で大きく三つに分類し、 

① 造船、プラント、生産機械・設備、等々顧客の要求仕様に基づき、設計・生産を行う個

別設計生産型製造業 

② 自動車、家電製品、食品、等々のように新製品を開発し、それらを量産する 終製品量

産型製造業 

③ 鉄鋼、繊維、紙、ガラス、ゴム、等々のように主に素材を生産している素材製品型製造

業 

に分類し、整理した。 
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図表 1-1 日本の製造業の課題 

　　　　　　　　　　類別
　項目

業種

事業戦略上の課題
・

・

コア事業の強化と自社製品の差別化

製品ライフサイクルを通じた顧客
サービスの向上

・

・

国際機能分業の進展に伴うサプライ
チェーンマネジメントの展開
製品ライフサイクルの短命化への対応

・

・

素材生産から、ダウンストリームである
機能性製品・部品の生産へのシフト
ロジステックスマネジメントの強化、
とりわけ海外に依存する原料の確保

マーケティング、
販売戦略上の課題

・

・

顧客要求仕様の多様化、高度化、等々
への対応
プロポーザル業務の効率化

・

・

変化の激しい市場動向・市場ニーズの
把握
製品の多品種化に伴う製品系列の
絞り込み

・ 機能性商品・部品の市場開拓

製品開発上の課題
・

・

製品の多機能化に伴う要素技術との
連携強化
パラメトリックデザインが可能な製品
構造のユニット化、モジュール化

・ 製品ライフサイクルの短命化に伴う
開発期間（含、モデルチェンジ）短縮
への対応

・ 要素機能を組み込んだ機能性部品・
製品の開発

製品設計上の課題

・

・

パラメトリックデザインによる製品仕様の
早期確定
フロントローディング、コンカレント・
エンジニアリング、等々 による設計期間
の短縮

・ 製品仕様のバリエーションへの迅速な
対応

・ 素材生産に関しては、顧客要求仕様の
多様化への対応

生産上の課題
・

・

製造リードタイムの短縮と納期の確保、
ならびに外製（発注）品の工程管理
仕様変更、設計変更への対応

・

・

適正な生産配置計画に基づくサプライ
チェーンマネジメントの強化
多品種化に伴う生産効率の向上と
販売計画との連動

・ 小ロット生産に伴なう生産効率の向上

素材製品型製造業

鉄鋼、繊維、紙、パルプ、石油、
ガラス、ゴム、等々

個別設計生産型製造業

造船、プラント、生産機械・設備、
工作機械、建設機械、重電機、等々

最終製品量産型製造業

自動車、一般機械、電気機器、
事務機器、薬品、食品、等々

 
 

この図表から日本の製造業の抱えている課題を製品（プロダクト）とビジネスプロセス

（プロセス）という観点で整理すると次のことが指摘できる。即ち、成熟化社会による消

費性向の多様化・二極分化、技術の高度化・複雑化、それに経済のグローバル化という時

代背景のもと、プロダクトに関しては、製品の多様化という言葉に象徴されるように、益々

製品の広がりを見せる中、何を自社の戦略商品として位置付け事業展開するか、またプロ

セスに関しては製品のライフサイクルの短縮化という言葉に象徴されるように、製品開発

から上市する迄の期間短縮のみならず、投下資本の回収期間を短縮することが要求される。 

 

1.2 国際機能分業の進展 

近年見られる特徴としては、旧来の国内に製品開発拠点を置き、海外の安い労働力をベ

ースにモノを生産するという垂直分業から、地域や業種により異なるものの、製品開発、

生産、販売といった機能を適地で行うという水平分業が進展しつつあることを、ものづく

り白書は指摘している。（図表 1-2 参照） 

主たる特徴を列記すると次のとおりである。 
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① 研究開発、技術開発については、国内に拠点を置いており、その比率はそれぞれ 91.5％、

77.1％となっている。 

② 部材試作、組立試作については、依然として国内比率は高く、夫々68.9％、66.6％とな

っているが、海外では中国での著しい伸張（夫々47 拠点、49 拠点）が見られる。  

③ 部材量産、組立量産の海外比率は、夫々48.3％、52.7％となっており、とりわけ中国で

の拠点数が多い。（夫々103 拠点、104 拠点）  

④ 販売拠点に至っては、消費地立地指向が顕著で、海外拠点比率は 67.6％に上っている。 

図表 1-2 国際機能分業の現状 

出典：ものづくり白書（2006 年版）p38 

 

1.3 国内生産拠点の果たすべき役割 

前項の傾向を踏まえ、今後国内生産拠点が果たすべき役割、強化すべき機能としては、

次の諸点に集約できるものと考える。 

(1) 研究・技術開発拠点としての機能 

(2) マザー工場としての機能 

(3) 高付加価値製品の生産拠点としての機能 

 

(1) 研究・技術開発拠点としての機能 

国際競争の激化により、研究・技術開発に求められるスピード、研究開発・技術開発と

製品開発との連携強化によるコア技術の選択と集中、等々が求められる今日であり、もの

づくり白書（2006 年版）でそれが裏付けられている。但し、実現度については以外と低く、
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未達成の状態にある。（図表 1-3 参照） 

図表 1-3 研究開発のニーズとその実現度 

出典：ものづくり白書（2006 年）p69 

 

次に研究開発の現場で、開発しているコア技術の領域の変化を見てみると、領域の拡大

傾向にあるが、範囲が不明確であるとの割合が 40％と高く、暗中模索状態にあることが伺

える。（図表 1-4 参照） 

図表 1-4 コア技術の領域の変化 

出典：ものづくり白書（2006 年版）p70 

 

ＮＯ 項目
ﾆｰｽﾞ水準

（％）
実現率
（％）

1 研究から製品化までのスピードが旧来以上に求められるようになった。 87.0 49.0

2 研究部門と開発・事業部門の連携が求められるようになった。 63.8 69.0

3
事業の”選択と集中”に伴い、研究開発テーマについても選択と集中が求
められるようになった。

54.9 59.0

4 研究員にビジネス感覚が求められるようになった。 48.5 35.9

5 研究開発成果に対する評価が求められるようになった。 45.7 44.0

6 研究開発自体に収益性が求められるようになった。 39.6 33.6

7
生産工程や生産技術に関するイノベーション（技術革新）よりも、製品という
生産対象そのものに対するイノベーションが求められるようになった。

28.3 60.2

8 社内の予算的制約が強くなっている。 28.0 54.9

9
市場ニーズの多様化、製品の短命化、等により、部材・部品の耐久性より
も新規性（技術革新）が求められるようになった。

27.6 46.9

 

4%

29%

40%

27%

領域は拡大しているが、

範囲は明確

領域は拡大しているものの、

範囲は不明確

領域に変化なし

領域が狭くなっている
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(2) マザー工場としての機能 

国内外の生産拠点の保有する機能に関する比較データを図表 1-5 に示す。 

国内拠点が保有する機能としては、製品開発、製造技術の開発、基本的な設計・試作、

品質の安定化などに加え、海外生産拠点の技術指導員の育成の機能を有しており、まさに

マザー工場の機能を担っていることが解る。一方、海外生産拠点では、こうした機能を保

有している割合は未だ少ない状態にあり、あくまで製造工程を主体に海外生産がなされて

いる。 

図表 1-5 生産拠点の主な機能 

出典：ものづくり白書（2007 年版）p53 

 

(3) 高付加価値製品の生産拠点としての機能 

製品グレードの観点で国内外の生産振り分けの現状を図 1-6 に示す。高付加価値製品も

しくはハイグレード製品は国内、普及・汎用製品もしくはローグレード製品は海外という

図式が明確である。 
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図表 1-6 製品のグレード別国内外生産 

出典：ものづくり白書（2007 年版、ｐ51） 

 

1.4 日本の製造業が取るべき事業戦略 

以上日本の製造業の課題および今後益々拡大するであろう国際機能分業の現状を踏まえ、

今後日本の製造業が取るべき事業戦略を以下に述べる。（図表 1-7 参照） 

経済大国日本の屋台骨は「ものづくり」にあり、工業資源の乏しい日本のサバイバル戦

略としては、工業資源を輸入し、付加価値のある製品・部品（プロダクト）、付加価値の

あるものづくり（プロセス）をより強固のものとしていくことに異論を挟む余地はない。

但し、変化の要因としては、国内における GDP の低迷と成熟化社会、海外とりわけ ASEAN

諸国における経済発展の著しい伸長が見られ、この傾向は今後も継続されていくものと考

えられる。 

こうした時代の流れを考慮に入れ、日本の製造業の取るべき事業戦略の重点項目として

次の４点を指摘できるが、これらを実行していくためには、周到なる事業戦略のもと、プ

ログラム＆プロジェクト形態による遂行が望まれるところである。 

① プロダクトの視点としては、要素技術、機能を組み込んだ高付加価値の部品、製品の開

発の強化 

② プロセスの視点としては、製品ライフサイクルの短命化に伴う製品系列の絞込みと製品

開発・改良の期間短縮 
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③ 国際機能分業の進展に伴うサプライチェーンマネジメントの強化と国内生産拠点の役

割の明確化とマザー工場としての機能強化 

④ 時代の変化に呼応した新しいサービスを付加した商品の開発と、そのための市場ニーズ

の的確な把捉と事業開発の強化 

図表 1-7 日本の製造業の事業戦略 

 

 

2. 製造業の価値創造とプロジェクト指向経営 

日本の製造業が取るべき事業戦略の方向性を前項で述べたが、ここではこれらの事業戦

略を実現するための理論的枠組みを付加価値創造という観点で整理し、その実現手段とし

てプログラム＆プロジェクトモデルを展開し、かつプロジェクト指向経営の必要性を述べ

る。 

 

2.1 事業戦略と付加価値創造 

製造業にとっての 大のミッションは、保有する経営資源を 大限活用し、付加価値を

大化することにあり、そのために行う行為を価値創造、価値獲得ということができる。  

一橋大学イノベーション研究センターの延岡教授は著書「ＭＯＴ〔技術経営〕入門」に

おいて、「価値創造」(Value creation)は技術・商品によって顧客に対して価値を創り出す

ことであり、「価値獲得」(Value capture )は創り出した価値創造を企業価値に結びつける

製品系列の絞り込みと
製品開発・改良の期間
短縮

製品系列の絞り込みと
製品開発・改良の期間
短縮

事業展開のプログラム＆プロジェクト化事業展開のプログラム＆プロジェクト化

国内生産拠点の役割の
明確化とマザー工場とし
ての機能強化

国内生産拠点の役割の
明確化とマザー工場とし
ての機能強化

市場ニーズの的確な把
捉と事業開発の強化

市場ニーズの的確な把
捉と事業開発の強化

経済 ： ・国内のＧＤＰの伸びの鈍化とＡＳＥＡＮ諸国の伸長

・成熟社会に伴う消費性向の二極分化
・経済および情報のグローバル化の進展

技術 ： ・地球環境に配慮した製品開発

・機能性素材、部品の開発
・技術の高度化、複雑化

経済 ： ・国内のＧＤＰの伸びの鈍化とＡＳＥＡＮ諸国の伸長

・成熟社会に伴う消費性向の二極分化
・経済および情報のグローバル化の進展

技術 ： ・地球環境に配慮した製品開発

・機能性素材、部品の開発
・技術の高度化、複雑化

要素技術、機能に関す
る研究・技術開発の組
織力と製品開発との連
携の強化

要素技術、機能に関す
る研究・技術開発の組
織力と製品開発との連
携の強化

消費性向の二極分化に
伴う製品ライフサイクル
マネジメントの強化

消費性向の二極分化に
伴う製品ライフサイクル
マネジメントの強化

国際機能分業の進展に
伴うサプライチェーンマ
ネジメントの強化

国際機能分業の進展に
伴うサプライチェーンマ
ネジメントの強化

時代の変化に呼応した
新しいサービスを付加し
た商品の開発

時代の変化に呼応した
新しいサービスを付加し
た商品の開発

要素技術、機能を組み
込んだ高付加価値の部
品、製品の開発

要素技術、機能を組み
込んだ高付加価値の部
品、製品の開発
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ことにあると述べている。以下に延岡教授の考え方を援用し、内容を掘り下げることにし

たい。（図表 1-8 参照） 

図表 1-8 付加価値創造の 3 要素 

出典：延岡健太郎「ＭＯＴ〔技術経営〕入門」p33 

先ず、顧客に対する価値創造であるが、これは２つの要素で構成される。一つは技術的

なイノベーション、革新的な機能、等々により、価値の高い技術・製品を創造することで

ある。これは前項で述べた要素技術、機能を組み込んだ高付加価値の部品、製品の開発に

該当する。もう一つは効率的、効果的な製造工程、製品開発、等々のプロセスの価値創造

を行うことにある。これは製品ライフサイクルの短命化に伴う製品開発・改良の期間短縮

努力に対応する。 

次に価値獲得であるが、これは創造された価値を付加価値、利益、等々の事業価値とし

て獲得することにあり、いわば事業の仕組みを創造することにあり、とかく日本の製造業

が価値創造を中心に展開してきた事業経営の考え方を補完する考え方と言える。すばらし

い商品を開発して市場に投入したとしても、なかなか企業の付加価値や利益に貢献しない

ケースが多々見受けられることからしても、この考え方の重要性が指摘できる。 

 

2.2 付加価値創造とプログラム＆プロジェクトモデル 

前項で価値創造としてプロダクト価値創造、プロセス価値創造、また価値獲得として事

業価値創造について述べたが、それらに対応するプログラム＆プロジェクトモデルとして

それぞれ価値デザイン型、価値構築型、価値獲得型として位置づけし、それらの関係を図

表 1-9 に示す。 

＊優れた技術・優れた商品
・技術イノベーション・革新的な機能
・顧客ニーズへの合致

＊効率的な製造工程・製品開発
・Ｑ（品質）・Ｃ（コスト）・Ｄ（スピード）
・オペレーション

＊付加価値・利益の獲得
・差別化・独自性・オンリーワン
・儲けの仕組み

事業価値創造

価値創造（Value Creation）：日本の製造業の主流

価値獲得（Value Capture）

プロセス価値創造技術・製品価値創造
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図表 1-9 付加価値創造とプログラム＆プロジェクトモデル 

 

次に、各プログラム＆プロジェクトモデルの属性としてのプログラム＆プロジェクト類

型、プログラム＆プロジェクトモデルを誘発するイノベーター、それに主な対象業務を整

理した表を図表 1-10 に示し、かつプログラム＆プロジェクトモデルと対象業務との関係を

図表 1-11 に示す。なお、プログラム＆プロジェクトモデルおよびプログラム＆プロジェク

ト類型については、新版 P2M（プロジェクト＆プログラムマネジメント）標準ハンドブッ

クに準拠している。また、プログラム＆プロジェクトモデルを誘発するイノベーターを考

える視点としては、J.A.シュンペーターが提唱した「新結合」（イノベーション）としての

次の 5 つの要素を考慮に入れた。 

新しい生産物または新しい品質の生産物の生産・・・・・・・・・Product 

新しい生産方法の導入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Process 

新しい販路の開拓・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Market 

原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得・・・・・・・・・・・Material 

新しい組織の実現（たとえば、トラストの形成や独占の打破）・・Organization 

  

以下に各プログラム＆プロジェクトモデルの概要を記すが、4 つ目の価値再構築型モデル

は、上位３つのモデルを再構築するケースである。 

(1) 価値デザイン型モデル 

優れた技術・商品を開発し、プロダクト価値を創造すること、すなわち“What to make”

を狙いとしており、プログラム＆プロジェクト類型としては創出型である。その理由は、

価値獲得（Ｖａｌｕｅ Ｃａｐｔｕｒｅ）

価値創造（Ｖａｌｕｅ Ｃｒｅａｔｉｏｎ）

価値獲得型
プログラム＆プロジェクト

事業価値創造
＊付加価値・利益の獲得

価値獲得型
プログラム＆プロジェクト

事業価値創造
＊付加価値・利益の獲得

価値構築型
プログラム＆プロジェクト

プロセス（開発・生産）価値創造
＊効率的な開発・製造プロセス

価値構築型
プログラム＆プロジェクト

プロセス（開発・生産）価値創造
＊効率的な開発・製造プロセス

価値デザイン型
プログラム＆プロジェクト

プロダクト(技術・製品)価値創造
＊優れた技術・商品

価値デザイン型
プログラム＆プロジェクト

プロダクト(技術・製品)価値創造
＊優れた技術・商品
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ミッションは明確になっているものの、多くの場合プログラムアーキテクチャを計画段階

では明確にすることができず、不確定要素が多いため、ローリング・ウェーブ・プランニ

ングによってアーキテクチャを固めていくことを余儀なくされるためである。この価値デ

ザイン型プログラム＆プロジェクトモデルは新技術、新素材、等々がイノベーターとなり

形成されるが、 も重要なことはその企業にとってのコア技術戦略と言える。 近の例で

は、シャープがオンリーワン経営を標榜し、事業の選択と集中を決断し、半導体事業を捨

てて液晶事業に資本と資源を集中したのが良い例である。 

(2) 価値構築型モデル 

効率的な開発・製造プロセスを創造し、プロセス価値を高めること、すなわち“How to 

make”を狙いとしており、プログラム＆プロジェクト類型としては多くの場合オペレーシ

ョン型である。その理由は、プログラムミッションのもと、プログラムアーキテクチャは

ほぼ初期の段階で計画することができ、構築するプロセスの価値を高めることに主眼があ

るからである。そのためには QFD 法（品質展開法）、VE 手法、VRP 手法、IE 手法、等々

の各種のエンジニアリング手法、が駆使されることになる。トヨタ生産方式（TPS）のプル

型生産方式はその代表例である。 

(3) 価値獲得型モデル 

付加価値、利益の獲得を創出し、事業価値を高めること、すなわち“What & How to add”

を狙いとしており、プログラム＆プロジェクト類型としては創出型である。その理由は、

ミッションそのものが漠然としており、かつ何により事業としての付加価値を生み出すか

という種々のフィージビリティ・スタディを経てプログラムスキームができあがることが

多いためである。延岡教授は前掲書において、この価値獲得型プログラム＆プロジェクト

モデルを実現するためのキーは、競合相手には真似できない難しい“業務”であること（独

自性、差別性）、その部分に対して顧客が付加的な対価を支払ってくれることを指摘して

おり、その代表例としてキーエンスを挙げている。 

(4) 価値再構築型モデル 

この価値再構築型プログラム＆プロジェクトモデルは、事業そのものを含む事業の再構

築を行い、事業価値を高めること、すなわち“What & How to change”を狙いとしており、

プログラム＆プロジェクトモデルとしては変革型である。その理由としては、現状の課題

が出発点となるが、プログラムミッションそのものをどこに設定するかということに始ま

り、現状をどのようにブレークスルーするか、等々種々の変革課題に取り組み、かつ解決

しなければならないケースが多いためである。 

 



 13 

図表 1-10 プログラム＆プロジェクトモデルとその類型 

 

図表 1-11 プログラム＆プロジェクトモデルと対象業務との関係 

 

2.3 付加価値創造とプロジェクト指向経営 

前項では付加価値創造とプログラム＆プロジェクトモデルの関係を述べたが、ここで改

めて価値創造としてのプロダクト価値創造、プロセス価値創造、事業価値創造、それに事

業価値再構築を行うにあたり、プログラム＆プロジェクト形態をとり、夫々のプログラム

事業価値再構築

事業価値創造

プロセス価値創造

プロダクト価値創造

付加価値創造

・事業改革・事業戦略の

見直し

・課題解決

変革型価値再構築型

・新規事業・新市場

・新サービス

創出型価値獲得型

・製品設計

・生産設計

・新設計法

・新工法

オペレーション型価値構築型

・技術開発

・製品開発

・新技術

・新素材

創出型価値デザイン型

主な対象業務イノベーター
プログラム＆

プロジェクト類型

プログラム＆

プロジェクトモデル

事業価値再構築

事業価値創造

プロセス価値創造

プロダクト価値創造

付加価値創造

・事業改革・事業戦略の

見直し

・課題解決

変革型価値再構築型

・新規事業・新市場

・新サービス

創出型価値獲得型

・製品設計

・生産設計

・新設計法

・新工法

オペレーション型価値構築型

・技術開発

・製品開発

・新技術

・新素材

創出型価値デザイン型

主な対象業務イノベーター
プログラム＆

プロジェクト類型

プログラム＆

プロジェクトモデル

研究・技術
開発

研究・技術
開発

製品開発
（製品設計）

製品開発
（製品設計）

調達・製造
・（建設）
調達・製造
・（建設）

販売販売
Ａ.サービス

（保守）
Ａ.サービス

（保守）

価値デザイン型
（創出型）

価値構築型
（オペレーション型）

価値獲得型
（創出型）

価値再構築型
（変革型）

ビジネス
プロセス

Ｐ２モデル
（Ｐ２類型）
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＆プロジェクトモデルを実践することの必要性を述べることにする。 

(1) プロジェクト指向経営の必要性 

プログラム＆プロジェクト形態をとり、プログラム＆プロジェクトモデルを推進する事

業形態を「プロジェクト指向経営」と呼ぶことにし、プロジェクト指向経営を定義すると

「価値創造をプログラム＆プロジェクト形態で推進し、企業の組織資源である人財・知財

を活性化させ、組織能力を最大限に発揮させる事業形態」ということができる。 

では、なぜプログラム＆プロジェクト形態により価値創造を推進していくことが適して

いるのか、その利点を以下に述べる。 

① 変化する事業環境への戦略的かつ迅速な対応 

情報化時代の到来とともに、経済活動の空間軸、時間軸ともより圧縮され、狭くなりつ

つあり、競争環境は厳しさを増すばかりである。こうした環境下で企業が生き抜くために

は、小手先の戦略ではなく、長期的な視点に立脚した戦略を立案し、かつ迅速に実行に移

し、ショートサイクルで見直しを図る機動力が要求される。そのためには、ロジカルで、

迅速な意思決定ができるプログラム＆プロジェクト形態をとり、推進していくことが も

効果的、効率的であるといえる。 

② 能動的遂行組織の形成 

プログラム＆プロジェクト形態で推進していくためには、プログラム＆プロジェクト組

織を企業の機能組織とは別に形成することになる。即ち、機能組織という縦割組織にプロ

グラム＆プロジェクト組織という横割組織を走らせ、その多くはマトリクス組織を形成す

ることになる。このことは、機能組織間のコンフリクトを緩和でき、プログラムリーダー

もしくはプロジェクトリーダーのもとに目的的にプログラム＆プロジェクトを推進するこ

とができる。尚、プログラム＆プロジェクトの推進にあたっての機能組織の役割は、人財

の確保、育成、ならびに技術、ノウハウ、等々の知財の蓄積を担うことになる。 

③ 事業マインドの醸成 

価値創造をプログラム＆プロジェクト形態で行うということは、プログラム＆プロジェ

クトそのものを事業として把捉することである。従って、そこにアサインされたプログラ

ムリーダー、プロジェクトリーダーはもとより、プログラム＆プロジェクトの構成メンバ

ーは与えたれたミッションを自律的に遂行していくことを要求される。このことはとりも

なおさず、事業マインドの醸成に繋がることになる。 

 

つぎにプログラム＆プロジェクトを効果的に遂行していくための主要な実現化手段の項

目のみを列記する。 
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• プログラム＆プロジェクト活動の推進 

• 機能組織との調和 

• ビジネスプロセス（とりわけ上流工程）の確立 

• 全ての組織資源の有効活用 

以上、述べた内容を図表 1-12 に示す。 

図表 1-12 プログラム＆プロジェクト指向経営とは 

 

(2) プログラム＆プロジェクト指向経営と組織能力 

プログラム＆プロジェクト指向経営を行うにあたっては、プログラム＆プロジェクトを

遂行するに値する組織能力を有している必要がある。プログラム＆プロジェクトと組織能

力との関係を図表 1-13 に示す。図から解るように、あたかも母なる大地（組織能力）に雄々

しき駿馬（プログラム＆プロジェクト）が走る光景に似ている。 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム＆
プロジェクト

マネジメントの強化

ビジネスプロセス
（とりわけ上流工程）

の確立

マトリクスマネジメント
の実施

変化する事業環境への戦略的かつ迅速な対応
能動的遂行組織の形成
事業マインドの醸成

定義：

ナレッジ＆スキル
マネジメントの確立

メリット：

手段：

プログラム＆
プロジェクト活動

の推進

コーポレート
ＷＢＳの設定

機能組織との調和
全ての組織資源の

有効活用

「価値創造をプログラム＆プロジェクト形態で推進し、
企業の組織資源である人財・知財を活性化させ、

組織能力を最大限に発揮させる事業形態」
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図表 1-13 プログラム＆プロジェクトと組織能力の関係図 

 

即ち、組織能力は事業戦略レベル、知識変換レベルおよび組織資源レベルに区分するこ

とができ、知識変換レベルの顕在化した姿がプログラムであり、プロジェクトであると言

える。以下に、この基本構図に基づき、各レベルの内容を概観することにする。（図表 1-14

参照） 

① 事業戦略レベル 

事業戦略レベルでは事業のビジョン、ミッションに基づき、基本戦略それにビジネスモ

デル、基本コンセプトを明確にする必要がある。このうち、解りづらいのが基本コンセプ

トであるが、この基本コンセプトがその事業の成功要因（ＫＳＦ）であるケースが多々見

受けられる。例えば、トヨタ生産方式（ＴＰＳ）であれば、「在庫は悪である」との基本

的な考え方に基づき、「ノンストック、一個流し生産」を究極の姿として展開されている

が、それを支えている基本コンセプトはＪＩＴ（ジャストインタイム）と自働化にある。 

② 知識変換レベル 

知識変換レベルは、事業組織、ビジネスプロセス、それに事業運営に必要な情報システ

ムで構成される。プログラム＆プロジェクトはこのレベルで形成され、組織化され、推進

されることになる。 

③ 組織資源レベル 

組織資源としては、企業が永年培ってきた組織文化が基底にあり、組織風土を形成して

おり、その土壌のうえに知識資源、認知能力が蓄えられ、顕在化した形としてナレッジ（知

財）、組織構成要員のスキル（人財）が表出される。 

 

外部環境

プログラム＆
プロジェクト

事業戦略
レベル

知識変換
レベル

組織資源
レベル

プログラム＆
プロジェクト

事業戦略
レベル

知識変換
レベル

組織資源
レベル

♂
♀
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図表 1-14 組織能力モデル 

 

3. P2M ガイドブックの核心 

本調査研究の枠組みとなるマネジメント体系は、「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」（略称 P2M ガイドブック）である。 

P2M ガイドブックは、経済産業省の委託事業として、財団法人エンジニアリング振興協

会 「プロジェクトマネジメント導入開発調査委員会」により、1999 年から 3 年間の調査

研究を経て開発され、2001 年 11 月に発行された。 

2002 年 4 月には、P2M ガイドブックの普及とガイドブックに基づく P2M 資格認定制度

運営のために、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」が設

立され、P2M ガイドブックに関わる事業が同センターに移管された。その後同センターは

2005 年 10 月に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」として改組さ

れ現在に至っている。この間 P2M ガイドブックは、2007年 12 月に新版が発行されている。 

 

3.1 P2M ガイドブックの開発思想と特長 

P2Ｍ ガイドブックは、我が国プロジェクトマネジメント(PM) の開祖であり、世界有数

の競争力を誇るプラントエンジニアリング産業が世界市場で活用しているプロジェクトマ

ネジメント体系に、モノづくり日本のユニークなマネジメント手法と、きわめて信頼性が

高い情報技術・ネットワーク技術 (ICT) システム構築のマネジメント力を融合した、我が

国発のプロジェクト＆プログラムマネジメント体系である。 

2001 年発行の初版と 2007 年新版ガイドブックが踏まえた開発思想は次の点にある。 

戦略

基本コンセプトＢ．モデル

組織

Ｂ．プロセス

認知能力知識資源
組織文化

（文化差異）

情報システム

ナレッジ
（知財）

スキル
（人財）

組織能力

事業戦略
レベル

知識変換
レベル

組織資源
レベル

ビジョン ミッション

顕在化した姿
⇒プログラム
＆プロジェクト
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• 日本の国際競争力強化を支援し、国是であるイノベーションの加速を支える。 

• 日本の強みである「ものづくり」の強さに、マネジメント要素を組み込んだ「仕組み

作り」を加えた、新たな競争力モデル構築に貢献する。 

• 第一線のプロジェクト運営（プロジェクトフロント）から、プロジェクト事業の経営

への組み込み（経営戦略）まで一貫した流れで支援する。 

• 日本企業・機関のグローバル展開を支援する（P2M ガイドブック英語版の提供）。 

• 世界のプロジェクトマネジメント界に、イノベーションのプロジェクト＆プログラム

マネジメントで貢献する。 

 

つまり、世界の開発投資とプロジェクト化したビジネスの GDP への寄与が 30％以上と

なった「プロジェクト化の時代」にあって、P2M ガイドブックは下記のように、世界で永

年実施されてきた単体プロジェクトのマネジメンントと、それより一段上位の複数プロジ

ェクトの有機集合体であるプログラムのマネジメントの、両方の体系を提供している。 

① 確実なプロジェクト完成に導く単体プロジェクトのプロジェクトマネジメント体系 

② プログラムを対象とし、米国などの一部の狭い範囲で活用されていたプログラムマネジ 

   メントの内容を大幅に拡張した特長あるプログラムマネジメント体系で、下記を含む 

• 単体プロジェクトの大型化・複雑化・並列化に対応して単体プロジェクトを、上位概

念であるプログラム（有機結合のあるプロジェクト群）に昇揚し、プログラムとして

の全体統合と構成プロジェクト各々の（部分の）マネジメント、の両方を扱うマネジ

メント（伝統的なプログラムマネジメントで、P2M ガイドブックでは「オペレーショ

ン型プログラム」のプログラムマネジメントと位置づけている） 

• 組織戦略実施のための事業単位として、付加価値の高いプロジェクトの組成やイノベ

ーションを加速する仕組み作りから実施・完成までを、プログラムとして扱い、構想

の段階から戦略的プロジェクトマネジメント機能を発揮させるプログラムマネジメン

ト（P2M 独自の戦略密着のビジネスモデル創出型のプログラムマネジメントで、P2M

ガイドブックでは「創出型のプログラム」のプログラムマネジメントとして位置づけ

ている。） 

なお、この種のプログラムは、規模や業種により「イノベーションプロジェクト」や

「変革プロジェクト」などと呼び、プログラムの名称をつけることなく呼称すること

もあることに留意願いたい。 

• システムズアプローチを土台にしたマネジメント体系として、社会・経済の複雑な課

題への対応、複合的なビジネス課題への対応、を主題として実施するプログラムマネ
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ジメント（P2M ガイドブックでは「変革型のプログラム」のプログラムマネジメント

として位置づけている。） 

 

米欧発のプロジェクトマネジメント体系の主流である単体プロジェクトのプロジェクト

マネジメントと、P2M ガイドブックが提唱するプログラムマネジメントの範囲は図表 1-15 

のように比較することができる。 

図表 1-15  単体プロジェクトマネジメントの範囲と P2M の範囲 

 

3.2 P2M ガイドブックの構成と新 P2M タワー 

P2M ガイドブックは、次のように構成されている。 

第 1 部  P2M エントリー 

• P2M ガイドブック開発の背景、概要、特長、活用の仕方、並びに P2M ガイドブッ

クに基づく資格制度を解説 

第 2 部 プロジェクトマネジメント 

• 単体プロジェクトやプログラムを構成する要素個別プロジェクトのプロジェクト

マネジメントに関する全体の体系を解説 

使命・目的

企業戦略

プログラム A プログラム B

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA3

プログラム価値検証・成果物価値 大化

全体使命達成・ 適化
環境変化への対応

P2MP2Mの範囲の範囲

計画

成果物

進捗評価

是正 実施

従来のPMの範囲

戦略実現の設計

使命・目的

企業戦略

プログラム A プログラム B

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA２ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA1 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄA3

プログラム価値検証・成果物価値 大化

全体使命達成・ 適化
環境変化への対応

P2MP2Mの範囲の範囲

計画

成果物

進捗評価

是正 実施

従来のPMの範囲

戦略実現の設計
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第 3 部 プログラムマネジメント 

• プロジェクトの上位概念であるプログラム、または、イノベーション要素の高い単

体プロジェクトの、ミッション定義などからなる構想、デザイン、構造化、実施マ

ネジメントを一貫して扱う体系を解説 

第 4 部 個別マネジメント 

• プロジェクトマネジメントやプログラムマネジメントを実際に運営するための各

マネジメント領域を 11 の領域に分けて解説 

P2M ガイドブックでは、プロジェクト、プロジェクトマネジメント、プログラム並びに

プログラムマネジメントを、それぞれ次のように定義している。 

【プロジェクト】 

特定使命（プロジェクトミッション）を受けて、資源、状況などの制約条件のもとで、

特定期間内に実施する将来に向けた価値創造事業である。（従来の米欧の定義より価値志

向を高めている）。 

【プロジェクトマネジメント】 

特定使命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

門職能を駆使して、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

を獲得する実践能力を適用するマネジメントである。 

【プログラム】 

自組織の、または顧客から所与の、組織戦略具現化のための上位レベルの特定使命（プ

ログラムミッション）を実施する複数のプロジェクトが有機的に結合された単位事業であ

る。 

【プログラムマネジメント】 

外部環境の変化に柔軟に対応しつつ、組織の資源と遂行能力を効率よく活用しながら、

複数の要素プロジェクト間の全体 適統合を行い、プログラムミッションを達成するマネ

ジメント手法である。 

 

この二つのマネジメントを支える知識体系を P2M ガイドブックは「新 P2M タワー」と

して提示している（図表 1-16） 
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図表 1-16 新 P2M タワー：P2M ガイドブックの構成 

 

組織には組織全体の戦略があり、また、組織の各部門（企業であれば事業部等）は全体

戦略から自部門の戦略を策定する。しかし、戦略は多くの場合企業の新たな理念や方向性

あるいは競争の立ち位置を簡潔に示すにとどまり、このような戦略を実施可能な形に変換

するための創造的な作業が必要である。つまり、経営者、事業部長あるいは企業の企画担

当者等は、全体戦略か部門戦略のいずれかで、事業に対する熱い想いや課題認識を戦略の

特定使命（ミッション）の形で提示するが、P2M ガイドブックではこのミッションを極め

て重視して新 P2M タワーでは 上位に示している。 

このミッションの実現単位としてプログラムの概念を用い、プログラムマネジメントと

して、ミッションの追及価値を基軸に、ミッションの定義化、実現のシナリオ分析および

プロジェクト群の構造化を行いプログラムの基本構想計画まで纏め上げ、更に実施段階で

のプログラムの統合マネジメントを行う。 

プログラムで構造化されたプロジェクト群は、あるいは、プログラムを経由しない、個

別の単体プロジェクトは、プロジェクトマネジメントを使用して計画と全体マネジメント

コミュニティ

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

プロジェクト組織マネジメント

プロジェクト資源マネジメント

リスクマネジメント

情報マネジメント

関係性マネジメント

バリューマネジメント

コミュニケーションマネジメント

プロジェクトマネジメント

プロジェクト目標マネジメント

個
別
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
群

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

アーンドバリューマネジメント

品質マネジメント

報告・変更・課題管理

引き渡し管理

プログラム
マネジメント

ミッション

プロジェクト１

ミッションプロファイリング

アーキテクチャマネジメント

プログラム戦略マネジメント

アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

コミュニティマネジメント

統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

プロジェクト3
プロジェクト2

コミュニティ

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

プロジェクト組織マネジメント

プロジェクト資源マネジメント

リスクマネジメント

情報マネジメント

関係性マネジメント

バリューマネジメント

コミュニケーションマネジメント

プロジェクトマネジメント

プロジェクト目標マネジメント

個
別
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
群

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

アーンドバリューマネジメント

品質マネジメント

報告・変更・課題管理

引き渡し管理

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

アーンドバリューマネジメント

品質マネジメント

報告・変更・課題管理
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プログラム
マネジメント

ミッション

プロジェクト１

ミッションプロファイリング

アーキテクチャマネジメント

プログラム戦略マネジメント

アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

コミュニティマネジメント

統
合
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

プロジェクト3
プロジェクト2
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が実施される。 

これらの二つのマネジメント活動に知識とプロセスを提供するのが、一番下に示す個別

マネジメント群である。 

 

3.3 日本企業に適する P2M ガイドブック 

P2M ガイドブックは、日本企業の、次のようなプロジェクト運営の特長をモデルとして

開発されたため、より強い企業能力と競争力の構築に向けて日本企業が活用するのに適し

ている。 

• 日本のプロジェクトマネジャーは、上級になれば、プロジェクトを組成する段階から

完成まで、プロジェクトのトータルサイクルに関与できる。欧米では、職務範囲の違

いで、これはできず、プロジェクトマネジャーは、主として、基本緒元と基本計画が

定まった所与のプロジェクトのプロジェクトマネジメントを担当している。 

• 日本のプロジェクトマネジャーは、企業戦略実現のための付加価値の高いプロジェク

トの構想・組成やイノベーションを加速する仕組み作りに挑戦意欲を持っており、ま

た挑戦の機会を与えられる。 

• 日本のプロジェクトマネジャーは、常に、部分 適と、統合を通じての全体 適を両

立させる 善努力を行う。 

• 日本のプロジェクトマネジャーは、システムズアプローチ指向のマネジメント、つま

り、全体 適を常に視野に入れたものづくりのマネジメントとプロジェクトマネジメ

ントを表裏一体で扱う視点を持つ。彼らは持てる経験と知恵を総動員して、二律背反

的な難問解決を行い、また、プロジェクト完成への責任感が強い。 

 

P2M ガイドブックでは、このような特性を有するプロジェクトマネジャーを「使命達成

型職業人」として位置づけ、プロジェクトマネジャーの実践力と、それが組織能力に昇華

されることの重要性を謳っている。これは図表 1-17 に示される。 
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図表 1-17 P2M が説く実践力 

 

3.4 P2M ガイドブックが活用できる局面 

P2M ガイドブックは、すべての種類のプロジェクトやその上位のプログラムに活用でき

るが、とりわけ、製造業においては次のようなユーザー企業の声に代表される局面に大い

に活用が期待される。 

• 製造業でプロジェクト的な事業が多くなっている中で、伝統的な経営学ではいまひと

つ機動性が発揮できない。プロジェクト的な環境で機動的な経営に役に立つガイドブ

ックはないか。 

• 製造業では、商品・サービス革新プロジェクトはもとより、ビジネスモデル革新プロ

ジェクト、マーケット革新プロジェクト、営業戦略革新プロジェクト、資源革新プロ

ジェクト、風土・人材革新プロジェクト、ＩＴ革新プロジェクト、と取り組まなけれ

ばいけないプロジェクトが数多い。これらは自律分散的に遂行する必要性と全体の整

合性をとる必要性と両方のマネジメント局面がある。これに適したマネジメントは？ 

• ライフサイクルの短い商品群で市場競争を行っており、商品全体あるいは特定の商品

群ごとに、商品構想・企画→生産→販売→商品廃棄、に亘るコンカレントな群管理が

必要である。 

使命達成型職業人（P2M）

の備える実践力（P2M)

使命達成型職業人（P2M）

の備える実践力（P2M)

組織能力組織能力

組織DNAと従業員の実践力の相互作用
（フィードフォワード）

P2Mの知識体系
実務経験
職務姿勢・倫理観

他から見えざる組織能力
構築に数年から数十年
他社による模倣が困難

組織DNAと従業員の実践力の相互作用
（フィードバック）

使命達成のため所与の計画を
確実に遂行するマネジメント能力
新しい価値創造、イノベーション
のためプロジェクトを構想する能力
不確実性、環境変化に対応した問題
解決能力

日本のミドルマネジャーの4つの特質

使命達成型職業人（P2M）

の備える実践力（P2M)

使命達成型職業人（P2M）

の備える実践力（P2M)

組織能力組織能力

組織DNAと従業員の実践力の相互作用
（フィードフォワード）

P2Mの知識体系
実務経験
職務姿勢・倫理観

他から見えざる組織能力
構築に数年から数十年
他社による模倣が困難

組織DNAと従業員の実践力の相互作用
（フィードバック）

使命達成のため所与の計画を
確実に遂行するマネジメント能力
新しい価値創造、イノベーション
のためプロジェクトを構想する能力
不確実性、環境変化に対応した問題
解決能力

日本のミドルマネジャーの4つの特質
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• 二律背反する課題や命題を解決しながら商品・サービス開発を行う必要がある（ブレ

