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卒業論文要旨 

	  

	 企業の成長には、プロジェクトを成功させていくことが必要である。そのプ

ロジェクトを成功させるために、プロジェクトに関わるコストやスケジュー

ル、メンバー間のコミュニケーションなどの管理を行う、プロジェクトマネジ

メント手法を用いてプロジェクトを成功に導く試みをすることが増加した。 

しかし、プロジェクトマネジメント手法を用いることのできるプロジェクト

マネージャー(以下、PM )がプロジェクトを管理するために、様々な手法や対

策を用いることで、PMに責任がある仕事や作業が膨大した。そのため、プロ

ジェクトを管理しきれず失敗に終わることも多い。この状況を改善するために

プロジェクトマネジメント・オフィス(以下、PMO )を設置する企業が増えた。

PMOは様々な方面から PMを支える役割を果たすが、活動範囲が多岐に渡る

ため PMOの活動の実態を把握することが難しく、PMOの生産性が見えにく

い。そこで、株式会社日立ソリューションズ･クリエイト社(以下、対象企業)と

共同研究を行い、PMO活動の実態を把握するために、プロジェクトマネジメ

ント会議で何が議論されているのかを分析した。 

対象企業のプロジェクトマネジメント会議では、会議で指摘されたことをま

とめた、「指摘一覧表」が作成される。この指摘一覧表に記載されている指摘

項目を、PMBOK [1]の知識領域に基づいて分析し、プロジェクトマネジメント

会議で議論されていることを知識領域ごとに可視化した。本研究により、対象

企業の PMO活動の把握し、指摘項目の分析方法を確立できたことで、PMO

の生産性を継続的に監視および改良するための見通しを得た。 
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1 章 序論 

1.1 研究の背景 

	 プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトにおけるコストや時間、人材な

どをツールや技法を用いて管理して、プロジェクトを成功させることを目的と

した手法である。企業におけるプロジェクトの成功率は 3 割と言われるが、そ

のような状況下でもプロジェクトを成功させるために、プロジェクトマネジメ

ントに力を入れる企業が増加している。プロジェクトマネジメント手法を用い

ることの出来るプロジェクトマネージャー(以下 PM)が、プロジェクトをマネジ

メントするために、納期や規模、予算、人材などの管理をするが、PMにかかる

負担が多大であることが多く、プロジェクトマネジメント制度を導入したから

といってプロジェクトが必ず成功するとは限らない。そこで、PMがプロジェク

トを管理するのを支援するのを主に目標とした PMO(Project Management 

Office)が近年注目されている。しかし、PMOは PMを補佐する役割に限らず、

全社的な視点からプロジェクトの計画や実行を評価したり、問題を指摘したり

する役割も求められる。ゆえに、PMOの活動範囲を定義することが難しくなる。

そのため、PMOにおける生産性を上げるための技法も研究段階であるというの

が現状である。 

 

1.2 研究の目的 

 

この背景を踏まえた上で、株式会社日立ソリューションズ・クリエイト(以下

対象企業)の PMO における生産性を上げるために、本研究では対象企業の PMO 部

署との共同で、まず対象企業で PMO が事務局として運営するプロジェクトマネ

ジメント会議で何が議論されているかを、PMBOK	[1]の知識領域に基づいて分析

する。それによって対象企業における PMO の活動の実態を把握する。さらに分

析方法を確立することにより、PMO の生産性を継続的に監視および改良するため
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の技術基盤を整備する。 

 

1.3 論文構成 

	

本論文の構成を説明する。	

第 1章では、本研究における背景を示したうえで、目的を述べた。	

第 2 章では、プロジェクトマネジメントについて説明し、それにおける課題に

ついて述べる。	

第3章では、対象企業におけるプロジェクトマネジメントに関する課題を挙げ、

解決方法について論じる。	

第 4章では、確立した識別方法に基づいて識別した結果を述べる。	

第 5 章では、第 4 章の結果を踏まえた考察と、確立した識別方法の活用例を挙

げる。	

第 6章では、最後に本研究の結論を出し、今後の課題について述べる。	
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2 章 PM と PMO 

2.1 PM とは  

 

プロジェクトマネジメントとは、プロジェクトの要求事項を満足させるため

に、知識、スキル、ツール、および技法をプロジェクト活動へ適用することであ

る。またそれらに責任を持ち、チームをリードする人物を PM(Project Manager)

と呼ぶ。PMの仕事は、プロジェクトの進捗管理、課題管理、コスト管理、リソ

ース管理などのプロジェクト管理をはじめとし、プロジェクトの状況を可視化

しつつ、各ステークホルダーとの調整、開発終了後の評価･レビューなどである。

また、プロジェクトを成功させるために様々なスキルが求められる。プロジェク

トマネジメントを用いる際にはプロジェクトマネジメントの知識を体系化した

PMBOK(Project Management Body Of Knowledge) [1]を用いることが多い。

また、PMBOKはプロジェクトマネジメントをする際に必要な知識を、10個の

知識領域に分類している。10個の知識領域は次のとおりである。 

	 	  

1. プロジェクト統合マネジメント 

プロジェクト全体に関わるキックオフやプロジェクト終結などが含まれ

る。	

 
2. プロジェクト･スコープ･マネジメント 

WBS(Work	Breakdown	Structure)の変更を管理し、プロジェクトの作業

範囲の定義をする。	

 
3. プロジェクト･タイム･統合マネジメント 

スケジュールの作成や進捗管理し、プロジェクトを期間内に終わらせる

ための方法を定義する。	
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4. プロジェクト･コスト･マネジメント 

プロジェクトを予算内で終わらせるための方法を定義する。	

	

5. プロジェクト品質マネジメント 

品質計画や品質チェックをし、成果物の品質を確保するための活動を定

義する。	

	

6. プロジェクト人的資源マネジメント 

チームビルディングやモチベーション、育成などをし、チームメンバー

に関する活動を定義する。	

 
7. プロジェクト･コミュニケーション･マネジメント 

ステークホルダーとのコミュニケーションの進め方を定義する。	

 
8. プロジェクト･リスク･マネジメント 

プロジェクトを進める上で、影響を与える事象を管理する方法を定義す

る。 
 

9. プロジェクト調達マネジメント 

プロダクトを外部から調達するための手順を定義する。	

 
10. プロジェクト･ステークホルダー･マネジメント 

ステークホルダーを特定し、どのように関わるかを管理する。	

 

	 これら 10個の知識領域は、ほとんどのプロジェクトでほぼ常時使用されてい

る。プロジェクトチームは特定のプロジェクトのために、これらの知識領域を活

用することが望ましいとされている。 [1] 
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2.2 情報サービス産業における PM の重要性 

	

図 1 は、IT 人材白書 2015	 [2]の調査による、IT 企業の IT 人材の職種の割合

を尋ねた結果を 2013 年度と 2014 年度で比較したものである。アプリ系技術者

の割合が最も多いが、それに次いで割合を占めるのが PM である。	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

図 1：IT企業の IT人材の割合 
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また、図 2は同調査	[2]による、今後人材の拡大を行う上で、IT 人材に求め

られる“能力”として重視するものを“技術力(知識･スキル)”に関して尋ねた

結果を従業員規模別に比較したものである。従業員数が 1001 名以上の企業にお

いて、顧客営業分析力･企画力に次ぎ、プロジェクトマネジメント手法の割合が

高い。	

	

また図 3は、同調査	[2]による今後 IT 人材の拡大を行う上で重視している職

種について尋ねた 2014 年度調査の結果を従業員規模別に比較したものである。

どの従業員規模の企業においても最も高い割合であるのが PM である。これらの

結果から、すでに PM の割合が高い現状であるが、企業はプロジェクトマネジメ

ント手法を用いることのできる PM をさらに必要としていることが分かる。	

	