ークスルーのプロジェクトマネジメントが必要である）。 

• プロジェクトマネジメントは各部門で実施しているが、統一手法や横串を刺す体制が

なく、事業の全体 適化や部門間のシナジー醸成が弱い。 

• 製品とサービスを融合したビジネスモデルが多くなった。このようなビジネスモデル

を支えるマネジメント体系がほしい。 

• プロジェクト遂行の拠点が分散しているため、全体統合のマネジメントとブロック（拠

点毎など）のマネジメントの両方が必要である。 

• プロジェクトマネジメントは単体のプロジェクトには役立つが、経営とリンクを採り

にくい。両方をリンクするマネジメント体系がほしい。 

• プログラム＆プロジェクトの実現は多分に資金調達にかかっており、資金を引き寄せ

られるプログラム＆プロジェクトのスキームを作る必要がある。 

• 何事も動きが早くなった企業環境のなかで、若年層の社員に、以前のように時間をか

けて OJT でマネジメント教育をすることは不可能だ。集中的にダイナミックなマネジ

メントの基礎を教えることはできないであろうか。 

• ISO、TQM、経営品質、シックスシグマ、CSR、環境マネジメント、グリーン調達、

と取り組まなければないマネジメント手法が多い。これらを統合する OS（オペレーシ

ョン・システム）的なマネジメント枠組みはないか。 

• 世界各地の拠点で事業展開を行っている。技術はある程度見えるので、各国社員に移

植が可能であるが、日本のマネジメントを総合的に伝えるガイドブックがないか。 

 

製造業の事業活動への全般的な P2M ガイドブック適用の汎用モデルを考えると図表

1-18 となる。 

適用の詳細に関しては、本報告書の第 2 章と第 3 章で解説を行い、第 4 章で業種別の適

用事例を記しているので参照願いたい。 
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図表 1-18 製造業事業活動への P2M 適用モデル（汎用モデル） 

 

3.5 P2M のプロジェクトマネジメント 

P2M ガイドブックでは、プロジェクトを、「特定使命（プロジェクトミッション）を受

けて、資源、状況などの制約条件のもとで、特定期間内に実施する将来に向けた価値創造

事業である」として、米欧発の従来の定義より価値志向を高めている。 

プロジェクトがもたらす価値は次のように類別される。 

資産価値･･･････････････ プロジェクトによる資産形成やキャッシュフロー創出 

イノベーション価値･････ プロジェクトが創出する新技術、新基軸や新ナレッジ 

調和価値･･･････････････ 多様なステークホルダーの満足、将来の協力機会醸成 

 

プロジェクトには、個別性（毎回、創造性、新規性、異なる遂行環境といった特性があ

る）、有期性（はじめと終わりが明確である）、ならびに不確実性（常に、未知の情報、

未確定な技術などによるリスクが介在する）といった属性があり、これらを踏まえて、P2M

ガイドブックでは、プロジェクトマネジメントを、「特定使命を達成するために有期的な

 
①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

①組織への企業理念、コンプライアンス浸透①組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

【１０】進捗・終結管理

カンパニー戦略の認識と参画カンパニー戦略の認識と参画 担当事業のミッション・戦略担当事業のミッション・戦略 戦略実践の成功要因確認・検証戦略実践の成功要因確認・検証 確実な成果獲得に向けた実践確実な成果獲得に向けた実践

上位組織
戦略

自部門
ミッション・戦略

戦略実践
プログラム

プロジェクト

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

①組織への企業理念、コンプライアンス浸透①組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

①組織への企業理念、コンプライアンス浸透①組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源
の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

【１０】進捗・終結管理

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーの洗い出しと役割
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

【１０】進捗・終結管理

カンパニー戦略の認識と参画カンパニー戦略の認識と参画 担当事業のミッション・戦略担当事業のミッション・戦略 戦略実践の成功要因確認・検証戦略実践の成功要因確認・検証 確実な成果獲得に向けた実践確実な成果獲得に向けた実践

上位組織
戦略

自部門
ミッション・戦略

戦略実践
プログラム

プロジェクト



 26 

チームを編成して、プロジェクトマネジメントの専門職能を駆使して、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能力を適用するマネジ

メント」と定義している。 

これを製造業に当てはめると、「プロジェクトに与えられた事業のミッションを達成す

るため、ブランド開発、商品開発、市場開発、製品とサービスの複合化などに亘る事業系

プロジェクト（新ビジネスモデルの開発プロジェクト）、あるいはビジネスドメインの改

廃や商品ラインアップの変更などの企業改革プロジェクトの、構想・計画・設計・構築（生

産）・市場投入・市場マネジメントを、個別要素技術と多岐にわたるプロジェクト資源を

統合しながら、公正な手段を用いて、プロジェクトのミッションと期待価値を充足して完

成するためのプロジェクト系実践能力の適用に関する体系的なマネジメント」と解釈でき

る。 

ここで、「実践能力の適用」としているのは、P2M が、在来の、ベストプラクティス一

点貼りの所与のマネジメント体系に則るだけではなく、継続して蓄積されていくナレッジ

を行動に組み込むプロジェクト系実践力重視のダイナミックなマネジメントを指向してい

るからである。 

P2M ガイドブックは、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

ネジメントに共通して適用または認識すべき次の 5 つの要素を「プロジェクトマネジメン

トの共通観」としている。 

 システムズアプローチ 

プロジェクトの成果物も、プロジェクトの業務の流れもシステム（複数の要素が有機的

に組み合わせされて一定の機能を持つもの）であるので、実証されたシステム理論を

大に活用する。 

 プロジェクトのライフサイクル 

プロジェクトには、適用分野を問わず、基幹的な中間成果の創出を一区切りとしてフェ

ーズという区分があり、これが集まって全体のライフサイクルを構成する。フェーズご

とに確実にマネージすることがプロジェクトの推進にとって肝要である一方、プロジェ

クトマネジャーは常にライフサイクルを通じたプロジェクトパフォーマンス全体の 適

化を図る必要がある。 

 プロジェクトの場 

プロジェクトには、プロジェクトチームといった平面的かつフォーマルな組織区分のほ

かに、協創、挑戦、心理的結合、グリーンエリア、俯瞰（ヘリコプタービュー）といっ

たプロジェクト文化を育む立体バーチャル空間が有用である。 
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 プロジェクトのステークホルダー 

プロジェクトには、直接・間接あるいはポジティブ貢献・ネガティブ関心といった多様

なステークホルダーが参画するので、各々のステークホルダーのポジションに応じた関

係性マネジメントが必要である。 

 共通のマネジメントスキル 

マネジメント効果と効率を上げるには共通化されたマネジメントスキルが必要である。 

 

プロジェクトマネジメントは、図表 1-19 に示されるステップを踏んで実施される。 

図表 1-19 プロジェクトマネジメントの流れ 

 

3.6 P2M のプログラムマネジメント 

P2M ガイドブックの第 3 部に示されるプログラムマネジメントの構成は、図表 1-20 の

通りである。 
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図表 1-20  P2M プログラムマネジメントの範囲 

 

P2M ガイドブックでは、「プログラム」を「自組織の、または顧客から所与の、組織戦

略具現化のための上位レベルの特定使命（プログラムミッション）を実施する複数のプロ

ジェクトが有機的に結合された単位事業」と定義している。 

しかし、プログラムマネジメントを説く第 3 部は、このような本来のプログラムに加え

て、プロジェクトマネジャーが関与し、積極的にプロジェクト開発を行うイノベーション

レベルの高い単体プロジェクトのプロジェクトマネジメントにも活用できる。 

プログラムには、大型プラント建設プログラムなどのように事業主（施主）や元請コン

トラクターあるいは融資者といった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プログラム（「オペレーション型プログラム」）と、企業

や組織にとってまった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（「創出型プログラム」と「変革型プログラム」）がある。この 3 つの

プログラムを同じ組織内で実施する場合は循環性がある。たとえば、複数商品の改善的な

開発 - 市場投入 - 顧客サービスに亘る群管理（以上、オペレーション型）→ 戦略的商品

開発（創出型）→ 競争激化・破壊型新技術の出現で競争の立位置を変革する企業改革（企

業変革型）、といったパターンである。（図表 1-21 参照） 

 

 

 

 

プログラムによる戦略の実践

プログラムと
プログラムマネジメント

プログラムの
共通観

プログラム統合
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ミッションプロファイリング

アーキテクチャ
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プログラム戦略
マネジメント

プログラム実行の統合
マネジメント

価値アセスメントマネじメント

プログラムによる戦略の実践

プログラムと
プログラムマネジメント

プログラムの
共通観

プログラム統合
マネジメント

コミュニティー
マネジメント

ミッションプロファイリング

アーキテクチャ
マネジメント

プログラム戦略
マネジメント

プログラム実行の統合
マネジメント

価値アセスメントマネじメント
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図表 1-21  プログラムの類型と継続性・循環性 

 

P2M ガイドブックが提唱する、「プログラムの概念による価値創造のロードマップ」は

図表 1-22 のように示される。 

図表 1-22  プログラムマネジメントによる価値創造のロードマップ 
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企業の戦略を背景として、プログラム（あるいはイノベーションレベルが高いプロジェ

クト）の事業オーナーのプログラムに込めた課題解決の意図は初期ミッションとしてプロ

グラム遂行組織に所与される。 

初期ミッションは、まず、プログラムの共通観やプログラムの場（コミュニティ）に立

脚しながら、“ミッションプロファイリング”を通じて、具体的なミッション定義に纏め

られる。これに、プログラムの方向性に影響を与える戦略要素を投影しながら、また、シ

ナリオ分析を繰り返しながら、プログラムデザインの 適化が行われ、更にプログラムを

適なプロジェクト群に分解する構造化が“アーキテクチャマネジメント”を通じて実施

される。この際に、ミッションが意図した価値を維持するためにプログラム固有の価値指

標を中心とした価値システムが設定され、プログラムの所定のマイルストーンで、あるい

は重大な環境変化が起こった際に、これに対して現状の価値達成見通しが評価され、その

結果がプログラムマネジャーの方向維持あるいは変更の判断基準となる。 

次のステップでは、プログラムならではの特性に配慮しながら“実行の統合マネジメン

ト”を行い、成果としてプログラムが意図した価値を創造する。これがプログラムによる

価値創造のロードマップである。なお、プログラムを経ないで単体プロジェクトで価値実

現を行う場合はプログラムをプロジェクトに置き換えることでこのロードマップの活用が

可能である。 

プログラムのアーキテクチャマネジメントにおいては、構成プロジェクトの設計用に、

P2M ガイドブックでは、次の 3 つの標準プロジェクトモデルを用意している（図表 1-23）。

なお、システムモデルは、これに該当する複数プロジェクトが組成さるのが通例である。 

また、図表 1-24 に示すように、この三つのプロジェクトモデルが循環的な結合をする際

にプログラムの意図した価値効果が 大に発揮されやすい。 
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図表 1-23  P2M ガイドブックが提供する 3 つの標準プロジェクトモデル 

プロジェクトモデル 機能 特徴 
スキームモデル 経営者の発想や洞察をミッシ

ョンとして、プログラムやプ

ロジェクトの具体的な計画に

纏め上げる 

プロジェクトマネジメント機能を上流

に拡張し、どのような新たな価値創造

を行うか（What new value to make as 
a program）の領域に入り込む 

システムモデル 従来のプロジェクトマネジメ

ントの対象であるプロジェク

ト成果物構築のプロジェクモ

デルで、スキームモデルで

適化された計画に基づき、強

化された個別マネジメントを

用いて遂行する 

大の資源投入を要する遂行の段階の

プロジェクトマネジメント体系で、単

体プロジェクトとしての遂行のみでは

なく、プログラムの構成プロジェクト

としての遂行マネジメントも意識して

いる（How to manage to best deliver a 
project） 

サービスモデル システム構築と成果物の利用

から獲得された技術・プロセ

ス知見、ノウハウ、データ等

を蓄積・加工して新機会を模

索する 

プロジェクトマネジメント機能を下流

に拡張し、How to maximize 
program/project value の領域に入り

込み 

 

図表 1-24  標準プロジェクトモデルの循環結合によるプログラム価値最大化 

 

図表 1-25 は、上記のプログラムマネジメントの流れについて、大型商品開発に多い「創

出型」プログラムに例をとり、もう少し具体的に、活用される主たるマネジメント手法を

含めて記述している。 

 

 

 

 

 

運用･維持

サービス
モデル

運用･維持

サービスサービス
モデルモデル

計画・遂行

システム
モデル

計画・遂行

システムシステム
モデルモデル

構想

スキームモデルスキームモデル

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

サービスノウハウを
新スキームに活かす

運用･維持

サービス
モデル

運用･維持

サービスサービス
モデルモデル

計画・遂行

システム
モデル

計画・遂行

システムシステム
モデルモデル

構想

スキームモデルスキームモデル

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

サービスノウハウを
新スキームに活かす



 32 

図表 1-25  プログラムマネジメントの流れと手法例 

 

3.7 P2M の個別マネジメント 

個別マネジメントとは、プロジェクトマネジメントあるいはプログラムマネジメントの

実際の運用を支える各マネジメント領域であり、概略の活用のイメージは図表 1-26 の通り

である。 

図表 1-26  個別マネジメント活用のイメージ 
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以下に個別マネジメントの各々について短観並びに活用のポイントを記す。 

(1) プロジェクト戦略マネジメント 

企業・団体の戦略とプログラム＆プロジェクト運営の関係を明確にし、プロジェクト活

動を効果的に企業の価値創造に組み込む、基盤構築・運用のマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 企業（全体）や事業部にとってのプロジェクト事業運営基盤の構築と維持改善の枠組

の指針を得る。 

• 企業価値の積み増しを左右するプログラムやプロジェクトの選択の指針を得る。 

• ナレッジエコノミーにおける企業経営の鍵である、知的資産のプロジェクト事業運営

における蓄積の方法を得る。 

• 全体 適の視点から資源の有効活用、プロジェクト相互のシナジー効果を見出す指針

を得る。 

(2) プロジェクトファイナンスマネジメント 

プロジェクトの実行に必要となる資金調達の枠組みをつくることを目的とした計   

画とマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 現在、プロジェクトに携わる多くの企業が「プロジェクトを組成すること」は、「フ

ァイナンス（資金調達）の仕組みを創ること」であると証言している。資金に裏づけ

られたプロジェクト組成の仕組みづくりを学ぶ。 

• 現下の日本の課題である「公共サービスの民生化」の鍵として PFI や PPP を支えるプ

ロジェクトファイナンスの仕組みを学ぶ。 

• プロジェクトの参画者層のなかでの も合理的なリスク分担のあり方を探る。 

• 企業内プロジェクトの場合であっても、「カネ」資源投入の優先順位を判定するフレ

ームワークとしての活用が期待できる。 

(3) プロジェクトシステムズマネジメント 

プログラムやプロジェクトをシステムとして捉え、全体構成や成果物を、システムズア

プローチを応用しながら明確にしていくマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 対象プロジェクトをモデル化（認識の表現化、認識の共有化、認識したモデルのマネ

ジメント対象化）をする、「見える化」の手法を学ぶ。 

• 施設やシステムの構築プロジェクトにあっては、ミッションプロファイリング →価値

検証・システム合成（定義）→システム分析・シナリオ分析によるシステム 適化の
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方法論である「システムズエンジニアリング」の基本フローを学ぶ。 

• 社会・公共系の複雑課題のソリューション・プロジェクトや、ビジネスモデルの開発

のように目的やコンセプト自体（What）を、立位置の異なる多数のステークホルダー

の異なる認識を止揚しながら取り纏めて定義化する、「ソフトシステムズアプローチ」

の基本的概念を学ぶ。 

• システムの完成度が高くなれば、独自の事業モデル・ビジネスモデルとして経営貢献

が期待できる。 

(4) プロジェクト組織マネジメント 

プログラムやプロジェクトの目的・特性・運営環境に 適なプロジェクト運営組    

織の構築と維持・向上に関するマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 定常組織とプロジェクト組織の違いを認識する。 

• プロジェクト組織組成の方法・組織の雛形・指令下達や報告上達の方法を学ぶ。 

• プロジェクト成功の大きな鍵を握る、プロジェクトマネジャーの任務と人的要件を学

ぶ。 

• プロジェクト成果獲得へのエネルギーの結集を可能とする組織のあり方を学ぶ。 

• 期間限定で実施されるプロジェクトの組織運営が、定常組織に刺激・活力をもたらし、

コーポレート組織に学習効果を与えることによって組織成熟度を高める。 

(5) プロジェクト目標マネジメント 

プログラム所与の条件（プログラムの場合）またはプロジェクトの認可条件や契約条件

（単体プロジェクトの場合）と、資源などの制約の下で、具体的目標を明確化し、達成の

路程と進捗測定方法を計画し、実施するマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• プロジェクトマネジメントの根幹である、ライフサイクル、スコープ、タイム（工程）、

コスト、品質、進捗、引渡しに関するマネジメントを学ぶ。 

• 従来のこれらのマネジメントが縦割りで論じられている点から脱皮し、「目標マネジ

メント」として括り、統合マネジメントを行う視点を重視する。  

(6) プロジェクト資源マネジメント 

プロジェクトにとって必要な６つの資源（人的、物的、金融、情報、知的、基盤）を明

確にし、適切に確保し、また活用することに関するマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 「資源を制する者はプロジェクトを制する」の言い伝えがあるほど、資源マネジメン
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トは奥が深いし、時間を消費する。このマネジメントの効率化は即プロジェクトの効

率化に繋がるとの意識を育む。 

• P2M ガイドブックの新機軸として、資源には金融・情報・ナレッジが含まれることを

重視し、これらの資源の有効活用による企業価値の向上に資する。 

(7) リスクマネジメント 

プロジェクトに必然的なリスクと対峙し、周到な予見・影響の定量化・対策を行うこと

でリスクの影響を 小化するマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• P2M が提供する、単体プロジェクトのリスクマネジメント手法は世界共通であり、プ

ロジェクトにおけるリスクマネジメントの方針策定、リスクの特定、分析評価、対応

策の準備、リスク教訓の整理といった基礎知識を得る。 

• P2M ガイドブックの新機軸は、リスク発生の時間軸プロフィールが、発注側と受注側

で異なることを明らかにした事と、複数プロジェクトの集合体であるプログラムには、

チェーンリスク（上流 – 下流の関係で発生する波及リスク）や、プログラムそのもの

の価値維持異変が各プロジェクトに及ぼす上下リスクなど、特有のリスクがあること

を認識する事、である。 

(8) 情報マネジメント 

プロジェクト遂行業務における「情報」の利用手段および留意点、ならびにプロ    

ジェクト運営における IT 活用のガイドを提供する。 

〔活用のポイント〕 

• P2Mガイドブックでは、プロジェクトでのコミュニケーションのあり方を情報の面（客

体）からとコミュニケーションのプレーヤー間のやりとり（主体）の面から説いてお

り、これは客体側からの基礎知識であることを理解する。 

(9) 関係性マネジメント 

プロジェクトに参画するステークホルダー間の関係を分析し、関係を良好な状態に維持

し、プロジェクトを成功に導く、あるいは新規ビジネスに結びつけるマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• いま、世界のビジネス界で日本発の関係性（Relationship）によるビジネス取引が重

要視されている。つまり、短期利益優先で全てを 安値でという概念が見直され、中

長期的な、安定的な取引関係を築いて良質な成果を挙げてトータルコストを下げる、

というコンセプトが重用されているのだが、この趣旨を学び、関係性を有効に活用し

てプロジェクトのパフォーマンスを向上する。 
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• また、関係性の維持によるリピートビジネスの創出や、新たなビジネスモデルの構築

に結びつけることを学ぶ。 

• 関係性のうち、プロジェクトマネジメントに即有用な契約形態の知識は必須である。 

(10) バリューマネジメント 

プロジェクトによって生まれる価値は経済価値のみではない。P2M ガイドブックでは「資

産価値」、「イノベーション価値」、「調和価値」と多面的な価値を提唱しており、これ

らの価値の把捉とフィードバックを唱える価値循環のマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• 大きな付加価値獲得は P2M ガイドブックの第一義的な概念であり、プロジェクト運営

を価値創造とフィードバックの面から分析する手法を得る。 

• イノベーション価値、調和価値といった、企業価値の増大に役に立つ新たなコンセプ

トを学び、イノベーションに資する。 

(11) コミュニケーションマネジメント 

プロジェクトを成功させるために重要な、各種情報の配信・伝達あるいは意思疎通など、

プロジェクトを円滑に運営するコミュニケーションに関するマネジメントである。 

〔活用のポイント〕 

• プロジェクトに情報という血を流す仕組み（動脈）の構築と活用方法を得る。 

• コミュニケーションを阻害する要因を把握し、障害を除去する。 

• プロジェクトは遂行が国内か海外かを問わず、おおく異なる文化を背景とする参画者

によって運営される。異文化のコミュニケーションの留意点を把握する。 
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第2章 製造業への P2M 適用 
 

1. 製造業のプログラム＆プロジェクトマネジメントの現状考察 

本委員会では、製造業が現状抱えている課題とプログラム＆プロジェクト導入、活用の

実態を把握するためにアンケートによる調査を実施した。その概要を以下に記す。 

 アンケート実施対象企業と回収について 

日本国内の製造業 300 社を業種・業界の偏重が無いように無作為に抽出した。送付先は

経営企画や事業企画部門とした。経営全般の課題については企画部門で、ＰＭ関連の項目

については企画部門で 適回答者を選定いただくことを想定した。 

 回収状況と回答内容について 

結果、37 社からご回答を頂いた。業界別内訳は、機械（16 社）、電機・通信（9 社）、

プラントエンジニアリング系（5 社）、食品（4 社）、素材（3 社）である。厳しい経営環

境下、ご回答いただいたお会社様には心よりお礼申し上げたい。 

内容については、必ずしも依頼した会社の全社的な活動を対象とすることに拘らず、回

答者が把握可能な組織単位に限定した回答が多かった。 

 

1.1 アンケート内容 

① 「組織戦略の立案と実践」についての、現状認識について 

全社戦略の周知徹底状況と、下部組織への段階的なブレークダウンが上手になされてい

るか。また現場から戦略へのフィードバックはどの程度実施されているかを下記の５段階

で設問した。 

１、全くできていない 

２．やっているが不十分 

３．普通程度にはできている 

４．かなりできている 

５．相当なレベルでできている 

② 経営活動全般を対象として「重要視されている課題」について下記から優先順位の高い

順に３項目を選択してもらう。 

・海外事業の展開（グローバル化） 

・省エネ・環境政策（サステイナビリティ） 

・法令遵守（コンプライアンス） 

・事業構造の転換（M&A、アライアンス） 
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・グループ経営の強化 （事業の再編等） 

・コア事業強化（新しいビジネスモデルや製品の開発） 

・事業の多角化（異分野への進出） 

・事業の選択と集中（コア事業以外からの撤退） 

・研究開発体制の強化（次世代基盤技術の開発） 

・人材育成を含む経営体制の強化（組織力強化） 

・企業防衛策（ステークホルダー対策） 

・その他（ご記入下さい→ ） 

③ 経営的な観点から「強化したい組織能力」を下記から優先順位の高い順に３項目を選択

してもらう。 

・プロセス改善・改革系スキル（具体的に→              ） 

・ヒューマン系スキル（具体的に→                  ） 

・テクニカル系スキル（具体的に→                  ） 

・戦略系スキル（具体的に→                     ） 

・統合マネジメント能力（具体的に→                 ） 

・組織ミッション構築能力（具体的に→                ） 

・その他（具体的に→                        ） 

④ 今後「導入又は強化したいマネジメント思想や体系」下記から優先順位の高い順に３項

目を選択してもらう。 

・プロジェクトマネジメント 

・プログラムマネジメント 

・ポートフォリオマネジメント（経営資源の 適組み合わせ） 

・技術経営(MOT：Management Of Technology) 

・ブルーオーシャン戦略（非競合商品化戦略） 

・マーケティング戦略（マーケットイン戦略） 

・ナレッジマネジメント（知的資産の有効活用） 

・インダストリアルエンジニアリング 

・ソフトウエアエンジニアリング 

・ISO-9001/14001 

・TQM や TQC 活動 

・CAE/CAD/CAM 

・バリューチェーンマネジメント 
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・サービスエンジニアリング 

・その他（具体的に→                     ） 

⑤ プロジェクト＆プログラムマネジメント(P2M)知識体系をご存知ですか（択一） 

・よく知っている 

・少し知っている 

・知らない 

⑥ プロジェクトマネジメント(PM)制度を導入されていますか（択一） 

・全社的に導入 

・一部に導入  

・導入を検討中 

・導入の予定無し 

⑦ 社内標準の「PM 体系」をお持ちですか（択一） 

・自社独自の標準を持っている 

・PMBOK 準拠の標準を持っている 

・P2M 準拠の標準を持っている 

・標準化していない 

  ※PMBOK と P2M については、語句の説明を付記した。 

⑧ 人材育成制度として「PM 教育」を推進されていますか（択一） 

・社内教育として行っている 

・外部機関を使って行っている 

・特に行っていない 

⑨ 人材育成制度として「PM 資格制度」を活用されていますか（複数選択） 

・PMI 認定資格（PMP）取得を推奨している 

・PMAJ 認定資格(PMC/PMS/PMR)取得を推進している 

・その他の資格を推奨している（ご記入下さい→        ） 

・活用していない 

⑩ PM をどのような目的・領域で活用されていますか（複数選択） 

・意思決定のためのプロジェクト（調査、マーケティング、M&A 等） 

・組織行動設定のためのプロジェクト（構想、中長期計画、事業計画等） 

・政策実現のためのプロジェクト（商品開発、技術開発、事業開発等） 

・課題解決のためのプロジェクト（個別課題、緊急問題等） 

・制度開発のためのプロジェクト（管理制度、人事制度、情報システム等） 
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・設備の新設・廃棄プロジェクト（工場建設、新社屋建設等） 

・その他（ご記入下さい→        ） 

⑪ 過去 1 年間の社内 PM の活動成果を、どのように評価されていますか（択一） 

・充分な成果を得た 

・成果を得た 

・成果が少なかった 

・成果が無かった 

・途中放棄・断念した 

⑫ 社内 PM に対して、どのような課題認識をお持ちでしょうか（優先順に３項目） 

・トップの認識不足（PM を知らない） 

・PM 手法がバラバラ（属人的なやり方に頼っている） 

・PM 人材不足（PM 教育がなされていない） 

・プロジェクト実践力の不足（プロジェクト計画通りに実践できない） 

・プロジェクト目標設定の誤り（ビジネス成果に結びつかない） 

・プログラムマネジメント不足（組織戦略とプロジェクト目標が整合していない） 

・プロジェクトの形骸化（組織的なプロジェクトの支援機能が無い） 

・ほぼ満足できる状態にある（現状を更にブラッシュアップしていく） 

・その他（具体的に→      ） 

⑬ プロジェクトマネジメント全般に関する「所感」や、日本プロジェクトマネジメント協

会（PMAJ）への｢ご意見やご要望｣等 

 

1.2 アンケート結果からの考察 

以上のアンケート内容を以下の３つのブロックに分けて考察を行うことにした。 

(1) 組織戦略の立案と実践の現状、優先課題とその解決に向けて強化したい組織能力、その

ために必要なマネジメント思想や体系に関する事項。 

これに該当するアンケート項目は①組織戦略の立案と実践 ②重要視されている課題 

③強化したい組織能力 ④導入又は強化したいマネジメント思想や体系の４項目であ

る。 

(2) ＰＭの活用目的や領域とその成果、課題認識に関する事項。 

ここに該当するアンケート項目は ⑩PM の活用目的・領域 ⑪過去 1 年間の社内 PM

の活動成果 ⑫社内 PM に対する課題認識の３項目である。 

(3) PM の導入、教育、資格制度、体系づくりの実態と P2M の認知度に関する事項。 
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ここに該当するアンケート項目は⑤～⑨の５項目である。 

 

以下、上記の順序に従って項目ごとに考察を加えていく。 

(1) 組織戦略の立案と実践の現状、優先課題とその解決に向けて強化したい組織能力、その

ために必要なマネジメント思想や体系に関する事項。 

図表 2-1  「組織戦略の立案と実践」について 

＜考察＞ 

コーポレート戦略の可視化と共有化については、「かなり出来ている」（５段階評価中、

４段階）レベルが半数以上であり、続くドメイン戦略についても、ややポイントは低下す

るもののほぼ同じ傾向である。３項目のコーポレート戦略とドメイン戦略の整合性で好意

的回答（４以上）がやや大きく減少し、４項目の実行戦略への展開もほぼ横ばいで推移し

ている。５項目の施策の全体 適検証で、非好意的回答が好意的回答を上回り、６と７項

目も横ばいで続く結果となった。ここから以下のことが読み取れるのではないか。 

• 全社戦略とドメイン（本部）戦略は可視化され共有化されているが、両戦略間の整合

性についてはやや課題があるのではないか。 

• 戦略は実行施策に展開されているが、各施策は必ずしも全体 適視点での検証が行わ

れているとは言い難いのではないか。 

• したがって、現場における活動が必ずしも上位組織の戦略に影響を及ぼす段階には到

っていない。 

その背景を考えてみると、一つには、全社戦略には将来に向けた要素を多く含むが下部

組織にいくほど現実的な課題が優先されるという構造が表されていると解釈できる。また

もう一つの解釈として、全社戦略の本質が下部組織の十分な理解を得られずに、本社から
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1. コーポレート（全社）戦略は明確に「可視化され共有」されていますか

2. ドメイン（部門）戦略は明確に「可視化され共有」されていますか

3. ドメイン戦略とコーポレート戦略とは「整合性」がとられていますか

4. それぞれの戦略は「実行施策」に展開され実践されていますか

5. それぞれの施策は「全体最適の為の検証」がなされていますか

6. 戦略を立案する際に「現場の意見」は反映されていますか

7. 戦略を実践する上で「現場の工夫や課題」が留意されていますか

5.相当なレベルでできている

4.かなりできている 

3.普通程度にはできている 

2.やっているが不十分 

1.全くできていない 

1. 全くできていない           2. やっているが不十分          3. 普通程度にはできている         

4. かなりできている           5. 相当なレベルでできている 
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遠くなるほど整合性が保持しにくいという結果になっているようにも読み取れる。 

いずれにしても、戦略をミッションとして切り出して実践プロセスに展開するプログラ

ムマネジメントの必要性を示唆する結果となっている。 

図表 2-2  経営活動全般を対象として「重要視されている課題」について 

＜考察＞ 

この項目からは、自社のコアコンピタンスを活かした新しいビジネスモデルや製品の開

発が 優先課題として認識されていることがわかる。続いて海外事業展開、組織力強化や

グループ経営の強化など、事業の選択と集中と海外事業の展開を含めた経営の構造改革関

連の課題が指摘されている。また、省エネや環境関連とコンプライアンスについては経営

の基盤として位置づける姿勢が伺える。 

P2M のプログラムマネジメントが対象とする適用範囲は、この項目を殆ど網羅しており、

こうした課題解決にP2Mを採用したアプローチが求められると言える結果ではなかろうか。 
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7. 事業の多角化（異分野への進出）

8. 事業の選択と集中（コア事業以外からの撤退）

9. 研究開発体制の強化（次世代基盤技術の開発）

10. 人材育成を含む経営体制の強化（組織力強化）

11. 企業防衛策（ステークホルダー対策）

12. その他

優先順位 ①           ②          ③          
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図表 2-3  経営的な観点から「強化したい組織能力」について 

＜考察＞ 

組織能力強化の 優先テーマとして、プロセスの改善・改革スキルが挙げられた。次い

で戦略系と統合マネジメント、組織ミッション構築能力などの全体 適指向を示す能力が

続く。ヒューマン系やテクニカル系などの属人的スキルもほぼ同等に重要視されている。

やはり、組織のプロセスを磨いて強いバリューチェーンを築くことと、方向を見誤ること

なく全体 適を目指すことを多くの組織が重要と考えていると思われる。 

ヒューマン系スキルの具体記述には、挑戦、達成責任、共働の思考、少数精鋭でグロー

バルPJをまとめられる人材などが挙がっており、テクニカル系スキルには技術･技能伝承、

技術開発、納期短縮、プロセス設計などのキーワードが記述されている。 

また、プロセスの改善・改革や統合マネジメント、組織ミッション構築などは P2M が標

榜するキーワードであり、P2M に対する期待感は潜在的に強いものがあると分析すること

ができる。 
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図表 2-4  今後「導入又は強化したいマネジメント思想や体系」について 

＜考察＞ 

この調査項目では、経営資源をどの事業に優先投入するか、または資源の効果的な組み

合わせをどう選択するかというポートフォリオ、マーケティング戦略や技術経営（MOT）

などの戦略系と、バリューチェーンやプロジェクト、プログラムというプロセス系がほぼ

二分する結果となった。 

優先順位一位で戦略系を挙げて、二位・三位にプロセス系を挙げる企業が多く見られた

ことは調査時点での経営環境も影響していると考えられるが、多くの企業が現下の厳しい

状況を突破して、組織の中長期の方向性を見定めて強いプロセスを構築したいという思い

が表れていると考えられる。また、プロジェクトマネジメントとほぼ同等にプログラムマ

ネジメントが支持されたことに注目しなければならない。 
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(2) PM の活用目的や領域とその成果、課題認識に関する事項。 

図表 2-5  PM をどのような目的・領域で活用されていますか（複数選択） 

＜考察＞ 

この結果からは、プロジェクトを目的やテーマが明確に決まった領域を超えて、より上

流工程もプロジェクトとして体系的に捉えようとする組織の方針が伺える。このことはプ

ログラムによる組織課題の体系的な対処が重視されているP2Mの趣旨に合致すると理解出

来る。 

図表 2-6  社内 PM に対して、どのような課題認識をお持ちでしょうか（３項目） 
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8. ほぼ満足できる状態にある（現状を更にブラッシュアップしていく）
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＜考察＞ 

この結果からは、PM を導入しているとはいえ、その実態は特定個人に依存したものであ

り、体系立った推進が行われていないため、計画通りに実践できていない状況を伺わせる。

またもう一つの視点としては、トップの認識を促すためにも「6. プログラムマネジメント

不足（組織戦略とプロジェクト目標の不整合）」、プログラムマネジメントを活用して理

解を得る必要がある。そうすれば、「7. プロジェクトの形骸化（組織的なプロジェクトの

支援機能が無い）」この項目の改善が期待できることを示唆している。 

図表 2-7  過去 1 年間の社内 PM の活動成果を、どのように評価されていますか 

以上の活用状況と課題認識から、成果に対する好意的回答は 46％という結果であった。 

 

(3) PM の導入、教育、資格制度、体系づくりの実態と P2M の認知度に関する事項。 

図表 2-8  プロジェクト＆プログラムマネジメント(P2M)知識体系をご存知ですか 

81％が P2M を知っていると言う結果である。特に「よく知っている」（55％）のは特筆

すべきことである。 
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図表 2-9  プロジェクトマネジメント(PM)制度を導入されていますか 

71％が何らかの形でプロジェクトマネジメントを社内に導入しているという結果である

が、一部導入の 52％はＩＴ関連部門や技術開発部門などへの限定導入に留まっていると想

定される。 

 

図表 2-10  社内標準の「PM 体系」をお持ちですか 

自社独自の標準を持っている組織が 26％という結果であるが、ここは更に突っ込んだ分

析が必要であると思われる。つまり、PMBOK か P2M をベースに自社に合致する形態で体

系化しているのか、いわゆる「自己流」なのかということである。 

また、65％が「標準化していない」と言う回答にも着目すべきである。 
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図表 2-11  人材育成制度として「PM 教育」を推進されていますか 

社内教育制度として実施している組織と、特に行っていない組織が半々という結果であ

り、未だ日本の製造業における PM の教育度は道半ばといえる。 

 

図表 2-12  人材育成制度として「PM 資格制度」を活用されていますか 

この結果も前項の設問結果と同様の傾向を示している。つまり、教育実施と PM 資格制

度の導入は強い相関関係にあると思われる。また、26％が PMAJ 認定資格を導入している

事実は特筆すべきである。 

 

1.3 全体を通じての考察 

以上の結果を踏まえて、アンケートに対する全体総括的な考察を大きく２つのアプロー

チから試みる。ひとつは企業組織が抱えている経営課題と、それをどのように解決してい

こうとしているのかという視点。いまひとつは、PM の活用実態と成果の関連、つまりＰＭ

がどのような役割を果たせるのかという視点である。 
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(1) 経営課題とその解決に向けた考察 

下図はアンケートの①から④までの結果を図式化したものである。経営の重要課題は、

省エネ・環境・コンプライアンスなどの企業責任を果たしつつ、コア事業強化や海外事業

展開などの「攻めの経営」を行えるような、グループ経営強化を含む組織力強化を行うと

いう意思が読み取れる。 

そのために、戦略を構築して各組織のミッションを明確にして、施策群を統合的にマネ

ジメントし、強力なプロセス（バリューチェーン）を築き上げる。それを支える個人能力

の向上を図る必要があるというストーリーになる。 

これをサポートするマネジメント思想や体系については、戦略系としてのマーティング

戦略やポートフォリオマネジメントや MOT、プロセス系としてのバリューチェーンマネジ

メントやプロジェクトマネジメント、そして戦略とプロセスをつなぐプログラムマネジメ

ントという位置づけになる。 

こうした体系が形成されれば戦略から現場の実践施策が一気通貫に連結されることにな

る。多くの企業組織はこのようなイメージを持っていると考察できる。 

図表 2-13  アンケートの総括図式化 

 

(2) ＰＭへの取組み深度と成果に関する考察 

PM の導入時点から PM による成果獲得に至るプロセスは、一般的に次のステップが考

えられる。 
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 PM 制度の導入 ⇒ PM 教育の制度化 ⇒ PM 資格制度の導入  

  ⇒ 社内標準の PM 体系構築 

まず、PM 導入の組織的な意思決定が行われて、PM 教育が体系的に実施され、それに伴

い資格取得が推奨され、自組織に合致した形で PM 体系が構築される。 

 

このステップに沿って今回アンケートの好意的回答比率（％）を記してみると次の結果

が得られる。 

 PM 制度の導入（71％）⇒ PM 教育の制度化（55％）⇒ PM 資格制度の導入（53％）   

  ⇒ 社内標準の PM 体系構築（35％）  

 

ここで注目したいのは第一の視点として、導入（71％）から教育の制度化（55％）にい

たる落差の大きさである。教育の制度化（55％）～資格制度導入（53％）間の差が 2％で

あるのに対して 16％の差がある。つまり、導入については組織の一部であれ実施できたも

のの、教育の制度化、言い換えれば体系的な教育を行うフェーズに至るまでに一つのハー

ドルがあるという事になる。この事は社内 PM に関する課題認識（アンケートの 終設問）

と極めて強い相関を持つものと分析できる。PM を組織能力向上の手段としたいのであれば、

初のターゲットとして「社内 PM 教育の制度化」を掲げなければならないことを示唆し

ている。 

第二の視点として、社内標準の PM 体系構築と活動成果の関係に注目したい。社内 PM

体系構築（35％）と活動成果あり（46％）との相関関係も強いと推察される。やはり、PM

を導入して一定の満足できる成果を得るには社内に PM 体系を構築するまで、地道な活動

を継続する必要があることを物語っている。ここも、PM 資格制度導入（53％）⇒PM 体系

構築（35％）と決してハードルは低くないが「途中であきらめない」ことが重要なキーワ

ードではなかろうか。 

以上のことは、アンケートの 終設問である「社内 PM に関する課題認識」で証明でき

る。回答数の多い順から３項目を挙げると、・PM 人材不足（PM 教育がなされていない）・

PM 手法がバラバラ（属人的なやり方に頼っている）・プロジェクト実践力不足（計画通り

に実践できない）となる。つまり、導入はしたけれど「教育しなければ PM 人材は育たな

い」⇒「有資格者なき組織に PM 体系は生まれない」⇒「したがって、プロジェクト実践

力は貧弱」という論理であろう。 

P2M の認知度と活用に関しては、認知度については、「良く知っている」（55％）「少

し知っている」（26％）、合計（81％）と極めて高い。以下、「PMAJ 認定資格の推進」
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（26％）、「P2M 準拠の社内標準 PM 体系」（3％）という結果である。P2M の歴史の浅

さにも関わらず支持を得ており、P2M が持つ「プログラムマネジメント」の重要性ととも

に、これからの拡がりが期待できる結果である。 

 

2. 製造業への P2M 適用モデルの構築 

アンケートの結果分析によれば以下が明らかになった。 

(1) 全社戦略と現場の実践施策は全体 適の検証が十分になされていない。 

⇒戦略の意図する本質に迫るモデルが必要なのではないか。 

(2) 多くの組織がコア事業強化や海外事業展開を優先課題と認識している。 

⇒「勝てる事業とは何か」を検証するモデルが必要なのではないか。 

(3) そのために、自ら戦略を策定し、ミッションを設定し、全体 適の視点で統合マネジメ

ントを行える組織能力を構築する意思を持っている。（プロセスの改善・改革について

は優先順位が高い） 

⇒プロセスとプログラムとプロジェクトの統合モデルが必要なのではないか。 

(4) その手段として、戦略系・プロセス系の強化をサポートする思想や体系、ツールをバラ

ンスよく導入する意図がある。特に戦略とプロセスを連結する「プログラム」の必要性

を強く感じる。 

⇒戦略～実践までの一気通貫プロセスの評価モデルが必要なのではないか。 

 

こうした結果を受けて、当委員会では３つの「製造業への P2M 適用モデル」を開発する

ことを試みた。つまり、(1) 戦略へのアプローチモデル (2) プログラム＆プロジェクト統

合モデル (3) 実践プロセス評価モデルの３つである。 

図表 2-14  製造業への P2M 適用モデル 

 