	

	 	 	 	 	 	

図 2：IT企業の今後人材を拡大する上で IT人材に求められる技術力	
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2.3 PMO とは 

 

	 PMO は、プロジェクトマネジメント・オフィス(Project	Management	Office)

のことで、企業で行われる個々のプロジェクトの支援を横断的に行う組織であ

る。現場では PM がプロジェクトのマネジメントを行うが、そのマネジメントに

漏れがないかチェックやレビューをしたり、全社的な経験と知識の共有をした

りして、各プロジェクトの生産性向上を目指して活動する。PMBOK	[1]において

も、｢プロジェクトマネジメント・オフィスとは、管轄するプロジェクトを集中

的にまとめて調整するマネジメント活動の、さまざまな責任が割り当てられた

組織体。PMO の責任は、プロジェクトマネジメントを支援することからプロジェ

クトを直接マネジメントするまでの広範囲にわたる｣と定義されているように、

PMO は補完的な機能を持つ組織であることが言える。 

 

 

 

図 3：IT企業の今後拡大を予定している IT人材	
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2.3.1 PMO の目的 

 

	 プロジェクトマネジメントにおいて PM は、進捗管理、課題管理、コスト管理、

プロジェクト状況の可視化、ステークホルダーとの調整、人員構成の調整など、

様々な仕事を行う必要がある。しかし、年々高まるシステム開発プロジェクトの

難易度に対し、これらの仕事を PM 独りで行うには工数が不足する。そこで、プ

ロジェクトの進捗や課題を可視化したりすることでプロジェクトやPMを支援し、

プロジェクト全体の生産性を上げることを目的として、多くの企業で PMO が設

けられている。	

	 また、PM と PMO では権限に差異がある。PM は、納期までにプロジェクトを無

事に完了することに対して責任があるため、要員の投入やコストの消費などの

意思決定やその承認を行う権限を持ち、そのような権限を PMO が持つケースは

少ない。一方、PMO はプロジェクトの納期や品質などに直接寄与するのではなく、

PM を支援することによってプロジェクトを成功に導く責任があるため、PM に対

し、助言をする権限を持つ。	

	

2.3.2 PMO と PM の知識領域 

	

PM と共にプロジェクトを進める PMO にも、PMBOK の 10 個の知識領域の活用が

求められる。ここで、PMO 導入フレームワーク	[3]の、PMBOK の知識領域ごとの

PMO 活用事例を参考にし、PMO を導入した際に、それぞれの知識領域でどのよう

な効果が期待できるのかを示す。	

	

(1)プロジェクト統合マネジメントにおける PMO の活用事例	

					プロジェクトが進みだすと、準備作業や環境の準備に手間取ることが多く

なり、次工程への円滑な移行ができないということが発生する。次工程で発

生しうるリスクや課題が把握できないまま次工程に移行すると、大きなト

ラブルに繋がりかねない。様々な責任に追われるプロジェクトマネージャ
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ーだけではこの状況を回避することは困難なため、PMO が次工程における作

業計画や環境準備を計画し事前に実施し、PM を支援することで、次工程へ

のスムーズな移行、次工程の重要問題の早期発見と対応が可能になる。	

	

(2)プロジェクト･スコープ・マネジメントにおける PMO の活用事例	

     プロジェクトにおいて、プロジェクトスコープの変更を把握し、現場の作

業やスケジュール、コストへの影響を分析し対策することは、プロジェクト

マネジメントの一部である。プロジェクトスコープに関わるものなのか、そ

うでないものなのか不明瞭のまま、放置されたり、後のリスクとなってしま

ったりする。この状況において、PMO は変更管理プロセス等を導入し、内容

の仕分けを行ない、変更案件に対して意思決定を促していく。PMO が変更管

理プロセス等を導入することで、対応すべき内容が明確になり、プロジェク

トのリスクを低減させる。	

	

(3)プロジェクト･タイム･マネジメントにおける PMO の活用事例	

大きなプロジェクトでは、毎日進捗報告を実施していると進捗報告に時間

が割かれてしまうため、通常は週次の進捗報告で間に合うように実施され

る。そのため WBS がざっくりしているため、遅れていても把握することが

できないことがある。この状況は、PMO が PM に協力して WBS を詳細化し、

日次のタスクを洗い出すことで遅れをすぐに把握することができ、プロジ

ェクトが大きく遅延するリスクを回避することができる。	

 

(4)プロジェクト･コスト･マネジメントにおける PMO の活用事例	 	

PMM がコストを見積もる際、コストを通すことに重きを置くため、リスク

費用などを根拠無く示す場合が多い。この状況では、採算が悪化するおそれ

がある。そこで PMO が、プロジェクト･リスク･マネジメントをベースとし

たリスク費用の見積根拠を明示することで、リスク費用の根拠が明確化し、

コスト管理が精緻化され予算を上回るリスクが軽減される。	
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(5)プロジェクト品質マネジメントにおける PMO の活用事例	

プロジェクトの一定品質を保つ上で、全社的なシステム開発方法論を適用

しつつ開発を進めることが必要となる。各プロジェクトが独自に開発方法

論を解釈して、タスク･成果物･スケジュールを定義することがあると、ドキ

ュメント品質を保つことが難しくなる。そこで PMO が開発方法論をベース

にして、タスク･成果物を定義することで標準の導入を行う。そうすること

でタスク･成果物のプロジェクト間での整合が取れ、品質の向上が期待でき

る。	

(6)プロジェクト人的資源マネジメントにおける PMO の活用事例	

プロジェクトの現場では、メンバーのほとんどがスキル不足の場合は、リ

ーダーに作業負荷が集中してしまうことが多く、作業の遅延につながりか

ねない。そこで PMO が作業状況を把握し、役割分担の見直しまで含めて総

合的にマネジメントを支援することで、リーダーやプロジェクトマネージ

ャーの負担が解消されて生産性向上につながる。	

	

	 (7)プロジェクト･コミュニケーション･マネジメントにおけるPMOの活用事例	

チームでの開発の際、情報が不十分で共有個人任せの状態ではチーム間の

コミュニケーションが悪くなり、業務間での機能実装漏れの可能性が顕在

化する。ここで PMO が、機能別タスクフォース編成によるチーム横断的な

情報共有をすることで、仕様の漏れを早期に解消し、品質低下によるスケジ

ュールの遅延リスクを回避することができる。成果物の生産性を高め、品質

の向上を図っていくためには必要な対策である。	

	 	

(8)プロジェクト･リスク･マネジメントにおける PMO の活用事例	

リスクを抽出するために会議やヒアリングを行うが、リスクをうまく抽出

できたとしても、それらを管理し、モニタリングを行うプロセスがないと、

重大なリスクを見落とし、事前に対策を練ることが出来なくなる。そこで PMO
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が、プロジェクト統一のリスク管理プロセスを導入し、定期的に評価し、状

況を PM に報告することで先手を打つことが出来るようになる。	

	

(9)プロジェクト調達マネジメントにおける PMO の活用事例	

プロジェクトのフェーズが新しくなるにあたり、大量の新メンバーが投

入されることがあるが、整理されている成果物のみでは各々質問したいこ

とが出てくる。しかし既存のメンバーは自分の仕事で手一杯で対応できず、

その結果プロジェクトの作業遅延につながり、生産性も下がってしまう。そ

こで、PMO が新メンバー全体に向けた、プロジェクト全体の説明を複数回行

うことで、プロジェクトの理解が深まり、効率よく新フェーズで活躍するこ

とが出来る。	

	