 
製造業へのＰ２Ｍ適用モデル

戦略へのアプローチモデル

プログラム＆プロジェクト統合モデル

実践プロセス評価モデル
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製造業には請負型の事業形態や、B to C 型の不特定多数の顧客を対象とする事業形態な

どがあるが、基本的に「ものづくり」が顧客ニーズと合致しなければ成立しない。そのた

めに、 終顧客であるマーケットの動向を常に近い距離で感じながら商品やサービスの開

発・生産を行う必要がある。そして同じ製造業であっても、業種により差異はあろうが開

発から生産、販売、サービスのサイクルを早く回さなければ競争に勝てないという特性が

ある。 

しかも B to C 型の事業においては、顧客との契約が存在せず、完全な「自己責任」下で

事業を展開していくことになる。つまり、マーケティングを含む経営戦略を考える工程や、

商品・サービスを開発して生産する工程や、販売してサービスを行う工程がコンカレント

に同期することが成功の条件となり、この傾向は近年一層強くなっている。 

B to C 型事業においては、マーケティングの分析がスタートボタンとなって、戦略立案、

プログラム＆プロジェクトが一体となって事業が遂行される。あえて「戦略へのアプロー

チモデル」を含むのはこうした背景からである。 

 

2.1 経営活動と各モデルの関係 

P2M ではプログラムを次のように定義している｡ 

戦略が意図するコンセプトをいくつかの「全体使命」として読み取り、各々の全体使命

を実現するための具体的な実践プロセスとして可視化された大きな施策の塊（群）である

「プログラム」を準備する必要がある。（P2M ガイドブックより） 

当モデルは、この「戦略が意図するコンセプト」へのアプローチを試みるモデルである。 

本論に入る前に、経営戦略と P2M の関係を確認しておきたい。次ページ図はそれを概念

的に示したものである。戦略はコーポレート戦略からドメイン（本部）戦略、さらに各事

業（部）戦略へと順次展開される。P2M のプログラムは、この事業戦略実践として適用さ

れると仮定する。この場合、「事業戦略の意図するコンセプトは何か？」からスタートす

ることになるが、事業戦略は上位組織であるドメイン戦略の意図を受けたものであり、ド

メイン戦略は更に上位のコーポレート戦略意図を受けている。 
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図表 2-15  経営活動と P2M の概念図 

こうした前提に立てば、 上位の戦略であるコーポレート戦略からその意図するところ

を順次読み解いてくることが必要になってくる。このことは、商品開発から製造、販売、

回収の事業サイクルが速いタイプの製造業やコンセプト不明な状態から新規の商品やサー

ビスを立ち上げるタイプの事業には特に要求される。前者の場合は、経営資源を投入して

活動し始めると修正が困難であり、後者は全社 Top の思いと軸がぶれやすいという特性を

もつ。 

つまり、プログラムマネジメントにおいては、①上位組織の戦略を分析し、検証しつつ

意図を深く認識する。場合によって（例えばプログラム＝事業戦略の場合）戦略を構築す

る。②そのうえで戦略実践に向けたグランドデザインを行う。このステップが P2M で言う

「ミッションプロファイリング」に相当する。つまり、何を「塊」として切り出してくる

のか？ その「塊」にどのようなイノベーション要素を期待するのか？という工程である。 

ここまでの工程をサポートするのが既述した（1）戦略へのアプローチモデルの役割であ

る。 

次に切り出した「塊」を③実践に向けた施策群で構成しなければならない。P2M で言う
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アーキテクチャマネジメントの範疇である。そして構成要素としての④施策（プロジェク

ト）を確実に実践していくプロジェクトマネジメントの遂行というプロセスとなる。 

この③と④の関係付けを示したものが（2）プログラム＆プロジェクト統合モデルである。 

この一連のプロセスをチェックリスト形式で示したものが（3）実践プロセス評価モデル

である。この関係を図式化したものを以下に示す。 

図表 2-16  戦略の実践プロセスと３モデル 

 

2.2 3 つのモデルの解説 

(1) 戦略へのアプローチモデル 

次ページにモデルの概要図を示すように、全体を８つのキーワードで構成させている。

８つのキーワードは戦略を構成するために必要な操作レバーと解釈して欲しい。 

以下、順にキードの解説を行う。 

 組織の目的・目標 

組織や事業をどのような姿にしたいのか（又は経営 Top は何を要求しているのか）とい

う、組織が中長期にわたって目指すべき組織理念とでも言うべき部分である。 

 市場・顧客 

組織目的達成のために、将来にわたってどのような市場・顧客を選択し、フォーカスす

るのかという顧客の絞込みを検証する。 

 競争・競合 

組織が属している業界の構造や特徴、特殊性を分析して、商品やサービスなどの競争要

 

上位組織の戦略
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プロジェクト
統合モデル

実
践
プ
ロ
セ
ス
評
価
モ
デ
ル

戦略の実践プロセス ３モデルの位置づけ

&



 55 

素（独自性など）を検証する。 

 業務プロセス 

差別化要因となる独自のビジネスモデルや業務プロセスは将来にわたって考慮されてい

るかという視点で検証する。 

 商品・技術 

コアとなる技術や商品は認識されて、将来を見たストーリーは考慮されているかという

視点で検証する。 

図表 2-17  戦略へのアプローチモデル概要図 

 

 情報・コミュニケ－ション 

スピーディでガバナンスの効いた効率的、効果的な情報・コミュニケーションのあり方

は将来にわたって考慮されているかという視点で検証する 

 資源 

戦略やプログラム＆プロジェクト遂行に必要な資源は何か、どう揃えるかという視点で

検証する。 

 組織 

こうした活動を支える組織力は十分か。将来に向けた組織文化の蓄積やつくりかえは考

慮しているか。人は活きて活動し、育っているか。自ら学習し、成熟度を高める組織の

姿になっているかという視点で検証する。 

このモデルは２通りの用途で活用することを想定している。 

 

情報・コミュニ

ケーション 

資源

商品・技術業務プロセス

競争・競合 市場・顧客 

組織 

組織の目的・目標 
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まずは、所属する業種・業界の動向や戦略傾向を大きく俯瞰するための活用である。図

「業界の特徴分析」は家電業界の事例であるが、グローバル市場で激しい価格競争が展開

されていることや、次々と商品が投入される高速バリューチェーンを磨くことにしのぎを

削っている業界実態が読み取れる。自社の戦略を検証する前に認識しておく必要がある。 

図表 2-18  業界の特徴分析事例 

 

次に、その中で自社はいかなる戦略を採ろうとしているのかと言う視点でこのモデルを

活用する事が出来る。図「自社の戦略特徴分析」には、モデルの周囲に「８つのキーワー

ド」から想定される施策群が記述してある。これを参考にしつつ、ベンチマークしたい他

社の具体行動（施策）を分析する事によって戦略の力点（傾き）を推測する事が出来る。

図の A 社のケースでは、ものづくりには力点を置かず、市場動向をいち早く把握すること

を戦略の中心としていることが伺える。それに対して、自社の場合は商品と業務プロセス

に注力してバリューチェーンを強化する戦略であることが読み取れる。 
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組織 
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①グローバル競争に勝利することが生き残りの条件
②複数の差別化要素を持つことによる継続的な優位性の保持
③スピーディな価値創造と獲得（Ｍ＆Ａ等によるＷｉｎ－Ｗｉｎ結合）

①グローバル競争に勝利することが生き残りの条件
②複数の差別化要素を持つことによる継続的な優位性の保持
③スピーディな価値創造と獲得（Ｍ＆Ａ等によるＷｉｎ－Ｗｉｎ結合）

①大手メーカー間の熾烈なシェア
争い（同質的な競争激しい）

②改良型類似製品を次々と投入
③コスト・スピード勝負

①大手メーカー間の熾烈なシェア
争い（同質的な競争激しい）

②改良型類似製品を次々と投入
③コスト・スピード勝負

①コア技術を重視
②コスト競争力重視
③スピード重視
④単体商品指向が強い

①コア技術を重視
②コスト競争力重視
③スピード重視
④単体商品指向が強い

①部品･素材メーカーの系列化
②海外現地生産へのシフト
（現地仕様、コストダウン化）

③グローバル物流の効率化

①部品･素材メーカーの系列化
②海外現地生産へのシフト
（現地仕様、コストダウン化）

③グローバル物流の効率化

①市場動向の迅速な情報の収集と提供
②スピード化に対応するために ＩＴインフ
ラ推進強化

①市場動向の迅速な情報の収集と提供
②スピード化に対応するために ＩＴインフ
ラ推進強化

①人材の流動性は低い
②マトリクス型組織が多い
③変化対応性が重要
④商品とバリューチェーン強化に
適合した組織体制と運営

①人材の流動性は低い
②マトリクス型組織が多い
③変化対応性が重要
④商品とバリューチェーン強化に
適合した組織体制と運営

①恒常的なプロセス改善の
仕掛け
②現行バリューチェーンの継
続的強化
③開発・生産・販売の同期化

①恒常的なプロセス改善の
仕掛け
②現行バリューチェーンの継
続的強化
③開発・生産・販売の同期化

①グローバルマーケットに同時投入
②消費地生産の動向加速化
③成長マーケットの先行把握と投資

①グローバルマーケットに同時投入
②消費地生産の動向加速化
③成長マーケットの先行把握と投資
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図表 2-19  自社の戦略特徴分析事例 

 

こうした分析・検証を行う事によって、「戦略の意図」を可視化するのが本モデルの狙

いである。戦略は「すべてに合格点を取る」という性格のものではなく、他社にない特徴

を出して差別化していくものである。その特徴をどこに見出すか、どのような具体施策で

それを実践していくか、まさにこれがプログラムとして切り出す塊（ミッション）の候補

と考えられる。そのミッションは複数存在すると思われるので、複数のプログラム候補が

この図の中に存在する。また、周辺に記述してある施策がプログラムを構成するプロジェ

クトの候補群となるであろう。 

(2) プログラム＆プロジェクト統合モデル 

当モデルは、下記に示すようにスキーム（構想・計画段階）、システム（実施段階）、

サービス（運用段階）の流れをプロセス表示し、各段階においてプログラム＆プロジェク

トの各マネジメントがどのように活用されるかをマトリクス表示して可視化したものであ

る。 

 

情報・コミュニ

ケーション 

資源

商品・技術業務プロセス

競争・競合 市場・顧客 

組織 

組織の目的・目標 

求める経営指標
・成長性（販売）・収益性（利益）
・キャッシュフロー等

求める経営指標
・成長性（販売）・収益性（利益）
・キャッシュフロー等

営業戦略革新プロジェクト
・販売チャネルの創造、開発
・重点市場、顧客の絞込み
・特異なプロモーション展開等

営業戦略革新プロジェクト
・販売チャネルの創造、開発
・重点市場、顧客の絞込み
・特異なプロモーション展開等

商品・サービス革新
プロジェクト
・商品、サービスの改革
・新規商品、サービス開発
・コアコンピタンス戦略等

商品・サービス革新
プロジェクト
・商品、サービスの改革
・新規商品、サービス開発
・コアコンピタンス戦略等

資源革新プロジェクト
・タンジブル資源効率化
・インタンジブル資源蓄積
・調達の改善、改革等

資源革新プロジェクト
・タンジブル資源効率化
・インタンジブル資源蓄積
・調達の改善、改革等

ＩＴ革新プロジェクト
・情報収集プロセス
・顧客管理プロセス
・受発注プロセス

・商品、サービス管理プロセス
・物流プロセス等

ＩＴ革新プロジェクト
・情報収集プロセス
・顧客管理プロセス
・受発注プロセス

・商品、サービス管理プロセス
・物流プロセス等

風土・人材革新プロジェクト
・ＣＳ（顧客満足）指針

・ＥＳ（従業員満足）指針
・求める人財像の設定
・能力、スキル体系構築

・評価、育成体系の構築等

風土・人材革新プロジェクト
・ＣＳ（顧客満足）指針

・ＥＳ（従業員満足）指針
・求める人財像の設定
・能力、スキル体系構築
・評価、育成体系の構築等

ビジネスモデル革新
プロジェクト
・業務の改善、改革
・新規ビジネスモデル

開発
・アライアンス戦略等

ビジネスモデル革新
プロジェクト
・業務の改善、改革
・新規ビジネスモデル

開発
・アライアンス戦略等

マーケット革新プロジェクト
・国内市場の創造、開発
・海外市場の開拓等

マーケット革新プロジェクト
・国内市場の創造、開発
・海外市場の開拓等

A 社の戦略 

自社の戦略 



 58 

図表 2-20  プログラム＆プロジェクト統合モデル 

 

① モデルの概要説明 

このモデルは「P2M 中部研究会」が考案したものであり、スキームモデルから始まり、

システムモデル、サービスモデルへと移行する、一般的な新製品開発プログラムの流れを

想定したものとなっている。 

まず、作業区分を時系列順にプログラム(プロジェクト)の①構想段階、②計画段階、③実

施段階、④運用段階の４区分に別け、さらに①スキームモデル、②システムモデル、③サ

ービスモデルの３区分のモデルを併記することにより、作業のフェーズとモデル区分を単

純な組合せで表現することが出来、プログラムのライフサイクルをも考慮した想定作業プ

ロセスを記入しやすいところがこのフォームの特徴である。 

このフォームに作業区分ごとの製品開発作業のプロセスを記載し、プロセスに沿ってプ

ログラム＆プロジェクトの各々のマネジメントの項目として具体的な作業項目を記載する

ことにより、開発製品の特徴、対象、実現方法など新規製品開発システムの全体を概ね表

現することが出来る。 

ここで表現された全体システムが新製品開発のプログラムであるということが出来、マ

 
サービスモデル

運用段階

コミュニケーションマネジメント

バリューマネジメント

関係性マネジメント

情報マネジメント

リスクマネジメント

プロジェクト資源マネジメント

プロジェクト目標マネジメント

プロジェクト組織マネジメント

プロジェクトシステムズマネジメント

プロジェクトファイナンスマネジメント

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

コミュニティマネジメント

アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

プログラム戦略マネジメント

アーキテクチャマネジメント

ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

サービスモデル

運用段階

コミュニケーションマネジメント

バリューマネジメント

関係性マネジメント

情報マネジメント

リスクマネジメント

プロジェクト資源マネジメント

プロジェクト目標マネジメント

プロジェクト組織マネジメント

プロジェクトシステムズマネジメント

プロジェクトファイナンスマネジメント

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

コミュニティマネジメント

アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

プログラム戦略マネジメント

アーキテクチャマネジメント

ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ
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ネジメント項目で表現された各々の作業が、プログラムに組み込まれたプロジェクトもし

くは定常的なオペレーション業務であると考えても良い。 

このフォームに記載するマネジメント項目はプロセスに合致した内容であれば良く、作

業の洗い出しはブレーンストーミングなども利用し、細部にわたるまで洗い出し漏れのな

いように記載することが望ましい。それにより全体的なプロジェクトの規模が把握できる

ことになる。 

② 業種別のあてはめ 

このフォームは、新製品開発などいわゆるプロジェクト型業務のみならずサービスモデ

ル重視のオペレーション型業務にも適用することができ、機械、プラント、家電、食品、

素材などの産業形態を問わずに使用できるものである。 

製造業への P2M モデル適用あたっては、P2M のマネジメントを活用できる簡便なテン

プレートとして各産業のモデルを構築することが可能である。製造業は、新製品の開発や

特殊オプションの製品が数多く存在し、典型的なプロジェクト型業務としてモデル構築を

しやすい業界でもある。 

 

一例として、製品開発への適用事例を図表 2-21 に示す。 

この製品は、消防車や誘導機器などの特殊な分野で使用される機材であり、使用目的が

明確であることから製品の機能や性能が前もって決定しており、顧客が製品仕様書で要求

事項を明確にするいわゆる官需の製品である。また、製品を開発できない場合はペナルテ

ィの支払いにより契約の解除が可能な、リアルオプションを考慮した製品の開発例である。

第４章 1 の機械業界の事例紹介で製品開発の詳細なプロセスを記述するが、基本的な流れ

は以下のとおりである。 

① 開発段階 

市場または顧客のニーズに基づいた製品の概要を明らかにし、顧客の要求に応じた開発

構想を立てる。 

② 計画段階 

開発構想を具体化するための試験、研究、検討を行い、設計仕様を細部に至るまで固め

る。ハードウェアおよびソフトウェア製作の設計を行うとともに製品検証の準備を行う。 

③ 実施段階 

ハードウェア及びソフトウェアの製作及び必要な試験を行って成果を評価、検討してフ

ィードバックさせ製品を完成させる。 

④ 運用段階 
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製品を顧客に供給し、運用の中で顧客の意見をフィードバックし、より使いやすい製品

に作り上げる。 

図表 2-21  新規製品開発への適用事例 

 

これらの流れは官需の開発製品に適用したものであるが、新規の開発製品については食

品業界、プラント業界、製薬業界および家電業界であってもあてはまるものである。 

特に顧客と密接な関係にある業界では、運用段階におけるフィードバックが も重要で

あることから、P2M 適用フォームを用いて顧客サービスを重視したモデルを構築し、ステ

ークホルダーがそのモデルを共有することで、より顧客満足を重視したマネジメントの展

開が可能となり、次の製品開発プロジェクトへの足がかりを得ることが出来る。 

 

 

機械製品開発プロジェクトへのP2M的アプローチ

顧客ｻｰﾋﾞｽ計画（講習会）

価格維持、ｾｶﾝﾄﾞﾙｯｸVE

クレーム処理要領

生産情報の収集管理

設備、治工具維持

修理・後方支援組織確立

修理・後方支援体制確立

サービスモデル

運用段階

設計審査会顧客要求の確認、設計審査会顧客の要望調査（アンケート等）コミュニケーションマネジメント

製品価格設定、ﾌｧｰｽﾄﾙｯｸVEゼロルックＶＥ他製品との競争力、開発費、製品価格計画バリューマネジメント

市場状況のトレーサビリティー関係性マネジメント

デザイン・ドキュメントレビュー開発計画書、工事計画書情報マネジメント

リスク回避設計特許申請、リスク解析リスク洗い出し、技術力評価リスクマネジメント

設備、治工具計画生産技術試験、加工試験生産・加工技術力、開発技術力、設備調査プロジェクト資源マネジメント

性能確認試験要素技術確認試験要求性能・機能の検討プロジェクト目標マネジメント

生産方式細部計画担当部署選定、人員配置プロジェクト組織マネジメント

システム基本仕様他社の技術導入要否検討プロジェクトシステムズマネジメント

生産数量、製品単価設定設備計画、人員計画コスト（開発費）評価、開発予算確保プロジェクトファイナンスマネジメント

適システム（優位性）立案需要予測プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

市場状況のトレーサビリティー顧客との折衝、市場の啓蒙、市場性確認コミュニティマネジメント

システム有効性の確認構造・装備・ｿﾌﾄｳｪｱ仕様設定アセスメントマネジメント

修理用部品単位の設定後方支援計画プログラム実行の統合マネジメント

開発日程、システム設計開発構想、 適案の設定プログラム戦略マネジメント

修理・後方支援計画適システムの立案、ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌアーキテクチャマネジメント

基本仕様、ﾗｲﾌｻｲｸﾙ計画開発要求の調査・確認、市場性調査解析ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

新規需要
の開拓

市場の
啓蒙

基本要求項
目の設定

顧客の
要求

ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰ
ｼｮﾝ構想

ｼｽﾃﾑ
開発計画

各案比較評価
適案設定

各ｻﾌﾞｼｽﾃ
ﾑへの要求
設定

ｼｽﾃﾑ
有効性解析

適案
ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ

ｼｽﾃﾑ
基本仕様

製品
細部設計

製造図面
作成

性能確認
試験

製品製造

出荷試験

運 用

改修・修理
ｸﾚｰﾑ
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図表 2-22  家電業界の記述事例 

 

家電業界の記述事例である。 

ここからは、構想・計画段階におけるプログラムとプロジェクトマネジメントの一体活

用と、実施・運用段階における密度の薄さが特徴点として読み取れる。 

考察を加えると、高速で「開発～生産～販売～サービス」のサイクルを回転させる必要

があるため、構想・計画段階を密にして意向の工程はスピード重視で一気に推進するとい

う事業遂行モデルが表現されていると言えるだろう。 

この表をステークホルダーが共有することによって、当該プロジェクトがプログラムと

どのようなつながりを持っているかという共通認識が得られる。また、プログラムマネジ

ャーとプロジェクトマネジャー間の有効なコミュニケーションツールともなる。 

（3）実践プロセス評価モデル 

当モデルは、上位組織の戦略の意図するところを認識する段階から、自組織が実施すべ

 

用語集等の整理

資源計画調達実績評価

指標による評価システム

人員育成計画

成果物の資産評価

サービスモデル

運用段階

課題管理一覧

調整会議の実践

商品開発運営ルール

コミュニケーションプラン
コミュニケーションマネジメント

成果物の資産化バリューマネジメント

調整会議の実践関係者の役割分担明確化関係性マネジメント

開発テンプレート資料情報マネジメント

リスク管理計画リスクマネジメント

要員計画、技術・リソース計画プロジェクト資源マネジメント

マネジメントサイクルの確立、コ
ントロール手法確立

開発目的の徹底

ＱＣＤ等の目標明確化
プロジェクト目標マネジメント

開発方式＆運営ルールメンバー選定とチーム編成プロジェクト組織マネジメント

手法・ツールの適用課題解決手法の整理プロジェクトシステムズマネジメント

損益シュミレーション、ＣＦ予測、

資金調達源泉の確保
投資額の決定プロジェクトファイナンスマネジメント

事業採算性
パイプラインマネジメント

戦略ポジショニング分析

商品競争力分析

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

組織横断的なチーム編成、意思決定ルールの確立等コミュニティマネジメント

マネジメント指標の決定アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

競争戦略（事業位置付け）商品戦略／企画プログラム戦略マネジメント

ロードマップの実現化計画商品群ロードマップアーキテクチャマネジメント

事業ユニット別のミッション中期事業戦略の策定ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

用語集等の整理

資源計画調達実績評価

指標による評価システム

人員育成計画

成果物の資産評価

サービスモデル

運用段階

課題管理一覧

調整会議の実践

商品開発運営ルール

コミュニケーションプラン
コミュニケーションマネジメント

成果物の資産化バリューマネジメント

調整会議の実践関係者の役割分担明確化関係性マネジメント

開発テンプレート資料情報マネジメント

リスク管理計画リスクマネジメント

要員計画、技術・リソース計画プロジェクト資源マネジメント

マネジメントサイクルの確立、コ
ントロール手法確立

開発目的の徹底

ＱＣＤ等の目標明確化
プロジェクト目標マネジメント

開発方式＆運営ルールメンバー選定とチーム編成プロジェクト組織マネジメント

手法・ツールの適用課題解決手法の整理プロジェクトシステムズマネジメント

損益シュミレーション、ＣＦ予測、

資金調達源泉の確保
投資額の決定プロジェクトファイナンスマネジメント

事業採算性
パイプラインマネジメント

戦略ポジショニング分析

商品競争力分析

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

組織横断的なチーム編成、意思決定ルールの確立等コミュニティマネジメント

マネジメント指標の決定アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

競争戦略（事業位置付け）商品戦略／企画プログラム戦略マネジメント

ロードマップの実現化計画商品群ロードマップアーキテクチャマネジメント

事業ユニット別のミッション中期事業戦略の策定ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

市場性の見極め

構想

事業採算性の見極め

計画 開発 生産準備 ライフサイクル生産販売

ビジネスの採算性

開発の実現性

ＱＣＤ達成性

出荷可能性
ビジネス達成性

開発計画の策定

試作品の検証評価

プロジェクト採算性
商品の出荷 商品の生涯収支

市場性の見極め

構想

事業採算性の見極め

計画 開発 生産準備 ライフサイクル生産販売

ビジネスの採算性

開発の実現性

ＱＣＤ達成性

出荷可能性
ビジネス達成性

開発計画の策定

試作品の検証評価

プロジェクト採算性
商品の出荷 商品の生涯収支
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きミッション（上位組織の戦術であり、自組織の戦略）を見出し、その重要な成功要因を

検証して具体施策（プロジェクト）で確実に実践するための一連のプロセスをチェックリ

スト形式でまとめたものである。 

実際の活用方法は、現実の自組織でどの程度こうしたことが考えられて実践されている

か、組織の成熟度チェックに使っても良いし、具体テーマの実践前に行うべきことのチェ

ックリストとしても使える。あるいはテーマ終了後のまとめ・整理としての活用も可能で

ある。なお、この全体概要図は第１章に紹介しており、ここでは各プロセスの視点と項目

を掲載するにとどめる。 

図表 2-23  カンパニー戦略の認識と参画 

 

 

 

 

 

 

 

内外環境の時系列的な変化に対応・先取りしたマーケティング戦略になっていま
すか

６

業界の構造を分析して外部環境の影響（機会と脅威）を洗い出すことはなされて
いますか

５

自社の業界位置づけの視点から４Ｐ戦略を補強することはなされていますか４

商品ライフサイクル分析の視点から４Ｐ戦略を補強することはなされていますか３

４Ｐ（Ｐｒｏｄｕｃｔ，Ｐｌａｃｅ，Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ，Ｐｒｉｃｅ）の視点での戦略構築は行われ
ていますか

２

ターゲットとなる具体的な市場は絞り込まれていますか１

内外環境の時系列的な変化に対応・先取りしたマーケティング戦略になっていま
すか

６

業界の構造を分析して外部環境の影響（機会と脅威）を洗い出すことはなされて
いますか

５

自社の業界位置づけの視点から４Ｐ戦略を補強することはなされていますか４

商品ライフサイクル分析の視点から４Ｐ戦略を補強することはなされていますか３

４Ｐ（Ｐｒｏｄｕｃｔ，Ｐｌａｃｅ，Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ，Ｐｒｉｃｅ）の視点での戦略構築は行われ
ていますか

２

ターゲットとなる具体的な市場は絞り込まれていますか１

戦略形成や人材育成に配慮された組織デザインになっていますか１１

例外処理や不確実性に対応するための仕組みのデザインは出来ていますか１０

ボトルネックへの認識、対応などが十分に配慮されたスムーズな処理プロセスを
有する組織になっていますか

９

仕事の分業や標準化などの仕組みは機能し、効率の高い組織になっていますか８

組織の基本、しくみ、ルールなどは有効に機能していますか７

戦略形成や人材育成に配慮された組織デザインになっていますか１１

例外処理や不確実性に対応するための仕組みのデザインは出来ていますか１０

ボトルネックへの認識、対応などが十分に配慮されたスムーズな処理プロセスを
有する組織になっていますか

９

仕事の分業や標準化などの仕組みは機能し、効率の高い組織になっていますか８

組織の基本、しくみ、ルールなどは有効に機能していますか７

環境変動を見通した複数の戦略が準備されていますか１９

戦略への資源配分は考慮されていますか１８

戦略の全体像は可視化されていますか１７

事業の選別と集中は出来ていますか１６

今の戦略と主要な経営活動要素との適合性分析が行われ、課題抽出が出来て
いますか

１５

大きな視点から事業環境の長期的な分析は出来ていますか１４

ドメイン内の単体事業ごとの定義づけは行われていますか１３

ドメインのミッション設定はなされていますか１２

環境変動を見通した複数の戦略が準備されていますか１９

戦略への資源配分は考慮されていますか１８

戦略の全体像は可視化されていますか１７

事業の選別と集中は出来ていますか１６

今の戦略と主要な経営活動要素との適合性分析が行われ、課題抽出が出来て
いますか

１５

大きな視点から事業環境の長期的な分析は出来ていますか１４

ドメイン内の単体事業ごとの定義づけは行われていますか１３

ドメインのミッション設定はなされていますか１２

＜具体的な項目＞

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮
④組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの

組織効率
③戦略形成や人材育成への配慮
④組織への企業理念、コンプライアンス浸透

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

＜視点＞

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①顧客を絞り込んで特定する
②４Ｐ戦略を策定する
・商品ライフサイクル、業界位置づけ
・業界の構造分析 などを踏まえて

③内外環境の時系列変化に対応する戦略

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの
組織効率

③戦略形成や人材育成への配慮
④組織への企業理念、コンプライアンス浸透

①組織の仕組みやルールの機能状態
②分業や標準化の仕組み、ボトルネックなどの

組織効率
③戦略形成や人材育成への配慮
④組織への企業理念、コンプライアンス浸透

【１】外部環境（市場・顧客）との適合検証

【２】内部環境（組織）との適合検証

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

①内外環境を踏まえたドメインのミッション
構築

②ミッション達成に向けた戦略構築

【３】ミッション・戦略の検証

＜視点＞
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図表 2-24  担当事業（組織）のミッション・戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜具体的な項目＞

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源

の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源

の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

＜視点＞

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①上位組織戦略との関係
②創造したい価値概念と評価手法を表現した

ミッションのグランドデザイン

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源

の当てはめ

①複数のシナリオ準備から実行戦略に絞込み
②実行戦略の構造化
③構造化した戦略の実現可能性検証と資源

の当てはめ

【１】担当する事業や組織のミッション

【２】ミッション達成のシナリオと実行戦略

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

①ステークホルダーのコミュニティづくりと運営
ルール策定

②監視、コントロール、変更のマネジメント
③達成指標の設定

【３】実行戦略の推進体制づくり

＜視点＞

何をもって達成されたとするか、途中経過の目標も含めた指標は
設定されていますか

１４

施策実行の監視とコントロールや方針変更の体制やルールは決め
られていますか

１３

施策実行の責任者と組織は適切に選定されていますか１２

社内外のステークホルダーが自由にコミュニケーションを取り、必
要な情報が入手できる工夫はなされていますか

１１

ミッションのコンセプトや達成に向けた各種方策はステークホル
ダーの共通認識となっていますか

１０

ステークホルダーの洗い出しと要求把握はなされていますか９

各施策の実現可能性は検証され、必要な経営資源はアサインさ
れていますか

８

実行戦略は具体的な複数の施策群に分割され、施策相互の関
連は整理されていますか

７

シナリオを達成するための実行戦略は構築されていますか６

そのミッション達成に向けたシナリオはありますか５

そのミッション終結までの大まかなフェーズ分割とマイルストーン設
定のグランドデザインはありますか（ライフサイクル）

４

そのミッションで創造する価値の概念と評価手法は明らかになっ
ていますか

３

そのミッションは上位組織の戦略との関係が規定されていますか２

あなたの担当する組織や事業のミッションは明確になっています
か

１

何をもって達成されたとするか、途中経過の目標も含めた指標は
設定されていますか

１４

施策実行の監視とコントロールや方針変更の体制やルールは決め
られていますか

１３

施策実行の責任者と組織は適切に選定されていますか１２

社内外のステークホルダーが自由にコミュニケーションを取り、必
要な情報が入手できる工夫はなされていますか

１１

ミッションのコンセプトや達成に向けた各種方策はステークホル
ダーの共通認識となっていますか

１０

ステークホルダーの洗い出しと要求把握はなされていますか９

各施策の実現可能性は検証され、必要な経営資源はアサインさ
れていますか

８

実行戦略は具体的な複数の施策群に分割され、施策相互の関
連は整理されていますか

７

シナリオを達成するための実行戦略は構築されていますか６

そのミッション達成に向けたシナリオはありますか５

そのミッション終結までの大まかなフェーズ分割とマイルストーン設
定のグランドデザインはありますか（ライフサイクル）

４

そのミッションで創造する価値の概念と評価手法は明らかになっ
ていますか

３

そのミッションは上位組織の戦略との関係が規定されていますか２

あなたの担当する組織や事業のミッションは明確になっています
か

１
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図表 2-25  戦略実践の成功要因確認・検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜具体的な項目＞

その施策は企業の継続性を考慮した、全社的な知的資産の蓄積やＷｉｎ－Ｗｉｎ関係の構築を配
慮したものですか

４

その施策はポートフォリオ等によって投資の適格性や効果が検証、選別されたものですか３

施策相互のシナジー効果を最大化するための戦略的な施策の組合せや経営資源の共通活用等
は考慮されていますか

２

その施策を効果的に遂行し、成果を最大化するために、全体最適を指向した戦略的な仕組みは
考慮されていますか

１

その施策は企業の継続性を考慮した、全社的な知的資産の蓄積やＷｉｎ－Ｗｉｎ関係の構築を配
慮したものですか

４

その施策はポートフォリオ等によって投資の適格性や効果が検証、選別されたものですか３

施策相互のシナジー効果を最大化するための戦略的な施策の組合せや経営資源の共通活用等
は考慮されていますか

２

その施策を効果的に遂行し、成果を最大化するために、全体最適を指向した戦略的な仕組みは
考慮されていますか

１

その施策は資金出資者から見て成果が期待できる、魅力的な枠組みになっていますか８

その施策の資金面からみた事業性や実効性は検証されていますか７

その施策の想定されるリスクへの、資金面からの対応策や仕組みは考えられていますか（負担軽
減、リスク分散など）

６

その施策に必要な資金確保の目処は立っていますか５

その施策は資金出資者から見て成果が期待できる、魅力的な枠組みになっていますか８

その施策の資金面からみた事業性や実効性は検証されていますか７

その施策の想定されるリスクへの、資金面からの対応策や仕組みは考えられていますか（負担軽
減、リスク分散など）

６

その施策に必要な資金確保の目処は立っていますか５

その施策達成までの問題認識と解決について論理的なアプローチとシミュレーションは行われて
いますか

１２

その施策の制約条件と外乱条件は認識されて対応策が考えられていますか１１

その施策の求める成果物の本質が正しく表現されたモデルになっていますか（顧客要求の本質を
外していませんか）

１０

その施策は複雑であいまいに絡み合う要素群をシステマティックに解明した枠組みになっていま
すか

９

その施策達成までの問題認識と解決について論理的なアプローチとシミュレーションは行われて
いますか

１２

その施策の制約条件と外乱条件は認識されて対応策が考えられていますか１１

その施策の求める成果物の本質が正しく表現されたモデルになっていますか（顧客要求の本質を
外していませんか）

１０

その施策は複雑であいまいに絡み合う要素群をシステマティックに解明した枠組みになっていま
すか

９

情報セキュリティをはじめとするガバナンス体制はありますか１６

上記を支援する機能や仕組みは準備されていますか１５

その情報の、伝達や共有、変更管理、蓄積の対象者や手法は明確になっていますか１４

その施策遂行に必要な情報は特定され定義づけられて、マネジメント対象として認識されていま
すか

１３

情報セキュリティをはじめとするガバナンス体制はありますか１６

上記を支援する機能や仕組みは準備されていますか１５

その情報の、伝達や共有、変更管理、蓄積の対象者や手法は明確になっていますか１４

その施策遂行に必要な情報は特定され定義づけられて、マネジメント対象として認識されていま
すか

１３

価値の継続的な創造を可能にする価値蓄積のあり方や環境に対する価値という観点は意識され
ていますか

２０

価値の評価は事前・中間・事後・追跡にわたってバランスよく指標化され、評価手法が決められ
ていますか

１９

その価値に関係するステークホルダーのニーズは把握され、到達すべき満足水準は認識されてい
ますか

１８

その施策が目的としている価値（群）は漏れなく洗い出されて、認識されていますか１７

価値の継続的な創造を可能にする価値蓄積のあり方や環境に対する価値という観点は意識され
ていますか

２０

価値の評価は事前・中間・事後・追跡にわたってバランスよく指標化され、評価手法が決められ
ていますか

１９

その価値に関係するステークホルダーのニーズは把握され、到達すべき満足水準は認識されてい
ますか

１８

その施策が目的としている価値（群）は漏れなく洗い出されて、認識されていますか１７

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

＜視点＞

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①全体最適の仕組み
②効率的な資源活用、投資効果
③資源蓄積

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

①必要資金の確保
②リスク対応の仕組み
③事業性、実効性

【１】戦略的視点から

【２】財務的視点から

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

①成果物のモデル化精度
②制約条件と外乱要因把握の深度
③問題解決への論理的アプローチ

【３】システム的視点から

＜視点＞

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

①必要な情報の特定
②情報の伝達、共有、変更管理、蓄積
③情報セキュリティ体制

【４】情報管理視点から

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

①創造すべき価値とステークホルダーニーズ
②価値評価の指標と評価方法
③価値の蓄積の仕組み

【５】価値創造視点から
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図表 2-26  確実な成果獲得に向けた実践活動 

 

 ＜具体的な項目＞＜視点＞

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①最終成果物の定義
②推進責任者の選出
③制約条件
④スコープの定義
⑤対象商品や役務の洗い出し（ＷＢＳ）

①成果物の要求品質と契約①成果物の要求品質と契約

【１】「Ｇｏａｌ」の明確化

【２】品質

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

①関連する組織の情報
②推進組織のデザインと構築
③メンバーのアサイン

【３】組織

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

①ワークの前後関係とクリティカルパス
②スケジュール
③工数の過不足調整
④工程管理のツールと手法

【４】タイム

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

①見積もりと予算
②キャッシュフロー見通し
③コストコントロール手法

【５】コスト

コストコントロール手法は決めてありますか１９

施策完了までのキャッシュフローの予測は行われていますか１８

予算の設定は適切に行われていますか１７

見積もりは適切な方法で行われていますか１６

工程を管理するツールは決められて、管理可能な状態への落とし込
みは出来ていますか

１５

必要な人材の過不足調整（キャパシティプラン）は行われていますか１４

ワークの手順を踏まえた日程化（スケジュール化）は行われていますか１３

最も長い工程となり、納期に影響を与えるルート（ワークフロー）は確
認できていますか

１２

その施策を実行するために必要なワークの順序（前後関係）は検討さ
れていますか

１１

チームメンバーには最適人材がアサインされていますか１０

その推進チームはチームビルディングの手順を踏まえて構築されていま
すか

９

その施策を推進する最適な組織のデザイン検討は行われていますか８

その施策に関係する組織のプロフィールや特徴などの情報はあります
か

７

その施策の対象となる商品やサービスに対する要求品質や契約条件
は明確になっていますか

６

その施策の対象となる商品構成や役務の洗い出しは漏れなく行われ
ていますか（ＷＢＳ）

５

その施策の対象となる範囲（スコープ）は決定されていますか４

その施策の制約条件は適格に洗い出され、認識されていますか３

その施策を推進する最適のマネジャー（リーダー）は選出されています
か

２

その施策の最終成果物は詳細に規定されていますか１

コストコントロール手法は決めてありますか１９

施策完了までのキャッシュフローの予測は行われていますか１８

予算の設定は適切に行われていますか１７

見積もりは適切な方法で行われていますか１６

工程を管理するツールは決められて、管理可能な状態への落とし込
みは出来ていますか

１５

必要な人材の過不足調整（キャパシティプラン）は行われていますか１４

ワークの手順を踏まえた日程化（スケジュール化）は行われていますか１３

最も長い工程となり、納期に影響を与えるルート（ワークフロー）は確
認できていますか

１２

その施策を実行するために必要なワークの順序（前後関係）は検討さ
れていますか

１１

チームメンバーには最適人材がアサインされていますか１０

その推進チームはチームビルディングの手順を踏まえて構築されていま
すか

９

その施策を推進する最適な組織のデザイン検討は行われていますか８

その施策に関係する組織のプロフィールや特徴などの情報はあります
か

７

その施策の対象となる商品やサービスに対する要求品質や契約条件
は明確になっていますか

６

その施策の対象となる商品構成や役務の洗い出しは漏れなく行われ
ていますか（ＷＢＳ）

５

その施策の対象となる範囲（スコープ）は決定されていますか４

その施策の制約条件は適格に洗い出され、認識されていますか３

その施策を推進する最適のマネジャー（リーダー）は選出されています
か

２

その施策の最終成果物は詳細に規定されていますか１

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーと要求把握
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーと要求把握
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

【１０】進捗・終結管理

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①必要資源の洗い出し、特定
②資源確保の方針
③資源確保計画

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

①想定リスクの洗い出しと特定
②リスクの分析・評価
③リスク対応策

【６】資源

【７】リスク

①ステークホルダーと要求把握
②提案や契約などの関係構築活動

①ステークホルダーと要求把握
②提案や契約などの関係構築活動

【８】ステークホルダー

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

①コミュニケーション経路と伝達手段
②コミュニケーション阻害要因分析と対応策

【９】コミュニケーション

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

①進捗管理のツールや手法
②変更ルール
③結果の見届けルール
④資源蓄積やリスク教訓の整理

【１０】進捗・終結管理

マネジメント対象としたリスクへの対応策は準備できていますか２５

そのリスクは分析、評価されてマネジメント対象とするか否か決めら
れていますか

２４

想定されるリスクは洗い出して、特定されていますか２３

資源確保計画は適切に立案されていますか２２

資源確保の方針は決められていますか２１

マネジメント対象としたリスクへの対応策は準備できていますか２５

そのリスクは分析、評価されてマネジメント対象とするか否か決めら
れていますか

２４

想定されるリスクは洗い出して、特定されていますか２３

資源確保計画は適切に立案されていますか２２

資源確保の方針は決められていますか２１

成果物としての資源蓄積やリスク教訓の整理は行われていますか３３

活動結果の見届け・完了につてのルールなどは決められていますか３２

進捗途中における変更等のルールは決められていますか３１

進捗（出来高）を管理するツールや手法は決められていますか３０

コミュニケーション阻害の要因は分析され、対応策が考えられていま
すか

２９

円滑で効率的な業務推進を可能にするコミュニケーションの経路や
伝達手段は決められていますか

２８

ステークホルダーへの提案活動や契約などの関係構築活動は適切
に行われていますか（関係性の構築）

２７

どのようなステークホルダーがどのような役割で参画するか明確にさ
れていますか（関係性の設計）

２６

成果物としての資源蓄積やリスク教訓の整理は行われていますか３３

活動結果の見届け・完了につてのルールなどは決められていますか３２

進捗途中における変更等のルールは決められていますか３１

進捗（出来高）を管理するツールや手法は決められていますか３０

コミュニケーション阻害の要因は分析され、対応策が考えられていま
すか

２９

円滑で効率的な業務推進を可能にするコミュニケーションの経路や
伝達手段は決められていますか

２８

ステークホルダーへの提案活動や契約などの関係構築活動は適切
に行われていますか（関係性の構築）

２７

どのようなステークホルダーがどのような役割で参画するか明確にさ
れていますか（関係性の設計）

２６

必要な資源を洗い出して特定することは行われていますか２０ 必要な資源を洗い出して特定することは行われていますか２０
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第3章 プログラムマネジメントの実践 
 