(10)プロジェクト･ステークホルダー･マネジメントにおける PMO の活用事例	

	PMBOK	[1]によると、ステークホルダーとは、プログラムの執行責任をも

つプログラムディレクターや、投資を支援する顧客、スポンサーなどのこ

とを指し、プロジェクトの内部にも外部にもさまざまなところに多数存

在するものである。ステークホルダーは、プロジェクトを成功させる上で

重要な役割を果たすが、悪い影響を与える場合もあるので、PMO がステー

クホルダーを洗い出すことが大切である。	

	

2.4 PMO の課題 

	  

以上のことを踏まえた上で、本研究では PMO の課題を 3つ示す。	

(1)活動範囲の定義が曖昧になりやすい	

PMO の機能は組織の状況により様々であるが、戦略的 PMO	[4]を参考にす

ると、PMO が保有する可能性のある機能を業務ごとに区別すると 5 つある。

[図 4]	
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1.プロセス資産管理	

プログラムを成功させるためのマネジメントプロセスを遂行するために

用いる必要不可欠な資産を整備し、維持管理をする。	

	

2.パフォーマンス管理	

プログラムが目的を達成するためのパフォーマンス向上に関する機能を遂

行する。	

	

3.情報管理	

プロジェクトを達成するために活用する 3 つの情報の収集･蓄積･展開に関

する機能を遂行する。	

	

4.人材管理	

プロジェクトが目標を達成するために、人材に関する管理や能力向上に関

する機能を遂行する。	

	

5.組織管理	

プロジェクトが目的を達成するよう、組織に関する機能を遂行する	

 

このように PMOの機能は多岐にわたるが、PMOは役割も多種多様化してい

る。プロジェクトによって PMO のあり方が変わるのは自然なことだが、効率よ

図 4：PMOの機能体系	
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く PMO を活用してプロジェクトを進めるためにも、PM との差異を理解すること

が大切だ。PMO の役割について、高橋信也	[3]は次のように述べている。図 5に

示すように、PMO はプロジェクトマネジメントを支援する組織として、プロジェ

クト状況の可視化、コミュニケーションの促進とコミュニケーションコストの

削減、マネジメントの意思決定支援を担うことが求められる。そのために必要な

プロジェクトの管理機能の導入･定着･改善を行うが、管理機能そのものは目的

ではなく、マネジメントの成果を上げるための手段となる。	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

また、各チームおよびプロジェクトマネージャーはプロジェクトの最終成果

に対し、直接寄与することになるが、PMO は間接的に寄与する。そのため、例え

ばプロジェクト文書以外のドキュメントなどの成果物の作成を PMO が実際に行

うことは無い。さらに、PMO の役割はプロジェクト毎、またグローバル化企業で

あれば、国毎に異なる。代表的な PMO の役割は、「参謀型」と「管理実行型（マ

ネジメント型）」である。「参謀型」とは、PMO がプロジェクトマネージャーの参

謀役となり、プロジェクトまたはプログラム上のリスクや課題などの対応を行

うものである。「管理実行型（マネジメント型）」とは、PMO がプロジェクト管理

図 5：個別プロジェクトにおける PMOの役割	
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の徹底、ISO などのマネジメント手法を導入定着･実行するものである。	

このように PMO の機能、役割が多種多様化することで PMO の活動範囲は広く

曖昧になりやすく、それを標準化するために定義することが難しい。	

	

(2)会社全体のマネジメントの成熟度や動向がつかみにくい	

企業で進行するプロジェクトは 1 つではなく、常に多数のプロジェクトが

並列に進行している。さらに、プロジェクトの業種や受注形態によってマネジ

メントの実状が大きく異なるため、会社全体のマネジメントの成熟度や動向

をつかむためには多大な工数が必要となる。これに対して、PMO は少人数で構

成されることが多い。経験豊かな人材でないと職務を担当することが出来な

いので早急に増員することは難しい。PMO が担当することが期待される職務が

多いのに対して実際に実施される職務は限定されることになる。	

	

(3)コミュニケーションにかかる負荷が大きい	

	 PMO に期待される効果の一つに、高橋信也	[3]はコミュニケーション効果の

促進を挙げている。プロジェクトマネジメントにおいて、コミュニケーション

は膨大なものである。連日の長時間の会議、読むべきものを探すだけで時間の

かかる電子メールはコミュニケーションの非効率さを招く。これらの負担は、

コミュニケーションコストと表現され、コミュニケーションコストを削減し

つつも効果を高めていく施策を実行していくことが PMO の成果といえる。	

PMBOK でも、「プロジェクト・コミュニケーション・マネジメントのプロセス

は、コミュニケーションを成功させるために必要とされる人と情報を結び付

ける重要な役割を果たす」と定義されている。コミュニケーションマネジメン

トにおいて、PMO は現場の生産性を上げるために、メンバー間の意思疎通をよ

くするために主導的に情報共有化のための会議を開いたり、メールだけでは

伝わらないことを解消するために、コミュニケーションやメールのルールを

作ったりする。プロジェクトメンバーの、プロジェクト内での不満を聞いて解

決策を導き出すこともある。さらに、コミュニケーションを図るための会議を
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開いてばかりでは、作業が進まないため、プロジェクト全体で行われている会

議の整理を行い、必要な会議だけを残すことも重要な役割である。1プロジェ

クト・コミュニケーション・マネジメントは、PMO が最も力を発揮すべきとこ

ろといわれるが、PMO には他のプロジェクトマネジメントの役割もある。さら

に、上で述べたように PMO の小規模であることから、PMO に対してのコミュニ

ケーションの負荷が大きいことが課題といえる。	
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3 章 対象企業におけるプロジェクトマネジ

メントの現状と課題  

3.1 対象企業概要 

	

本研究は、株式会社日立ソリューションズ･クリエイト社との共同研究である。

株式会社日立ソリューションズ･クリエイト社(以下、対象企業)は、2015年 1月

に、株式会社日立ソリューションズ･ビジネスと株式会社日立ソリューション

ズ･ネクサスが合併して発足した会社である。対象企業の事業内容は、システム

構築、運用、保守、コンサルテーションやソフトウェアパッケージの開発、販売、

各種ソフトウェアの受託開発、情報処理サービス、情報処理機器の販売、保守な

どであり、顧客の課題解決に貢献するためにトータルソリューションを提供し

ている。システム構築、運用、保守の分野は、産業、流通、金融、公共、社会な

ど全般にわたり、またシステム基盤製品の開発や導入も扱っている。従業員数は

約 3000名で、売上高は約 524億円であり、情報処理技術者資格などの高度な資

格を持った従業員が多数在籍している。 

	

3.2 対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度 

 

図 6 に、対象企業でのプロジェクトマネジメント制度の概要を示す。日立グ

ループ全体へのプロジェクトマネジメントの普及活動を行っている、株式会社

日立製作所(2007 年当時)の情報システム事業部長の大野治	[5]によると、プロ

ジェクトマネジメント制度は、引合い/見積り段階からプロジェクトの完了まで

流れに沿って定めている。対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度は

この方針に沿っている。図 6 に示すように、この制度に基づく会議としては主

に、引合/見積フェーズで行われる引合会議、見積会議、計画フェーズにおける
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プロジェクト診断会議、実行フェーズにおける重要プロジェクト会議、プロジェ

クト推進会議、完了フェーズにおけるプロジェクト完了報告会議がある。	

見積提示前に実施される見積会議は、顧客情報の確認や見積根拠と妥当性評

価、全体スケジュールと体制の確認などを目的としている。次に、プロジェクト

開始時に実施されるプロジェクト診断会議は、プロジェクト計画の妥当性、リス

クの特定と対策策定状況を目的としている。次に、プロジェクトが実行フェーズ

に入ってから月に 1 回実施される重要プロジェクト会議などの工程会議は、進

捗情報の確認、リスクと問題点の明確化と対策策定などを目的としている。最後

に、プロジェクト完了後1ヶ月を目途に実施されるプロジェクト完了報告会は、

プロジェクト計画書との差異の確認、問題点の原因究明や再発防止を目的とし

ている。	  	

 

会議には、プロジェクトマネージャーが所属する組織の長が主催し、PMO が事

務局として運営する。例えば、対象企業で開かれる見積会議には事業部長相当

職、本部長相当職、部長相当職、課長相当職、プロジェクトオーナー、プロジェ

クトマネージャー、品質保証部門、営業部門、生産管理分門などの役職が参加す

る。各プロジェクトの大きさ等により、9つの役職が参加する。これらの会議を

開催する上で最も重要なのは、時期を逸しないことである。このためには、PMO

による会議の開催状況等や、プロジェクトの状況を把握、またそれらを強力に推

図	6：対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度	
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進することが重要になってくる。	

	 また、図 7に示すのは、各会議で提出される主なドキュメントである。各会議

では、プロジェクトマネジメント制度に基づいて PM が作成したドキュメントが

提示される。提示されたドキュメントは会議出席メンバーが審査をし、指摘をす

る。対象企業では、議事録に加え、指摘された事項を会議ごとに記録したものが、

「指摘一覧」としてまとめられている。また、指摘一覧には、指摘日、指摘者、

指摘箇所、指摘事項、指摘に回答した日、その回答者、回答内容、指摘の完了予

定日、実際に完了した日を書く欄が設けられている。対象企業で使用される指摘

一覧の見本を付録 1に示す。	

	

	

	

	 以上の対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度の流れをまとめると、

図 8のようになる。	

	

	

図 7：現場での作成資料とプロジェクトマネジメント会議の関係	
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図 8：対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度の流れ	

	

	

	 まず、プロジェクト内で各種会議に向けて提出すべきドキュメントの作成を

してから会議に参加する。次に、会議で提出したドキュメントを基にプロジェク

トの状況の説明をする。ドキュメントや説明を踏まえて、出席者から疑問点や不

安要素が指摘される。その結果をプロジェクトに持ち帰り、指摘されたことへの

回答や対応、施策を思考し、それを実施する。そして、再び会議で指摘されたこ

とへの対応を報告するという流れで対象企業のプロジェクトマネジメント制度

が実施されている。	

本研究では、対象企業の協力で実際に現場で使用されている指摘一覧を参考

資料とした。対象企業で完了した 22 個のプロジェクト、162 回の会議を参考に

すると、1 回の会議における指摘の数は平均 4.75 個であった。また、1 回の会

議における指摘数の分布を図 9に示す。例えば、1回の会議で 1個の指摘がされ

た会議の数は 19 個、1回の会議で 5個の指摘がされた会議は 12 個、1回の会議

で 11 個の指摘がされた会議は 4個であり、会議によって差が大きいことがわか

る。	
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3.3 対象企業のプロジェクトマネジメント制度における課

題 

 

対象企業は、自社の生産性を上げるために PMO を設置し、PMO が会議を開いて

積極的にプロジェクトを支援している。しかし、そのプロジェクトマネジメント

制度について調査していく中で、2.4 で述べた PMO の課題に加えて、対象企業の

プロジェクトマネジメント制度に関する課題が 3つ明らかになった。	

	

(1)大量のドキュメント	

会議では複数のドキュメントが提出されるが、1回の会議で提出されるドキ

ュメントの枚数は最大約 90 枚になることがあるので、ドキュメント作成に時

間が掛かる場合がある。但し、会議はポイント絞った議論となるため、平均 45

分/1 会議となっている。	

	

図 9：1回の会議における指摘数の分布	
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(2)指摘項目が多い	

図 9 に示したように、会議によって差はあるものの、指摘事項の数が多い

ものがある。指摘項目が多いと会議時間が長くなるに伴い、コストの増加につ

ながる。	

	

(3)「指摘事項」の分析が不十分	

	 今回参考資料として用いた対象企業の指摘事項には、同様の指摘があり、指

摘内容の分析を行い現場へフィードバックすれば同様の指摘を削減することが

できると考えられる。	
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4 章 プロジェクトマネジメント会議での指

摘項目分析 

4.1 計測範囲の選定 

	

先に述べたように、対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度では、

個々のプロジェクトでの会議資料の作成、会議の実施、問題の指摘、対策の実施

報告を繰り返す。対象企業の生産性を上げるには、上に示した課題を解決する必

要がある。(1)の大量のドキュメントについての問題を解決するには、ドキュメ

ントの内容を精査し、品質を落とさずに枚数を減らす必要がある。(2)の指摘事

項が多いことおよび(3)指摘事項の分析が不十分ということを解決するには、会

議で指摘されないような対策を各プロジェクトがすることで改善できる。それ

ぞれに改善策は挙げられるが、(1)については専門的な知識や、評価が長期に渡

ることから、本研究からは計測範囲からは除外した。生産性をあげる基礎を築く

ために、指摘一覧から指摘項目の内容を一つずつ知識領域への識別をして分析

することで、指摘数を減らすための提案をする。	

	

4.2 指摘項目の分野体系 

 

本研究では、PMBOK	 [1]によるプロジェクトマネジメントの 10 個の知識領域

を活用するが、更に「契約」という知識領域を導入する。契約に関することは、

プロジェクト統合マネジメントやプロジェクト･コスト･マネジメントで取り扱

われることが多いが、より分析を詳細にするために、プロジェクトの契約に関係

するものを区別する。 

4.3 指摘項目の識別の方法 
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	 指摘一覧の指摘項目には、それぞれ指摘箇所と指摘事項の欄が設けられてい

る。指摘に関する項目は主にこの 2	項目であるので、これらを識別する対象と

する。	

指摘項目を識別方法の手順を説明する。[図 10]指摘一覧の中にある指摘箇所

や指摘事項を研究担当者が読んで、指摘項目の内容がどの知識領域に関する指

摘であるのか識別する。識別する際には、分類項目との合致のポイントとなった

キーワードも併せて記録しておくこととする。本研究では、これらのキーワード

を知識領域ごとに収集した「キーワード集」を作成した。	

	

	

  
 
 
 

図 10：指摘項目の識別方法	
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識別の方法の詳細を、フロー図を用いて説明する。ここでは、指摘一覧と作成

したキーワード集が手元にあることを前提とする。フロー図における開始は、指

摘項目を見ることを指す。	

はじめに、識別のキーワードとなる言葉を探す。ここで、キーワードとなるよ

うな言葉を探すのが困難な場合はキーワード集も用いながら探す。尚、キーワー

ドとなりうる言葉がなければ、その指摘項目は前例のない指摘とみなし、識別担

当者が新しくキーワードを決めて、キーワードとしてキーワード集に新たに追

加する。	

また、キーワードとなるような言葉が 2 つ以上あった際は、優先度の評価に

移る。そこでどちらのキーワードを優先して、その指摘項目のキーワードとする

かを決定する。例えば、「今月末までに品質を検証する必要があるため、疎通確

認スケジュールを大日程に反映すること」という指摘事項があった場合、キーワ

ードには「品質」、「検証」、「スケジュール」、「大日程」が挙げられる。この指摘

事項を受けて、最終的にすべきことは大日程に反映することである。それがこの

指摘事項の本質であるとみなし、「大日程」を最も優先度の高いキーワードとし

て決定する。また、違う指摘項目において、「製品品質を担保するための体制見

直しを検討すること」という指摘事項があった場合、キーワードは「品質」、「体

制」が挙げられる。この指摘事項を受けた際に、最終的にすべきことは体制の見

直しである。よってそれがこの指摘事項の本質であるとみなし、最も優先度の高

いキーワードは「体制」とする。このように、優先度を評価するには指摘項目で

何が指摘されているのかを十分に検討する必要がある。	

また、キーワードとなりうる言葉が 1 つしかなかった場合は、その言葉を指

摘項目のキーワードに決定し、その指摘項目の識別を終了する。	
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図 11：指摘項目の識別方法のフロー図	
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識別の方法の一例を、表 1に示す実際の指摘一覧を用いて説明する。	