1. 製造業におけるプログラムマネジメント 

戦略の意図するところを読み取って、ミッションとして切り出したものがプログラムで

あるという P2M の基本的な定義づけについては第 2 章で触れたとおりである。製造業の場

合、特に B to C 型の事業を行う製造業においては、この「ミッション」に相当するものは

多くの場合「事業モデル」と言われるものである。 

下図は、戦略からプログラム＆プロジェクトへと展開する P2M タワーの概略を記したも

のである。プログラムはミッションとして切り出した当初は「多義性・拡張性・複雑性・

不確実性」を内包した「塊」である。プログラムの内容を固めてプロジェクト群で構成し

ていく過程で「多義性・拡張性・複雑性・不確実性」を克服して実現可能性を高めていく

のがプログラムマネジメントの役割である。 

図表 3-1  P2M タワーと事業モデル 
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グローバルに高速な事業活動が展開される環境にある製造業においては、「どの顧客に、

何の商品・サービスを、どのようなやり方で」提供するかという事業モデルが、長期間、

変更なしで継続することは考えられない。顧客か、商品か、やり方かのいずれかを、ある

いは全てを見直さないとたちまち陳腐化してしまう危険性を有しているのである。 

以下、事業モデルの見直しから実践までをプロセスに沿って解説していく。 

 

2. 事業モデルとは何か 

まず「事業モデル」の概念を明らかにしなければならない。そもそも「事業」は顧客が

存在して、提供する商品やサービスがあり、工夫をこらした提供のやり方があって初めて

成立するものである。さらにこれらをサポートするガバナンスの体制を含めた３つの軸（顧

客軸、商品・サービス軸、サプライチェーン軸）とガバナンス体制で構成される。 

その背景には、顧客群を抱えたマーケットがあり、事業遂行を底支えする組織があり、

事業推進のパートナー群が存在する。これらを含めた「総合力」で事業モデルの力は決定

される。 

図表 3-2  事業モデルの概念図 

 

次に事業モデルを「見直す」と言うことについて考察してみる。 

事業モデルが想定どおりに機能している状態とは、３つの軸とガバナンス体制が適合状

態にあり、バランスよく同期が取れている状態である。つまり、選別した顧客に対して提

供する商品・サービスが適合しており、調達・生産・営業・サービスなどのサプライチェ

 

選別した
顧客

資源
調達

営業
運用

サービス

商品
構想

企画
開発

ガバナンス（戦略、ＩＴ、サポートなど）

マーケットパートナー

市場
セグメント

設計

物流 生産 物流

ターゲット
市場

マーケティング

商品・サービス

サプライチェーン

組織

選別した
顧客

資源
調達

営業
運用

サービス

商品
構想

企画
開発

ガバナンス（戦略、ＩＴ、サポートなど）

マーケットパートナー

市場
セグメント

設計

物流 生産 物流

ターゲット
市場

マーケティング

商品・サービス

サプライチェーン

組織



 69 

ーンが顧客の要望どおり機能しており、これらが統制の取れたガバナンス体制下で行われ

ているということである。 

しかし、グローバルかつスピーディに環境が変化する今日の状況下においては、理想的

な状態はさほど長く続くものではない。従って事業モデルは定期的に、また経営環境が変

動する度に見直して修正や作り変えを行わなければならない。これが、「製造業のミッシ

ョン切り出し＝事業モデルを取り出して見直す」と関連付けた背景である。 

 

2.1 顧客と商品・サービスのマッチング 

事業モデルの見直しで、まず着目しなければならないのが顧客と商品・サービスの適合

状況である。図は一橋大学の延岡教授のモデル（三角形）をベースに４段階のマッチング

状況を示したものである。 

図表 3-3  顧客と商品・サービスのマッチング 

 

①の段階は、顧客の「顕在化」したニーズに商品・サービスで応えるモデルである。極

めて一般的なケースであり、多くの場合このパターンで運営される。顧客ニーズも商品・

サービスも共に「見える」段階であり、比較的短期間に模倣されやすいモデルと言える。 

②の段階は、顧客の潜在的なニーズを発掘して商品やサービスを提供するモデルであり、

マーケティングを重視する顧客密着型、あるいはソリューション型にウェイトを置いた事
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業モデルと言える。顧客に深く関わっているため、商品が模倣されても他社に置き換えら

れる危険性は①よりも低い。 

③の段階は、顧客の潜在ニーズに組織能力で対応するモデルであり、顧客・提供商品と

もに「見えづらい」組み合わせであり、模倣したくともできない、非常に強い長続きのす

るモデルであると言える。例えば ○事業システム（キーエンス・ローム・デル） ○コア

技術（シャープ・３Ｍ・花王・味の素） ○組織プロセス（トヨタ）などがこの事例と言

える。（延岡教授） 

④の段階は、マーケットの構造を根底から変えてしまう。あるいは業界内の力関係や業

界間の関係性を変革するような大改革を引き起こすモデルである。長期間にわたる組織能

力（コアコンピタンス）の蓄積が社会変革期にミートした時に起こる。例えば、環境とい

う社会問題に太陽光発電技術を適合させて新たな巨大産業を形作るという事例である。 

各企業（特に B to C 型事業の）においては、こうした組織のコアコンピタンスでマーケ

ットとの適合状況を作り出し、時に新たなマーケットを創造することによって強力な差別

化要因を組織内に構築する競争を行っている。事業モデルを切り出して、マーケットサイ

ドから、あるいは商品・サービスサイドから新たなイノベーション要素を付加したり、創

造したりすることが求められる。 

図表 3-4  マーケティング戦略の概要 

（「わかりやすいマーケティング戦略」一橋大学、沼上幹教授より引用加工） 
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ば（上図、沼上モデル）、市場をセグメンテーションして、特定の単一マーケットに絞っ

た適合商品で勝負するのか、複数マーケットに適合した複数商品で勝負するのか、類似性

のあるマーケットに適合する 大公約数的商品で勝負するかの選択をすることになる。そ

の際、自社の業界内における位置づけや商品そのもののライフサイクルを考慮した戦略が

必要となる。こうした検討を踏まえて、自社特有の４Ｐ戦略を考えるという手順である。 

これに組織能力（延岡モデル）を付加して、戦略の中心に置くのは事業システムなのか、

コア技術なのか、組織プロセスなのかという観点で、さらに戦略に深みをつけることにな

る。全てを自社で賄える実力があればよいが、他社との比較であらゆる要素が平均点ベー

スという姿の事業モデルよりは、自社の突出したある要素を活かして他の要素はそこに強

みを持つ他社とアライアンスを組むようなモデルのほうが成功確率は高いと言えるだろう。 

また、こうした組織能力は一朝一夕に出来上がるものではない。意図的に長期間（10 年

以上くらい）継続的に取り組むべき性質のものであるから、何を組織能力とするのかとい

う視点からその事業モデルを深く考えてみる必要がある。 

こうして、B to C 型事業においては、マーケット開拓や商品開発の各プロジェクトは密

接な連携関係を持つので、戦略や事業モデルと一体物として考える必要がある。 

とりわけ新規に、事業やビジネスモデルを創造する場合は、当初から下図に示すような

全ての要素を考慮したものでないと、厳しい環境の中で成功を収めるのは難しいと思われ

る。 

図表 3-5  新規事業・ビジネスモデル創造 
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2.2 サプライチェーンの構築と継続的な改善・改革 

事業モデルを構成する２つめの要素として、サプライチェーンを考えなければならない。

B to C 型の事業を行う製造業にとって、サプライチェーン構築の良否は競争力を決定付け

る重要なポイントになる。商品寿命の短期化に対応して商品開発リードタイムを短縮し、

資源の調達から生産にいたる、ものづくりリードタイムを短縮して世界の市場に同時投入

できるように同期させることが求められる。また、その全工程において品質と適正在庫水

準についても改善・改革を継続しなければならない。そして、このサプライチェーンを高

速回転させるためには IT を活用したガバナンス体制を作り上げることは大前提となる。 

図表 3-6  サプライチェーンとイノベーション要素 

 

このサプライチェーンの中で、マーケットと商品をフィットさせる（構想）「スキーム」

要素と、短期間に商品を開発して生産する「システム」要素と、顧客にタイムリーに届け

て迅速なサービス体制を築く「サービス」要素がすべて包含されている。単なるオペレー

ション型の業務遂行モデルという捉え方ではなく、このモデルそのものが重要な経営の差

別化要素になるという前提での取り組みが必要である。トヨタのジャストインタイム生産

方式に代表されるように、ここを磨き独自の組織能力にまで高める活動を行っている企業

は日本に数多く見られる。 
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商品開発に関する競争要因は、商品化の意思決定タイミングや開発リードタイムの短縮、
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要素技術や要素（基幹）部品の共用化戦略などであり、ものづくりに関しては、基幹とな

る要素部品の工法開発、組立（アセンブル）工程の改善や改革、生産リードタイムの短縮

などが挙げられる。（組立工程は、セル生産方式や１人生産方式などの方式開発を指す） 

次図に示すように、基本となる基礎技術は数十年単位で基礎研究が継続されるものであ

り、これを基盤とした商品化の意思決定が行われ、その商品を構成する重要な要素となる

応用技術開発が着手される。同時に重要な基幹部品の工法開発が着手されて、具体的な商

品開発が行われるというプロセスが一般的である。大型の商品であれば、意思決定から商

品化まで十数年を要することもあり、これが「ブラックボックス」として競争力の要素と

なる。 

従って、①基礎技術（研究）そのもの ②商品化の決定 ③応用技術 ④工法開発など

については、複数のアイデアからスタートして、順次検証を加え、また環境動向を見なが

らパイプラインマネジメントや群開発などの手法が活用される。 

図表 3-7  商品開発プロセス概念図 

 

(2) 商品以外のサプライチェーン 

商品以外のサプライチェーンについては、日本企業は伝統的にＱＣサークル活動などを

通じて、調達改善や工程改善や品質改善、物流改善などの全員活動を展開してきた。これ

らの活動を統合的に行う「SCOR モデル」の概要を紹介する。 

「SCOR は、ビジネスプロセス・エンジニアリング、ベンチマーキング、先進的事例研

究といった要素を１つの枠に取り込んだものである。SCOR の下で、サプライチェーンマ

ネジメントは PLAN、SOURCE、MAKE、DELIVER、RETURN のプロセスの統合系と

して定義される。すなわち、「サプライヤーのサプライヤー」から「顧客の顧客」まで含
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アセンブル工法開発

生産

（商品化決定）
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づ
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んだすべてを、企業の事業戦略、マテリアルフロー、業務および情報フローを一貫して統

合する。」（「サプライチェーンエクセレンス」Ｐ・ポルストフ、Ｒ・ローゼンバウムよ

り抜粋） 

図表 3-8  SCOR プロジェクト・ロードマップ 

 

このように事業を塊として切り出してみると、その構造（アーキテクチャ）には経営の

要素を多く含んでおり、その課題解決には多種多様な知見を総動員しなければならないこ

とが理解出来る。繰り返しになるが、戦略とプログラム＆プロジェクトの要素が密接に絡

み合っており、統合的なマネジメントが必要なのである。 

 

2.3 P2M 思想への当てはめ考察 

これまで事業モデルをプログラムとして捉えた論旨を展開してきたが、P2M 思想に当て

はめた検証を試みる。まず、あるべき姿を次の事業モデルと置き換える。社会情勢やマー

ケットや競争環境などを分析することによって、「あるべき事業モデル」の概要はそれな

りに想定が可能である。事業モデルは、既述したように顧客と商品・サービスとプロセス

（サプライチェーン）プラス、ガバナンス体制で構成されるため「あるべき事業モデル」

に到達するシナリオは 低でもこの４つの軸を含む内容が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

競争の原点を分析する

サプライチェーンを構成する

業務水準・方法、システム
を連携させる

サプライチェーン変革を
実施する

事業戦略とサプライチェーンの指標に焦点

サプライチェーンをマテリアルフローの観点
から分析・検証

業務フローと情報フローのすり合わせ

パフォーマンス向上を目指したサプライ
チェーン改革

ＳＣＯＲプロジェクト・ロードマップ
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図表 3-9  事業モデルと到達シナリオ 

 

その４つの軸にはそれぞれイノベーションすべき内容を含み、関連する項目を一つのテ

ーマとしてまとめれば、これがプロジェクト候補となる。ただし、「あるべき事業モデル」

とシナリオは以降に記す何段階かのステップを踏む毎に見直し・修正が加えられることに

なる。 

 

3. 事業モデルの外部環境との検証 

3.1 事業モデルのスコープ決定 

事業モデルの概要が決まれば、次にどの範囲でその事業モデルを実施するかを決定する。

事業モデルを実践段階に移行すれば、多くの経営資源を投入することになるため、その前

にスコープを明確にしておかなければ後の工程で資源のムダ遣いとなる危険性がある。 
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図表 3-10  事業モデルのスコープ決定 

 

事業モデルのスコープ検討は上図に示すように例えば PEST 分析などにより ①環境を

俯瞰して、将来変動が読める範囲と ②自組織の実力で出来る可能性範囲のマトリクスなど

で検討すればよい。具体的には当面はマーケットの範囲を特定したり、商品のラインアッ

プを限定するなどの現実的なスコープにして、対象外のゾーンは次期に持ち越すという選

択肢が考えられる 

 

3.2 事業モデルの競争力検証 

スコープが決まれば、事業モデルの競争力を検証する。検証の視点としては、事業モデ

ルが属する業界の構造分析などで業界の競争環境の実態を把握したうえで、いかなる戦い

方をすべきかを決定する 

業界の構造分析は、図の５項目について分析を行い、所属する業界の競争の激しさなど

を検証する。 
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図表 3-11  業界の構造分析 

 

(1) 産業内の既存企業間競争の規定要因 

・企業数が多いほど競争は激しくなる。 

・占有状態が横並びで並列しているほど競争は激しくなる。 

・産業の成長性が低いほど競争は激しくなる。 

・既存企業の固定費や在庫費用が大きいほど競争は激しくなる。 

・小刻みな生産能力拡張が困難なほど競争は激しくなる。 

・製品差別化が困難なほど競争は激しくなる。 

(2) 新規参入の障壁 

・新規参入するに一定の規模が必要であれば参入障壁は高い。 

・新規参入するに多額の資本投下が必要であれば参入障壁は高い。 

・他社製品への切り替えによるコストが高いほど参入障壁は高い。 

・コア技術や特許の障壁があるほど参入障壁は高い。 

・政府の規制が多いほど参入障壁は高い。 

(3) 代替製品の脅威 

・代替製品のコストパフォーマンスが良いほど代替品の脅威は強くなる。 

・代替製品を生産している会社の収益性が高いほど代替品の脅威は強くなる。 

(4) 買い手の交渉力 

・買い手の集中度が高いほど買い手の交渉力は強くなる。 

・製品の標準化度が高いほど買い手の交渉力は強くなる。 

・買い手が垂直統合する可能性が高いほど買い手の交渉力は強くなる。 

・買い手の利益（懐具合）が低いほど買い手の交渉力は強くなる。 

・その製品の買い手側原価に占める割合が大きいほど買い手の交渉力は強くなる。 

 新規参入企業

供給業者

代替製品

買い手
業界内の
既存企業
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・その製品の買い手側品質への影響度が低いほど買い手の交渉力は強くなる。 

 

事業モデルの所属する産業の構造を理解したうえで、どのような戦略を選択していくか

基本スタンスを決めることになる。下図は、事業の利益の源泉を内に求めるか外に求める

のかという軸と、注目するポイントを要因（コアテクノロジーなど）に求めるかプロセス

（組織力など）に求めるかをマトリクス表示したものである。 

Ⅰのポジショニングアプローチとは、自社の保有しているコア資源を競争の少ない環境

におくことを戦略の主眼とするものである。 

Ⅱの資源アプローチとは、自社の持つコア資源を他社が真似したくとも出来ないレベル

に構築することを戦略の主眼とするものである。 

Ⅲのゲームアプローチとは、他社との戦略的なアライアンスなど、他を上手に活用する

仕組みをつくることを戦略の主眼とするものである。 

Ⅳの学習アプローチとは、保有するコア資源をベースとしながら例えば業務プロセスな

どを卓越したレベルに磨き上げて組織能力を向上させることを戦略の主眼とするものであ

る。 

図表 3-12  戦略の基本スタンス 

「競争戦略の基本」（一橋大学、青島准教授・加藤准教授より抜粋加工） 

 

このように、いくつかの観点で事業モデルの戦略シナリオを描き、組織の特徴を活かし

た 適な戦略シナリオを選択していく過程で事業モデルにも修正が加えられていく。 

  

4. 事業モデルの内部環境との検証 

事業モデルを外部環境との関係で検証することによって、外部環境との適応性あるモデ
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ルに修正が加えられると、次のステップは内部環境との検証である。つまり、それを実践

する組織の力はあるのかという視点で検証するということである。ここでは人材を中心と

した「ヒト」と「チームとしての組織力」という観点と、資金力（カネ）という観点から

アプローチする。 

各論に入る前に、SWOT 分析などにより大きな見地から、自組織の強さや弱みを自覚し

て将来の環境動向にどのように対応すべきか、という認識を持っておくことが望ましい。 

図表 3-13  SWOT 分析 

 

事業を成功に導く基本は、つまるところ外部環境の変化に組織をいかに適合させるか、

または組織の総合力でいかに外部環境にイノベーションを起こしていくかということにな

る。そのためには、外部環境変動の方向性と組織の強弱を常に意識しておくことが戦略を

考える基本ベースとなる。 

つまり、将来の環境を展望して・機会（チャンス）となりそうなこと・脅威（ピンチ）

となりそうなことを把握し、自社組織の強み・弱みとの関連でいかなる戦略を考えるかと

いうことである。機会と強みの関係では「強みで機会を活かす」方策を、機会と弱みの関

係では「弱みで機会を逃がさない」方策を、脅威と強みの関係では「強みで脅威を機会に

変える」方策を、脅威と弱みの関係では「 悪の事態を招かない」方策を考える。 

その方策群が重要な戦略要素となり、プロジェクトのテーマ群となりうる構図を認識し

ておかなければならない。 
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的行動を選択する。



 80 

4.1 事業モデルと組織能力の検証 

組織に事業を遂行できる能力があるかないかという検証の第一歩はいわば自組織の実力

を正しく認識することから始まる。組織の実力を過大評価して事業を開始すれば、大きな

経営資源の無駄使いを招いてしまう。ここで注意すべきは優秀な個人が多く在籍する組織

が必ずしも組織能力も高いとは言い切れない点である。 

図表 3-14  組織能力について 

 

上図は、延岡教授（一橋大学）のＭＯＴ「技術経営入」門から抜粋加工したものである。

事業は、価値の創造と獲得のバランスよい取組によって永続的な発展が実現されるもので

ある。そのために個人の能力レベルを向上させることは絶対条件になるであろうが、十分

条件となるには、当該事業に関わる組織全体が価値の創造と獲得についてベクトルを合わ

せて協働する姿勢が不可欠である。 

米国の「Denison Organization Culture Survey（DOCS）」では、組織の評価を以下に

示す項目や内容で実施している。 
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◎必要な能力
・全社的、長期的な経営戦略を
立案し、実行する能力
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ラ
ン
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よ
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組
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  ２ Goals & Objectives（ゴールと目標） 

  ３ Vision（ビジョン） 

＜Consistency（組織フォーカス＞） 

  ４ Core Value（価値観） 

  ５ Agreement(合意) 

  ６ Coordination & Integration（組織的協業） 

＜Involvement（個と組織の関わり）＞ 

  ７ Empowerment(権限委譲) 

  ８ Team Orientation（チーム志向） 

  ９ Capability Development（能力開発） 

＜Adaptability（適応性）＞ 

  10 Creating Change（変革） 

  11 Customer Focus（カスタマーフォーカス） 

  12 Organizational learning(組織学習) 

いずれの事例も、感度よく組織のミッションを見出して、組織全体がそれにフォーカス

して到達目標や成果等の意思決定を効果的に行い、個人と組織目標を合致させて変化に柔

軟に適応しつつ継続的な改善・改革を推し進める能力を「組織能力」としている。 

こうした組織能力を構築するには組織としての学習が必要であり、いかなる組織も意識

的か無意識的かの違いはあれ、組織としての能力向上を学習するプロセスのいずれかの段

階にあるはずである。名和高司氏は、このプロセスを２つの軸で説明している。 

＜目標解決のアルゴリズムを深堀するプロセス能力＞ 

① 現場の多面的なデータが収集され蓄積される「見る」の段階。 

② 収集されたデータがパターン化され、異常・正常などの判断が行われる「観る」の段階。 

③ データのパターンから意味合いを抽出して打ち手が実施される「診る」の段階。 

＜問題解決のスペース・奥行きを広げるプロセス能力＞ 

① 見えなかったものが可視化される「見える」段階。 

② ネットワークによりデータが多面的に収集・蓄積・交換される「つなぐ」の段階。 

③ 単なる情報共有を超えて、新たな知が創造される「学ぶ」の段階。 

この２軸のマトリクスによって組織能力を表現することにしたい。 

マトリクス表示した①の交差ボックスは「維持する」レベル、②の交差ボックスは「改

善する」レベル、③の交差ボックスは「改革する」レベルと言えるのではなかろうか。 
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図表 3-15  組織の学習プロセス 

ハーバードビジネスレビュー（2003/3）名和 高司「学習優位の戦略」より引用加工 

 

図表 3-16  プロジェクトと組織能力 
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ネットワーク化に

よるデータを多面的
に収集・蓄積・交換
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事業モデルを切り出して、事業遂行していくためには多くの施策（プロジェクト）群を

実践する組織能力が要求され、その多くは改善・改革レベルが要求されることになる。 

つまり、事業モデルという塊は、今の稼ぎに貢献する施策群と３年先程度に稼ぐ施策群

と５年先あたりを見た施策群で構成され、それがバランスよく配置されて事業の継続性が

保証される。この施策（プロジェクト）の困難度合いと組織能力のレベルがマッチしてい

ないと失敗することになる。従って、組織能力がどのレベルにあるかという実態を把握し

ておくことは極めて重要なことであり、その結果次第では「やりたい事業モデル」のある

部分を修正したり、外部組織と連携する必要性が発生してくる。 

これまで、現状の組織の実力を所与のものという前提で「力相応の施策やプロジェクト

の選択」という論旨で記述してきたが、一方において組織の力をよく分析して多少のオー

バーエクステンションは覚悟して挑戦することも極めて重要なことである。 

下図は「マッキンゼーの 7S」と呼ばれる、組織を構成する要素を可視化できる３つのハ

ードの S（Strategy、Structure、System）と可視化しにくい４つのソフトの S（Staff、Skills、

Style、Shared Value）で表したものである。 

図表 3-17  マッキンゼーの 7S 

ここで注意したいのは、とかく「見える部分」のみで組織の実力を判断してしまいがち

であり、「本当は出来るかもしれない」ことを 初から諦めてしまう決断をすることであ
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る。 

下部の４つのソフトのＳは「組織文化」と呼ばれる根源となる部分である。この部分は

多少の困難にも立ち向かう勇気や、達成感を共有してチームとしての共通の価値観を醸成

するという類の「見えざる資産」を創造して蓄積する部分である。その意味で４つのＳも

十分に考慮した判断が求められる。 

また、上部の３つのＳについても「本当の力はどうなのか」という視点で分析してみる

必要がある。一例としてボトルネック工程の事例を下図に示している。我々はどうしても

「組織の形態」に目が行きがちであり、機能型組織かマトリクス型組織かプロジェクト型

組織かという論議は大いにするが、何の組織形態であれ「業務のプロセスの中にボトルネ

ック工程があるか否か」という類の検討はあまりしないのではなかろうか。組織のアウト

プットが特定のある限定された工程で決まっているとしたら、そこを改善するだけで「出

来ない」ものが「出来る」になる。 

組織というのは、非常に「奥の深い」ものであるから、組織の基本中の基本と言われる

ところから謙虚に見つめなおす姿勢が必要であろう。 

図表 3-18  ボトルネック工程の事例 

 

4.2 事業モデルの資金力からの検証 

事業モデルが組織力からみて「可能である」という結論が得られれば、次に資金的な裏

づけを検証しなければならない。ここで意図する資金力とは当該事業のライフサイクル全

般にわたるキャッシュフローのことであり、その事業の立上げ時点の投資から回収時期を
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見込んだ収入、さらに再投資を含むトータル的なキャッシュの動きである。 

受注型のケースでは、当初段階で契約が締結されれば収入の時期と金額が明らかになる

ので、詳細な予算管理を行えば大きな齟齬は生じないだろうが、B to C 型の事業では、自

己責任においてマーケットを読み、投資の規模を決めて、回収プランを策定しなければな

らない。この「読みの甘さ」で失敗しているプロジェクトは少なくない。 

図表 3-19  資金力とプロジェクト選択 

 

B to C 型の事業でも、例えば薄型ＴＶなどは新商品開発の費用や生産体制構築の費用な

どで数千億円の投資を行うケースがあり、まさに組織の英知を結集した意思決定を自己責
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業戦略が選択されるだろうし、そのために「やりたい事業モデル」であってもやむを得ず

中止したり、凍結したり、方向転換せざるを得ないケースが発生してくる。 
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5. 事業モデルの実践段階可視化 

5.1 事業活動の指標化による経営貢献度の可視化 

資金の観点から検証された事業モデルは、その事業価値と実現可能性が認められたこと

になり、実践段階を迎えることになる。B to C 型の事業においては、必要な資金を上位組

織（コーポレートを含む）に依存するケースが多いので、代表的な経営指標である貸借対

照表や損益計算書やキャッシュフロー計算書にどう貢献するのかを明らかにすることが求

められる。 

図表 3-20  経営活動と事業モデルの可視化 

 

また、こうした経営評価指標は、過去の事業活動の実績を数値的に表現しており、当該

事業の「ありのままの姿」を数字で示していると解釈できる。 
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つまり、事業モデルの中で経営資源の効率的・効果的な活用が出来ていない部分を構造
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う自助努力サイクルを回すことが求められる。 
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現実の事業活動には、数値評価のみでは計測できない価値の創造・獲得要素も含まれて

いるので、下図のような形式になると考えられる。事業をデザイン・計画～実施～調整～

成果の確認という P2M のマネジメントサイクルを回していくことになる 

図表 3-21  事業活動と評価の事例 

 

5.2 事業を構成する施策群とつながりの可視化 

後のプロセスとして、事業モデル（＝プログラム）を施策群で構造化して可視化しな

ければならない。ここでは BSC（バランススコアカード）を駆使して、①戦略 MAP によ

る当該事業モデルの上位組織戦略との関係明示と事業モデルを構成する施策群（候補）の

洗い出しと整理を行い、②整理した施策（プロジェクト）の KPI を決めることによってプ

ロジェクトのミッションと目標を定める事例を紹介する。 
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図表 3-22  戦略 MAP で課題と施策の関連整理 

 

①顧客の視点では、マーケット（顧客）のセグメント・絞込みを行い、その顧客ニーズ

を的確に捉えて、競争相手との差別化が検討された商品サービスを開発するための施策（プ

ロジェクト）候補群がリストアップされる。 

②プロセスの視点では、効率の良い商品開発やタイムリーな資材調達や物流、コスト力

ある生産工程など磨き抜かれたサプライチェーンの構築に関するものがリストアップされ

てくる。 

③学習と成長の視点では、事業活動を支える人やコアコンピタンスとなる資源や挑戦的

な風土などの組織能力で必要とされる施策群がリストアップされる。 

④財務の視点は、これらの活動全般を上手く関連付けて効率よく、効果的に推進するこ

とで得られる事業の成果目標（ミッション）を記述する。 

 

これまで検討してきた多くの課題や、その解決策としての施策群を戦略 MAP によって施

策間の関連付けを可視化しつつプログラムとしての構造に整理するツールとして BSC の活

用価値は大きい。 
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図表 3-23  事業モデルとＢＳＣ戦略ＭＡＰの関連図 

 

事業モデルは多くの、多義性や複雑性や拡張性と不確実性を持っている。その意味では

プログラムそのものであり、P2M のプログラムマネジメントの思想や体系を適用するには

非常に親和性が高いものである。従って、製造業においては事業モデルをプログラムと捉

えてアプローチされることを強く推奨するものである。 
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第4章 プログラム＆プロジェクトマネジメントの実践事例 
 

各業界（機械業界、家電業界、プラント業界、食品業界、ガラス素材業界）における特

性とプログラム＆プロジェクトマネジメントの実践状況について、業界構造と競争力要因、

業界別課題と今後の方向、プロジェクトへの P2M 的アプローチ、プログラム＆プロジェク

ト実践プロセス、等の観点から記述する。 

業界構造と競争力要因については、寡占化、競合化、グローバル化、及びファブレス化

の観点から業界構造を考察し、外部環境分析として PEST 分析や参入障壁について述べ、

更に競争的要素としての強み弱み等をバリューチェーンの観点から記述する。業界別課題

と今後の方向については、価値創造、CSR、リスクマネジメントの観点から業界別の課題

を考察し、その課題解決のアプローチとしてプロジェクトの創出を提案し、プロジェクト

型業務とオペレーション型業務の違いについて述べる。プロジェクトへの P2M 的アプロー

チについては、サプライチェーンや製品開発のプロセスについて、従来のアプローチとは

異なる、P2M のフレームワークの観点から記述している。従来のアプローチであるプロジ

ェクトアプローチに加え、より上流のプログラムアプローチの重要性を、プログラムライ

フサイクル全体をスキームモデル、システムモデル、サービスモデルの観点で記述するこ

との有意性を、実践事例に基づき実証的に述べる。P2M を実践するにあたっての意義・目

的や留意点を明らかにしている。更に以上の実践プロセスを、共通テンプレート「戦略へ

のアプローチモデル」と「プログラム＆プロジェクト統合モデル」を用いて記述し、業界

間の特性比較ができるよう試みた。 

 

1. 機械業界 

 

1.1 業界の特徴と競争力要因  

1.1.1 業界構造 

(1) 工作機械（ロボット）産業 

マザーマシン産業はわが国の製造業並びに経済の基盤となる産業である。わが国の工作

機械の生産額は 1982 年にアメリカを追い越し、20 年以上連続して世界第１位となってい

ることからも分かるように、わが国の製造業ひいてはわが国経済の基盤となる産業である。

経済のグローバル化、アジア地域の経済成長など変化の著しい国際環境の中で、競争力の

ある事業形態が求められ、また、企業の設備投資と強い関連があるため、景気動向に左右

される産業でもある。産業用ロボットは、自動車産業、電機・電子産業で順調に発展し、



 92 

政策も後押ししたことから技術的にも世界トップレベルへと大きな成長を遂げている。ま

た、生産現場以外で活用される場合にも、災害救助や生活支援、医療、福祉などの分野で

利用しようという試みがなされている。こうしたタイプのロボットは「見せる」ためのも

のが多かったが、近年では事業家を念頭においた「使う」ロボットへの動きも出てきつつ

ある。 

図表 4-1  主要国の切削工作機械生産高（2005 年） 

(出展)経済産業省「ものづくり白書」 

 

(2) 航空・宇宙産業 

航空機産業の大きな特徴として、技術先導性を有していることがあげられる。航空機は、

信頼性、安全性、軽量性、高機能性の観点から、厳しい技術的要求を満たすことが求めら

れており、機械、電気、電子、部品、素材等の産業分野の技術的な発展を促し、先端技術

をいち早く取り込む傾向があるという性格を有する。また、航空機で開発された先端技術

が他の産業分野に波及し、国全体の産業構造を高度化する先導役となるという役割を果た

している。さらに近年では、他産業で生まれた技術が航空機産業に波及するという逆のパ

ターンも増えており、双方向に影響して高め合っている。さらに、航空機は重要な防衛装

備の一つとして、安全保障の基盤を形成している。戦後 7 年間の空白期間を経て、わが国

航空機産業は、米軍機の修理や技術導入、欧米各社からのライセンス生産などによって先
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進諸外国へのキャッチアップに努めた時代に始まり、80 年代以降は B767、B777 及び B787

や V2500 エンジンなどの国際共同開発を推進する時代へと着実に発展してきており、現在

では生産額 1 兆円に上る産業となっている。 

図表 4-2  我が国航空機産業の販売額、従業者、輸出額、輸入額の推移 

(出展)経済産業省「ものづくり白書」 

なお、（財）日本航空機開発協会の予測では、ジェット機の運行機数は今後 20 年間で現

在の 55％である 8,000 機が退役し、ターボプロップ機では 80％の 3,000 機が退役すると

予想されている。また、ターボプロップ機は退役機の代替需要がリージョナルジェット機

に置換えられて、航空輸送に占めるジェット機の割合はますます高まるとみられており、

ジェット機の運航機数は、2025 年末には現在の 2.2 倍の 32,300 機となると予測されてお

り、今後の拡大が見込める産業である。 

 

日本の航空機工業の社会的な役割として、次の図に示す４つがある。 

すなわち、日本の防衛を支える産業としての役割、民間航空輸送を支える産業としての

役割、欧米先進国等との国際協力を促進する役割、技術先導型産業として産業高度化を果

たす役割の４つである。 
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図表 4-3  航空機産業の社会的役割 

（出展）平成 18 年版「日本の航空宇宙工業」（（社）日本航空宇宙工業会） 

 

航空機産業はこうした社会的に重要な役割を担っていることから、欧米等では国家的な

戦略産業と位置付けられ、政府支援のもと航空機産業の育成が行われてきた。わが国でも、

昭和 33 年に制定された航空機工業振興法に基づき、航空機工業に対する政府助成が行われ

ており、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、産業技術総合研究所（AIST）、物質・材料研

究機構（NIMS）等において基礎技術の研究開発を実施するとともに、新エネルギー・産業

技術総合開発機構(NEDO)を通じての委託や補助事業により、民間企業の技術開発に対する

助成がなされているなど、国家プロジェクト的な要素を持つ、短期の市場経済に大きな影

響を受けない産業であるといえる。 

宇宙産業についても航空機産業と同様に、人工衛星、ロケットに代表されるように高度

な素材や部品をシステムとして統合し、擦り合わせる高付加価値産業である。高い技術力

に加え、国の安全保障に密接に関連することから、先進国などにおいて持続的な発展の基

盤となる重要な国家戦略産業に位置付けられている。また、宇宙という空間を利用した衛
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星放送・通信、測位、地球観測、情報収集機能は、高度情報化、地球環境保全、エネルギ

ー安定供給、安心・安全な質の高い生活の実現など多様な社会的ニーズに応える基盤とな

るものであり、宇宙産業は、産業基盤の整備に資する産業である。 

わが国でも、国際宇宙ステーション計画において重要な役割である宇宙ステーション補

給機（HTV）打上げに対応するとともに、ロケット開発能力の維持や国際競争力を確保す

ることを目的に、基幹ロケットとして 新鋭の H-IIB ロケットを（独）宇宙航空研究開発

機構（JAXA）が民間企業複数社との官民共同開発として開発を実施している。（図表 4-4 

H-IIB ロケット開発体制参照） 

図表 4-4  H-ⅡB ロケット開発体制 

（出展）三菱重工技報 VOL.45 NO.4: 2008 

 

1.1.2 外部環境 

(1) 工作機械（ロボット）産業 

国内製造業の海外展開が進展する中、多様化するユーザーニーズ、変革スピードの加速

化に対応する開発力の保持が事業発展の鍵となっている。大手工作機械メーカーは現地生

産を充実させ、その他のメーカーもサービスセンターなどの営業拠点の整備に努め、海外

での市場拡大を進めている。 

(2) 航空・宇宙産業 

90 年代以降、防衛予算が伸び悩む中、航空機産業の成長は民間部門が牽引しており、防

 

三菱重工業(株)
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衛需要比率は 80 年代初頭の約 85％から現在では 60％程度にまで低下してきている。 

民間部門の成長及び防衛費の伸び悩みという傾向は世界的な趨勢であり、世界の航空機

産業は、民間航空機市場での競争力強化・防衛部門での生産性向上のため、大幅な事業再

編を進めた。その結果、100 席クラス以上の中大型機市場はボーイングとエアバスの 2 社、

100 席以下の小型機市場はカナダのボンバルディアとブラジルのエンブラエルの 2 社によ

る複占市場となった。また、航空機エンジン市場は、米国の GE（ゼネラル・エレクトリッ

ク）、P&W（プラット・アンド・ホイットニー）、英国の RR（ロールス・ロイス）、フ

ランスのスネクマの 4 社による寡占市場となっている。 

また、大型旅客機の開発には多大な開発費用が掛かるため、機体メーカーは航空機器や

構造等分野別の複数のパートナーと共同で開発を行うようになってきた。共同開発のパー

トナーは、世界中の航空機器メーカーや航空機メーカーの中から、技術力と価格競争力に

優れたメーカーが選択される。特に、B787 は機体の開発を海外メーカーも含めた国際共同

事業として、開発費の分散ならびに各国トップレベル技術の結集を期待して開始された。 

日本からも多数の会社が参加しており、日本企業の担当比率は合計で約 35%と言われて

いる。（参加企業は下請けを含めると世界で 900 社以上） 

また、日本の炭素系複合材はアメリカ側の複合材より優秀であったことから海外企業と

して初めて日本企業が主翼を担当している。B787 では主翼以外にも前方胴体・主翼固定後

縁・主脚格納庫・中央翼部品、中央翼（総組立て）などの機体の主要部分を日本企業が担

当している。さらに、エンジンでも P&W のトレント 1000 並びに GE の GEnx の製造に日

本企業が加わっている。なお、B787 は機体の半分以上に日本が得意分野とする炭素繊維複

合材料が採用されており、この分野においても日本の炭素繊維メーカーが B787 に使用され

る炭素繊維材料の全量を供給する契約を結んでいる。 

また、小型旅客機分野では、現在、YS-11 以来約半世紀ぶりとなる国産旅客機（MRJ：

Mitsubishi Regional Jet）の開発が三菱航空機㈱にて進められている。MRJ プロジェクト

には、 新鋭の高効率エンジン「Geared Turbofan™」を供給するプラット アンド ホイッ

トニー（Pratt & Whitney）のほか、パーカー・エアロスペース（Parker Aerospace、担当：

油圧システム）、ハミルトン・サンドストランド（Hamilton Sundstrand Corporation、担

当：電源、空調、補助動力などの各システム）、ロックウェル・コリンズ（Rockwell Collins、

担当：フライト・コントロール・コンピューター、アビオニクス）、ナブテスコ（担当：

フライト・コントロール・アクチュエーター）、住友精密工業（担当：降着システム）の

各社が主要なパートナーとして参画する。 

（参照 三菱重工ニュース 2008 年 3 月 28 日 発行 第 4691 号） 
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1.1.3 競争的要素 

〔強み〕 

わが国の工作機械産業は、ＮＣ旋盤、マシニングセンターに代表される NC 工作機械の

高級・中級機分野に競争力を有し、保守・補修などのアフターサービス体制が充実してお

り、国内外のユーザーからの信頼も高い。また、自動車産業や IT 産業などユーザー業界と

緊密に連携し、複数の加工工程を一つにまとめた複合加工に係るニーズ、金属以外のセラ

ミックスやガラスなど難削材料の加工に係るニーズ、光コネクタのような精密かつ複雑な

形状の加工に係るニーズなどを実現させる優れた技術力を基盤とした高い開発力を有して

いる。さらに、マニピュレーション、移動技術など、特にハードウェア開発については世

界一の技術開発力を有している。 

航空機産業では、機体・エンジンの主要部分品やシステムに係るわが国メーカーの技術

力は欧米完成機メーカーから高く評価されており、複合材料関連技術は世界一流である。

特に、機体・エンジンの国際共同開発における日本メーカーの分担は、B787 の開発など高

い技術力を背景に拡大・高度化している。宇宙産業でも、H-ⅡA ロケットに使用している

エンジン（LE-5B、LE-7A）は世界でも 先端の液体水素、液体酸素燃料使用エンジンで

ある。 

〔弱み〕 

工作機械産業において、中規模の会社が多く、一部の大企業を除いて研究開発に十分な

経営資源投資が行われているとはいえない。また、中型で汎用的な旋盤やマシニングセン

ターを製造している会社が多く、特色ある製品を製造しているとは言いがたい。 

航空機産業においては、下請負的な部分開発も多く、航空機の全体実証や統合に関する

経験が十分とは言いがたい。また、マーケティングや巨額の投資資金の回収期間などファ

イナンススキームに関する経験が十分ではない。 

 

1.2 業界別課題と今後の方向 

1.2.1 業界の課題 

(1) 工作機械（ロボット）産業 

わが国の工作機械メーカーは、NC 旋盤、マシニングセンターに代表される NC 工作機械

の高級・中級機分野に競争力を有しており、保守・補修などのアフターサービス体制が充

実していることから国内外のユーザーからの信頼が高い。これに対し、米国メーカーは航

空・宇宙産業向け高級機、欧州メーカーは欧州域内の特殊精密機械産業向け高級機、また、
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中国や台湾、韓国メーカーなどは低級量産品と、それぞれ競争力の高い分野の棲み分けが

見られるが、中国や台湾、韓国メーカーの躍進や欧州メーカーのアジア市場への参入によ

り、わが国工作機械メーカーはより一層の競争力の強化を求められる状況となっている。

さらに、CO2 削減、環境負荷低減にも配慮した工作機械を提供していく必要性が高まって

きている。 

(2) 航空・宇宙産業 

わが国の厳しい財政事情を考えれば、中長期的に防衛需要が大幅に拡大するとは考えに

くく、わが国航空機産業がより一層発展するためには、今後とも民間航空機分野の拡大を

図っていく必要がある。大型機、中型機については国際共同開発が主流であるが、前述の

とおり小型旅客機については、現在、YS-11 以来約半世紀ぶりとなる国産旅客機（MRJ：

Mitsubishi Regional Jet）の開発が三菱航空機によって進められている。   

日本企業がジェット旅客機の全機組立・販売事業へ進出するのは今回が初めてであり、

この開発を実現するためにも、これまでの国産機開発や国際共同開発、各種要素技術開発

などで蓄積した経験や技術力を生かし、航空機の全体実証や全機開発能力を獲得すること

が必要である。また、その事業化の成功に向け、関係省庁・機関及び関係企業の連携強化

が不可欠である。それと、エアライン各社の航空機購入の大半はローンでの支払いであり、

そのためのファイナンスとして、政府保証のスキームづくりなどを検討する必要もある。 

 

1.2.2 課題解決へのアプローチ 

課題解決へのアプローチについて、P2M 的アプローチ及び課題も含めて以下のとおり記

述する。 

• 工作機械分野では CS（顧客満足）がしっかり浸透している。この特性を他の機械産業

分野にも適用するべく、スタンダード化を考慮する必要がある。 

• グローバル化にあたり、関係性マネジメント、バリューチェーンマネジメント（ベン

ダー、海外メーカー）を考慮し、ベンダーとの関係、海外技術者との関係性を重視し、

（主要技術者は日本人であり、現地人とのコンテキストを考慮。）共通のスタンダー

ドをしっかり構築する。 

• システムインテグレートにあたっては、アーキテクチャマネジメント（ 適化設計、

システム設計、トレードオフ）をモデル化する。 

• 付加価値獲得（組み立ては海外に進出、品質検査は日本スタンダード）にあたり、海

外での部品供給を確実に行うため、わが国の中小部品メーカーの海外進出も考慮する

必要がある。 
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• 航空機産業では、グローバルスタンダードがうまく機能していない面もある。国によ

って品質や生産能力がまちまちであり、品質が安定していない。（リスクコントロー

ル、ベンダーコントロール等）また、国際共同開発にあたり、Nadcap（国際特殊工程

認証システム：航空宇宙産業関連の特殊工程管理に関する世界標準認証プログラムと

なってきている。）を取得する必要が出てきており、認証取得プロジェクト等も立ち

上げる必要がある。 

 

1.2.3 プロジェクト型業務とオペレーション型業務の区分け 

工作機械および航空・宇宙製品の開発は、オプション仕様による特別仕様製品、もしく

は新規開発製品であり、プロジェクト型業務といえる。工作機械は対応する生産品の仕様

に合わせた 適設計を行っている。また、航空機も顧客要求に合致したバージョン設計を

行うことから生産台数も自動車や家電製品に遠く及ばない。それだけに、より特化した製

品が要求される開発内容となる。運用期間においては、工作機械、航空機とも長期間にわ

たり、継続的に使用されるものであるという特性上、プロダクトサポート、メンテナンス

について、24 時間、365 日、世界中でサポートする体制づくりが必要となると言っても過

言ではなく、オペレーション型サービスモデルとして後方支援体制をしっかり構築する必

要がある。 

 

1.3 プロジェクトへの P2M 的アプローチ 

本項では、P2M マネジメントの適用事例として、機械製品新規開発における実践事例を

紹介する。この製品は、特殊な環境で使用される受注生産の精密機械である。 

製品開発作業の整理には、プログラム＆プロジェクト統合モデルを使用する。 

このモデルに、各々の作業プロセスで実施した各マネジメントの具体的な作業内容を記

載し、プログラム及びプロジェクトのマネジメントの活用例を紹介する。 

(1) 製品開発のプロセスの流れ 

まず、構想段階では顧客の要求、新規需要の開拓、市場啓蒙を経て基本要求項目の設定

並びにコンフィギュレーション構想および製品システムの 適案を設定している。この段

階で開発製品の構想をほぼ決定し、新しい製品のコンセプトを明確に設定する必要がある。 

続いて計画段階では、製品システムの開発計画を定め、計画に基づき各々のシステムに

要求される機能・性能を設定する。システムの実現に向けて、多種多様な組み合わせ案が

出てくるが、ここでの重要なポイントは、 適なシステムの組み合わせを構築するため、

組合せ案のトレードオフを行い、 適システムの立案を行うことである。ここまでがスキ
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ームモデルの構築であり、ほぼ開発製品に要求される機能性能、使用環境条件等の諸元を

決定することとなる。また、基本的なライフサイクルもこの段階で決定すべき項目のひと

つである。 

実施段階では、システムの有効性解析を行い、システムが実用品となりうるかを数学シ

ミュレーションやフィジカルシミュレーション、性能確認試験などで検証する必要がある。 

これらの結果を受けて製品の細部設計を実施し、はじめて具体的な図面やスペックなど

の製造ドキュメントが作成できる。 

運用段階では、製品の製造、出荷に際しての品質保証試験を実施し、ユーザーでの運用

が開始される。なお、この製品は受注生産が基本であるので、製造も運用段階に入れるこ

ととする。 

サービスモデルでは、後方支援事業として改修やクレーム処理が発生するので、それら

の対応により、製品の細部設計に情報がフィードバックされることとなる。 

以上がプロセスの説明であり、次項以降に各プロセスでどのようなマネジメントを利用

したかを具体的な例も交えて紹介する。 

(2) スキームモデルでの実践事例 

構想段階では、まずミッションプロファイリング、プログラム戦略マネジメントで開発

構想をしっかりと作り上げることに注力している。開発構想がしっかりしていないとアー

キテクチャマネジメントでサブシステムに機能配分を行う際にも各サブシステムに明確な

使命、目標を持たせることが困難になる。さらに、各々のシステムに明確な目標が無いと

アセスメントマネジメントにおいて評価基準があいまいになり、正しい評価を行うことが

困難になるからである。従って、構想段階ではミッションプロファイリングと戦略マネジ

メントをしっかりと考慮することが必要である。また、開発構想の立案には、スキームモ

デルのマネジメントとして、コミュニティマネジメントでの顧客の啓蒙や市場性確認が重

要な位置づけを占めてくる。市場性確認のためには、顧客の要望調査、アンケートという

手法も有効であり、アンケートの実施により、ユーザーに対する市場啓蒙も同時に実施す

ることも可能となる。 

次のステップ、計画段階では、システムの基本仕様の決定を行うために、 適なシステ

ムを如何にうまく作り上げるかが 大のポイントとなる。従って、この段階では多種多様

な作業が発生するため、全てのマネジメントが必要になってくる。 

統合マネジメントとして、後方支援計画をシステムに組み込むのもこの段階である。 

サービスモデルの運用段階で製品を効率よく運用するためには、後方支援計画が重要な

要素を占める。如何に良い製品でも整備が十分でなければ、その機能が発揮できなくなる
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ので、整備段階で使用する整備用機材や点検機材、いわゆるテスターやチェッカーをどの

ような規模で、どれだけの数を提供すれば円滑に運用できるのかを検討する必要がある。

さらに修理用部品の供給計画や消耗品などをシステム開発計画に基づき立案する必要があ

る。検討時期としては早めの感があるが、この段階でこれらの後方支援計画を立案しない

と後になって後方支援対応のために設計変更を余儀なくされる可能性もある。立案、検討

には実施するタイミングも重要であり、それらも計画に盛り込む必要があるということで

ある。 

ここまでがシステムの基本構築、いわゆるスキームモデルであり、ここからシステムの

実現に向けて実際の製品を作り上げる段階に入っていく。 

(3) システムモデルでの実践事例 

実施段階では、システムの有効性を確認するためにアセスメントマネジメントを多用す

ることとなる。システムの有効性を確認するために、各々のサブシステムに配分された機

能、性能を性能確認試験などで検証する。この段階まで来ると、実際に製品が存在するの

で、予期せぬトラブルも増え、戻り作業もかなり発生してくる。計画段階でのリスク解析

が不十分であると多くのトラブルが発生するので、リスク解析や、リスク回避設計は試験

用の製品が出来上がるまでに、しっかりと実施することが重要である。また、ここでは製

品価格設定のため、バリューマネジメントでファーストルック VE を実施している。計画段

階において、ゼロルック VE も実施するが、スキームレベルでは構想の段階であり、あまり

具体的な案が出てこない。あくまでも、製品価格の競争や市場の受け入れ可否を確認する

程度である。それよりも、この段階で実施するファーストルック VE の方が加工時間の削減

や、購入価格の低減、部品点数の削減など価格低減につながる具体的な提案が出やすくな

る。 

VE は、実際に価格低減効果があるのかどうかを設計から生産方式、資材の調達までも含

めて総合的に考える必要があるということである。また、VE 活動はファーストルックで行

うことが重要であり、生産に入ってからのセカンドルック VE は、設計変更などの制約が多

くあまり効果が上がらないものである。 

(4) サービスモデルでの実践事例 

運用段階は、後方支援が一番重要であり、ここでも顧客からのクレーム処理や製品の修

理計画、部品の供給等いろいろなプロジェクトが立ち上がってくる。サービス計画の一例

を挙げると、製品をユーザーに持ち込んで、取扱説明書に従って操作点検し、使い勝手を

実際に顧客に確認してもらうというものがある。これは、製品の PR もかねて顧客の情報も

収集でき、その後のサービス活動に活用することが出来る。 
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ここまでが、開発から運用までの一連の流れとマネジメントの実践事例である。 

機械製品の開発においては、製品の目的、システム規模、予算などほとんどの項目がス

キームモデルで決定してしまうといっても過言ではない。その点でスキームモデルに重点

を置いた P2M の考え方は、製品開発の流れに整合しており、効果的に活用できるものであ

る。 
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図表 4-5  プログラム＆プロジェクト統合モデル（事例） 

機械製品開発プロジェクトへのP2M的アプローチ

顧客ｻｰﾋﾞｽ計画（講習会）

価格維持、ｾｶﾝﾄﾞﾙｯｸVE

クレーム処理要領

生産情報の収集管理

設備、治工具維持

修理・後方支援組織確立

修理・後方支援体制確立

サービスモデル

運用段階

設計審査会顧客要求の確認、設計審査会顧客の要望調査（アンケート等）コミュニケーションマネジメント

製品価格設定、ﾌｧｰｽﾄﾙｯｸVEゼロルックＶＥ他製品との競争力、開発費、製品価格計画バリューマネジメント

市場状況のトレーサビリティー関係性マネジメント

デザイン・ドキュメントレビュー開発計画書、工事計画書情報マネジメント

リスク回避設計特許申請、リスク解析リスク洗い出し、技術力評価リスクマネジメント

設備、治工具計画生産技術試験、加工試験生産・加工技術力、開発技術力、設備調査プロジェクト資源マネジメント

性能確認試験要素技術確認試験要求性能・機能の検討プロジェクト目標マネジメント

生産方式細部計画担当部署選定、人員配置プロジェクト組織マネジメント

システム基本仕様他社の技術導入要否検討プロジェクトシステムズマネジメント

生産数量、製品単価設定設備計画、人員計画コスト（開発費）評価、開発予算確保プロジェクトファイナンスマネジメント

適システム（優位性）立案需要予測プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

市場状況のトレーサビリティー顧客との折衝、市場の啓蒙、市場性確認コミュニティマネジメント

システム有効性の確認構造・装備・ｿﾌﾄｳｪｱ仕様設定アセスメントマネジメント

修理用部品単位の設定後方支援計画プログラム実行の統合マネジメント

開発日程、システム設計開発構想、 適案の設定プログラム戦略マネジメント

修理・後方支援計画適システムの立案、ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌアーキテクチャマネジメント

基本仕様、ﾗｲﾌｻｲｸﾙ計画開発要求の調査・確認、市場性調査解析ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

新規需要
の開拓

市場の
啓蒙

基本要求項
目の設定

顧客の
要求

ｺﾝﾌｨｷﾞｭﾚｰ
ｼｮﾝ構想

ｼｽﾃﾑ
開発計画

各案比較評価
適案設定

各ｻﾌﾞｼｽﾃ
ﾑへの要求
設定

ｼｽﾃﾑ
有効性解析

適案
ﾄﾚｰﾄﾞｵﾌ

ｼｽﾃﾑ
基本仕様

製品
細部設計

製造図面
作成

性能確認
試験

製品製造

出荷試験

運 用

改修・修理
ｸﾚｰﾑ
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図表 4-6  戦略へのアプローチモデル(事例) 

戦略的アプローチの検証（機械産業）

情報

コミュニケーション

市場・顧客 （マーケット）

組織の目的・目標 （ミッション・ビジョン）

競争・競合 （コンペジター）

商品・サービス （プロダクト・サービス）

資源組織

業務プロセス （プロセス）

①工作機械（マザーマシン）は、わが国の製造業を支える基盤産業（社会的貢献）
②航空宇宙産業の先端技術取り込みによる、わが国産業構造の高度化（国家的プロジェクト）
③収益の向上

①国内外の機械、自動車、食品等
の各種産業の事業者

②政府、政府支援をうけたＪＡＸＡ等
の行政法人並びに航空運輸会社

①設計→製造→検証のサイクルに
よる新技術の実証

②グローバルな生産拠点と営業拠点
③形態管理、ドキュメント管理、工程

管理等による高品質な製造

①技術開発主導の組織体系
②管理の一元化を可能としたプロ

ジェクトマネジャー中心の組織
③特殊作業も多く人材の流動は

比較的少ない

①グローバルな
市場・顧客動向
の収集・管理

②国内外営業拠点
による、世界情勢、
客先情報の把握
と拡大

①技術先導型産業（技術開発型）ｏｒ
防衛産業であり、参入障壁は高い。

②高品質、高信頼性製品（特殊製品）
③時勢に即応する開発力の保持

①工作機械並びに保守補修などの
充実したアフターサービス

②安定した稼動並びに運行を行う
高品質、高信頼性製品

③小、中量生産の特別仕様製品

①金属材料は輸入依存
②研究開発への投資縮小による

マネージャー、エンジニアの不足
③共同開発による技術力の蓄積
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1.4 プロジェクト実践プロセス 

民間航空機の国際共同開発では、客先要求に対応し、低コスト化及び短期開発を実現す

るため、コンカレント・エンジニアリングを軸とした開発の仕組み作りを行い、成果を上

げてきている。この開発手法を今後の開発機種に広く適用していくと共に、今後、さらに

低コスト化に向けて新しい素材の開発や新工法の考案を平行して行い、リスク管理をしな

がら短期間で設計を行う方法に発展させていくことが重要である。また、航空機の特徴と

してその運用期間の長さが挙げられる。生産から４０年を超えた航空機が使用されている

ことも珍しくなく、開発当初からライフサイクルを考慮した修理体制や、エンジンなどの

消耗部品の供給体制を組み込んだ充実した後方支援体制を持つサービスモデル重視のプロ

グラム構築が求められている。 

 

1.5 組織戦略について 

1.1.1 項で述べた、HⅡB 開発の体制にもあるとおり、航空・宇宙産業の製品開発は単独

企業ではなく、共同開発が主流となってきている。これは、単に自社の組織のみならず他

社の組織体制も考慮したうえで組織体制を構築する必要があることを示している。 

工作機械産業でも例外ではなく、顧客の視点での要求や課題を機械や工具の製品開発に

フィードバックする関係性マネジメントを重視した組織を構築していくことが重要になっ

てきており、産業界のグローバル化に向け、今後はますます関係性マネジメント重視の組

織構築が求められる。とりわけ航空機産業は、複数の企業が共同で開発を行う性質上、製

品開発の組織は恒久的なものではなく、短いサイクルでプロジェクトチームの召集、解散

が繰り返される。開発設計に携わる技術者は、複数のプロジェクトを短期間で移動するこ

とも少なくなく、マネジメントが複雑さを増すにつれ、プログラムならびに複数のプロジ

ェクトの日程、工数、設備、資材、費用等の一元管理を行うプロジェクトオフィス設置の

必要性が出てきている。 

 

1.6 人材戦略について 

製品開発におけるプロジェクトが多岐にわたり、密接に関連するようになるにつれ、プ

ロジェクトマネジャーの需要が高まってくる。WBS に基づき各々のプロジェクトに必要な

分野の要員を洗い出し、キャリアパスを踏まえたプロジェクトマネジャーの育成が急務と

なっている。P2M はプログラムの観点から総合的に物事を捉えるものであり、効率的にマ

ネジャーを育成する観点からも、P2M の適用は有効である。 
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1.7 今後の課題と展望 

国際競争力の観点からも、国内での生産は限界に来ており、今後ますます海外での生産

に移行していくと考えられる。設計は日本で、組み立ては海外で行うことを想定したシス

テムインテグレーションの仕組みを早急に確立させる必要がある。また、難削材の加工技

術、複雑形状加工技術、衛星等の通信機器部品製造技術は世界一流であるが、中小企業が

多く資本的に海外に進出できない。 終的な組み立てを海外で行い、国際競争力を持たせ

るには部品メーカーの海外進出も不可欠であり、包括的にプライムメーカーが支援をする

ことができるかどうかが今後の課題である。 

これらの問題は、個々のプロジェクトでは対処できないため、プログラムに組み込んで

包括的に管理する P2M を適用し、問題解決を図る必要がある。 

 

2. 家電業界 

2.1 業界の特徴と競争力要因  

家電産業は、大別すると次の３つに分類できる。３分類別に近年の国内、世界市場にお

ける日本企業の動向について述べる。 

(1) AV 機器：テレビ（薄型、ブラウン管）、ビデオカメラ、DVD プレーヤー等 

日本企業が先導してきた薄型 TV や DVD（プレーヤー、レコーダー）及びデジタルカメ

ラ等に代表されるデジタル家電（もしくはデジタル AV 機器ともいわれる）は近年、日本企

業の世界的シェアの落ち込みが顕著になってきている。特に薄型 TV は 2008 年下半期統計

を 2005 年と比較すると、韓国メーカーが大きくシェアを伸ばし、日本企業は総じてシェア

を落としている。（図表 4-7 参照） 

(2) 白物家電：エアコン、冷蔵庫、洗濯機等 

白物家電も国内市場においては、一部製品で寡占化が進んでいるが、全般的に横並び的

な状況である。ただ昨今、国内においては省エネ、環境対応型の高額商品への比率が高ま

っている。 

ただ世界市場においては「白物家電は現地メーカーが強い」という定説がある通り、日

本ではトップシェアでも世界シェアは数％というのが実情。日本メーカーも世界市場を視

野に入れているが、定説を覆すのは厳しい状況である。（図表 4-8 参照） 

(3) 情報通信機器：PC、PC 周辺機器、電卓、プリンター等 

パソコンや情報端末及び携帯電話の日系企業の世界シェアは 10 数％であり、デジタル家

電に比べると、元々シェアは低い。 

昨今、「ネットブック」「ミニノート」と呼ばれる低価格パソコンが話題を呼んでいる。
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「5 万円パソコン」から「100 円パソコン」の登場は、携帯電話を普及させた「0 円ケータ

イ」を彷彿させる現象である。しかし日本メーカーは、この分野で大きく出遅れ、国内シ

ェアでトップ 5 に 1 社も入っていない状況である。 

 

以上を総括すると、アナログ時代からデジタル時代への進展に伴い、日本企業としては

高度技術を駆使した画期的な新製品を開発し先行者利益を稼いできた。しかしながら近年、

この成功シナリオが崩れてきた。商品はコモディティー化し消費者は機能よりも価格で選

ぶ時代になった。価格は一貫して下がっている。テレビ、オーディオ、デジタルカメラ等。 

デジタル時代は半導体チップにプログラムをどう書き込むかが勝負を分け、差別化が難

しいと言われる。家電を含む電機産業の存続意義が問われる厳しい時代に入ってきた。 

図表 4-7  薄型テレビの世界シェア 

図表 4-8  冷蔵庫の世界シェア 

その他, 33.7％

パナソニック,

7.4％

シャープ, 7.8％ フィリップス,

8.3％

LG電子, 11.1％

ソニー, 11.5％

サムスン電子,
20.2％

薄型テレビの世界シェア（２００８年１～６月、台数ベース）

冷蔵庫の世界シェア（２００６年推計、台数ベース）

広東科龍電器

（中）, 8

その他, 21

LG電子（韓国）,

8％

ゼネラルエレクト

ロニクス（米）,

5％

パナソニック,

3％

サムスン電子

（韓国）, 5％

ボッシュ（独）, 7

ハイアール（中）,

9

エレクトロラック

（ス）, 17％

ワールプール

（米）, 17％
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2.1.1 業界構造 

家電業界の業界構造は、多くの大手・中堅企業が多機種多様な製品を製造販売し、過当

競争を繰り広げている現状である。競合が激しいゆえに、ある製品ではシェアがトップで

あったとしても、すべての製品分野で断トツの寡占化が進んでいる業界ではない。あるメ

ーカーがヒット商品を生み出すと、複数の競合メーカーが追随し、先行メーカーの商品を

改良した商品を市場に投入してくる。 後は海外メーカーを含めてグローバルな価格競争

を展開する図式である。モジュールの徹底した標準化が模倣製品を生み出しやすい土壌を

作っている。 

他方、メーカー別のシェア争いに加えて、大手流通業界同士の激しい攻防が、この業界

の競合状況を更に複雑にしている。 

ただ個々の製品の技術レベルはかなり高度化しており、R&D や設備投資等の経営資源に

余力のない中堅以下の企業は 終製品メーカーとして生き残ることは難しい。 

今後の更なる技術高度化のキーワードとして、省エネや環境、安心、安全が上げられる

が、資金力や技術力蓄積の差が、事業の成否に大きく左右してくると思われる。 

また“ものづくり”におけるグローバル化の進展は、当業界においては、ますます加速

してくる。どの業界でも共通する課題であるが、日本国内での“ものづくり”工場の位置

づけを明確にしておかないと、国内工場の空洞化が進み、将来的に国内の生産技術ノウハ

ウの蓄積に影が差し込むことを危惧しておくべきである。  

   

2.1.2 外部環境 

産業の裾野が広く、研究開発力や人材・技術の蓄積による商品開発力が市場における信

用を創り、漸次ブランドを確立していく業界である。技術蓄積も少なく経営資源に乏しい

新規参入者には高い障壁となる。 

次に PEST 分析を駆使して外部環境要因を分析する。 

(1) 政治情勢、法律の制定・改定等の影響 

① 消費者庁設置等の消費者保護行政の動きは、新規製品開発や既存製品の改良の動きに

大きく影響する。 

② 環境や省エネ推進等の行政施策は製品開発や“ものづくり”現場の改革を伴う。 

③ 製造物責任（PL）法は製品寿命（耐用年数）を超えて安心・安全面での対応強化が

必要になる。 

(2) 経済情勢の影響 

① 外需依存度が高く、為替相場の変動は収益に大きく影響する。 
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② 景気動向により需要が大きく左右する 

③ 国別、地域別特性（嗜好、所得水準、慣習）を考慮した製品開発の必要性 

(3) 社会情勢の影響 

① 少子高齢化等若者の人口減は内需の減少要因になる 

② 消費嗜好の変化は製品開発に大きく影響する 

③ 高齢化の進展は、高齢者向け製品開発需要を高める 

(4) 技術動向の影響 

① 省エネ、環境技術への投資（M&A やアライアンス）が活発化してくる 

② 知財権等の自社保有技術（コア技術）が競争力を強化する 

③ デジタル化やネットワーク技術の進展は、家庭内機器類を全てコントロールするよう

なニーズが高まってくる。 

④ 技術のグローバルスタンダードへの考慮 

 

2.1.3 競争的要素 

(1) 企業としての強み 

① 自社のコア技術を武器に継続的に競争優位な商品を提供できる開発力 

② 長年かけて培った技術をコア技術として応用展開できる組織能力 

③ 市場・顧客ニーズを迅速に把握し、スピーディに商品開発できる組織能力 

④ 競合他社より、品質・コスト力で勝る製造プロセス 

⑤ 競合他社が簡単に真似できない、差別化したビジネスシステムを構築していること 

⑥ 部品や材料供給会社との強力な連携関係が構築できている 

⑦ 省エネや環境分野で特化した技術力を持っている 

(2) 業界構造に起因する個別企業の課題 

① 部品のモジュール化や標準化が進み、新商品を投入しても、すぐ模倣製品が氾濫し過

当競争が常態化していること。 

② 新興成長国の台頭によるグローバルな競争力確保。特に中機種以下の価格競争力の確

保。 

③ 保守サービスの充実強化（グローバル的に）とサービス拠点網の確保 

④ 一般消費者保護行政の高まりに対応するための、製品の品質・安心・安全面の確保と

リスク対応策の強化 

⑤ 改革型新商品（バリューイノベーション）を投入するための経営資源の確保。選択と

集中によるコア技術戦略の確立 
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2.2 業界別課題と今後の方向 

2.2.1 業界の課題 

顧客は家電製品に対して機能性と利便性を求めている。テレビであれば見易さ、色合い

等の画質と値ごろ感であり、洗濯機であれば機能のレベル（汚れの落ち具合、服の傷み度

合いや等）と洗濯のし易さや省エネ・節水等々が購入時の選択条件になる。余程の特殊用

途や特殊な商品で無い限り、一般の消費者は普通の家電製品にステイタス性や嗜好性の条

件が入り込むことはほとんどない。家電製品の購入動機に関する、このような選択肢が差

別化しにくい商品開発となり、価格競争に陥る要因でもある。 

また家電製品は商品の特徴柄、業界上位団体や消費者団体も多く、商品に対する市場ア

ンケート調査も数多い。各企業は、これらの調査資料を参考にしながら、独自の市場調査

も実施し、既存商品を改良し市場に投入する。ただ、差別化のために改良商品を市場に投

入しても競合他社がすぐ追随し、市場で長く優位性を保つことは不可能である。特に既存

技術の改善を積み重ねた改良型商品開発は高品質化、低価格化の競争を助長することにな

る。改良型開発ではプロセス技術の改良･改善に力点が置かれ厳格なコスト管理が主体にな

る。 

また技術的革新性は少ないが、新しいニーズへの対応が的確で、高い付加価値を生み出

す商品（たとえばカメラ付きフィルム等）なども競合他社が真似しやすく利益を長期間維

持することは困難である。既存技術の新応用分野を拡げただけでは、競合他社もすぐ追随

する。 

先行した企業が十分な利益を得るのは、技術と市場の革新が同時に行われ、本当の意味

でのバリューイノベーションの商品開発である。そのためにはコア技術を確立し、プロジ

ェクトポートフォリオマネジメントやパイプラインマネジメントを効率的に活用していく

プロジェクトガバナンスの仕組み確立が重要となる。 

また今後のグローバル競争に勝ち抜くためには世界同時発売等の仕掛け作りも重要とな

る。反面で、地域の風土・文化に合わせた商品開発も必要になってくる。 

以上のような全般的な課題骨子を踏まえ、以下に今後の重点課題について述べる。 

(1) グローバル市場における競争力の確保 

先端の技術開発や製品開発だけでなく、戦略的に市場開拓が重要。価値創造だけでな

く、価値獲得が重要。 

グローバルなマーケティング、ブランド戦略に取組むとともに、生産の 適機能分業が

必要である。技術流出のリスクや地域特性等を考慮して生産国を多様化するなどの戦略

的対応が課題。 
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(2) 革新的な省エネルギー技術の開発 

IT・エレクトロニクス機器による消費電力の急増は、今後の重大な問題。 

革新的な省エネ技術の開発を通じて競争力強化を図る必要がある。生産過程での省エネ

化、リサイクル制度の確立等の環境貢献活動を適切に評価する手法を確立し、企業価値

の向上を実現する。     

(3) 環境問題、製品安全対策等の社会的課題への対応 

CSR への対応を企業の信用力や価格競争力の向上につなげるなど競争力の源泉に昇華

させるなどの積極的な取組みが重要。 

(4) 組織能力での差別化（競合他社に真似をされない仕組作り） 

コア技術戦略：特定技術分野に集中しつつも、集中リスクの緩和のために、技術を多様

な商品に応用する。 

組織プロセス：競合企業よりも高い品質を少ない工数とコストで短い期間に実現できる

組織能力。 

事業システム：材料や部位品の調達から、商品販売までの一連の価値連鎖全体によって

実現される事業システムが付加価値創造にとって重要。 

 

2.2.2 課題解決へのアプローチ 

企業組織として価値を創造し獲得していくためには、事業戦略に適合したプロジェクト

を創出し、課題解決していく仕組を構築することである。そのためにはプロジェクトガバ

ナンス体制を確立することが重要である。次にプロジェクトガバナンス体制確立に重要な

項目を列記する。 

(1) 組織横断チーム体制の確立 

事業戦略をベースに商品戦略の企画検討、意思決定や商品開発プロセスを企画開発する

体制を組織横断チームとして確立する。 

(2) プロジェクト評価の仕組作り 

戦略に適合したプロジェクトを創出し取捨選択するためには、プロジェクトの評価方法

や評価項目あるいは承認プロセスの仕組を確立することである。またプロジェクトポー

トフォリオマネジメント手法等を有効活用していくルール・プロセスも重要である。 

(3) 商品開発のシナジー効果の創出 

競合の激しい家電業界で、限られた経営資源を使って効率的・効果的に商品を開発し市

場投入していくためには、戦略的な商品企画が重要である。そのためには技術動向や競

合他社動向を慧眼し分析した上で、自社のコアコンピタンスを確立していくことである。
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そのためのツールとして、パイプラインマネジメント手法等を有効活用していくことが

望まれる。 

 

2.3 プロジェクトへの P2M 的アプローチ 

本項では、家電業界の新製品開発における実践的手法を P2M 的観点からアプローチし考

察する。 

 

2.3.1 新製品開発の概要 

多数のメーカーが新製品開発に鎬を削り、競合の激しい家電業界において、継続的に儲

ける商品を提供していくことは至難の業である。加えて、グローバル展開の迅速な対応も

求められており、スピーディかつ効率的に儲けられる商品を開発し、提供する仕組みの定

着が重要である。そのためには従来の枠に捉われない革新的な実践的手法を構築していく

必要がある。 

まず新製品開発にあたって、基本的な考え方（指針・原則）を確立する。 

① 顧客視点で経営的な意思決定をする 

② 意思決定が合理的にできる資料（情報）を準備する 

③ プロジェクトライフサイクルマネジメント手法を駆使し、フェーズ別のチェックを厳

格にすること 

④ 組織横断（クロスファンクショナル）的なチームを編成すること 

⑤ 開発投資の判断はライフサイクル（生涯）全体で行うこと 

このような指針（原則）に基づき、新製品開発の全体フレームを構築する。一般的に下

記のような組織横断チームを編成する。 

① 意思決定チーム 

② 商品戦略チーム 

③ 商品開発チーム 

④ 要素技術開発チーム 

組織横断チームは技術、営業、資材、経理、品質管理、製造、サービスなどの職種で構

成する。激変する市場ニーズに対応するためには、個人レベルのスキルに依存することな

く、幅広い知識を活用し、補完しながら作業を行い、タイムリーでスピーディな意思決定

が重要である。衆知を集めた組織体系によって、効率的な組織運営が可能となる。 

意思決定機能は判断や問題を先送りせずに、決めるべきときに決めるべき人が、必要な

情報をもとに事業ビジネスの観点から決める。意思決定のタイミングとして、開発開始（プ
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ロジェクト開始）の時点、各フェーズの終了時点で次のフェーズに進むかどうかの判断を

ビジネスの視点から決定する。品質視点からのレビュー等は別途行う。 

プロジェクト開始の意思決定に必要な資料（情報）は新製品の市場分析（見込み成長率、

見込み利益、シェア、戦略的課題等）や製品競争力分析（機能・性能や使いやすさ、購入

のしやすさ等々を競合他社製品と比較した分析情報）ならびにポートフォリオ分析がある。

また各フェーズ後の意思決定に必要な資料（情報）は性能仕様、開発計画、要因計画、WBS，

リスク管理計画等である。必要なときに必要な精度で必要な資料（情報）を作成すること

が大事である。 

製品開発投資の判断は、LCC（ライフサイクルコスティング）の観点から製品生涯収支

で行う。すなわち構想フェーズから開発完了し生産発売後販売終了するまでの累計収支で

判断する。企画着手から発売開始までの商品化期間（Time-To-Market：TTM）と改革着手

から累計収支＝ゼロになるまでの投資回収期間（Time-To-Profit:TTP）を短くすることが

課題となる。 

このような仕組みを定着させるためには、業務をプロセス化して特定の人に依存せずに

誰が行っても平均的な業務遂行が出来るようにすること、マネジメントサイクルを徹底し、

継続的なプロセス改善がなされる仕組みづくりがポイントになる。 

 

2.3.2 各組織横断チームの役割 

(1) 意思決定チーム 

事業全体の総括責任を担う。プロジェクトガバナンスの観点からプロジェクト（製品開

発）の優先順位の決定、投資リスクの評価を行い、開発投資を決定する。またプロジェク

トリーダーを任命し権限委譲を行う。 

具体的には事業場のビジョン・目標・戦略や投資の優先度を決定し、プロジェクトへの

リソースとスキルサポートのコミット、プロジェクト間のリソース配分優先度の決定、経

営課題に対してビジネス視点から機能別部門に対して改善要求を行う。意思決定チームの

総括リーダーは事業場長が勤め、技術、営業、製造、経理、資材、品質等の責任者クラス

のメンバーで構成する。 

(2) 商品戦略チーム 

意思決定チームのスタッフ機能的な立場からプロジェクト（製品開発）の全体管理を担

う。市場情報を収集・分析し、業界・市場・技術動向を把握した上で、事業戦略および商

品戦略を立案する。事業計画の実行管理（予算、リソース）も行い、プロジェクト進捗確

認、プロジェクト計画策定支援等を担う。 
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商品戦略チームのリーダーは意思決定チームによって任命され、メンバーも意思決定チ

ームと同様に多様な職能で構成される。また商品群を跨ぐような要素技術戦略を立案する

機能も担う。 

(3) 商品開発チーム 

プロジェクトの構想からライフサイクルまでの実行責任を担う。まず意思決定チームと

プロジェクト実行をコミットし、目標（納期、予算、収益、品質）を達成する。定期的に

意思決定チームにプロジェクトの進捗状況を報告する。 

商品開発チームのリーダーは意思決定チームより任命され、メンバーも組織横断で構成

される。コミュニケーションは意思決定チーム、機能別組織の双方に行う。 

(4) 要素技術開発チーム 

商品開発のコアとなる技術開発を担う。昨今、要素技術開発はコア技術戦略の観点から、

もっとも重要であり全社戦略の観点から吟味される。開発した要素技術を複数の製品開発

に応用し、コア技術として鍛えていくことが重要になる。チームリーダは意思決定チーム

より任命を受け、組織横断メンバーでチーム編成する。 

 

2.3.3 製品開発プロセス 

一般的な新製品開発のプロセスは次の通りである。 

① 構想  

事業分野全体の新製品開発ロードマップの策定と該当製品の事業採算性を見極める。 

② 計画 

詳細な開発計画を策定し、設計着手の準備をする。 

③ 開発 

計画フェーズで作成した計画に基づき設計、試作を行う。次に試作品の検証・評価を行

い設計完了するフェーズ 

④ 生産準備 

量産前の試験、評価を行う。そしてプロジェクト採算性の 終確認を行う。 

⑤ 生産発売 

商品の初出荷を行う。 

⑥ ライフサイクル 

初期流動管理を行い、商品を安定化する。また商品の生涯収支を 大化していく。 
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2.3.4 スキームモデル 

中期ビジョンに基づき、事業戦略を策定し新製品開発プランを練る。まず市場の潜在的・

顕在的ニーズを理解し、技術動向を把握した上で、ターゲット市場を明確にし、提供価値

を確認する。次に商品や要素技術のロードマップを策定する。 

この際、一般的には PPM ツール等を駆使し製品の市場魅力度（成長性、規模、収益性）

自社の競争力（シェアや技術的優位性）を分析し、投資すべき分野、撤退すべき分野、再

検討する分野等を明確にしていく。財務的な観点から投資効果を検証するとともに、競合

製品のベンチマークを行って自社製品の競争力を分析する。 

ロードマップ検証と 適化を行い、中期計画に反映させた後は、再度市場ニーズや技術

動向の見直しを行い、ロードマップ実現のための計画を策定し、事業収支を確認する。 

複数の製品開発を効率よく推進し、利益の 大化を図っていくために、パイプラインマ

ネジメント手法を使う。パイプラインマネジメントは、プロジェクトの優先順位付けやプ

ロジェクト間のリソース管理を徹底する手法である。具体的には全プロジェクト（製品開

発）計画に必要なリソース（人、設備、資金等）を積み上げ、要員計画総数や売上と開発

費の関係および開発費と限界利益等の経営的な判断が得られる情報を策定し、個々のテー

マ（製品開発）の評価をパイプラインマネジメント手法で実践する。 

以上のような業務は、主として商品戦略チームが担う。 

個別の製品開発プロジェクトは商品開発チームが担う。商品開発チームは構想フェーズ

でマイルストーン計画や事業採算性の見極めを行い、開発準備を行う。 

 

2.3.5 システムモデル 

計画フェーズから開発、生産準備、生産発売までのフェーズがシステムモデルである。

それぞれのフェーズで次のフェーズに移行するには意思決定チェックポイントを通過する

仕組みが大事である。具体的には計画フェーズから開発フェーズ移行の際は、プロジェク

ト計画を意思決定チームが吟味し、レビューを行い、開発実現性の承認を得る。同様に開

発フェーズから生産準備フェーズ移行の際は品質の達成度合、生産準備フェーズから生産

発売フェーズ移行の際は出荷可能性が吟味され承認を得る必要がある。 

一般的に製品開発には多額の投資が必要であり、スピードも要求される。よって商品開

発チームは組織横断のメンバー編成を活かし機能別部門と連携しながら効率的な開発運営

を遂行していく必要がある。商品開発メンバーの役割は次の通りである。 

① 開発担当 ：開発計画の作成、商品設計、マニュアル開発、品質保証。 

② 製造担当 ：生産計画の作成、試作品作成、品質保証、量産設計 
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③ 購買担当 ：部材調達の準備、供給業者との交渉および契約締結 

④ 品質担当 ：設計品質保証、製造品質保証の仕組構築 

⑤ 物流担当 ：物流計画の作成と物流体制の確立 

⑥ 販売担当 ：販売計画の作成と体制の確立、チャネル戦略の策定 

⑦ 財務担当 ：プロジェクト事業性の検討と事業性に基づく採算性の追跡 

 

2.3.6 サービスモデル 

発売後の保守サービス体制とライフエンド（製品終了）を決定する。まずサービス担当

は事前にサービス計画を作成し保守体制を確立する。初期の商品流動管理を徹底し、出荷

品質の確認を行い商品の安定化を図る。また物流システムを稼動させ、商品を販売チャネ

ルに乗せる。販売支援体制を構築し、お客様サポートサービスを提供するとともに、定期

的に売上や利益、コスト、顧客満足度、サポートサービスをモニタリングして評価し、場

合によっては必要なアクションをとる。 

次にライフサイクル管理の観点から、製造・販売・サービス体制を維持管理しながら、

商品寿命を勘案しライフエンドの時期を決定、プロジェクト終了処理を行い、 終的なビ

ジネスの目標達成度を評価する。 

重要なことは、TTM（商品化期間）や TTP（投資回収期間）の短縮を図るとともに、投

資効果の 大化を図り、やめる（撤退）時期を見極めることである。 
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図表 4-9  プログラム＆プロジェクト統合モデル(事例)