	

	

まず、項番 1の指摘箇所を見ると、「スケジュールについて」とあるため、こ

の指摘事項は c のタイムに関する指摘だと推測される。さらに指摘箇所の内容

が書いてある指摘事項を見ると、「作業の推定スケジュールを作成すること」と

記述されている。この指摘は、作業をどのように進めていくのか想定したスケジ

ュールがまだ作成されていないという c のタイムに関する指摘であると識別す

ることができる。また、今回の識別のポイントとなったのは「スケジュール」と

いう単語であるため、項番 1 は c に識別するという情報と共に、キーワードは

「スケジュール」であるということも記録しておく。	

	 次に、項番 2 の指摘事項を見ると、「基本設計書について」と記述がある。

続けて指摘事項を見ると「承認済み基本設計書を元に、詳細設計に着手する旨を

見積前提条件に追記すること」と記述がある。この指摘は、既存の PMBOK の 10

個の知識領域のどれにも分類しづらい。顧客との間で交わされる見積前提条件

は本研究で新たに追加した、契約に関する指摘として、ｋに分類する。また、こ

の指摘のキーワードは「見積前提条件」として記録する。	

  

 

表 1：指摘一覧 
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4.4 結果 

本研究では、対象企業で行われた 22 個のプロジェクトを対象にした。キーワ

ード集には、識別する際にキーワードとなった言葉と、それらがどのような指摘

で用いられているのかの詳細、また実際にキーワードが指摘項目の文中でどの

ように使われているかの使用例を示す。今回対象としたプロジェクトは全体で

162 個であり、指摘項目数は 766 個である。指摘項目の分析は共同研究を一緒に

進めた同研究室の院南さんと共同で進めた。	
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4.4.1 プロジェクト統合マネジメントに関する指摘の分析結果 

 
プロジェクト統合マネジメントに関する指摘の分析結果を、表 2 に示す。プ

ロジェクト統合マネジメントに関する指摘では、「ドキュメント」、「プロジェク

ト管理システム」、「整合性」、「修正すること」などのキーワードが多く、資料や

データベース上での管理方法や間違いなどが多く目立った。また、メンバーが共

有すべきルールの策定や、プロジェクトを定義する際や運営、管理する際の注意

事項なども多く、他の知識領域にも関わるような指摘、キーワードが多い傾向が

見られた。プロジェクトの軸になるドキュメントの重要性や、プロジェクトの運

用、管理方法に慎重であることが汲み取れた。 
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キーワード 詳細 文中での使用例

顧客が理解しやすいドキュメントとなるように留意すること

分かりやすいドキュメントとなるように留意すること

ドキュメントの不良 既存ドキュメントの不良が多く摘出されている

ドキュメント間の差異 ドキュメント間で数値に差異があるものは一致させること

ドキュメントの品質担保 ドキュメントの品質担保をどうするか検討すること

ドキュメントの修正時 後工程でのドキュメント修正時には、上位のドキュメントへも確実に修正を反映すること

ドキュメントの品質状況 ドキュメントの品質状況を整理し、次回工程会議で報告すること

ドキュメント検査 ドキュメント検査は必ずすること

プロジェクトの定義 プロジェクトをどのように定義するかを明確にした上でプロジェクト計画書を作成すること

プロジェクトの見直し プロジェクトの見直しについて：役割、フィージビリティを検証下上で、今週中に対策内容･費用を整理すること

プロジェクト運営
プロジェクト運営について：サービス仕様書に沿ってプロジェクトが推進できているか否かを、工程の中間・終
了時で評価すること

プロジェクト管理 プロジェクト管理について：計画値との偏差について、根拠を説明できるようにすること

プロジェクト管理システム
で実施すること

プロジェクト管理システムについて以下を実施すること

プロジェクト管理システム
登録時の注意

プロジェクト管理システム登録の際は、PO登録をもれなく実施すること

プロジェクト管理システム
での管理方法

プロジェクト管理システム上はフェーズごとに分けて管理すること

プロジェクト管理システム
への登録要請

プロジェクト管理システムデータ整備：登録を早急に実施すること

他にも同様の記載がないか合わせて見直すこと

業務会議での報告値と異なるので見直すこと

規模が他の資料と異なっているので見直すこと

下記ファイルのフォーマットを見直すこと

プロジェクト状況報告書のフォーマットを見直すこと

見積資料間で山積の工数に差異がある

一部資料間でスケジュールの差異があるので、資料間で整合性を合わせること

報告書の記載に差異があるので一致させること

図との整合性 スケジュールと体制図の関連が分かるように整合性を合わせること

資料間の整合性
報告資料内で整合性を合わせること(進捗が進んでいるように見えるが、報告書の項番5、7に未反映となって
いる)

合計欄の記載について：合計欄の無いものが散見される。

リスク管理シートに記載されていない

リスク費を開放した場合、「金額→0」のように記載すること

単位をK\で記載すること

契約形態に合わせた記載にすること

FSとDSで業務名が不一致になっているので、業務名を一致させた記載にすること

M M Iチェックリストでの、各チェック項目で選択した状況の判断基準を記載すること

記入方法 損益・原価欄は、プロジェクト全体の金額を記入すること

数値を記入すること

開始実績日に記入漏れあり

対策完了日を入力すること

実績日の入力がもれている

資料内容の修正 以下の点について、見直し、修正すること

記載方法の修正 ○○と記載している部分は、●●に修正すること

M M Iチェックリストを添付すること

品質確認状況報告書を添付すること

プロジェクト内でプロジェクト名を一致すること

用語を統一すること

顧客要望事項 顧客要望事項に関する注意 顧客要望事項は本バージョン3つ以上取り込むこと

事前情報の対応 事前情報の対応について 事前情報について状況を監視し、即座に仕様を取り込むための施策を検討すること

ルール ルールの策定 メンバーが共有するルールやプロジェクトの策定

表記 表記漏れ 担当者とレビューア等は担当分けし、表記すること

反省事項を挙げる 反省事項を挙げること 当社としての反省事項をあげること

処理概要 処理概要について 処理概要については以下を明確にすること(前提ドキュメント・作成ドキュメント･処理方式･前提条件)

提出すること 提出忘れ M M Iチェックリストの第7項～第10項を提出すること

案件名 案件名の記載 案件名から"プレ支援"は削除すること

表現にすること 表現方法 ●●という表現は、○○という表現にすること

管理すること 管理方法 「移行」移行の作業はプロジェクトトータルで管理すること

計画変更理由 計画変更理由について 当初の計画を変更した理由が不明。妥当性を確認し、必要に応じて変更すること

資料間での差異

添付の要請

修正すること

添付すること

統一する

記載漏れ

記載方法

用語の統一

記入漏れ

入力漏れ

差異

整合性

記載

記入

入力

プロジェクト

プロジェクト管理
システム

ドキュメント

見直す

フォーマットの見直し

資料の見直し

ドキュメントの書き方

表	2：プロジェクト統合マネジメントに関する指摘の分析結果	
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4.4.2 プロジェクト･スコープ･マネジメントに関する指摘の分析結果 

  

プロジェクト･スコープ･マネジメントに関する指摘の分析結果を、表 3 に示

す。プロジェクト･スコープ･マネジメントに関する指摘では、「規模」、「スコー

プ」、「プロジェクト」のキーワードが多い。それらが明確になっていないという

ことや、明確になっていないということが多く、プロジェクトを進める上で規模

やスコープを明確にすることが重要であることがわかった。 

 

 
4.4.3 プロジェクト･タイム･マネジメントに関する指摘の分析結果 

 