用語集等の整理

資源計画調達実績評価

指標による評価システム

人員育成計画

成果物の資産評価

サービスモデル

運用段階

課題管理一覧

調整会議の実践

商品開発運営ルール

コミュニケーションプラン
コミュニケーションマネジメント

成果物の資産化バリューマネジメント

調整会議の実践関係者の役割分担明確化関係性マネジメント

開発テンプレート資料情報マネジメント

リスク管理計画リスクマネジメント

要員計画、技術・リソース計画プロジェクト資源マネジメント

マネジメントサイクルの確立、コ
ントロール手法確立

開発目的の徹底

ＱＣＤ等の目標明確化
プロジェクト目標マネジメント

開発方式＆運営ルールメンバー選定とチーム編成プロジェクト組織マネジメント

手法・ツールの適用課題解決手法の整理プロジェクトシステムズマネジメント

損益シュミレーション、ＣＦ予測、

資金調達源泉の確保
投資額の決定プロジェクトファイナンスマネジメント

事業採算性
パイプラインマネジメント

戦略ポジショニング分析

商品競争力分析

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

組織横断的なチーム編成、意思決定ルールの確立等コミュニティマネジメント

マネジメント指標の決定アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

競争戦略（事業位置付け）商品戦略／企画プログラム戦略マネジメント

ロードマップの実現化計画商品群ロードマップアーキテクチャマネジメント

事業ユニット別のミッション中期事業戦略の策定ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

用語集等の整理

資源計画調達実績評価

指標による評価システム

人員育成計画

成果物の資産評価

サービスモデル

運用段階

課題管理一覧

調整会議の実践

商品開発運営ルール

コミュニケーションプラン
コミュニケーションマネジメント

成果物の資産化バリューマネジメント

調整会議の実践関係者の役割分担明確化関係性マネジメント

開発テンプレート資料情報マネジメント

リスク管理計画リスクマネジメント

要員計画、技術・リソース計画プロジェクト資源マネジメント

マネジメントサイクルの確立、コ
ントロール手法確立

開発目的の徹底

ＱＣＤ等の目標明確化
プロジェクト目標マネジメント

開発方式＆運営ルールメンバー選定とチーム編成プロジェクト組織マネジメント

手法・ツールの適用課題解決手法の整理プロジェクトシステムズマネジメント

損益シュミレーション、ＣＦ予測、

資金調達源泉の確保
投資額の決定プロジェクトファイナンスマネジメント

事業採算性
パイプラインマネジメント

戦略ポジショニング分析

商品競争力分析

プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

組織横断的なチーム編成、意思決定ルールの確立等コミュニティマネジメント

マネジメント指標の決定アセスメントマネジメント

プログラム実行の統合マネジメント

競争戦略（事業位置付け）商品戦略／企画プログラム戦略マネジメント

ロードマップの実現化計画商品群ロードマップアーキテクチャマネジメント

事業ユニット別のミッション中期事業戦略の策定ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

市場性の見極め

構想

事業採算性の見極め

計画 開発 生産準備 ライフサイクル生産販売

ビジネスの採算性

開発の実現性

ＱＣＤ達成性

出荷可能性
ビジネス達成性

開発計画の策定

試作品の検証評価

プロジェクト採算性
商品の出荷 商品の生涯収支

市場性の見極め

構想

事業採算性の見極め

計画 開発 生産準備 ライフサイクル生産販売

ビジネスの採算性

開発の実現性

ＱＣＤ達成性

出荷可能性
ビジネス達成性

開発計画の策定

試作品の検証評価

プロジェクト採算性
商品の出荷 商品の生涯収支
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図表 4-10  戦略へのアプローチモデル(事例) 

 

 

2.4 プロジェクト実践プロセス 

製品開発プロジェクトの実践は、通常のプロジェクトマネジメント実践手法と同じであ

る。すなわち多様な異なるニーズと期待をもつステークホルダーの要求事項を明確にし、

目標を設定する。次にデザイン、計画、実施、調整、成果のマネジメントサイクルを遂行

しながら、QCD（品質、納期、コスト）を達成していくプロセス（WBS)を設定し、監視・

コントロールのチェックを設けて、目標どおりの成果物を達成する活動である。 

昨今、製品開発においてもプロジェクトマネジメントの必要性が増大している。グロー

バルな経営環境や市場構造の激変していること、スピード経営による対応が求められるよ

うになったことが背景にある。ビジネス（商品開発・マーケティング）をプロジェクトと

してとらえて管理することにより、プロジェクトの目標達成に加えて、組織能力の向上や

競争力の増大も目論んでいる。 

 

 

情報・コミュニ

ケーション 

資源

商品・技術業務プロセス

競争・競合 市場・顧客 

組織 

組織の目的・目標 

求める経営指標
・成長性（販売）・収益性（利益）
・キャッシュフロー等

求める経営指標
・成長性（販売）・収益性（利益）
・キャッシュフロー等

営業戦略革新プロジェクト
・販売チャネルの創造、開発
・重点市場、顧客の絞込み
・特異なプロモーション展開等

営業戦略革新プロジェクト
・販売チャネルの創造、開発
・重点市場、顧客の絞込み
・特異なプロモーション展開等

商品・サービス革新
プロジェクト
・商品、サービスの改革
・新規商品、サービス開発
・コアコンピタンス戦略等

商品・サービス革新
プロジェクト
・商品、サービスの改革
・新規商品、サービス開発
・コアコンピタンス戦略等

資源革新プロジェクト
・タンジブル資源効率化
・インタンジブル資源蓄積
・調達の改善、改革等

資源革新プロジェクト
・タンジブル資源効率化
・インタンジブル資源蓄積
・調達の改善、改革等

ＩＴ革新プロジェクト
・情報収集プロセス
・顧客管理プロセス
・受発注プロセス

・商品、サービス管理プロセス
・物流プロセス等

ＩＴ革新プロジェクト
・情報収集プロセス
・顧客管理プロセス
・受発注プロセス

・商品、サービス管理プロセス
・物流プロセス等

風土・人材革新プロジェクト
・ＣＳ（顧客満足）指針

・ＥＳ（従業員満足）指針
・求める人財像の設定
・能力、スキル体系構築

・評価、育成体系の構築等

風土・人材革新プロジェクト
・ＣＳ（顧客満足）指針

・ＥＳ（従業員満足）指針
・求める人財像の設定
・能力、スキル体系構築

・評価、育成体系の構築等

ビジネスモデル革新
プロジェクト
・業務の改善、改革
・新規ビジネスモデル

開発
・アライアンス戦略等

ビジネスモデル革新
プロジェクト
・業務の改善、改革
・新規ビジネスモデル

開発
・アライアンス戦略等

マーケット革新プロジェクト
・国内市場の創造、開発
・海外市場の開拓等

マーケット革新プロジェクト
・国内市場の創造、開発
・海外市場の開拓等

A 社の戦略 

自社の戦略 
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2.5 組織戦略について 

組織構造は原則カンパニー制を採用している。カンパニー制のもとに複数の SBU（戦略

事業単位）が存在する。 

開発プロジェクトは上述したように職能組織横断によるマトリクス型チームである。マ

トリクス型組織に起こりやすい課題は、リーダーと職能長との会話が対等に出来ないこと

が発生することである。リーダーが職能長の元部下などの場合である。またプロジェクト

の利害と職能の利害が一致しない場合、メンバーは身動きが取れなくなる可能性がある。

結果として職能側の責任が希薄となり、プロジェクトに対して十分な支援をしなくなる。

故に昨今は PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）を設置して、プロジェクトの管理

支援、コンサルティングやメンタリング、標準手法の作成、トレーニング等々でプロジェ

クトが効率的に業務遂行できるようなサポート機能を担う。いずれにしても組織横断組織

は確固たるコミュニケーション体制を確立することが成功の秘訣である。 

 

2.6 人材戦略について 

商品戦略や商品開発プロジェクトの成功率を高めていくためには、組織成熟度の向上と

人材の教育体系基盤を確立することである。特にリーダー核の人材育成のためにはプロジ

ェクトマネジメント実践研修だけでなく、ファイナンスや財務会計、マーケティング、商

品戦略、コミュニケーションやコーチング等の幅広い研修体系を構築し、人材の計画的な

育成が求められる。 

一方でグローバルな環境下では、外国人の育成も必要であり、CD－ROM やｅラーニン

グ教材を使った教育も普及段階に入っている。 

 

2.7 今後の課題と展望 

家電業界の過当競争は常態化しており、価格競争に陥りやすい業態である。ヒット商品

が産まれると、すぐに同じような商品を他の企業が開発し販売してくるので、儲けが長く

続かない。加えて韓国や中国等のアジア勢の台頭は商品の低価格化を助長し、新製品開発

の気力を削ぎかねない。 

日本の家電業界として、このようなジレンマを避けるためには、過当競争を回避するよ

うな戦略を打ち出していく必要がある。知財権等により自社技術の防御も必要であるが、

組織能力を高めて、焦点を絞ったコア技術を確立し、簡単に模倣されない事業システムを

構築していくことが重要となろう。 
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3. プラント業界 

 

3.1 業界の特徴と競争力要因 

3.1.1 業界構造 

(1) 業界定義 

プラントエンジニアリング業は、石油精製、化学、製鉄、製紙、発電等のプラントの設

計、調達、建設を一括して請負、国内外の顧客（石油会社、化学会社、製鉄会社、製紙会

社、電力会社等）へ提供する産業である。 

(2) 業界構造 

• プラントエンジニアリング業界は、石油精製、化学等の製造業である親会社から独立

してエンジニアリングノウハウを外販する専業エンジニアリング会社、自社にエンジ

ニアリング部門を有して事業展開する総合建設会社、自社製品の製造を含めたエンジ

ニアリング部門を有して事業展開する造船重機会社及び重電会社等により構成される。 

• 2006 年度のプラントエンジニアリング業に属する企業の受注高の合計は約 12 兆円で

あり、各業種の規模は下表の通りである。各業種内には同業者が多く、業界内の競争

は激しい。 

• 個別案件の金額規模が大きく、また規模の経済性が働き、経験効果も高いことから、

本業界への参入障壁は高い。 

• 原材料の需給が逼迫し、サプライヤーの淘汰が進んだ状況においては、サプライヤー

の交渉力が強くなる。 

• 業界全体の売上高に占める海外比率は約 25%である。海外展開志向の程度は、業種毎

の戦略地域の選択、国内市場の縮小の程度によるが、専業大手エンジニアリングでは

海外比率が 7 割を超え、造船重機及び産業機械では約４割を占める。 
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図表 4-11  業種別受注高及び海外比率 

業種 2006 年度 

受注高(兆円) 

2006 年度 

海外比率(%) 

専業大手 1.06 73.3 

専業中堅 1.13 9.6 

総合建設 3.58 11.7 

鉄鋼 0.57 19.6 

造船重機 2.35 40.0 

産業機械 0.29 37.8 

重電 1.41 22.1 

通信情報 1.67 13.5 

合計 12.06 24.9 

（出典）エンジニアリング振興協会「平成 19 年度 エンジニアリング産業の実態と動向」 

 

3.1.2 外部環境 

(1) マクロ環境 

• 全世界的な環境意識の高まりとともに、温室効果ガス排出量削減を始めとする環境規

制が強化されている。そして、それに応える新技術の開発が促進される動きにある。 

• また、特定の地域では、プラントエンジニアリングを通して、政策的に現地国の産業

育成を図る動きがある。 

• 一方で、景気、為替、原材料価格の急激な変動により、見通しの困難さが増している。 

(2) 市場動向 

国内市場が縮小傾向にある一方で、海外市場は拡大傾向にある。海外市場は、過去にも

円高やアジア通貨危機等の影響を受けており、需要変動が大きい。海外地域及びプラント

施設毎の需要変動を考慮した戦略地域の選択が必要である。 
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図表 4-12  我が国の海外プラントエンジニアリング成約実績の推移 

(出典) エンジニアリング振興協会「ENAA Engineering 2008 No.117/118」 

（プラントエンジニアリング産業の生産性向上に向けた指針について） 

図表 4-13  我が国のプラントエンジニアリング産業の売上高の推移 

(出典)経済産業省「2008 年度版ものづくり白書」第 1 部付論 II 主要製造業の課題と展望 

 

 [地域別] 

[プラント施設別] 
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(3) 顧客からの評価 

米国調査会社による調査結果によると、顧客がエンジニアリングコントラクターを選定

する際の要因として、「価格競争力」や「実績」よりも、「キーパーソンの質」や「プロ

ジェクトマネジメント能力」が重視されている。 

図表 4-14  E&C コントラクター選定要因 

(出典) エンジニアリング振興協会「ENAA Engineering 2008 No.117/118」 

（プラントエンジニアリング産業の生産性向上に向けた指針について） 

 

3.1.3 競争的要素 

プラントエンジニアリング業のバリューチェーンを、開発－営業－設計－調達－製造－

輸送－建設とした場合、製造に関する技術及びノウハウの集積、そして一連のバリューチ

ェーンを通じての環境・品質・安全性等に対する高度な取り組みが強みである。 

一方、活発な事業再編により寡占化を進める欧米企業に対して、規模の経済性で対抗出

来ない点、また低価格を強みとする中国・韓国勢に対して、明確な差別化により優位に立

つことが出来ない点が弱みである。 

 

3.2 業界別課題と今後の方向 

3.2.1 業界の課題及び課題解決へのアプローチ 

(1) 業界全体の課題及び解決へのアプローチ 

プラントエンジニアリング業界における課題及び解決へのアプローチについては、エン

ジニアリング振興協会や業界に属する企業の有識者からなるワーキンググループにより検
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討が重ねられている。その検討の結果を踏まえ、経済産業省「プラントエンジニアリング

業の活力の再生に向けた基本指針（事業分野別指針）」が策定されている。以下に、同指

針にも明示されている重要な点を示す。 

［課題］ 

• 資材価格の高騰、人材確保難等によるプロジェクトリスクの拡大への対応 

• プロジェクトマネジメント人材の不足への対応 

• 業績が受注環境に左右され易いプラント建設という単一ビジネスモデルからの脱却 

• グローバル展開とローカリゼーション要求への対応 

［課題解決へのアプローチ］ 

• プロジェクトマネジメント人材の不足に対して、企業レベルや業界レベルでの産学官

連携による人材の育成・確保 

• これまで中心であった中東、北アフリカ、アジア諸国から、新たな地域への戦略的な

展開。そのための海外戦略拠点の設置や、現地の顧客や企業との協業・提携等 

• プラント建設に先立って行われる事業提案、プロジェクトの企画・設計等のコンサル

ティング業務や運営・保守管理業務等への展開、事業投資等の事業形態の多角化 

• 資機材の高騰等によるリスクの回避の必要性から、顧客と協力してリスクを負担する

契約形態の工夫 

• 設計、調達、建設に関わる膨大な量の情報を総合的に管理し、効率的にマネジメント

していくための IT の活用 

• 顧客の求める 終製品を、より経済的・技術的に生産し得るプロセスを提供するため

の新技術開発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 125 

図表 4-15  エンジニアリング産業を取り巻く事業環境と課題 

(出典) エンジニアプラントエンジニアリング Engineering 2008 No.117/118」 

（プラントエンジニアリング産業の生産性向上に向けた指針について）(*) 

(*)経済産業省「プラントエンジニアリング業の活力の再生に向けた基本指針（事業分野別指針）」

を基に纏められたものである 

(2) 業種別の課題及び解決へのアプローチ 

エンジニアリング振興協会が業界に属する企業に対して「ビジネス展開の変化」という

面に着目して実施したアンケート結果によると、業種により、ビジネスモデルの変化を目

指していく際の障害や対応手段に違いが見られる。また、同一業種の中でも、対応手段が

特定項目に集中せず、各社の戦略に左右されるものもある。 

 ［専業大手］ （障害）必要な知見・ノウハウの欠如、 

 （手段）ノウハウを持つ企業との提携やＭ＆Ａ、 

         従来からの組織・人材による派生 

 ［造船重機］ （障害）現在の人材のアンマッチング 

 （手段）従来からの組織・人材による派生 

 ［重電］ （障害）必要な知見・ノウハウの欠如 

 （手段）有用人材の中途採用、ノウハウを持つ企業との提携やＭ＆Ａ 
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図表 4-16  新たな制度や仕組みでの促進 

（出典）エンジニアリング振興協会「平成 19 年度 エンジニアリング産業の実態と動向」 

 

3.2.2 プロジェクト型業務とオペレーション型業務の区分け 

プラントエンジニアリング業の業務形態は、プロジェクト活動の中心となる、設計、調

達、製造、輸送、建設等の一連のプロジェクト型業務と、それを支援する、人事管理、設

備管理、財務管理、情報システム管理、技術管理等のオペレーション型業務から成る。 

 

3.3 プロジェクトへの P2M 的アプローチ 

3.3.1 プラント業界における最近の P2M 的アプローチ例 

プラント業界における 近の P2M 的アプローチ例を、次の４つに大別して紹介する。こ

れらの P2M 的アプローチの根底には、プラント業界が認識している重要な役割、即ち、プ

ラント建設を通じた現地国の発展及びそれに伴うエネルギー等の輸入の安定化、そして国

内外における顧客産業の競争力の向上が存在する。 

(1) 現地拠点展開によるグローバル化戦略の実現 

(2) スキームモデルやサービスモデルへの展開による事業形態の多角化戦略の実現 

(3) 技術提携・協業による拡大戦略の実現 

(4) 新技術開発による価値創造の実現 
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(1) 現地拠点展開によるグローバル化戦略の実現 

• Ａ社は、サウジアラビアに現地 EPC 子会社を設立し、Ａ社が受注したサウジアラビア

の大型原油処理プロジェクトで業務の一部を担当する。将来は活動領域を湾岸諸国全

体に広げていく。 

• Ｂ社は、UAE に現地法人を設立し、中東・北アフリカ地域を対象とした情報収集、市

場調査、案件発掘等のマーケティング及び営業活動を推進していく。 

• Ｃ社は、インドに火力発電設備の製造・販売を目的とした合弁会社を設立し、超臨界

圧の大規模な蒸気タービン・発電機の設計、製造から、販売、サービスまでを行う現

地拠点を整備することにより、インド市場に本格参入していく。 

(2) スキームモデルやサービスモデルへの展開による事業形態の多角化戦略の実現 

• Ａ社は、国内の PFI による医療センターの整備事業に関して、特別目的会社を設立し、

施設の設計・建設を行うとともに、約 15 年間の施設維持管理及び運営・調達業務を行

う。これまで蓄積したエンジニアリング手法を基に、病院建築と病院運営を統合した

建築設計、業務統合の提案を行い実現した。スキームモデル及びサービスモデルへの

展開である。 

• Ａ社は、中国の行政機関が計画しているバイオ・医薬品産業パークに関して、マスタ

ープラン策定支援に関するコンサルティング契約を締結しており、計画のマスタープ

ラン作成支援、進出企業向けガイドライン整備、パーク内における医薬品の製造管理

及び品質管理基準等の策定支援、日本企業の誘致支援等、全体計画の遂行に必要とな

る各種支援業務を実施する予定である。スキームモデルへの展開である。 

• Ａ社は、コア分野である EPC ビジネスの拡大・強化を図っているが、この EPC ビジ

ネスで培った技術・知識・経験を基に、UAE やサウジアラビアの発電・造水設備の事

業権の獲得を拡大している。事業投資による事業形態の多角化であり、スキームモデ

ル及びサービスモデルへの展開である。 

• Ａ社は、アルジェリアで現地電力会社と運転・保守事業の運営会社を設立し、発電設

備の運転・保守事業に乗り出した。サービスモデルへの展開である。 

• Ｃ社は、フランスの電力会社と、原子力発電所の発電機補修工事に関する、10 年間の

長期メンテナンス契約を締結した。今後の原子力事業拡大に向けて、原子力発電プラ

ントの新規建設から保全・サービスを含めた総合的なソリューションを提供すること

を目指している。サービスモデルへの展開である。 

• Ｃ社は、米国の総合発電事業会社が設立した原子力発電所の事業開発会社に出資する

ことにより、同発電事業会社と米国電力会社が計画中の原子力発電所建設プロジェク
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トにおいて、建設計画の速やかな遂行に協力していくとともに、同発電事業会社が現

在検討を進めている他の案件についても参画し、同社の技術による原子力発電所の普

及・推進を図る。スキームモデルへの展開である。 

(3) 技術提携・協業による拡大戦略の実現 

• Ｄ社は、中国の受電設備グループに原子力発電設備の蒸気タービン等の主要機器の技

術を供与することにより、同グループとの協業を進めながら、中国市場での原子力発

電設備の販売拡大を目指す。 

• Ｄ社は、フランスの原子力企業グループと、両社の協調関係を現在進めている新規原

子力発電プラントの開発にとどまらず、新たに原子燃料ビジネスにまで広げていく。

両社が協調していくことで、高品質の原子燃料を顧客に供給し、原子力ルネッサンス

の動きを後押しする。 

(4) 新技術開発による価値創造の実現 

• Ａ社は、中国側パートナーと、セメント工場向け原料代替による CDM 事業を進めて

おり、同事業が CDM 事業として、中国政府、日本政府により承認された。セメント

工場から排出される二酸化炭素の削減を可能とし、環境対策に貢献するものである。 

• Ｅ社は、日豪７社共同プロジェクトである、酸素燃焼による石炭火力 CCS（二酸化炭

素回収・貯留）技術実証プロジェクトを開始した。同プロジェクトは、豪州の既設石

炭火力発電所に、Ｅ社他が開発した酸素燃焼技術を導入し、同発電所から排出される

二酸化炭素を回収・輸送して地中貯留する CCS 一貫システムを実証することで、将来

の地球温暖化抑制に貢献するものである。 

 

3.3.2 個別案件の P2M 的アプローチ例 

Ｅ社の酸素燃焼実証プロジェクトを例に、プラントエンジニアリング業における P2M 的

アプローチを紹介する。本プロジェクトで、Ｅ社は、既設石炭火力発電所を所有する豪州

の電力会社を含む日豪参加企業間７社で、実証プロジェクトの実施母体となる JV を設立し、

実証プロジェクトを遂行するとともに、その実証運転に先立ち、開発した酸素燃焼技術を

同発電所に適用するための設備改造工事を遂行している。 

(1) プロセス 

従来のプラントエンジニアリング業の EPC 請負型のプロジェクトは、表中のシステムモ

デルに相当する。設計、調達、製造、輸送、据付、試運転の一連のプロセスの節点管理を

行い、プロジェクトを遂行していく。 

これに対し、Ｅ社の酸素燃焼実証プロジェクトの例では、環境変化と自社戦略との整合
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性を取りながらプロジェクトを組成していく段階から始まる。プロジェクトが成立した後

は、酸素燃焼技術を適用するための設備改造工事を実施する。工事完了後、実証運転によ

り発電所から排出される二酸化炭素を回収・輸送して地中貯留する CCS 一貫システムの信

頼性を確立し、二酸化炭素削減に関する市場創造に繋げていく。 

プラントエンジニアリング業における従来型のシステムモデルを中心に、プロジェクト

の構想及び計画段階のスキームモデル、運用段階のサービスモデルを組み合わせたプログ

ラムにより、全体プロセスが構成されている。 

(2) スキームモデル 

プロジェクトを組成していくスキームモデルでは、プログラム統合マネジメントを遂行

していく過程で、プロジェクト個別マネジメントを総動員して活用していく必要がある。 

プログラム統合マネジメントとして、先ずミッションプロファイリングを行い、環境分

析によりＫＳＦを明確にした上で、整合性の取れた戦略を立案し、この戦略を実現するた

めの基本構想をつくり上げる。本プロジェクトでは、ＫＳＦを満たすための新技術開発が

重要である。 

その後、アーキテクチャマネジメントにより、この戦略実現の基本構想に基づいた事業

計画の骨子を策定し、その過程で、プログラム戦略マネジメントにより、シナリオ分析等

の戦略的思考を活用していく。プログラム実行の統合マネジメントでは、策定した事業計

画に基づき、事業化実現のためのコントロールを実施していくが、その過程で、アセスメ

ントマネジメントとして、複数の事業出資者や事業関係者が求める価値を整理し、事業化

実現のために調整していく。 

また、コミュニティマネジメントにより、CCS による地球温暖化抑制への貢献に関する

日豪双方での啓蒙活動、日豪相互の巻き込み、そして同志の結集を通して、事業化実現へ

の道筋が形成される。プロジェクト組成の重要なポイントである。 

プロジェクト個別マネジメントとして、プロジェクト戦略マネジメントによる SBU 戦略

への織込み及びそれに基づく資源の優先配分、プロジェクトファイナンスマネジメントに

よる事業資金の計画及び調達、プロジェクトシステムマネジメントによる事業組成の問題

点の整理、プロジェクト組織マネジメントによる事業組成プロジェクトチーム編成及び JV

設立を行う。プロジェクト目標マネジメントでは、構想段階で事業ライフサイクル構想を

行い、計画段階ではシステムモデルの設備改造工事を実施する前の具体的な契約管理、所

掌計画、工程計画、予算計画、品質計画を行う。本事業の実現のためには新技術が重要で

あるが、構想段階において、プロジェクト資源マネジメントで新技術の導入、リスクマネ

ジメントで新技術の評価、情報マネジメントで新技術に関する情報の管理を行う。また、
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プロジェクト資源マネジメントでは、具体的に事業を実施する対象プラントの選定を行い、

リスクマネジメントでは JV 設立によるリスク分散を行う。関係性マネジメントでは、日豪

キーパーソンによる基本構想の合意に始まり、その後利害調整を行い、事業契約に反映し

ていく。バリューマネジメントでは、事業価値の認識及び共有化を行う。 

(3) システムモデル 

プロジェクトが成立した後に、酸素燃焼技術を適用するための設備改造工事を実施して

いくシステムモデルでは、プロジェクト個別マネジメントが中心となる。 

特に、プロジェクト目標マネジメントによる、変更管理、工程管理、原価管理、設計・

製作・建設に関するレビュー、検査・点検が重要である。また、プロジェクト組織マネジ

メントによる工事実行プロジェクトチームの編成、プロジェクト資源マネジメントによる

工事山積管理、情報マネジメントによる統合的な工事情報システムの活用、関係性マネジ

メントによるクイックレスポンスの実行、コミュニケーションマネジメントによる様々な

工事図書の授受の管理及び例例会の開催が行われる。 

また、請負型工事のみのプロジェクトとは異なり、プロジェクトファイナンスマネジメ

ントによる事業資金の管理が必要となる。 

(4) サービスモデル 

酸素燃焼技術を適用した CCS 一貫システムの実証運転を行うサービスモデルでは、プロ

ジェクト個別マネジメントが中心となる。 

特に、プロジェクトファイナンスマネジメントにより同システムが経済的に成立するも

のであることを評価し、リスクマネジメントにより技術的に信頼性の高いものであること

を評価することが重要である。 

そのために、プロジェクト組織マネジメントにより実証運転のためのプロジェクトチー

ムを編成し、プロジェクト目標マネジメントにより運転設備の引渡し管理を行い、プロジ

ェクト資源マネジメントにより事業運営及び設備運転のノウハウを蓄積していく。蓄積さ

れたノウハウからは、プロジェクトの改善のために計画段階へフィードバックされる事項

もあり得る。 

バリューマネジメントにより事業価値が実現され、酸素燃焼技術を適用した CCS 一貫シ

ステムによる二酸化炭素削減に関する市場創造に繋げていく。 
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図表 4-17  プログラム＆プロジェクト統合モデル(事例) 

Ｅ社の酸素燃焼実証プロジェクトの例

事業価値の実現

信頼性評価

ノウハウ蓄積

引渡し管理

実証ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成

経済性評価

サービスモデル

運用段階

図書授受管理、定例会開催コミュニケーションマネジメント

事業価値の認識・共有バリューマネジメント

クイックレスポンス利害調整、事業契約日豪ｷｰﾊﾟｰｿﾝによる合意関係性マネジメント

工事情報システム活用新技術情報管理情報マネジメント

ＪＶによるリスク分散新技術評価リスクマネジメント

工事山積管理対象プラント選定新技術導入プロジェクト資源マネジメント

変更管理、工程管理、原価
管理、デザイン・製作・建設
レビュー、検査・点検

契約管理、所掌計画、工程
計画、予算計画、品質計画事業ﾗｲﾌｻｲｸﾙ構想プロジェクト目標マネジメント

工事実行ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成ＪＶ設立事業組成ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ編成プロジェクト組織マネジメント

事業組成の問題点整理プロジェクトシステムズマネジメント

事業資金管理事業資金調達事業資金計画プロジェクトファイナンスマネジメント

SBU戦略織込み、資源配分プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

日豪双方での啓蒙、相互の
巻き込み、同志の集結コミュニティマネジメント

事業出資者・関係者が求め
る価値の整理・調整アセスメントマネジメント

事業化実現のためのｺﾝﾄﾛｰ
ﾙプログラム実行の統合マネジメント

ｼﾅﾘｵ分析等の戦略的思考
の活用プログラム戦略マネジメント

事業計画骨子策定アーキテクチャマネジメント

環境分析、戦略実現の基本
構想ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

環境変化と自社戦略の整合性

戦略の実現の仕組みづくり

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
外部環境
の変化

理念

戦略

KSF ｺｱｺﾝﾋﾟﾀﾝｽ
･国際条約批准･環境規制強化
･全世界的な環境意識の高まり
･技術革新

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

設計
調達

製造
輸送
据付

試運転

実証運転

評価・検証

信頼性確立

改善 市場創造
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図表 4-18  戦略へのアプローチモデル（事例） 

■「仕組み」の検証

情報

コミュニケーション

市場・顧客 （マーケット）

組織の目的・目標 （ミッション・ビジョン）

競争・競合 （コンペジター）

商品・サービス （プロダクト・サービス）

資源組織

業務プロセス （プロセス）

①技術による社会貢献（社会インフラ整備）
②顧客の産業競争力の向上（品質・価格・納期の顧客ニーズへの対応）
③収益の向上

①石油精製、化学、製鉄、製紙、
発電等の事業者

②海外案件比率拡大

①設計・調達・製造・輸送・据付・
試運転の節点管理

②所掌区分、コスト・日程等の
予実管理、変更管理のフレーム
ワーク（WBS等）の設定

①プロジェクトマネジャーを中心と
した組織構造

・プロジェクトタスクフォース
・プロジェクトマネジャーとライン
のマトリクス

①市場・顧客情報
の収集・管理

②コミュニケーショ
ンツールとしての
ＩＴの活用（工事

情報統合システム、
バーコード・RFID
による物流管理、

3D-CAD・4D-CAD）

①高効率（原材料・燃料消費が少ない）

②高品質（安定した生成物が供給できる）

③低環境負荷（二酸化炭素等の排出物

が少ない）

①プラントシステムそのものに加えて
事業企画・組成、保守・運転支援

②事業運営による生成物そのものの
提供

①需給逼迫する資機材の入手
②不足するプロジェクトマネジメント

人材の育成

③技術・ノウハウの伝承
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3.4 プロジェクト実践プロセス 

プラントエンジニアリング業におけるプロジェクトの実践プロセスにおいて留意すべき

点を紹介する。 

(1) プロジェクト戦略マネジメント 

プラントエンジニアリング業におけるプロジェクトの期間は、数年に渡る長期的なもの

が通例であるため、戦略見直しの機動力に欠ける印象を持たれがちである。昨今の外部環

境の変化は急激且つ大幅となっており、顧客の事業環境の変化に伴うニーズの変化や資機

材の需給変動等に対して、素早く対応していくため、戦略の見直しのサイクルを早く回し

ていくことが肝要である。 

(2) プロジェクト目標マネジメント 

顧客の事業スピードに合わせたプロジェクト短期化のニーズや、プラントシステム及び

プロジェクト組織の複雑化から、従来型のプラント工事プロジェクトにおいても、設計・

調達・製造・輸送・据付・試運転を通した一連の節点管理が益々重要となっている。ＷＢ

Ｓ等のフレームワークの活用により、きめ細かな且つ統合的な節点管理を遂行していかね

ば対応できない。 

また、環境変化のスピードが速くなるにつれ、顧客及び自社とも、プロジェクトを遂行

していく上での変更を、素早く且つ確実に実行していくことが重要である。顧客との間の

変更に関しては、契約段階における仕様の確認及び合意結果の契約書への反映の程度によ

り、その後の変更管理の円滑さが左右される。また、変更のプロセス及び実施状況が容易

に把握できる仕組みをつくり上げておく必要がある。 

 

3.5 組織戦略について 

• 利益だけでなく工場設備等の資産の管理を含む経営責任を明確にするために、事業本

部制、カンパニー制へ移行している。 

• また、プロジェクト毎の採算責任を明確にするために、プロジェクトマネジャーを中

心とした組織構造を採用している（機能別組織から、マトリクス型組織（プロジェク

トマネジャーとラインのマトリクス）またはタスクフォース型組織への移行）。 

• プロジェクトマネジメントの機能を支援するために、プロジェクトマネジメントオフ

ィスを設置していく動きもある。 

 

3.6 人材戦略について 

• 組織としてのプロジェクトマネジメント能力を強化するために、プロジェクトマネジ
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メント人材の育成が急務である。各社とも、社内教育、社外講座等を通じて、プロジ

ェクト全体観を持つ人材の育成に力を入れている。 

• また、プロジェクトマネジメント人材の育成にあたり、そのキャリアパスと既存の社

内人事制度が整合の取れたものであることが求められるが、そこまでの整備がなされ

ていないのが現状である。 

 

3.7 今後の課題と展望 

• 原材料や燃料等の需給が安定せず、資金調達の困難さが予想される現在の状況におい

て、顧客の事業環境の変化も大きなものとなることが予想される。これに伴う設備投

資計画の変更から、需要変動が更に大きなものとなるが、これに対して事業形態の多

角化や、提携・協業による事業拡大、新技術開発による市場の創造等、P2M 的アプロ

ーチが、今後益々重要性を帯びてくる。 

• このため、P2M 的アプローチを実行して事業戦略を実現していくことができる人材を

育成し、その行動を組織文化として根付かせていく取り組みが、強く求められている。 

 

 

4. 食品業界 

 

4.1 業界の特徴と競争力要因 

食品製造業は、スキームモデル（運用モデル）で価値獲得を行う事業モデルであり、早

い事業環境に適用するために、事業モデルを変えていくアプローチ方法に P2M の見方、考

え方を適用することについての調査研究を行った。 

 

4.1.1 業界構造 

食品製造業の発展は、家庭内生産消費から産業化したものであり、その発展の生い立ち

を考えると、参入退出の障壁が低く、国、地域性などでの特徴を持ち嗜好性が見られる。

消費者の視点で考えると、食は生命の維持の基礎となる事項であり、栄養性、おいしさに

加え、機能性が重要な要因となっており、近年は、安全、安心、安定、そして、健康、環

境に対して、関心が高くなってきている。 

 

4.1.2 外部環境 

地球規模で考えると、食の需給バランスは、必ずしも安定しているわけではなく、今後
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の地域の発展により、大きく変わる可能性が高い。また、国内においても、人口の減少、

安全への要求事項の向上により、価値が変化していく可能性がある。 

国内の状況を考えると、物流などの社会インフラが整備され、定温での原料から製品ま

での仕組みが整備されるにつれて、食品への要求事項が保存性の向上から、機能の提供に

変化しており、今後のマーケットの変化に適用できる仕組みづくりが求められている。食

の消費形態は、家庭内で加工消費する内食、レストランや食堂での購買消費する外食、す

ぐ食べられる商品を購入し家庭内で消費する中食に区分けすることができ、特に中食は、

女性の社会への進出や趣味、娯楽の発展により、食の調達から消費までの掛けられる時間

が減少してきていることにより、発展してきており、成長市場であり、今後も、事業環境

が変化していく市場であると考えられる。 

市場の規模としては、外食産業総合調査研究センターの資料によると、内食市場は、市

場経済規模としては現れないが、外食市場は、2006 年度において、約２４兆円であり、1997

年度のピーク時から 16％減、中食市場は、約６兆円であり、1997 年度から 44％増になっ

ており、今後、伸びていく傾向がある。 

 

4.1.3 競争的要素 

食品業界と一口に言っても、幅が広く、業態も様々であり、事業規模（会社レベル）の

一人から何万人まであり、単純比較は難しい。ちなみに、食品衛生法での営業許可では見

ると、下記の通りであり、これには、飲食店から大規模な生産工場まで範疇に入る。 

 

「飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳

処理業、特別牛乳搾取処理業、乳製品製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販

売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、食品の

冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造

業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、

醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そ

うざい製造業、缶詰又は瓶詰食品製造業、添加物製造業」（34 業種） 

 

上記の内、工場での生産活動をしている企業に絞り込んでみても、事業規模は、資本金、

売上高、従業員数などで区分けできるが、その生産形態、受注発注形態でみると、様々で

あり、生産工程でみると下記のように区分けすることができる。 
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図表 4-19  生産形態と特徴 

 生産計画 特性 

１ 計画生産 プラント型 

２ 受注生産 プラント型 

３ 計画生産 労働集約型 

４ 受注生産 労働集約型 

また、商品としての価値は、缶詰のように、年単位での商品価値を維持できるものから 

数時間で商品価値がなくなるものなど条件は様々である。 

食品業界は、大規模な生産会社を除くと、人に頼る要因が多く、特に労働集約型の業態

での事業環境に適用できる仕組みを変えるプログラムでのP2Mの適用事例が可能であると

考えられる。 

 

4.2 業界別課題と今後の方向 

4.2.1 業界の課題  

食品業界は、内食、中食、外食のマーケットに対して、様々な形でサービスや商品を提

供しており、その形態は、多種多様である。 

そこで、中食マーケットに関わる食品製造業を事例として、取り上げ、話を進める。 

中食の商品は、産地から食卓までの流れで考えると、中食の製造事業は、３次加工メー

カーに該当する。 

産地→１次加工メーカー→２次加工メーカー→３次加工メーカー→販売→購買→消費 

中食の特徴は下記の通りである。 

① 「すぐ食べることができる」 

② 消費者から見ると、「待てない商品」であり、欲しい商品がなければ、すぐに他の商品

に変わる傾向がある。 

③ 保存性が低い特徴があり、価値となる時間が短い。 

④ すぐに食べられることは、商品の完成度が高いものとなるため、飽きられやすい傾向が

あり、結果として、短い販売期間（早いと 3 日から 3 ヶ月）で商品の改廃となる事例も

見られる。 

 

中食製造事業は、ほとんどの企業において、労働集約型の事業形態をとっており、365

日 24 時間の生産体制であり、多くの人員（1 工場で､200 名から 400 名以上）が働く機能
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型組織となっており、人材不足への対応も急務な状況にある。 

 

4.2.2 課題解決へのアプローチ 

食に関する事業環境は、不安定であり、かつ、大きく変わる可能性があると考えられ、

事業会社においては、どのように経営力を向上させていくかは、重要な課題であり、それ

を実現するロードマップの作成と実現していくことが新しい価値創出につながり、その行

動が結果につながると考えられる。事業環境の変化に適用するためには、課題解決速度の

上げる必要があり、このプロセスをプロジェクトとして、アプローチを行う。 

市場環境の変化に適用していくには、戦略（既存、新規の顧客、方向性）・商品力（創

造・製造・販売）・組織力（継続して実現する力）が必要であり、提供する製品やサービ

スは、市場、お客様での価値獲得への適用が重要な要因ですが、仕組みは、各社の独自の

資源を活用して、構築することが可能である。 

仕組みは、人が作り上げたものであり、人が入れ替わりなどの内的要因と市場環境の変

化などの外的要因により時間と共に劣化するものであると考えられる。また、組織が成長

するにつれて、組織として独自の価値観を持つようになり、事業環境が変化しても、変わ

らない価値観を持っている場合も多い。これは、成長している場合、限定された範囲での

戦術が有効な手段であり、個々の 適化が全体の 適化とつながっており、結果として、

個別の組織レベルでの価値観がそのまま継承されている可能性が考えられる。 

従来のマーケットに対する環境は、消費者にとっては、いつでもすぐに買えることがで

き、食べることができることに価値があり、それに対応するために、マーケットの拡大と

連動して、事業会社も拡大してきた。しかし、マーケットが他のマーケットとの競合や消

費者の価値が変化している中では、仕組みの継続的な改革が必要になってきている。 

 

4.2.3 プロジェクト型業務とオペレーション型業務の区分け   

事業モデルとして、捉えると、オペレーション型業務が中心であり、工場建設や新商品

開発プロジェクトなどの新規の仕組みを作る目的以外は、適用することは少ない。 

組織は、機能型組織であり、プロジェクトも、兼任での対応が多いことと、プロジェク

トについて、特別に人材の育成を計画して、実行している企業は少ない状況であり、プロ

ジェクトを創る、実行し、サービスモデルでの価値につなげることができる人材の育成は、

急務である。 
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4.3 プロジェクトへの P2M 的アプローチ 

「これからの市場環境の変化に適応するために、仕組みを変えていくには、どう進めて

いくか？」と想定した事業改革の進め方のアプローチを考えると、従来のアプローチ方法

と P2M の見方・考え方を活用したアプローチ方法がある。 

 