プロジェクト･タイム･マネジメントに関する指摘の分析結果を、表 4に示

す。プロジェクト･タイム･マネジメントに関する指摘では、「スケジュール」、

キーワード 詳細 文中での使用例

3/3までの規模と3/4以降の規模を明確にすること

設計段階での想定規模を今回欄に記載すること

スコープの定義 顧客担当の旨をスコープとして定義しておくこと

スコープの死守 当社のスコープを死守しながら作業推進していくこと

スコープの変更
スコープの変更の発生に対処するため、サーバ/環
境ごとに体制を明確にしておくこと

プロジェクトの区切り
フェーズ１、フェーズ2は別プロジェクトとして管理する
こと

プロジェクト計画 保守はプロジェクト範囲外なので除いたほうが良い

プロジェクト範囲を見直すこと

プロジェクト範囲と不一致である

W BS項目の追加
分担が未確定の作業があれば、W BSに項目を追加
し、調整すること

W BSの詳細化 W BSをさらに細かいレベルで記載すること

W BSの明確化 ATのW BSは明確にして進めること

作業範囲はどうなっていいるのか

契約体系ごとの作業範囲を明確にすること

責任分担 責任分担の明確化 責任分担を明確にした上で作業を推進していくこと

当社範囲外 範囲外の作業について 記載しているテストは当社範囲外

変更管理 変更管理の際の注意 変更管理について以下の点を考慮すること

仕様 仕様が未凍結のまま続くことが無いように努めること

見積前提条件
当社として対応できるか否かを明確にし、見積前提条
件委追記すること

W BS

作業範囲 作業範囲の明確化

規模の明確化規模

スコープ

プロジェクト

プロジェクト範囲

表	3：プロジェクト･スコープ･マネジメントに関する指摘の分析結果	
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「日程」、「計画」のキーワードが多い。ほとんどが、それらが作成されていな

かったり、見直しする必要があったりするという指摘である。また、「進捗」

のキーワードは、進捗報告の方法や、進捗管理の方法についての指摘であり、

スケジュールが予定通り進めるための対策が細かくなされていることが分かっ

た。 

 

 

キーワード 詳細 文中での使用例
10月以降のスケジュールを速やかに作成すること
作業の想定スケジュールを作成すること
スケジュールを線表化すること

スケジュール作成時の注意 スケジュールの重なりが見えるようにすること
スケジュールの見直し 追加要望対応に伴い、スケジュールの見直しを行うこと

(他社)のプロジェクト全体のスケジュールを入手すること
(他社)の品質向上スケジュールを明示すること

スケジュールの管理 スケジュール管理を徹底すること
対応方法 スケジュール前倒しで対応すること

日程の見直し 品質評価の日程を見直すこと
会議の日程を調整すること
Q A試送を考慮した日程で調整すること
疎通確認スケジュールを大日程に追記すること
受注テストスケジュールを大日程に反映し、工程として管理する
こと

日程感の意識 顧客に日程感を意識してもらうこと
プロジェクト計画について プロジェクト計画を早急に作成すること

基本設計で見積損益に対し、実績値が下がった分を
工程で取り戻すか計画すること
五月雨式で構築していく計画を早急に立案し、
スケジュールの明確化をすること
性能判定の計画立案を早急に行うこと
計画立案について:作業計画を、９月中旬までに立案すること

作業遅延についての勧告
作業遅延について:AD(ES)について、これ以上遅延を悪化させな
いこと

工程遅延対策について
工程遅延対策について：CT 工程が遅れそうであれば、CT 品質
状況にバグ対の件数を入れること

遅延時の記載方法 遅延している場合はその趣旨を記載すること
進捗管理方法 進捗管理方法を再考すること

進捗報告の方法について 進捗状況の報告は定性的ではなく、定量的に報告すること

新規参画メンバの進捗
新規参画メンバの進捗が滞ることが無い様に、
作業状況をよく確認しておくこと

期限超過の指摘 回答期限を過ぎているので、早急に指摘の対応をすること
期限の設定 計画作成期限を設定すること

予定日 予定日の明記 作成完了予定日を明確にし、スケジュールに明記すること

納期 納期が異なる際の注意
納期について：A対応とB対応で納期が異なる。考慮して作業する
こと

休暇 休暇の取得
夏季休暇を取得できていないメンバについて、調整して休暇を取
得させること

納入 納入順序の調整 難易度やテスト順序を考慮して納入順序を調整すること

アローダイヤグラム アローダイヤグラムの提示
近況報告の際は、update済みのアローダイヤグラムを
提示すること

次工程 次工程について 次工程について:10月から滞りなく着手できるようにすること

小日程 小日程レベルでの調整
修正対象モジュールが重なる場合、修正日程を
小日程レベルで調整すること

工完日延期 工完日延期の可能性 工完日が延期される可能性がある

計画の立案

遅延

計画

期限

進捗

スケジュール

日程

他社のスケジュール

スケジュールの作成

日程の調整

大日程への反映

表	4：プロジェクト･タイム･マネジメントに関する指摘の分析結果	
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4.4.4 プロジェクト･コスト･マネジメントに関する指摘の分析結果 

	  
プロジェクト･コスト･マネジメントに関する指摘の分析結果を表 5 に示す。

プロジェクト･コスト･マネジメントに関する指摘では、「予備費」、「費用」など

のキーワードが多く、それらの明確化や見直しに関する指摘が多くみられた。ま

た、「利益」や「粗利」などのキーワードからは、それらが低下した原因を明ら

かにするための指摘や、確保するための施策に関する指摘から、コストの現状の

把握だけでなく、その原因や今後に向けての施策まで考慮していることが明ら

かになった。 
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キーワード 詳細 文中での使用例

バッファ分について バッファ分は予備費として外出しすること

リスクヘッジ分について リスクヘッジ分は予備費として明確化すること

資料間の予備費の一致
リスク管理シートの損失金額の合計と、プロジェクト状況報告書の予
備費の欄を一致させること

予備費率の妥当性 予備費率が妥当か見直すこと

予備費の内訳 予備費の内訳を明確化すること

プレ費用の予算化 プレ費用を予算化すること

費用の作番への計上
レンタルPCの費用について、作番に計上できるか
否かを確認すること

費用負担の調整 費用負担について調整しておくこと

想定外のところで工数が増加している分は費用を
追加請求するよう交渉すること

費用を請求する必要があるものは、早急に費用を請求すること

Q A費用 Q A費用を盛り込むこと

費用の調整 費用を調整して見積に反映すること

Q A要員単価 Q A要員単価は、記載の単価よりも下がっているので確認すること

ステップ単価
ステップ単価は工程別の生産性の平均ではなく、合計になるのではな
いか

製造や試験の単価と、管理工数の単価が同じなので、管理工数の単
価を上げてもらうよう調整すること

単価アップ分を考慮した見積にすること

目標粗利率　 目標粗利率を設定すること

粗利確保の施策 粗利確保の施策を継続的に検討実施すること

製造原価について 製造原価、利益はプロジェクト全体の利益にすること

原価状況の提示 期単位の原価状況も提示すること

原価増の見通し 要員追加分の原価増を正しく見通すこと

目標原価超過時について 目標原価を超過している場合、目標原価報告書を提出すること

原価管理の勧め 原価低減しているので原価管理に努めること

生産性実績との比較
今までの生産性実績と比較して、今回の見積は
どうなるのかを見ること

生産性の確認 生産性を確認し、目標の生産性を下回ってないか都度確認する

生産効率を明確にし、報告すること

UTおよびCT工程における生産効率を明確にすること

発注費 発注費の計上 パッケージ発注費は、作業外注欄へ計上すること

利益低下の原因
STの不良調査により利益が低下しているが、
他社原因なので要求できるのでは

目標利益のためにすること 目標利益を出せるように、プロジェクトを演習していくこと

1人月の標準作業時間 １人月の標準作業時間の設定をすること

人月あたりの見積時間 人月あたりの見積時間に余裕を見ておくこと

リスク費 リスク費の状況 リスク費の追加･解放の状況が分かるように記載すること

予算の把握 当プロジェクトに対する予算がどの程度であるか 把握すること

予算化 プレ費用を予算化すること

一般費の計算が合ってないので正しく計算すること

一般費/損益が誤っているため、訂正すること

人件費 人件費 年々人件費が高騰するため、施策を継続的に検討実施すること

売りあがる 売りあがる 進行基準を考慮して、四半期単位で売りあがるようにすること

目標値 目標値 目標値を明確にすること

認可額 認可額 必要に応じて認可額

作業工数について 作業工数はよく見ていくこと

工数見積時の注意
工数見積について：見積時点の工数は、要因計画を元に小数点以下
を切り下げて見積を行うこと

一般費の訂正

生産効率の明確化

単価

費用の請求

生産性

生産効率

利益

人月

予算

一般費

原価

予備費

費用

単価

粗利

工数

表	5：プロジェクト･コスト･マネジメントに関する指摘の分析結果	
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4.4.5 プロジェクト品質マネジメントに関する指摘の分析結果 

 
	 プロジェクト品質マネジメントに関する指摘の分析結果を表 6 に示す。プロ

ジェクト品質マネジメントに関する指摘では、「品質」のキーワードが最も多か

った。品質の判断基準の明確化や、優先度の制定、分析する時期の早期化や向上

させるための施策など、品質を管理するための様々な要因が指摘に挙げられた。 
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キーワード 詳細 文中での使用例

品質の判断基準 品質の判断基準を明確にすること

品質の調整 品質について事前に（他社）と調整すること

品質が最優先　 品質を最優先でプロジェクトを進めること

品質確保管理ランク 品質確保管理ランクを定めること

品質分析して、品質向上作業の要否を見究めること

早い段階から品質分析を行うこと

品質向上を含め、Q P以降に実施する全工程について
後続に列を設けて実績を追記すること

品質向上を実施するか否かの見極めをすること

品質評価の計画 品質評価の計画を立てること

品質評価の際の注意 品質評価は社内の第三者も確認すること

品質見積書 品質見解書の内容を確認すること

性能問題
ロット１で発生している性能問題の原因と対策を確認しておくこ
と

性能の検証
現行の性能について検証し、遅いものがあれば事前にピック
アップしておくこと

不良の多発について
移行トライアルで不良が多発しているのに
再実施はしないのか

不良の傾向分析 摘出した不良の傾向は分析しているのか

不良を作りこまないための再発防止策を策定し、次プロジェクト
以降、実行すること
摘出不良の内容を分析し、不良を作りこまない施策の
検討をすること

不良密度の確認
不良密度が異常に高い機能について品質的に
問題ないか再度確認すること

潜在不良の確認 潜在不良の扱いを確認すること

一本目チェック 早期に一本目チェックを実施し、品質を見極めること

セルフチェック
担当者のセルフチェックで不具合が取り除けるような施策を検討するこ
と

稼動前レビュー 稼動前レビューは実施済か

顧客レビュー 顧客レビューの対応者、段取りについて日立と早急に決めること

稼動判定会 稼動判定会の実施 当社内で稼動前判定会を行なうこと

検証 生産性の検証 生産性が規定した値が妥当であるか検証すること

評価 差分評価
オンラインとバッチで仕様や機能の差分評価を
実施すること

CTのテストの実施 CTの後半では性能を意識したテストを実施すること

CTテストのデータ 実際のデータを使用してテストすること

テストエビデンス テスト実施のエビデンス(スクリーンショット)を残すこと

移行リハーサル 移行リハーサル 移行リハーサルの状況はどうなっているのか

バグ死滅曲線の作成
バグ死滅曲線を作成し、不良摘出状況を早い段階で
把握すること

CT工程のバグ死滅曲線
CT工程のバグ死滅曲線について：統計機能を外すとCT不良が
どのような傾向になるか確認すること

検収 検収を受けること 6月未完了分の作業について確実に検収を受けること

CT密度 CT密度の妥当性 CT密度の妥当性を確認し、必要に応じて見直すこと

バグ死滅曲線

品質分析

品質向上

不良の再発防止策

品質　

性能

不良

テスト

チェック

レビュー

表	6：プロジェクト品質マネジメントに関する指摘の分析結果	
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4.4.6 プロジェクト人的資源マネジメントに関する指摘の分析結果 

 

 プロジェクト人的資源マネジメントに関する指摘の分析結果を表 7に示す。

プロジェクト人的資源マネジメントに関する指摘では、「要員」や「体制」な

どのキーワードが多い。要員が足りていないことや、体制図の見直しに関する

指摘が多く、プロジェクトを成功させるためには要員の確保はもちろんのこ

と、体制も正確に判断することが重要だとわかる。 

 

 

 

キーワード 詳細 文中での使用例

リリース･ローテーション 12月以降は要員のリリース･ローテーションを 検討すること

要員追加について
工程遅延をリカバリーするための要員追加の申し入れ
を行なうこと

要員の確保 適切な期限までに、必要な要員を確保すること

状況に応じて要員の削減を検討すること

要員の削減についても調整すること

代替要員 代替要員を割り当てることについて検討すること

要員の育成
業務知識を計画的に習得できるように要因員の育成をし
ていくこと

体制図上、部長及び課長が複数におり、PO、PM が
誰であるか分かりづらい

契約形態･商流を踏まえ、体制図の見直しを行なうこと

プロジェクト全体の体制図を明確にすること

体制見直し 製品品質を担保するための体制見直しをすること

次のプロジェクトへの移行なども考慮して、
パートナー含めて７月以降の体制を検討すること

体制確保について

顧客と同意している体制か？

（人名）は詳細設計までの対応とし、別案件の
対応ができるように進めること

(人名)は本当にPMとSLを兼任できるのか見極めること

プロジェクトメンバの構成
プロジェクトメンバの構成について：社員とパートナーの構
成比率について、事前に検討しておくこと

プロジェクトメンバの経験
PMだけでなく、プロジェクトメンバも経験を積み重ねていく
こと

スキルアンマッチメンバについて
スキルアンマッチメンバについて、引き続き次工程以降も
先手管理していくこと

人員 人員の過不足 担当人員の過不足について

　（人名）

要員の削減について

体制図

メンバ

体制

人名

要員

体制

表	7：プロジェクト人的資源マネジメントに関する指摘の分析結果	
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4.4.7 プロジェクト･コミュニケーション･マネジメントに関する

指摘の分析結果 

 

 プロジェクト･コミュニケーション･マネジメントに関する指摘の分析結果を

表 8に示す。プロジェクト･コミュニケーション･マネジメントに関する指摘で

は、「報告」や上司への「エスカレーション」などのキーワードが多い傾向が

あった。PMOではコストやスケジュールだけでなく、現場のメンバー同士のコ

ミュニケーションについても管理範囲であることが確認できた。 

 

 

 

 

 

  

表	8：プロジェクト･コミュニケーション･マネジメントに関する指摘の分析結果	

キーワード 詳細 文中での使用例

詳細スケジュールをきちんと報告すること

プロジェクト内で報告を徹底すること

エスカレーションすること
想定外の事象が発生した際には、すぐにエスカレーショ
ンすること

エスカレーションのやり方
エスカレーションのやり方について、部内で整理するこ
と

メンバーへの周知 明確にして、プロジェクトメンバーに周知すること

営業メンバーとのレ
ビュー

営業メンバとレビューを行う場合、認識齟齬がないよう
にすること

共有 情報の共有 日立の特工の情報を共有しておくこと

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は「なし」となっているがBPの件はコ
ミュニケーションではないのか