4.3.1 従来のアプローチ方法 

仕組みを変えるアプローチ方法として、従来から行われている方法は、サービスモデル

から、すぐにシステムモデルを行い、仕組みを変えていくアプローチ方法がある。 

また、システムモデル構築法は、以前から使われているいくつかの方法（例：ISO9000、

HACCP、改善活動など）があり、ケースバイケースでそれぞれの手法を活用して構築を行

っている。 

この方法を取る前提として、「みんながわかっている」「個々の 適化が全体 適につ

ながる」「日々の改善の積み重ねが重要」「見えている範囲の改善」が条件となっていて、

この要件が整っていれば、有効なアプローチ方法である。 

価値創出と時間軸で捉えるとこのアプローチ方法は、事業環境の変化が少ない状況であ

れば、現状の延長上で物事を捉え、進めることになる。基本的に、顕在的事象を捉え、価

値創出あるなしを考えて、短期間で実現する方法をとる。事業環境の変化が大きくなると、

うまくいかない現象として現れ、結果として、仕組みの改善は遅れる可能性がある。また、

現状の延長上での進め方では、現状肯定の考え方となりやすく、事業環境の変化に適用し

にくい環境が醸成され、結果として大きなトラブルが出たときに初めて、わかるようなこ

とになることが多い。 

従って、事業環境に変化に適用できる仕組みづくりのアプローチ方法が必要になってき

ている。 

 

4.3.2 P2M の活用について 

P2M の見方・考え方を取り入れるには、まず、仕組みづくりに、プロジェクトマネ 

ジメントのツールが有効的でかつ効率的であることを説明し、理解してもらう必要があ

る。今までのアプローチ方法とプロジェクトマネジメント・プログラムマネジメントのア

プローチ方法の違いは、有期性、確実性と不確実性、個別性、拡張性、多義性を比較する

と、プロジェクトマネジメントのツールの有効性が説明できる。また、従来のＰＭで対応

できる範囲と P2M が対応できる範囲についても、従来のＰＭは、システムモデルが中心で

あり、P2M の見方・考え方は、スキームモデル・システムモデル・サービスモデルで使え
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るものであり、ものづくりの仕組みの改革や改善にも適用できる可能性を持っている。さ

らに、P2M の見方・考え方を使い、スキームモデル・システムモデル・サービスモデルを

正のスパイラルで回すことにより、ステップアップ方法が有効かつ効率的である。 

この見方、考え方を価値創出と時間軸で捉えると、P2M の見方・考え方を取り入れると、

従来よりも広範囲な形での検討が可能になる。 

下図は、従来の見方・考え方・やり方と P2M の見方・考え方・やり方の比較をしたもの

であり、「ゼロベースで見る」、「変化柔軟性」、「コンピテンス基盤」、「価値評価」

を入り口で検討することにより、共通のものさしを作ることが可能になり、スキームモデ

ルからシステムモデル、サービスモデルにつながる方法が可能になる。 

図表 4-20  P2M の見方・考え方 

 

次に P2M に見方・考え方をより具体的な形で示すために、プロジェクトを創る前に、「も

のさしを合わせること」と「ありのままの姿、あるべき姿を知る、わかること」の大切さ

を話すことにより、わかりやすくすることは一案である。これは、「プロジェクトマネジ

メントとは」となどの話をすると、その時点で、話がとまり、進まなくなることが想定さ

れることによる。 

P2M の見方・考え方を入り口から取り入れることにより、スキームモデル・システムモ

デル・サービスモデルをつなぐ形となり、正のスパイラルでまわすことが可能になる。 

 

 

■変えていく必要がある？　
見方・考え方・やり方

価
値

立場、役割で異なり
個々で変わらないあるべき姿

問題

時間

今までの見方・考え方
見えるのは、みんな違う

価
値

変化するあるべき姿
共通認識

時間

変化する
ありのままの姿

共通認識

課題

リスク
管理

ものさしをあわせる
みえること・みえないことを
認識する
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4.4 プロジェクト実践プロセス 

P2M の見方・考え方を活用するにはどう進めるか 

食品製造業は、サービスモデル（運用モデル）での価値創出を行う事業モデルであり、 

プロジェクトを実践する場合、スキームモデル（企画構想モデル）で、仕組みを考え、

システムモデルで仕組みを作り上げていく形となる。従って、スキームモデルでのプロフ

ァイリング、アーキテクチャマネジメントが重要な事項となる。 

 

4.4.1 戦略的アプローチモデル  

製造業への P2M 戦略的アプローチを行う。これは、下記の７つのアプローチを適用して、

モデル構築を行う。 

① 組織の目的・目標は達成されているか？（経営者から求められていること） 

② どのような市場・マーケットをターゲットとするか？ 

③ 業界構造を考慮した競争戦略は？ 

④ 差別化できる要因とそれを実現するビジネスモデル、業務プロセスは？ 

⑤ 商品やサービスとそれを実現できる技術は？ 

⑥ 効率的、効果的な情報、コミュニケーションの方法は？ 

⑦ 実現するための組織能力、人材の育成は？ 

図表 4-21 は、仕組みの検証例を示している。この P2M 戦略的アプローチで、表すこと

により、経営戦略から導かれる「あるべき姿」や現在の「ありのままの姿」との比較を行

いやすくなる。 
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図表 4-21  戦略的アプローチモデル（食品製造業での事例） 

■戦略的アプローチの検証

情報

コミュニケーション

市場・顧客 （マーケット）

組織の目的・目標 （ミッション・ビジョン）

競争・競合 （コンペジター）

商品・サービス （プロダクト・サービス）

資源
組織

業務プロセス （プロセス）

①食を通して、食文化、食生活に貢献する（安全・安心・安定）
②消費者・市場のニーズに適応した質・量・納期・価格での提供
③売上げ計画　●●億円（営業利益率■％）

①国、民族性、地域性、年代
②栄養、おいしさ、健康、嗜好性
③外食・中食・内食

①早い商品サイクル
②労働集約型
③３６５日２４時間の生産体制

①人材の流動性が高い
②機能型組織が中心
③変化対応性は高くない

①市場動向の
迅速な情報の
収集と提供

②産地から
食卓までに

情報の収集と
提供

①参入障壁は低い（競争激しい）
②めまぐるしい商品開発
③スピード勝負

①安全・安心・健康・環境
②栄養、おいしさ、機能性
③保存性
④スピード重視

①原料：海外依存（産地・加工）
②原料：国内（契約・集約化）
③市場の縮小（国内）
　　と成長（海外）
④流通・保管・販売の定温化
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4.4.2 プロファイリングマネジメント 

P2M の見方・考え方は、入り口で使うことから入る必要があり、その際には、プロファ

イリングマネジメントを活用するとよい。 

プロファイリングマネジメントを活用して、「ありのままの姿」「あるべき姿」から実

施課題を抽出し、アーキテクチャマネジメントを活用して、ロードマップを作成し、実現

性を検証して、プログラムを創ることにより、進め方がわかりやすくなる。また、プロフ

ァイリングマネジメントを活用する方法として、OW モデルを使用する方法も一案である。

OW モデル（例：食品製造業）とは、「経営力」を中心軸に「マーケット開発力」「お客

様との関係性構築力」「商品供給力」「商品実現力」「販売開発力」「仕組みを変える力」

「経営資源の調達と蓄積」「仕組みを使いこなす力」の８つの軸を作り、これを更にブレ

ークスルーさせて具現化するツールで、経営の WBS として活用が可能である。 

これらを活用することにより、従来では、現状の延長上での取り組みと評価で行ってき

たことを、更に広い範囲での取り組みの検討や評価が可能になり、時間軸・範囲で、もの

づくりの現場では、P2M の見方・考え方を取り入れた仕組みの改善・改革・構築は、意識

改革から入ることが可能となるために、速い速度で進めることが可能になると考えられる。 

 

4.4.3 サービスモデルを中心として、モデルにおけるプロジェクトの流れ 

実際のプロジェクトを想定すると、図表 4-22 のような形で P2M の見方、考え方を取り

入れることが可能である。 
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図表 4-22  食品製造業におけるプロジェクトの進め方（事例） 

製造業プロジェクトのフェーズ（サービスモデルを中心とした事例：食品）

コミュニケーション

品質管理

契約管理

情報管理

リスク管理

資源計画調達計画

生産計画

人員計画・教育計画

運用計画

ＰＬ・BS・CF

方針

評価

サービスモデル

運用段階

コミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションマネジメント

品質管理品質管理構想バリューマネジメント

契約管理契約計画関係性マネジメント

情報管理情報計画構想情報マネジメント

リスク管理リスク検討リスクマネジメント

資源計画調達計画資源計画・調達計画プロジェクト資源マネジメント

事業計画・生産計画事業計画構想プロジェクト目標マネジメント

人員計画・教育計画組織体制構想：役割範囲プロジェクト組織マネジメント

運用計画運用計画構想プロジェクトシステムズマネジメント

ＰＬ・BS・CF財務計画構想プロジェクトファイナンスマネジメント

方向性確認経営戦略・事業戦略確認プロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

ステークホルダーとの基盤の確立と実行コミュニティマネジメント

進捗評価実施時でのＦＳアセスメントマネジメント

進捗管理実現するためのロードマッププログラム実行の統合マネジメント

戦略との整合性外的・内的要因プログラム戦略マネジメント

実施課題の抽出進め方アーキテクチャマネジメント

ありのままの姿・あるべき姿想いの確認
ミッション

プロファイリングマネジメント

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述す
る

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階企画構想計画段階事前協議フェーズ

経営者の熱い想い

どうしたいか
どうすすめるか

チーム編成
と想いの統一

ありのままの姿

戦略から
見た姿あるべき姿

事業性からみた姿

実現方法の検討

計画作成と承認

実施計画

実施設計

調達・購入

施工・導入

引渡し・確認

運用

評価と検証

想いの実現
次への想い

従来のＭＧ
手法

個別ＰＪを
実行する
ＰＭ手法

ＰＧ・ＰＪを創る
ＰＧを実行するための

ＰＧＭ手法

ありのままの姿から
あるべき姿を
実現するＰＪを

創るためのアプローチ
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4.5 組織戦略について   

サービスモデルでの組織は、役割と範囲が明確化されているが、プロジェクトを創るス

キームモデル、そのプロジェクトを実施するシステムモデルでのチーム編成に関する考え

方が明確化している会社は少ない。事業環境に適用できる仕組みづくりには、組織力の向

上は重要な課題であるが、実際、評価方法と実現方法は、非常に難しいと考えられる。 

実際は、組織力は日常業務を通じて、向上させることを行っていますが、仕組みを変え

るプロジェクトを行う際に、組織力のレベルを確認した上で進めることは重要である。 

 

4.6 人材戦略について 

労働集約型の事業モデルであり、人材の育成は重要な課題である。従って、下記のプロ

セスを計画し、実行し、プロジェクトについても、できる人材の育成計画を行う。 

① 人材確保 

② 人材教育 

③ 継続的な教育への取り組み 

④ 定着率の向上 

この人材戦略においては、事業、業務プロセス、組織の環境、そのために必要となる知

識、知識を習得後のフォローなどが体系的になっていることが重要である。 

 

4.7 今後の課題と展望 

P2M の見方、考え方は、有効的かつ効率的なツールであると考えられ、活用していくポ

イントは、下記のように考える。 

 事業環境の変化する速度は？仕組みを変えていく速度は？ 

時間軸で考えると、３年以内、５年以内、５年以上のスパンで考えると 

① ５年以上であれば、従来のツールでの対応の範囲 

② ５年以内であれば、個々の 適から全体 適へ、問題解決型のプロジェクトで仕組み

を変える 

③ ３年以内であれば、サービスモデルとプロジェクトを組み合わせたプログラムを構築

し、全体使命を実現するプログラムマネジメントで仕組みを変える 

 

事業環境の変化、仕組みを変えていく速度を同期化させ、事業環境に適用できる仕組み

ができるとすると、速度が速くなると、P2M の見方、考え方が有効かつ効果がある。 

この事業モデルは、人に頼る事項が多いので、人が理解できることが重要であり、「も
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の」が中心の時代から、「こと」が中心に時代、更に「もの」と「こと」の時代へ変わっ

ていく中で、事業環境が変化すると、個人の考え方、やり方を変えていく必要性があるこ

とを理解し、自ら動ける形にして、プロジェクトを活用した仕組みづくりを進めることが

可能になる。特に、意識、作業、設備と改革を進めていくためには、入り口での意識改革

が重要であり、経営から現場レベルまでがつながることにより、実現が可能ではないかと

考えられる。 
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5. ガラス素材業界 

 

5.1 業界の特徴と競争力要因  

5.1.1 業界構造 

ガラス素材産業は、住宅産業等建設業界、自動車産業、情報通信機器産業への開口部・

表示部等の部材を供給する産業である。 

ガラス素材業界は、ガラスという素材の特性である、①破損しやすい、②かさ張る、③

比較的重い、などからと、またタイムリーに納入する必要があるため、お客様の近くに製

造拠点を立地することが多い。建築用ガラスについては、容易に想像できるが、自動車産

業の部品供給としても、さらにディスプレイ産業の部材供給としても、お客様へ製品納入

しやすい場所に工場・倉庫を作ることになる。 
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また、ガラスという素材の生産設備は、その需要に比べて、比較的大きな設備投資が必

要で、かつ上記のようにグロ－バルな展開も必要であり、戦略実現のためには大きな投資

が必要である。特に、板ガラス産業では、日本においては３社（旭硝子、日本板硝子、セ

ントラル硝子）、世界的に見ると主要６社で市場の７、８割を占める状況にある。お客様

である建築業界、自動車産業、ディスプレイ産業の戦略に歩調を合わせ、グロ-バルでの競

合を常に行っている。 

また、技術の高度化という観点からは、現在の板ガラス製造方法の標準であるフロート

法（溶融スズの上にガラスを注ぎ込み、成形する方法）による建築用ガラス、さらに強化・

合せ、プリント、コーチング等を行う自動車ガラスの歴史は長く、これらはビジネスのス

ピードに同調し、徐々に進化を遂げているが、 近ではディスプレイ基板（液晶：LCD、

プラズマ：PDP 用ガラス基板）という進化の速度が速い製品も主力となり、高品質化、低

コスト化（生産性向上）要求による技術の向上が必須となっている。  

図表 4-23 に、わが国板ガラス製造業の出荷額、従業者、輸出額、輸入額の推移を示す。

また、図表 4-24 に、我が国企業の世界における位置づけを示す。（出典：2008 年版ものづ

くり白書 経済産業省・厚生労働省・文部科学省 編） 

図表 4-23  わが国板ガラス製造業の出荷額、従業者、輸出額、輸入額の推移 
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図表 4-24  我が国企業の世界における位置づけ 

 

5.1.2 外部環境 

ガラス素材産業 

P：Politics（政治的要因）：環境関連の法規は事業の戦略を決めるのに、大変重要な要

素のひとつである。 

E：Economics（経済的要因）：原材料の大半が輸入品であること、製造工場が世界立地・

分散していることから、生産コスト・売上高は、為替変動、各国の政治的安定度に非常に

影響される。板ガラス・自動車ガラス分野では、 終製品が社会基盤の耐久財であること

から、長い眼で見れば安定した需要はあるが、消費財とは異なり経済の状況が大きく影響

する。 

S：Social（社会的要因）：少子化などの社会的要因が、住宅着工戸数・ビル建設に大き

な影響し、売り上げに影響を与える。住宅に比べ、比較的容易に入手できる消費財のディ

スプレイ（薄型テレビ、ＰＣモニタ－）、自動車の消費動向も大きく影響する。 

T：Technology（技術的要因）：環境関連の動向は、電子関連分野の素材供給に大きく影

響する。 

参入障壁としては、前述のように①破損しやすい、②かさ張る、③比較的比重が大きい、

というガラスの特性から、輸送にコストがかかり、リスクがあるため、海外から参入しに

くい。さらに、比較的大きな設備投資が必要であり、現在、世界的に見て３つのグル－プ

の寡占状態となっている。国内製造業の海外展開が進展する中、多様化するユーザーニー

ズ、変革スピードの加速化に対応する開発力の保持が事業発展の鍵となっている。 
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また、自動車用ガラス、ディスプレイ用ガラスについては、典型的なすり合わせ型産業

であり、お客様である自動車メーカー、ディスプレイパネルメ－カ－との初期の段階から

の共同開発体制が成功の一つのファクタ－となっている。 

 

5.1.3 競争的要素 

(1) 強み 

ガラスそのものは古代から存在する素材ではあるが、開口部材として、ある程度の強度

を備えたものはなかなか現れず、また傷つきにくいので、現在のところ、プラスチックに

比べても優位にある。廃材が原料のひとつである“カレット”（ガラスの破片。原料と混

合することで、原料の溶融を容易にする。）である。しかしながら、プラスチック等と比

べ比重が大きいため、自動車等の軽量化による省エネの課題となっており、また破損する

可能性があることから、強度の設計にはノウハウが必要である。 

建築産業、自動車産業、ディスプレイ産業等のバリューチェーンの中で、開口部材、表

示部材として必要な特性の製品を提供している。特に自動車産業での世界同時立ち上げを、

素材供給会社として行うため、前述のようにお客様立地近傍への立地、世界の関係会社と

のビジョンの共有、社内カンパニー制による確実な指示の伝達、フィ－ドバック等が求め

られている。また、新車開発等お客様と一体となって取り組むプロジェクトも増えつつあ

る。 

(2) 弱み 

日本においては、原材料、燃料のほとんどを輸入に頼っており、人件費のみならす、高

コストとならざるを得ない。また、ガラス素材産業では、化石燃料である重油・ガスを主

要な燃料として生産を行っており、地球環境を守るため、大幅なＣＯ2 削減の技術革新が待

たれている。 

 

5.2 業界別課題と今後の方向 

5.2.1 業界の課題 

今後注力すべきテーマとしては、サステイナビリティの視点より、環境に関連するテー

マが重要である。化石燃料からの脱却のための高効率太陽電池関連素材開発、ガラス素材

そのものの省エネガラス化技術開発等が、すぐに取り組まなければならないテーマである。 

また、グロ－バルの視点からは、経済発展途上地域を加えての供給・販売体制の確立も

重要なテ－マである。 

さらに、製品への要求がますます高機能化・多機能化を求めるようになり、従来の耐久
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財の素材としてのガラスに比べると、新製品開発の期間もタイムリーに短期に仕上げるこ

とが要求される。また、製品の分野が電子分野にも及び、今後は単にガラス素材としてだ

けではなく、化学とガラスの融合技術によるさらなる高機能化、新機能付加が望まれてい

る。 

 

5.2.2 課題解決へのアプローチ 

課題解決へのアプローチについて、課題も含めて以下のとおり記述する。 

• 板ガラス産業では、環境関連の製品として、太陽電池が挙げられ、より少ない資源を

活用しよりエネルギーを産み出せる製品の開発が必要とされる。 

• 自動車産業では、新車の開発期間短縮の要請に応えるためのマ－ケットイン・開発・

製造体制の整備が必要とされる。また、より省エネを目指すため軽量化の課題が挙げ

られる。 

• ディスプレイ産業では、メ－カ－の要求機能を満足できる素材の特性をタイムリーに

提案・供給できる開発・製造体制の構築が必要である。 

• 電子の分野では、ガラス産業にとどまらず、化学とガラスとの融合技術を提案する必

要がある。 

• エネルギー多消費型産業のガラス産業~脱却する革新的な省エネ製造方法の確立が必

要である。 

• さらに、多品種を少数の生産設備で効率的に生産するためには、より高度なプロダク

トミックスのオペレ－ション技術の確立が求められる。 

• これらを実際に推進するためには、提案型技術・技能人材の育成が急務である。 

 

5.2.3 プロジェクト型業務とオペレーション型業務の区分け 

• 新商品、新製品開発からリサイクルまでのビジネスモデルを構築するのは、プロジェ

クト型業務である。 

• 省エネ開発についてもプロジェクト型業務である。 

• これらが確立し、安定生産、販売業務を行うのは、オペレ－ション型業務である。 

• 特に高度なプロダクトミックス生産技術は、オペレ－ション業務である。 

• 人材の育成については、その時代の状況、未来に向けてのあるべき姿を描く必要があ

り、プロジェクト型業務である。 
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5.3 プロジェクトへの P2M 的アプローチ 

本項では、P2M マネジメントの適用事例として、新製品開発における実践事例を紹介す

る。 

(1) 新製品開発の構想段階 

一般的にガラス単独での 終製品は少なく、 終製品の一部を構成するものである。建

築用、自動車用、ディスプレイ用、電子産業用等、それぞれの分野の環境・課題を考慮し、

それを実現するための部材に要求されるニーズより、期待される性能・機能を設定し、お

客様に提案するものである。この際には、自社が持つ技術及びその延長線の技術を見て、

要求を満足する解決方法を見つけていく。 

いかに早く、良い提案ができるかで、お客様に採用していただけるかが決まり。一旦お

客様の製造ラインで採用していただくと、業界のデファクトスタンダ－ドとなり、業界を

リードすることができる。 

また、ライフサイクルで考えると、ガラスはリサイクル可能な素材である。（破砕した

ガラスはカレットと呼ばれ、製造時の原材料となる。） 終製品の廃棄時のリサイクルの

方法・可能性・仕組みなどもこの段階で考えられる。 

(2) 計画段階 

計画段階では、さらに詳細の検討を行い、機能試験、耐久性試験、量産供給体制確立の

成否判断（既存の製造設備でのプロダクトミックスか、新規設備導入かなど）などを行い

実現性を確認しつつ、上市を目指す。 

(3) 実施段階（システムモデルでの実践例） 

実施段階になると、実際の製造ラインを構築し、お客様の注文に応じて、生産を行う。

この生産体制を確立する業務は、プロジェクト業務であり、実際の生産においては、コス

ト・人員・生産高の管理を行いながら進める。ここでの業務は、オペレ－ション型業務が

中心となる。 

(4) サ－ビスモデルでの実践例 

終製品にガラスが使われる段階になるとお客様の設計の妥当性が実際に確認されるこ

とになり、ガラスが素材として機能を発揮するかどうかが試される。特に光学的な特性、

遮熱性能、防音性能、耐久性などが実際に確認される。万が一発生した場合には、迅速な

クレームへの対応、フォローを行う。また、ガラスはリサイクルが可能な素材であること

から、ライフサイクルの対応もここから始まる。 
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図表 4-25  プログラム＆プロジェクト統合モデル（事例） 

製造業プロジェクトのフェーズ（共通テンプレート）

クレ－ム対応フォロ－

性能評価。改善

リスク状況確認（ﾗｲﾌｻｲｸﾙ）

費用対効果測定

利用者意見聴取

サービスモデル

運用段階

製販開定例会議開催情報交換会開催市場からの意見聴取の場コミュニケーションマネジメント

環境への影響評価バリューマネジメント

製造・開発・販売協力体制構築コンペチター情報収集関係性マネジメント

生産計画・状況情報の共有化中期計画共有情報マネジメント

リスク対応状況確認（生産）リスクの特定、回避リスクアセスメントリスクマネジメント

生産管理実施中期計画織込みで確保技術・設備・資材ﾘｿｰｽ確認プロジェクト資源マネジメント

目標機能・寿命設定目標機能・寿命構想プロジェクト目標マネジメント

生産詳細計画策定・管理人員配置計画プロジェクト組織マネジメント

システムによる管理生産システム組入れプロジェクトシステムズマネジメント

コスト管理
設備・人員（コスト）計画コスト・投資効果予測

資金計画
プロジェクトファイナンスマネジメント

中期計画への織り込みプロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

データ蓄積、目的共有製販開協力の場HPでの環境改善啓蒙コミュニティマネジメント

指標計測指標の作成経営戦略との整合性アセスメントマネジメント

製品既存製造ﾌﾟﾛｾｽとの統合プログラム実行の統合マネジメント

環境戦略との整合性プログラム戦略マネジメント

シナリオ作成製品群開発中期計画策定アーキテクチャマネジメント

製品体系の構築

市場が求める機能明確化

開発要求事項確認

環境影響確認

ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

地球環境 製品要求機能
目標設定

課題抽出

機能確認
試験

製品詳細
決定

耐久性確認
試験

市場環境
顧客要求

新規事業開拓

量産体制
計画

受注 諸性能確認

耐久性確認

運用（住居・
ビル等利用）

生産計画

上市

生産準備

生産

出荷前検査

梱包・出荷

組立

建設

竣工検査

解体・撤去 カレット
リサイクル

妥当性確認

所有技術
確認

技術改善
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図表 4-26  戦略へのアプローチモデル（事例） 

 

■「仕組み」の検証

情報

コミュニケーション

市場・顧客 （マーケット）

組織の目的・目標 （ミッション・ビジョン）

競争・競合 （コンペティター）

商品・サービス （プロダクト・サービス）

資源組織

業務プロセス （プロセス）

①素材製造技術による地球環境改善への貢献
②顧客の満足度の向上（素材によるソリュ－ションの提案・提供）
③売上げ、利益の向上

①住宅・建築、自動車、ディスプレイ、
電子産業等 の事業者

②海外グロ－バリゼ－ション

①製品機能の設定、機能確認、
環境試験等耐久性確認

②生産計画、生産管理、品質管理
（JIT、プロダクトミックス）

①開発、生産、販売等プロジェクト
マネジャー中心の組織構造
・プロジェクトタスクフォース

②組織知の共有・展開

①市場・顧客情報
の収集・共有

②IT、会議体活用

による連携強化

①高品質、安定供給
②低価格
③低環境負荷

①ライフサイクルに踏み込んだガラス
素材（例：エコガラス）

②顧客と一体となったコンカレント製品
開発

①プロジェクトマネジメント人材の育成
②多分野技術の複合化によるシナジ－

の創出（例：ガラスと化学の融合）
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5.4 プロジェクト実践プロセス 

自動車産業界、ディスプレイ産業界、電子産業界など、それぞれの分野で、素材に求め

られることは、いかにお客様の二－ズにタイムリーに適切に応えるかということに尽きる。

実際のプロジェクトでは、これに満足できた企業が業界の基準となり、他社はこれに追従

する形になる。いかに速く対応するかで、各社しのぎを削っており、これがプロジェクト

の勝敗を決めている。 

 

5.5 組織戦略について 

お客様が産業界の多岐に渡る分野を占めることから、組織戦略としては、板ガラス、自

動車ガラス、ディスプレイ等、各業界ごとに対応できる体制を通常敷いている。特に自動

車ガラス産業界では、新車の立ち上げ期間の短縮が重要な課題となっており、メ－カ－と

一体となった開発体制を取ることで、コンカレントな企業横断的な開発が可能となってい

る。 

一方、ガラス業界では、ある分野で獲得した共通の成果は、他の部門への応用を行うこ

とで、停滞することなく、技術の進化を遂げている。（例：自動車ガラス分野での遮熱機

能の建築用ガラス分野への応用、など）また、ガラス業界は、原料の調達などの理由から、

ガラス生産単独の企業より、化学製品など、他の分野を一緒に持つものが多く、これらの

シナジー効果も現れている。 

また、ガラス素材産業はお客様の市場が全世界に広がっていることから、グロ－バルな

体制をとらざるを得ない。従って、組織も各部門のお客様の活動の地域を中心としたグロ

－バル体制を敷く。 

 

5.6 人材戦略について 

以上の事例では、製造、販売、開発が密接に関わり合い、また、社内の異なる分野の製

造部門もお客様への製品提供・提案では、協働が期待されるため、これらを束ねる人材と

しては P2M 的な考え方を持った者が必要不可欠である。 

また、製造、販売、開発の各部門においても、密な連携が必要であり、部門の局所 適

ではなく、価値 大化の考え方ができる人材がリ－ダ－として、必要である。 

 

5.7 今後の課題と展望 

長い目で見て、エネルギーをセ－ブし生産できるガラス製品の開発が待たれている。ま

た、リサイクルを中心に持続可能な製品ライフサイクルを各業界に提案してゆくことが必
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須であると考える。 

また、ガラスの特性から考え、消費者立地で、お客様の近くでの生産体制の構築＝グロ

－バルな生産体制の構築も必要な流れであると考える。 

さらに、ガラスという素材は色々な可能性を持っているが、高機能化、複合技術化のト

レンドは今後もさらに進むであろうことから、さらなるガラスの高機能化、ガラスと化学

の融合を行う必要がある。 

P2M の考え方をとることで、以上のような課題は解決されるものと考える。 
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第5章 プロジェクト化時代の組織と人材 
 

本章では、製造業がプロジェクト化の時代を迎えての、組織運営の在り方と人材育成・

活用に関して検討した結果を報告する 

 

1. プロジェクト化時代と製造業の組織運営 

1.1 プロジェクト化の時代 

現在世界は、「プロジェクト化の時代」に突入しており、我が国も例外ではない。世界

銀行が 2006 年に行った調査では、世界の GDP の 22％が社会インフラ開発と生産設備投資

など産業基盤開発による寄与であるとしている。これには他の産業活動や公共サービスの

プロジェクト化の寄与は算入されていないので、概して経済の約三分の一はプロジェクト

によるもと推定できる（R. Turner 2008、E. Andrews 2008、他）。 

実際に、我が国では、エンジニアリング企業、総合建設企業あるいは情報サービス企業

等の元来のプロジェクト型事業体に加えて、製造業でも、商品のライフサイクルの短縮化、

グローバル事業展開によるサプライチェーンの改編など事業のダイナミズムの増大、技術

の組み合わせによる商品ソリューション創出、あるいは商品とサービスの複合化による高

付加価値追求、等の背景から事業のプロジェクト化が着実に進んでいる。 

また政府（経済産業省）が推進する新経済成長戦略 2008 年改訂版では①「資源生産性競

争」時代における経済産業構造の構築、②世界市場獲得と持続的発展のためのグローバル

戦略の再構築、ならびに、③地域・中小企業・農林水産業・サービスの未来志向の活性化、

を 3 本柱として据えており、これらの実現には新たなパラダイムに基づいた価値創造を有

期実現するプログラムマネジメント的なアプローチとこれを実現できる使命達成型人材が

不可欠である（プログラムマネジメントについては本報告書の第 1 章 3、第 2 章 2 並びに第

3 章を参照願う）。 

 

1.2 組織能力による差別化 

製造業における事業のプロジェクト化については、第 1 章 1 で「ものづくり白書」を引

用しながら製造業全体の環境を俯瞰し、これを受けて第 1 章 2 で、製造業でのプログラム

＆プロジェクト指向経営の重要さを説いた。また、第 2 章の 1 では、本調査研究で実施し

た企業へのアンケート結果の分析から、企業が現在指向する経営軸が、市場環境の不連続

性のなかでの高速回転型価値創造経営であり、企業戦略を高速に実現していくための新た

なビジネスモデルの相次いだ開発・実施・導入とこれを支えるプログラムマネジメントや
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プロジェクトマネジメントなど、合目的性や機動力に優れたマネジメンントを追求する姿

勢が読み取れた。 

現下の製造業の組織運営で配慮すべき重要な観点は、製造業企業の全体的な差別化は、

製品競争力から組織能力の高さに移行しているとする点である（藤本 2003、延岡 2007）。

一橋大学イノベーション研究センター 延岡健太郎教授の、2007 年 5 月開催 日本プロジェ

クトマネジメント協会神戸 PM フォーラム基調講演から引用すると（図表 5-1）、企業の競

争力の源泉は、かつて「商品の機能」であったものが、市場競争の過程で、「新規の機能

軸」に移り、更に「製品分野の戦略性」が重視され、ここまでは、商品での差別化であっ

たが、グローバル競争が進んで過当競争から脱出するには、コア技術、事業システム、そ

して組織プロセス力の三位一体で奥の深い「組織能力」を築くことが必要である。 

図表 5-1  製造業の差別化軸の変化 

 

 

組織能力については、第 1 章 2 で述べているが、ここで再度整理すると、組織能力は、

事業戦略レベル、知識変換レベルおよび組織資源レベルに区分することができる。即ち、

事業戦略レベルでは事業のビジョン、ミッションに基づき、基本戦略それにビジネスモデ

ル、基本コンセプトが明確化される。また、知識変換レベルでは、事業組織、ビジネスプ

ロセス、それに事業運営に必要な情報システムで構成され、プログラム&プロジェクトはこ

の顕在化した姿として表出される。また、組織資源レベルでは、組織文化、風土が基底に

あり、その土壌のうえに知識資源、認知能力が蓄えられ、顕在化した形としてナレッジ（知

財）、組織構成員のスキル（知財）が表出される。（図表 5-2 参照） 
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機能

機能軸
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プロセス能力

② 事業システム
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での差別化
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図表 5-2  組織能力モデル 

 

本調査研究は、このような観点を踏まえ、プログラム&プロジェクト制が、事業システム

と組織プロセスの領域で組織能力強化をどのように支援するかを解析することが主眼であ

った。 

 

1.3 製造業におけるプロジェクト組織運営の配慮点 

プロジェクト化した事業運営と、事業部に代表される製造業の伝統的な事業運営はどの

ように異なるかは、本報告書の第 2 章から第 4 章で詳述したが、組織運営と求められる人

材のプロフィールの面からの相違点を纏めると図表 5-3 のようになる。 
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図表 5-3  事業部運営とプロジェクト化事業の違い 

 プロジェクト化事業運営 事業部運営 
運営方式の時間スパン ３ヶ月～2 年 低 3 年、多く５～10 年 
組織のパラダイム 独自の成果、有期（短期）成果達

成、戦略デリバリー、価値構築・

実現 

事業部戦略、製品ポートフォリ

オ、事業部競争力、商品責任（環

境、品質など）、事業部分担の株

主責任（利益、配当、株価など）、

プロセス力強化、商品力強化（商

品群付加価値の継続的増強）、社

会責任（CSR、コンプライアン

ス、雇用など） 
組織運営の特徴 
（キーワード） 

プロジェクトミッション、機動性 
（Time to Market、Time to 
Profit）、有期性、独自チーム、

成果可視性、独自予算 

事業部ミッション、コア技術養

成、マーケティング（顧客）本位、

人材育成、運営の安定性、ヒエラ

ルキー（コマンド＆コントロー

ル）、経営品質、商品企画 
上部組織 事業部またはプロジェクト部（プ

ロジェクト制の場合） 
事業本部（事業本部制の場合）、

コーポレートマネジメント（カン

パニー制の場合） 
商品知識、PM 基礎（標準）知識、

セルフスターター特性、統制力、

不退転決意、成果志向、プロジェ

クト文化構築力、調整力、包容力、

人間関係力 

事業に対する責任感、マクロ経

済・市場観、リーダーシップ、戦

略思考、総合思考、統制力、調整

力、成果追及姿勢、ポリティカル

パワー、財務関連知識、技術トレ

ンド理解力、人間尊重志向、決断

力 

リーダー人材の特性 
（必要知識または資質） 

【両者の中間にあるプログラムマネジメント組織】 
全体思考、戦略思考、総合思考、リーダーシップ、計画力、実行力、

調整力、人間関係力、成果追及姿勢、自己規律・倫理観 
 

製造業もプロジェクト化事業の時代を迎えているが、システムインテグレーターである

総合エンジニアリング企業や情報サービス企業のように企業自体がプロジェクト事業体で

ある場合と異なり、モノづくりのパラダイムが支配する製造業企業では、プロジェクト組

織運営の考え方にも組織文化的な配慮が必要である。つまり、 

 プラントや情報システムなどでは、プロジェクトの成果物は、必ずしも 高の技術を極

めたシステム構築物ではなく、そのプロジェクトにおける品質・納期・予算の制約下で

の 適化の成果物であることが多いが、製造業の商品開発プロジェクトでは、成果物で

ある商品は技術と感性が極限の形で結集される必要があるので、プロジェクトとはいえ、

コア技術や商品化技術と感性などアートの運用にかかわるウェイトが大きく、定常機能

組織との密着度がより大きい。 

 従って、定常組織とプロジェクト組織といった単純な切り分けは適切ではなく、あくま

でも機能別組織とプロジェクト組織が事業部のなかでモザイクのように混在した形での
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組織として捉える必要がある。 

 プロジェクトマネジメント人材に関しても、自社の商品とそれを実現する技術の熟知な

ど高い専門性なくしてのプロジェクトマネジメントはあり得ず、プロジェクトマネジメ

ント界一般でのプロジェクトマネジメント人材資質論を補正のうえ運用の必要がある。 

 

1.4 プロジェクト人材に関する P2M ガイドブックのフィロソフィー 

次に人材育成と活用についての P2M ガイドブックの基本的な思想を引用する。 

P2M ガイドブックが主唱する大きなテーマのひとつが、「ものづくりの強さに仕組み作

りを加えて日本企業の国際競争力を高める」である。その趣旨は、次の 3 点で表される。 

① 日本は世界に冠たるモノづくり国である。日本企業の技術力と生産管理システムに代表

されるプロセス力は製造業の競争力を大きく支えている。しかし、現下の厳しい企業環

境にあってこの国際競争力をさらに伸ばすには、モノづくりの強さにマネジメントの要

素を融合させて、新しい日本企業のビジネスモデルを作る必要がある。 

② この仕組みづくりには、このモデルを支える「人づくり」が必要で、P2M ガイドブッ

クは、企業の中間管理者を統制（コマンド＆コントロール）型）人材からイノベーショ

ン志向のプロジェクト創造型人材である「使命達成型人材*」に変える実践ガイドであ

る。（*P2M ガイドブックでは「使命達成型職業人」と記述されている） 

③ P2M ガイドブックと使命達成型人材集団を以って、常に企業価値を高める戦略とプロ

ジェクト一体型のプログラム＆プロジェクト型経営モデルを実現する。  

 

ここで、使命達成型人材は、次のようなプロフィールと活躍の場を有する人材である。 

 使命達成型人材には、相応しい職業知識体系の習得と実践、顧客満足の追及、企業の社

会的責任の遵守、などが求められる。 

 使命達成型人材は、挑戦的な企画、事業開発など、複雑あるいは複合的な問題を取り扱

う。このため、特定の企業戦略使命から導く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・資質とプロジェクトマネジメントに必須の「広い視野」を持つことが求められる。 

 使命達成型人材は、プロジェクトコンテキストにおいて全体 適をリードする度量を有

することが必要である。 

 使命達成型人材は、プロジェクトによる経営革新も扱える新世代型人材である。 
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2. プロジェクト組織 

 

2.1 プロジェクト組織運用のポイント 

前章で述べたように、事業のプロジェクト化を迎えた状況にあっても、製造業の事業運

営は事業部機構のなかで機能別組織とプロジェクト組織は相互に密着したモザイク型の一

体運営が必要である。 

しかしながら、製造業も高速回転型価値創造経営が必要な時代となり、プロジェクト型

事業が多くなると、プロジェクトそのものが独自成果獲得性、有期性、機動性 (Time to 

Market あるいは Time to Profit の追求)、成果可視性などを特徴としている以上、プロジ

ェクト組織論をしっかりと踏まえて運営を行う必要がある。 

本章では、プロジェクト組織論の本質的な部分と製造業の特性に応じた適応の仕方の両

方について記述する。 

 

製造業でのプロジェクト組織運営のポイントを煎じつめると次のようなことである。 

 定常組織とプロジェクト組織の違いを認識してプロジェクト組織を編成し、また運用し

ないとプロジェクトの実効が十分にでない。 

 プロジェクト成果獲得へのエネルギーの結集を可能とする組織編制としつつも、企業戦

略との整合や戦略実施ポリシーの遵守など、プロジェクトのガバナンス（プロジェクト

横断的な、企業としてのプロジェクト監理体制）への配慮を行なうことが事業部として

のプロジェクト化事業の全体 適化を達成する鍵である。 

 プロジェクト組織運営には、それに適した人材の体系的な育成が必要である。また、プ

ロジェクト成功の大きな鍵を握る、プロジェクトリーダーの任務と人的要件を明確にす

る。 

 期間限定で実施されるプロジェクトの組織運営が、定常組織に刺激・活力をもたらし、

コーポレート組織に学習効果を与えることによって組織成熟度を高めることに配慮する。 

 

2.2 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（コーポレート組織）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、制約に縛られるこ

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を編成す

ることが必要である。 

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、
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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。例えば、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。 

プロジェクトは有期の事業であることから、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）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、定常組織の機能別組織との役割分担や境界を含めて組織

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。 

 

2.3 プロジェクト組織の基本類型 

プロジェクト組織の基本的な類型を図表 5-4 に示す。 
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この図は、プロジェクトマネジメント界の共通認識である、① 機能部門主導型組織（機

能型組織ともいう）、②プロジェクト型組織（タスクフォース型組織ともいう）、並びに

③マトリックス型組織、の 3 つを模式的に示している。 

図表 5-4  プロジェクト組織の基本類型 

 

① 機能部門主導型組織 

製造業企業がプロジェクト制を導入する初期段階に多い組織形態で、技術複合型の商品

開発やシステム的製品の一品生産で、顧客の要求や機動性の追及でプロジェクト組織を

組成するが、機能部門の業務はそのままで、営業や企画部門に顧客へのコンタクト窓口

あるいは顧客要求に応えるための機能部門間の調整役としてプロジェクトリーダーが

任命される組織形態である。 

 機能組織重視 

プロジェクト 重視 

機能部門長 プロジェクトリーダー 

機能部門

主導組織 

マトリクス 組織 

プロジェクト 

プロジェクト 

プロジェクト 

プロジェクト 

プロジェクト型 

組織 
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プロジェクト業務の担当者は機能部門におり、業務も機能部門で行われるために、決定

には部門長の階層的な承認が必要で、プロジェクト組織といえども機動性に欠ける点が

ある。 

② プロジェクト型（タスクフォース型）組織 

機能部門主導型組織と対極にあり、すべてが当該プロジェクトのミッションと目的遂行

のために機能し、人材もコーポレート機能や高度に専門的な技術機能以外は、機能組織

から一時プロジェクトチームに社内出向する。合目的性や機動性には極めて優れている

が、運営コストがかさむこと、人材の効率よい活用に難点があること、ならびに技術進

歩が早い商品分野では、専門技術者の技術への追随が遅れるなどの留意点があり、社運

をかけての大型商品開発など以外では、この組織形態は活用されない。 

③ マトリックス組織 

マトリックス型プロジェクト組織は、全業種のプロジェクトをみると、80％以上を占め

るプロジェクト組織の主流である。プロジェクト組織の合目的性や機動性と、企業とし

ての資源運用の 適化あるいは技術レベルの維持など、の両方を満たせる組織形態であ

る。プロジェクトリーダーの権限の大きさやプロジェクト組成期間に応じていくつかの

バリエーション形態がある。マトリックス型組織は次の特長を有する。 

• 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やすい。 

• 人的資源の有効利用が可能。 

• 情報や獲得してノウハウが他のプロジェクトに利用されやすい。 

• エキスパートの養成、確保が効果的に進められる。 

• 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。 

 

2.4 製造業でのプロジェクト組織 

次に製造業企業で実際に行われているプロジェクト組織形態は、組織運営の複雑度や投

入される人材などリソースの必要量を縦軸に、また、プロジェクト重視度を横軸にプロッ

トすると、次のように俯瞰される（図表 5-5）。 
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図表 5-5  製造業でのプロジェクト組織形態 

(1) 機能部門主導型組織 

ほぼすべての製造業企業がプロジェクト対応を行う際にまず採用するのがこの形である。

プロジェクト制の入口で取りあえず構築しやすいが、プロジェクトリーダー職位が専門職

化されていないので、全社あるいは事業部横断的なプロジェクトマネジメント体系とスキ

ルは構築されにくい。 

(2) マトリックス組織 

プロジェクト型の事業が定常的になってくると多くの企業が採用するのはこの組織形態

である。 

当初は他業界や他社の先例に倣って組織運営を行うが、概して次のような問題にぶつか

る： 

• 製造業であるのでプロジェクトリーダーにあまりに技術志向が強く、バランスと 適

化を趣旨とするプロジェクトとしてのマネジメントにならない。 

• 企業としてのプロジェクト組織運営規定がないまま、つまり、機能組織とプロジェク

ト組織の役割分担や界面、あるいはプロジェクトリーダーの責務と権限などの規定が

不在でプロジェクトチーム運営を行うので混乱が生じる。 

• プロジェクトリーダーに正式のプロジェクトマネジメント教育を行う段階に達してな

いため、プロジェクトリーダーのパフォーマンスに大きな振れが生じる。 
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米欧の製造業企業がこれらの問題に遭遇して採用したのが、スタッフ型のプロジェクト

マネジメント・オフィス（略して PMO と呼ばれる）である。PMO は現在、その目的によ

って、いくつかの種類に分かれるが、元来の機能は、ラインのプロジェクト組織の横にあ

って、プロジェクトマネジメントに経験の深い少人数の精鋭の構成で（そのような人材が

社内にいない場合は外部から雇用し、あるいは専門コンサルタント企業に応援を頼み）、

スタッフ機能として、全社プロジェクトマネジメント体系の構築と普及あるいは、プロジ

ェクト計画時や遂行中の問題発生時などにラインのプロジェクト組織を支援することを任

務とする。 

日本の製造業では、欧米からの輸入というより、いち早く PMO を導入した総合エンジニ

アリング企業や、PMO 機能の拡充に熱心である情報技術(IT)企業に習って近年 PMO を設

ける企業が出てきている。 

(3) ライン PMO 型組織 

PMO は本来スタッフ組織であったが、製造業では、事業部内の特定商品や、あるビジネ

スユニットのみでプロジェクト制を導入することが、市場環境（Time to Market など）や

競争企業対策で必要な場合、その商品対応組織やビジネスユニットのみ先行してプロジェ

クト制を敷くことが行われる。製造業では、このようなライン組織でも PMO と名づけるこ

とが多いため、ここでは、本来の PMO と区別するため、ライン PMO と呼ぶ。 

ライン PMO 型組織の位置的なイメージは図表 5-6 の通りである。 

図表 5-6  ライン PMO 型組織 

 

 
事業部長 
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(4) フロントローディング＋スモールマトリックス型組織 

製造業の一部、とくに自動車産業で、フロントローディング（あるいは、フロントエン

ド・ローディングとも言われるが同意義である）と称するトップヘビー型のプロジェクト

組織形態が実施されている。 

産業界の通例では、プロジェクトの遂行はフェーズを切って、逐次的に行われるが、構

想・企画・計画検討の密度を上げることによる商品の差異化、上市時間の大幅短縮と品質

の向上および生産段階での手戻りの 小化などを目的に、構想から試作の手前までの間に

部門の壁を越えた統合商品開発チームを編成して、早期段階のプロジェクトを促進するこ

とが行われる。そのイメージは図 5-7 の通りである。 

図表 5-7  プロントローディング＋スモールマトリックス型組織 

 

まず、企画・開発段階では、営業部門、企画開発部門、製造部門、品質管理部門や広報、

CSR などコーポレート部門の代表が、「商品ブランドプロジェクトチーム」に召集されて、

数ヶ月間から半年間程度、あらゆる手法を通じての構想・企画・開発作業が行われる。次

に試作の目処がついた点で、チームは縮小し、小さな推進プロジェクトチーム（部門間調

整的なチーム）に移行し、このチームと機能組織間のマトリックス運営にてプロジェクト

は遂行される。 

(5) プロジェクト型組織 

製造業にも、数は多くないが、事業部全体がプロジェクト型組織、あるいは、当該企業

にとって市場戦略性が高い商品を一括りとしてプロジェクト本部とする例がある。シャー

プの緊急プロジェクト（略称「緊プロ」）本部が、後者の 適な例である。 

緊急プロジャクト本部のような戦略プロジェクト本部（図表 5-8）の各プロジェクトには、

企業資源の優先的な割り当てがなされる。 
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図表 5-8  戦略プロジェクト本部の模式図 

 

 

3. プロジェクト人材の育成と活用 

 

3.1 プロジェクト環境における人材形成の原点理論 “KASC” 

米国の PM コンサルタント Eric Verzuh 氏が 1990 年代前半から 15 年間に亘って行った

調査に基づく ”The Fast Forward MBA in Project Management” が世界のプロジェク

トマネジメント界でベストセラーになっており、それによると「企業標準のプロジェクト

マネジメント体系を有する企業は、プロジェクトマネジメント運営をプロジェクトマネジ

ャー個人に任せっきりの企業より 75％安いコストでプロジェクトを運営できている」（Eric 

Verzuh, 2008）としている。調査母体の彼我の差はあるとしても衝撃的なデータである。 

この調査は、とどのつまりは、企業として複数のプロジェクトを遂行するには、プロジ

ェクトマネジメント運営のぶれない仕組みづくりが必要で、人材育成や人材活用も個人の

力に頼った場当たり的な運用では当たり外れが激しい、という事実を示しているといえよ

う。 

第 2 章 2 で企業アンケートの結果について分析しており、そのなかで、プロジェクトマ

ネジメント制度への対応については、 

 ＰＭ制度の導入（71％）⇒ ＰＭ教育の制度化（55％）⇒ ＰＭ資格制度の導入（53％）  

   ⇒ 社内標準のＰＭ体系構築（35％） 

という結果が出た。着目すべきは、導入（71%）から社内標準の体系構築（35％）に至る
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落差の大きさである。プロジェクトマネジメントを組織能力向上の手段としたいのであれ

ば、 初のターゲットとして「社内 PM 教育の制度化」を掲げ、更に社内標準の体系構築

まで一気貫通で整備する必要性が強く浮き彫りされている。 

 

ではプロジェクト事業環境において効率のよい人材育成と活用の仕組み作りに資する方

式は何であろうか。 

プロジェクトマネジメントの実践と研究で、KASC という共通認識がある（Ｒ.Turner 

2008、他多数）。KASC は、Knowledge、Skill、Application、Competence の頭文字を集

めたもので、人材育成と活用を考えるうえで、簡潔ではあるが、奥の深い示唆を与えてく

れる。 

つまり、「職務知識（Knowledge）」は職務を遂行する「スキル(Skill)」の必要条件で

あり、スキルはプロジェクトマネジメントを「実践（Application）」するのに不可欠であ

る。さらに、実践の蓄積があって初めて「コンピテンシー（Competence）」が構築される

という通念である。 

なお、Competency と Competence は原語では区別して使用されることがあるが、互換

的に使用されることも多いので、ここではコンピテンシーとして表記する。 

 

3.2 プロジェクト化事業現場における KASC の応用 

KASC のプロジェクト化した事業の現場での応用について考察する。 

すなわち、日本の製造業には世界に誇るプロセス力（総合して生産管理システムと言う

こともある）があり、これに基づいて人材育成が行われているが、これに加えて、KASC

の考え方を活用してプロジェクト環境で成果を挙げられる人材を育成できれば、企業の組

織能力を格段に向上できる、ということを目指す。 

(1) プロジェクトマネジメントの職務知識 

プロジェクト事業化環境での人材育成と活用の仕組み作りの第一歩は、 も合理的なプ

ロジェクトマネジメント知識体系を組織として導入し組織構成員がこれを習得することか

ら始まる。そして日本の製造業に適する知識体系は P2M ガイドブックである。 

プロジェクトマネジメント関連の業務において人材を活用する側からは、プロジェクト

マネジメント業務遂行の基礎知識を保有していない部下を活用する場合はパフォーマンス

にリスクを抱えることになる。 

プロジェクト環境において、職務知識の習得とは、永年雇用制度の下で、先輩の背中を

見ながら、プロジェクトあるいはプロジェクトマネジメントの職務を遂行する知識を得る
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ことのみではない。先人が永年の間に築いた、効果が実証済みのプロジェクトマネジメン

ト慣行としての産業界の共通化したプロジェクトマネジメント知識体系をプロジェクトマ

ネジメント実践者がいかに合理的に習得するかが問題であり、これは知的生産性を高める

ことにつながるので組織の経営効率を左右する。 

プロジェクトマネジメント運営効率の一つの尺度として、プロジェクトリーダーとして

任命される社員の年齢がある。製造業では、米欧（早い）と日本ではかつて 10 年以上の差

があった。この差は近年かなり縮まったが、いまだ差があるのは、プロジェクトマネジメ

ントの共通体系と共通言語の有無の違いによるところが大きい。 

後述するように日本のあまりに多くのプロジェクトマネジメント実践者やその上司が、

プロジェクトマネジメント知識を自己流・自社流で解釈してきたことで、プロジェクトマ

ネジメントパフォーマンスのバラつきを引き起こしていることは事実である。製造業のマ

ネジメント特性にも配慮したのが P2M ガイドブックであるので、まずは、P2M ガイドブ

ックを企業として共通のプロジェクトマネジメント体系として採用することが、人材育成

の第一歩である。 

(2) スキルと実践 

スキルとは、共通的な（ジェネリックな）プロジェクトマネジメント知識を、自分の業

界の、あるいは自組織のビジネス形態の特性を識別して取捨選択し、あるいは拡張して現

実のプロジェクトに適用する能力を意味する。 

自組織としてのプロジェクトマネジメント体系が構築されている場合は、プロジェクト

マネジャーのスキル獲得も格段に効率よく行われる。 

よく起こる問題は、プロジェクトマネジャーが、共通的なプロジェクトマネジメント職

務知識体系を有することなく、経験則を唯一の拠り所として実践を行っていることで、こ

れでも、融通が利き、努力家の日本人プロジェクトマネジャーであるので、市場環境が正

常なときには、直感的なマネジメントでまずまずのパフォーマンスを発揮するが、逆境に

なると、あるいは高速回転型価値創造経営を実施する環境下では、合理的なプロジェクト

マネジメント知識という軸を有してないために、プロジェクトマネジメント機能が発揮で

きないというブレが生じる、ということである。 

このような問題は、プロジェクトマネジメントは実践あるのみ、という考え方を持つ上

司の下にあるプロジェクトマネジャーに起こりがちである。上司の見識とマネジメント姿

勢が問われる領域である。 

 

P2M ガイドブックの第 2 部、第 2 章に「プロジェクトマネジメントとは実践能力の適用
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である」と定義がある。ガイドブックでもこの定義を図解しているが、本調査報告用に加

筆して示すと次のようになる（図表 5-9）。 

図表 5-9  P2M のプロジェクトマネジメント定義（人材論から） 

 

プロジェクトに携わる多くの企業でのプロジェクトマネジメント人材活用は、「まず、

投入可能で、実績のあるプロジェクトマネジャーありき」、が現実であり、とくにプロジ

ェクト遂行とマネジメントが当該企業の事業そのものである場合にこの傾向が強い。 

1986 年代の中盤に、企業経営でクオーター・マネジメントの概念が注目された（三菱総

合研究所 1986）。常に四分の一は異質の事業を採り入れたり、慣習に囚われない仕組み

を動かしながら企業の活性化を保つという概念である。現在イノベーションで企業価値を

挙げている企業はすべて、“クオーター”以上のイノベーション要素を保持してきている

と言えよう。 

プロジェクト事業環境にあっては、プロジェクトのポートフォリオ構成もそうであるが、

人材活用においてもクオーター・マネジメントの考え方を取り入れてきた企業がプロジェ

クトマネジメントカンパニーとして成功している。製造企業では、人材活用が保守的にな

りがちであり、プロジェクト職位を定常組織の職制とリンクさせて考えがちであるが、人

材活用でもイノベイティブでありたい。 

つまり、近未来の人材ポートフォリオ構築を目指して、四分の一は、プロジェクトマネ

ジメント人材活用でリスクと若干の効率低下を負いながらもチャレンジを行うことを繰り

返す。次のようなことである。 

 プロジェクトマネジメント予備軍の社員に、できる限りステップを踏ませてプロジェク

トリーダー任命への備えを行わせる。 

 若干、経験と力量が不足していているプロジェクトマネジメント候補者であっても、プ

ロジェクトマネジメントプールの計画的な拡大と漸次入れ替えを意識して、思い切った
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プロジェクトリーダーへの登用を行う。この際、第一回目の任命の際には、職制を退い

たシニアの元プロジェクトマネジャーをコーチとして付けるといったセーフガード（安

全弁）を設けてやる。 

 市場状況などで、多くのプロジェクトマネジメント予備軍が標準育成期間を経ずしてプ

ロジェクトリーダーに任命されるような状況では、「PM リレビュー」と呼ばれるような、

当該プロジェクトに従事してないベテランのチームによる定期的な PM パフォーマンス

評価と問題点の早期発見・顕在化予防策の提言、あるいは火消し対策案の立案活動の優

先対象として、経験の少ないプロジェクトリーダーの一本立ちを仕組みとして助ける。 

(3) コンピテンシー 

実践力が実証された結果として、プロフェッショナルが保有していると判断されるコン

ピテンシーには大別して二つの定義がある。ひとつは、1990 年代から我が国の大企業で年

功給や職能給に代わって採用が増えた、人事処遇用のコンピテンシーモデルで使用される

コンピテンシーで、高いパフォーマンスを継続的に発揮する従業員の行動特性を意味する。 

もうひとつは、欧米のプロジェクトマネジメント協会が定める、標準的なパフォーマン

スのプロジェクトマネジャーが兼ね備えるべき標準プロジェクトマネジメント職務能力の

プロフィールを意味するプロジェクトマネジメントコンピテンシーである。 

P2M ガイドブックでは、使命達成型職業人であるプロジェクトマネジャーが到達すべき

実践力の診断指針として、前者に近いモデルを提供している（第 1 部 38・39 ページ）。 

欧米のプロジェクトマネジメントコンピテンシーがプロジェクトマネジャーの瞬間像を

投影しており、失敗しないプロジェクトマネジャーの 大公約数をモデル化したもの（静

的モデル）であるのに対して、P2M の実践力診断指針は、高付加価値プロジェクトの組成、

イノベーションの加速化メカニズムの構築といった諸次元のブレークスルーのための使命

達成に向けて注力するプロジェクトマネジャーの行動の軌跡を投影したダイナミックモデ

ルを目指している。 

人材を活用する側からすると、現下のプロジェクト事業を大過なく任せられるプロジェ

クトマネジャーを選ぶ基準を提供するガイドか、事業の新基軸を切り開くプロジェクトマ

ネジャーを選ぶガイドかという違いとなろう。企業の成長という観点からすると、後者の

方が適していると考える。 

 

3.3 P2M 実践力モデル 

プロジェクトリーダー（またはプロジェクトマネジャー）は、ミドルマネジャーの入あ

るいは中核に位置する。現在のマネジャー、とくにプロジェクト環境で機能するマネジャ
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ー、は三つの複雑システムに関係している（図表 5-10）。 

すなわち、プロジェクトマネジャーが関係するプロジェクトの成果物（ターゲットシス

テム）や成果物を獲得するためのマネジメントプロセス、市場や社会などの環境、そして

所属する組織やコミュニティはいずれもシステム（複数の要素が有機的に結合して特定の

機能を果たす仕組み）であり、成果物は機能の高度化や商品とサービスとの融合化など詳

細化の複雑性が増しており、環境の変化も非線形な挙動など動的複雑性が高まり、また、

所属組織においても、組織構成員とくに上位職者の多面的な行動などマルチエージェント

的となっている。 

図表 5-10  プロジェクトマネジャーが関係する三つの複雑システム 

（出典）清水 基夫「複雑性とマネジメント：事業戦略に意味するもの」 

 

これらの複雑性に対処するには、各々、システムズアプローチを基本とした、組織（全

体）戦略から事業（部）戦略へ、次に事業戦略を実践に結びつけるプログラム＆プロジェ
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て「実践力」の解説をしている。また、実践力と使命達成型人材の所属組織の組織能力の

構築との関係についても述べている。これらを纏めると図表 5.11 のように示される。 

左辺の実践力の要素は、要約すると、使命達成のため所与の計画を確実に遂行するマネ
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ジメント能力、新しい価値創造やイノベーションのためプロジェクトを構想する能力、不

確実性、環境変化に対応した問解決能力、それに顧客満足指向・チームワーク重視・現場

第一主義・完全追求主義の日本のミドルマネジャーの 4 つの特質、である。 

この実践力を構築する基礎が、P2M ガイドブックの知識体系の習得、実務経験並びに職

務姿勢と倫理観である。 

次に右辺であるが、P2M ガイドブックが、実践力は個人に留まらずに組織にフィードバ

ックされてより強く開花すると書いてあるが、これは、延岡教授の組織能力（Organizational 

Behaviors）との双方向スパイラルで理解すると分かりやすい。 

図表 5-11  P2M の実践力と組織能力 

 

つまり、組織能力とは、組織構成員の実践力が組織の DNA 的に蓄積され、これは、ビジ

ネスプロセスのように形式知化されたものではなく、見えざる組織ルーチンであるので（全
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構築に長い年月を要し、またそれゆえ他社に模倣されにくい特質を持つ。そしてこの組織

能力が存在するからこそ、組織構成員の実践力の自社版モデルが磨かれていく、という図

式である。 
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日本のミドルマネジャーの4つの特質



 174 

この関係を立体的に見ると、図表 5-12 のようにも表現できる。 

図表 5-12  実践力から組織能力へ 
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• プロジェクトリスクの対応が一定ではない。（場当たり的である） 

• 顧客とのコミュニケーションが不足している。 

• 情報が PM からメンバーに発信されていない。 

• プロジェクトへの責任感が薄い。 

なぜこのようなギャップが生じたのかといえば、Ａ社ではコア事業における技術教育に

ついては常に行ってきた。よってプロジェクト構成員も技術教育は受講しているものの、

マネジメント系教育については重要視されず、高い技術力を持てばプロジェクトマネジャ

ーとして指導ができるといった勘違いもあった。育成形態が技術偏重になっていたのであ

る。これらのギャップを解消すべく、P2M の知識を基礎とした PM 育成教育を実施するこ

ととし､当初は PMS 資格試験にチャレンジさせようとした。 

しかし、教育を行っていく中で受講生に以下のような問題が発生するようになった。 

• PMS 資格試験受験者が正当に選出されているかどうか疑問 

• 学習態度に真剣さが無い 

• PM 技術を習得し，PMS 資格をとっても，現実のプロジェクトに適用できない 

このような反省を踏まえ、実行体制を再構築することとなった。 

実行体制を確立する際に他社事例を調査すると、プロジェクトマネジャーとしてのキャ

リアパスを３段階程度に設定し、PM 認定制度と PM 育成研修制度を設けて真のプロマネ育

成を目指しＢ社は上級 PM300 人以上、Ｃ社は中上級 PM1000 人以上を育成するとの目標

が設定されていた。 

それをもとに PM 育成計画を設定し、事業部門と人材開発部門との業務分担を行い、実

行に関しては厳格に対応することとした。まずは PM 候補者を選定するために、架空のプ

ロジェクトを題材とし、判断力を問うオリジナルの試験を実施する。その後、1 時間程度の

面接試験を行い、なぜ PM を目指すのか、業務履歴、学習意欲、技術レベル等を確認する。

その試験結果をもとに一定以上のスキルを持っていると判断されれば PM 候補者として認

定される。PM 候補者に認定されると PMS 試験受験資格が得られる。PM としての認定は、

PMS 資格取得および所属する部門に必要なコア技術の資格取得に加え、実際のプロジェク

トでのマネジメント経験を踏まえ認定する。 

さらに上級 PM へはオリジナルの試験問題を用いて技術力と知識を測定し、認定するこ

ととした。 

現状では、プロジェクト構成員においては PMC 資格取得を目指す者もおり、これらをキ

ャリアパスの中に組み込む必要がある。さらに上級 PM においては PMR 試験に関してのチ

ャレンジも考慮する。また、PM スキルの見える化を実施し、スキル標準の作成、これをも
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とに P2M 実践マニュアルの作成も平行して進めることとしている。 

これらの PM スキルが見える化されることによって、担当するプロジェクトに 適なプ

ロジェクトマネジャーを選任することができると考えている。 

図表 5-13  教育実行における業務分担 

 

図表 5-14  PM 育成体系とキャリアパス（Ａ社） 

 

この実践に関しては、対応する全部門・全構成員の理解と協力が必要であるが、「理屈

はわかるが実態は・・・」などといった声が聞こえてくるのも事実である。 

特に輻輳した現在の職務遂行状況では、育成に割く時間も無いといったところが事業部
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ではなく、それぞれのメニューにおいての関連性、有効性をシラバス等の作成により広く

アピールすることも必要であり、受講者側への配慮でもある。また、時にはトップダウン

として強いメッセージを発信してもらうことも効果的と考える。 
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いきなり頂上を目指すのではなく、まず一人の上級 PM を作り上げること、その一人が

指導・育成することにより二人、三人と段階的に増員するように着実に粘り強く実行する

ことが重要である。 

 

4.2 人材育成体系構築プロセス 

前項で紹介した事例であるが、育成体系の構築そのものも P2M の知識体系を活用したも

のである。プロセスについて以下に述べるが、プロジェクトマネジメント手法がこのよう

な体系の構築にも有効であり、全体をプログラムとして捉えれば、事業モデルだけではな

く、企業内で行われる事業スタッフ活動にも適用可能なスキルであることがわかる。 

(1) 事業戦略との整合性（目指すべき人材の明確化） 

人材育成は事業戦略との整合が不可欠であり、戦略に基づきそれを実現するための基本

方針を作成する。どのような人材を育成するのか、市場価値の高い人材とはどのような人

材なのかを定義するなどして目指すべき人材像を明確にすること、ミッションプロファイ

リングとして事業戦略・企業理念と人材育成の方針・関係性を明確に示すことが第一段階

である。 

(2) 現状把握（ギャップの測定） 

企業においては、市場価値の高い人材を作り上げることが競争力において優位性を保つ

ことと考えるが、現状のレベルが把握されていなければどのような育成方法が必要となる

かを明確にあらわすことは出来ない。したがって、現状の社員のスキルを顕在化しておく

ことが必要である。例えば第 5 章 3 で書かれているプロジェクトリーダーの任務と資質に

おいて、トータルコーディネーターとなりうる人材のスキルであるが、これらのスキルを

全て保有している人材は何人も存在しているものではない。したがって、不足項目の育成

が必要となるわけで、強化しなければならないポイントは、これらのスキルの何であるか

を明確に示さなければならない。前項の事例では、プロジェクトマネジメントの実行力と

リスク対応能力に不足があったケースである。 

競合はどのような状況にあるのか、自社は業界内においてどのような位置づけであるの

かも把握しておかなければならない。そのような分析を行った上で課題が抽出される。こ

れらの調査、比較検討にはプログラム戦略マネジメントの技法を用いて様々な検討方法に

より分析する。 

(3) キャリアパスの策定 

企業の中には様々な部門があり、画一的な育成方法では事業部門のニーズには対応でき

ないと考える。また、夫々の事業部門においてはミッションも当然異なり、様々な業種が
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存在している。こういった複数の事業部門からなる企業の場合は、全社の人材育成部門が

育成に関するマネジメントを一手に中央的に行うだけでは不十分であり、夫々の事業部門

においてコア事業に対応した人材の育成が必要となってくる。そのためにキャリアパスを

定義する。この段階でのキャリアパスは、個人ごとに定めるのではなく、例えば②で述べ

たプロジェクトマネジャーの他にラインマネージャー、スペシャリストといった各コース

を設定し、そこまでの過程を定義し、それに対して個々人が目指す方向を選択させる、つ

まりコミットメントさせることである。 

さらにそこから細部に亘るキャリアパスを事業部門毎に設定し、メンバー個々人のキャ

リアパスは、本人およびそのリーダーが進捗確認およびコントロールを行い、不測の事態

には変更やオプションも考慮される体制を整えるとともに、進捗状況が良ければインセン

ティブを、悪ければペナルティを与えることなど、評価制度と連携させておくこともでき

る。ただし、この場合に気をつけなければならないのは、アウトプットで評価をしてはな

らない。 

先にも述べたが、教育・訓練は即効性が出にくい性質があるため、中間指標やどの程度

の教育・訓練を受講したかのインプットではかるのが望ましいと考える。 

(4) 育成体系の構築 

求める人材が明確化され、キャリアパスが明示されたら育成体系の構築を実施する。現

状の教育体系に付け加える事項、陳腐化しているものの削除等を行うことは当然であるが、

現状の体系でよいのかを根本的に見直す必要がある。また、(2)で抽出された課題解決ため

の施策として、人材育成の中期計画等において教育体系を作成し、シナリオとして中間で

の到達目標および 終の到達地点を明らかにし、事業関係部門に明示しておく。これによ

り、具体的に伝達され方向性が示されるものである。 

(5) 関係部門との連携 

全社の人材育成部門と事業部門の人材育成部門の整合は合致していなければならず、

夫々が別々の考え方で育成方針を策定していたのでは機能的とは言えない。 

全社の事業戦略とビジョンに合致した育成方針となるよう常にコミュニケーションを取

り合っていかなければならない。さらに、関係会社および協力会社まで事業連携する共同

体として、育成方針は周知され、育成メニューの共有化をはかることでグループ全体とし

ての育成力は高まってくる。このように育成の骨格が決まってきたら、夫々の教育・訓練

メニューに落とし込みを行っていくわけであるが、教育・訓練メニュー毎に個別マネジメ

ントスキルを活用し実行して行く。  

個別マネジメントでの進捗については、人材育成実行責任者が統括し管理遂行する。
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図表 5-15  プログラム＆プロジェクト統合モデル（事例） 

人材育成へのP2M適用

アフターフォロー

価値計測、維持、発展

フィードバック

標準化実施

費用対効果測定

アンケートの実施

サービスモデル

運用段階

受講者と講師の対話の場対応検討部門要求項目ヒアリングコミュニケーションマネジメント

コンピテンシー強化コンペチターとの差別化バリューマネジメント

事業部門との協力体制コンペチター情報収集関係性マネジメント

情報の蓄積と共有化情報基盤の整備情報マネジメント

リスク対応状況確認リスクの特定、先取りリスクの洗い出しリスクマネジメント

資源の再分配資源調達物と調達先現状のリソース・環境プロジェクト資源マネジメント

育成計画の作成目指す人材のモデルプロジェクト目標マネジメント

実行体制整備プロジェクト組織マネジメント

標準化検討顧客視点プロジェクトシステムズマネジメント

追加コスト確認
設備・環境・人員（コスト）

詳細確定、予算計上

コスト予測、

投資効果予測
プロジェクトファイナンスマネジメント

実施目的の明確化現状の業界内位置付けプロジェクト戦略マネジメント

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

データ蓄積、目的共有データベースの整備各部門意見聴取コミュニティマネジメント

指標計測指標の作成経営戦略との整合性アセスメントマネジメント

実施状況の確認既存育成メニューと統合プログラム実行の統合マネジメント

キャリアパスの策定現状打開・事業継続基盤プログラム戦略マネジメント

シナリオ作成中期的計画等の作成アーキテクチャマネジメント

体系の構築
求める人材の明確化

市場価値と合致は
ミッションプロファイリング

プ
ロ
グ
ラ
ム

各段階での概念プロセスを記述する

想定プロセスの流れ

プ
ロ
セ
ス

システムモデルスキームモデルプロジェクトモデル区分

実施段階計画段階構想段階フェーズ

事業環境
現状スキル

分析
目標設定

課題抽出

人材像
明確化

育成体系
作成

資源
再構築

キャリアパス
の策定

市場環境
顧客要求

ＴＯＰの思い

付加価値

メニュー
の作成

メニュー毎
の実施

標準化

効果測定

関係各所
意見聴取

想定リスク
との比較
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図表 5-16  戦略へのアプローチモデル(事例) 

■「仕組み」の検証

組織の目的・目標（ミッション・ビジョン）

競争力優位の人材の育成
顧客満足度の向上
受注売上、利益の拡大

コミニュケーション（情報）

・関係者との情報共有
（事業ライン、対象者等）
・目標・目的の共有

競争・競合（コンペチター）
・差別化
・資格取得者数

商品・サービス（プロダクト・サービス）
・教育メニュー内容
・求める人材に向けたキャリアパス

資源
・教育・訓練設備
・教育講師
・過去の技術の蓄積

組織
・市場変化に対応した組織
・プロジェクト組織と縦割り型組織の

融合

業務プロセス（プロセス）
・求める人材の早期育成
・教育講師の早期立ち上げ
・育成の早期化

市場・顧客（マーケット）
・事業ラインのニーズ
・新規技術の獲得
・市場環境
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4.3 人材の育成と活用に関する課題 

(1) 人材リソースの確保 

労働生産人口が 2000 年を 100 とした場合、今後 2050 年には 60 まで減少することが予

測されている。      

また、2005 年水準の生産年齢人口を維持するためには、05 年～10 年まで年間約５０万

人の外国人労働者の受入が必要（OECD 試算）とも言われている。 

このように外国人労働者の受入は今後避けられない状況となっており、人材マーケット

を拡大するためには P2M を土台としてダイバーシティ・マネジメントをしっかり行ってい

くべきである。 

さらに、採用段階から求める人材を明確にし、業務におけるミスマッチを防止すること

も考慮すべきである。 

図表 5-17  主要国生産人口推移 

 

(2) プロジェクトマネジメントスキルの継承 

昨今はプロジェクトマネジメントオフィスを設立する企業も増えているが、その中では

プロジェクトマネジメントスキルを OJT として実践し、継承していく体系の作成も重要な

ミッションである。そのためには現状のコミュニケーションの取り方では限界がある。特

にＥメールでの情報のやり取りが主流となっている中で、一昔前のように先輩や、上司の

受け答えを聞いて情報収集やスキルを盗むということが出来なくなってきている。真の意

味での情報のナレッジ化が必要となってきている。見る・聞く・話す、の基本的コミュニ

ケーションをチームの中に根付かせることが必要と考える。 

市場価値が高い人材の育成はもちろんであるが、その人間が同時に社内価値の高い人材

 



 182 

であることが重要である。自社の中でそのスキルを継承できる人材こそが社内価値の高い

人材であると考える。 

(3) 継続的な育成機会の創出 

不況下では経費見直しの動きがあり、多くの企業では真っ先に削減対象となるのが人材

開発費用である。「ものづくりは人づくり」という言葉があるが、まさに商品を開発し作

り上げるのは人である。日本人の技術は総じて高いレベルにあるという。しかし、技術力

が高いからといってよい商品が開発・製造できるかといえばそうではない。そこにプロジ

ェクトマネジメント力という段取り力、実践力をスキルとして融合することでその力が発

揮される。このような状況の時こそ企業のピンチを救う強い人材の育成を行い、強い組織

に作り上げる必要がある。 
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あとがき 
                     

米国のサブプライム・ローン問題に端を発した世界同時不況は、ますます厳しさを増し、

比較的傷が浅いとみられていた日本経済のダメージは予想以上に深いことが次第に明らか

となってきた。ここ数年、グローバリゼーションの影響や近隣諸国、特に中国の経済的台

頭などによる国際競争力の低下、そして少子高齢化、年金や高齢者医療に関する諸問題な

ど社会的課題の影響に加え、先行きに対する政治的不透明感もあって、日本の経済・産業

の将来に対する信頼が低下しつつあることは否定しがたいものがある。こうした状況に対

し、日本経済の国際的な比較優位性を引き続き維持することを考えるとき、今後の産業構

造が次第に第 3 次産業に傾斜する傾向は間違いないとしても、日本の人口と地理的・資源

的制約を考えれば、モノ作りすなわち製造業のさらなる進化・発展を追求することは従来

にも増して重要となるであろう。 

 

東アジア諸国の急激な追い上げにより、モノ作りの将来性に関しては、個々の企業は別

としても、産業界全体としてはかなりの自信喪失の状態にあるといえよう。しかし、中国・

韓国・台湾など、各国それぞれに固有の強みを発揮し、急速に技術的な能力と経済規模を

向上していることは事実であるが、弱体化したとはいっても、日本のモノ作り産業界はこ

れらの国にはない独自の強みを有することは、改めて認識すべきと考える。 

すなわち、 

① 1950 年代以来の 50 年以上にわたるモノ作り産業の蓄積 

② 今後、産業的にも重要になる地球環境問題への理解と経験 

③ 日本型経営戦略の発想 

④  工芸・技術に敬意を払う文化的背景 

などである。 

これらのうち、③項の日本型経営戦略とは、もちろん 1980 年代後半に言われた単純な終

身雇用制と長期的な経営戦略の強みということではない。米国流の経営学・戦略論は、端

的にいえば「組織は戦略に従う」として、まず株主の代理人である経営トップの下にその

戦略があり、これに従って必要あれば M&A なども駆使して事業構造、すなわち企業組織を

全面的に改編して強いポジションを獲得するところから事業を考えることが一般的である。

従って、収益を上げるためなら、組織の切り売りや地球の反対側へのアウトソースもいと

わない。これに対し日本型経営の特徴は、米国型経営学を多少まぶしい眼差しで眺めつつ

も「組織に根ざした戦略」を志向せざるを得ない社会的・文化的な環境下で育まれてきた。
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他方、近年の経営学におけるリソース・ベースト・ビュー（戦略の経営資源観）を突き詰

めていけば、21 世紀において企業が継続的に競争優位を勝ち取る根源は、他社が真似する

ことができない特異な優位性を獲得することであり、多くの場合、それはその組織の中に

継続的にすぐれた発想や仕組みを作り出す意志と能力を蓄積することであると考えられて

いる。もちろん、80 年代のような思い上がりや著しく慣性の大きい組織運営は問題外（こ

うした企業はいずれ淘汰されるであろう）であるが、経営者とマネジャーが、謙虚にそし

て真剣に自らの事業と組織を見つめて、組織能力の向上に対する戦略を立てれば、グロー

バルなレベルでの競争力を持つことができるし、このことは既にいくつもの優れた日本企

業が体現している事実でもある。 

 

次に④項についてであるが、例えば司馬遼太郎氏によれば、世界的・歴史的に見て、モ

ノ作りにこれだけ熱意をもち、敬意を払う文化は日本以外にはないという。（「この国の

かたち（二）」文芸春秋社、1990）儒教圏では「身を労することは卑しい」ことで農工は

小人の仕事とされるが、日本だけは例外で、例えば花園天皇、戦国大名の細川幽斉などの

ように歴史的に上流階級にもみずから工芸に秀でた人物も多く、工芸すなわちモノ作りに

深い興味と敬意を示す文化であるという。おそらく、日本の場合、大陸国家に比べて支配

層の経済規模が著しく小さく、直接の生産者により近い存在であったこともその一つの理

由であろうが、いずれにせよ例えば戦国期以来の刀工などの優れた職人への敬意、幕末期

以降のカラクリへの興味、西洋機械文明の衝撃に対応して世界的にも 初期の大学工学部

の設置など、明治から昭和に至るまでこの傾向は変わることがなかった。そして、このこ

とが明治期の富国強兵や敗戦後の産業復興を支えて、今日の日本を形作ったともいえよう。

もっとも司馬氏によれば、評価されたといっても職人などが特別高い報酬で遇せられなか

ったことも、また事実であるというが、それでも優秀な人材が製造業を志す上で、文化的

環境が整っていることは非常に重要な強みである。 

 

もちろん、ここで挙げた４つの強みが自動的に日本企業全般のモノつくりにおける優位

性を保証するものではない。認識を誤ればこれらは逆に大きな弱みに転化することは、例

えば組織重視の風潮は、事業の選択と集中という基本戦略に対した時、大きな障害となり

うることは多くの企業で経験済みであろう。しかし、単純に「戦略が組織に従う」形は大

きな誤りであるとしても、組織の強さの実質は内部の知識・スキルという人的資源の蓄積・

充実にあることを考えれば、「組織は戦略に従う」として、組織の現状を無視し、あるい

はその実質を持続的に成長させる努力を軽視する戦略にも問題があろう。あるべき姿は、
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組織の現実と戦略思考の相互作用の中から、次々と新たな製品・サービスの開発や仕組み

作りを行うプロセスの積み重ねによって、未来に向かって組織すなわち人的資源を時代の

要請に即して改編・充実する努力が戦略の中に組み込まれることであろう。 

 

当然であるが P2M の考え方には、この日本型の経営戦略思考が背景にあることは、その

プログラムマネジメントの考えを、米国型（たとえば PMI の”The Standard for Program 

Management”など）の考え方と比較すれば明らかであろう。米国型では、まず 初に組

織の上位者またはポートフォリオマネジメントにより、実施すべきプログラムとそれが獲

得すべき利益(Benefit)が明確に示されることが想定されている。これに対し、P2M のプロ

グラムでも価値創造という戦略の実行を目指すことは同様だが、プログラムマネジャーに

与えられるプログラムミッションは、「複合的な問題解決を前提とした要求」であり、「い

ろいろな発想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

内容と文脈を含み」、プログラムは多義性、多様性、複雑性、不確実性という特徴をもつ

としている。つまり、米国型では経営層がプログラムより一段上の外部からその要件を明

確化して、プログラムマネジャーに与えるという考え方であるのに対し、P2M では多義性・

多様性・複雑性とか「いろいろな発想が多様に絡み合っている」などと、明確どころか極

めてあいまいな命題がプログラムマネジャーに与えられ、かつこのこと自体が奇異とされ

ていない。この曖昧な命題を与えられたプログラムマネジャーは、自らの属する組織を前

提としてプログラムのミッション・プロファイリングを行うのであるから、戦略と組織の

相互作用は当然の前提となるし、プログラムでは上下の指揮命令体系が主体の「組織」で

はなく、よりフラットで目的の方向性が共有されたプロジェクトの実践体制である「コミ

ュニティ」を重視する考え方に立つことになる。 

 

この両者の考え方は、それぞれ一長一短があり、また現実のプログラムごとにどちらが

良いのか、あるいはどちらの形をとるべきなのかは、一概には決めつけられない。しかし、

戦略の下に組織を「割り切って考える」ことができない日本型の「短所」は、リソース・

ベースト・ビューなどのように、企業の競争力には組織の内部すなわち人的資源のよき蓄

積が 重要との考え方からすれば、これを真剣に考えることにより、逆に「長所」に転換

することができよう。 

 

本書では、プロジェクト＆プログラムマネジメントの統合的な知識体系である P2M の製

造業への適用について考察した。現代の製造業は、多様な顧客に対して商品を提供するこ
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と、その事業構造に非常な多様性があること、複雑で幅広いサプライチェーン構造を持つ

こと、そしてグローバリゼーションやネットワーク化などの外部環境の影響を も強く受

けることなどの特徴がある。また、基本的に設備や人材に巨額の固定的投資を必要とし、

時間をかけてその回収を図らざるを得ない性質もある。こうした事業の特性から、製造業

の分野は、ミッション・プロファイリングなどによりなすべき仕事を も上流から見るこ

と、自律分散的に運営されるプロジェクト群の全体 適を図ること、そしてこれらの活動

をプログラムマネジメントのコミュニティにおける協働の視点から効果的に遂行すること

を志向する P2M の可能性が も期待される分野といえよう。こうした意味で、本書の考察

や説明が日本の製造業の発展に寄与することを深く願うものである。 
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