実施すること 会議の実施 ○○会議を実施すること

エスカレーション

メンバー

報告 報告の徹底
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4.4.8 プロジェクト･リスク･マネジメントに関する指摘の分析結

果    

 
	 プロジェクト･リスク･マネジメントに関する指摘の分析結果を表 9 に示す。

プロジェクト･リスク･マネジメントに関する指摘では、「リスク」や「注意」と

いうキーワードが大半を占めた。リスクをリスクとして認識することや、リスク

が発生した際の対処方、リスクを管理する際に注意することなど、リスクに関わ

る要因は様々であることが分かった。 
 
 

 
 
4.4.9 プロジェクト調達マネジメントに関する指摘の分析結果 

 

 プロジェクト調達マネジメントに関する指摘の分析結果を表 10に示す。プ

ロジェクト調達マネジメントに関する指摘では、BP(Business Partner)つま

り、ビジネスパートナーについてのキーワードが目立った。BP要因のモチベー

表	9：プロジェクト･リスク･マネジメントに関する指摘の分析結果	
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ションを上げるような指摘などから、プロジェクト成功の要因には、BPとの関

係も重要であり、それらの管理も怠らずに積極的にしていることが分かった。 

 

 

 

 

 

4.4.10 プロジェクト･ステークホルダー･マネジメントに関する指

摘の分析結果 

 
 プロジェクト･ステークホルダー･マネジメントに関する指摘の分析結果を表

11 に示す。プロジェクト･ステークホルダー･マネジメントに関する指摘では、

顧客や他社とのプロジェクト内容の確認や承認、合意についての指摘が多く、慎

重にステークホルダーとの関係を気づいていることが分かった。 

キーワード 詳細 文中での使用例

BP要員
BP要員に対してもモチベーションを低下させないように
すること

BPを増員
BPを大幅に増員することについて、
何に気をつければよいか検討すること

調達仕様書 調達仕様書
調達仕様書の不明確な部分について、一つずつ
明確にしていくこと

依頼 を依頼する
開発部分は（　）で実施中なので、（　）の体制維持の依
頼をすること

発注 発注手配時 発注手配時は間違いが無い様注意すること

BP

表	10：プロジェクト調達マネジメントに関する指摘の分析結果	



 
44 

 

4.4.11 プロジェクト契約マネジメントに関する指摘の分析結果 

 

	 プロジェクト･契約･マネジメントに関する指摘の分析結果を表 12に示す。プ

ロジェクト･契約･マネジメントに関する指摘では、「契約」や、契約に関する「見

積」のキーワードが大半を占めた。特に、契約形態や見積前提条件に関すること

が多く、直接契約に関わるものを慎重に扱っていることが分かる 

  

表	11：プロジェクト･ステークホルダー･マネジメントに関する指摘の分析結果	

キーワード 詳細 文中での使用例

顧客合意 修正箇所について顧客合意はできているか
顧客との事前調整 顧客と事前調整して決めること
顧客との顔合わせ 顧客との顔合わせについて調整すること

エビデンス 顧客とのやりとりはエビデンスを必ず残すこと
依頼中の管理 顧客へ依頼中の作業を明らかにし管理すること

顧客の承認を得る 顧客の承認を得ること

顧客作業について
顧客作業について：顧客担当のデータ作成が問題なく進んでい
るかウォッチすること

顧客の承認印 顧客の承認印はもらったのか
他社とのやりとり （他社）とのやりとりを慎重に行なうこと
他社との合意 期限超過した際の対応について(他社）と合意すること
他社との相談 （他社）と相談しながら対応していくこと

他社との状況確認 開発元の(他社)とは、週次でＴＶ会議を開催し、状況確認すること
他社への事前確認 （他社）に期間延長が可能か否かを事前に確認しておくこと

他社との連携 品質指標値は（他社）と連携できているのか
他社への事前確認報告 見直し後の内容について、個別に(他社)へ報告すること

他社の合意エビデンス
（他社）担当の作業とのことだが、対応方法の合意エビデンスを
残して進めること

（ 他社 )

顧客



 
45 

 

 

 

 

 

 

 
  

キーワード 詳細 文中での使用例

契約形態に合わせた記載にすること
契約形態の見直しの調整を行なうこと

契約変更の際
契約変更の際は、注文主検印のあるエビデンスを
残し、定例会議議事録などで宣言して進めること

契約集約
開発/保守メンバとして当社経由の契約に切替/
集約が出来ないか検討すること
見積前提条件及び生産性を明らかにすること
承認済み基本設計書を元に、詳細設計に着手す
る旨を見積前提条件に追記すること

責任の所在について
当社は仕様書どおりに作成するが、想定と違う仕
上がりになった場合、(　)責任であることを見積前
提条件に追記

追加調査の見積
追加で調査が必要になった場合は、別途見積を
行う旨を見積前提条件に追記すること

見積 以下を明確にした上で見積を行なうこと
見積根拠の提示 しっかり見積根拠が提示できるように整理すること

再見積の実施
当初見積と比較して、差異が顕著になった場合、
都度再見積を実施すること

サービス仕様書 サービス仕様書
サービス仕様書の内容を以下の点を考慮したうえ
で見直すこと

見積前提条件について

見積

契約形態

契約

表 12：プロジェクト契約マネジメントに関する指摘の分析結果 
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5 章 プロジェクトマネジメント会議におけ

る指摘項目分析と考察 

	

5.1 キーワード集の分析 

	  

     キーワード集の分析を行ったことにより、それぞれの知識領域ごとの問題

点が浮かび上がった。それぞれの知識領域ごとの問題点を、識別に用いた

(a)~(k)を用いて示す。プロジェクトマネジメント会議における指摘項目に

関する知識をプロジェクトメンバー全体で共有することができれば、プロ

ジェクトマネジメント会議の効率や有効性をさらに高めることができると

考えられる。 

	 	  

(a)ドキュメント(資料)の書き方や値の差異や漏れ、修正方法や資料の添付忘

れが多いことが目立った。また、プロジェクトを管理する際の注意やプロジ

ェクト管理システムへの登録要請、登録の際の注意や管理方法など、プロジ

ェクト管理システムに関することも多く目立った。さらに、プロジェクト全

体のルールの策定や、プロジェクトの計画変更理由に関することや、事前情

報の対応について指摘されていることが多数見られた。プロジェクトごと

のドキュメントのルールの策定や、プロジェクト管理システムへの登録方

法に関するルールの策定などはされているが、そのルール通りに実行させ

ることが重要である。 

 

(b)プロジェクトの区切りやスコープの範囲など、作業の範囲をどこまでと

するのかを指摘されていることがほとんどであった。それらを明確にする

だけでなく、ドキュメントにも記載することが重要である。 
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(c)スケジュールの作成が出来ていない場合や、スケジュールを作成時の注

意や管理方法についての指摘や、進捗管理の方法や進捗報告の方法などに

関する指摘が多く見られた。これらは納期の遅延につながりかねないので、

事前のプロジェクト内での調整、管理の徹底が重要である。 

 

(d)予備費がどのように使われているかの内訳や予備比率の妥当性に関する

指摘、プロジェクトを進める上で追加に必要になる費用の請求についての

指摘が多く見られた。予備費に関するルールや、費用を請求するレベルの制

定が必要である。また、一般費や単価がドキュメントによって異なっている

という指摘も数多く見られたため、ドキュメント間での整合の徹底が必要

である。 

 

(e)品質分析の早期化、品質評価の方法や注意の指摘が多数見られた。品質分

析を早い段階から出来るような施策、正しく品質評価を行うような指示す

ることが必要である。また、不良の傾向分析や再発防止策の策定が催促され

ているため、不良が発生した際の対処法をきちんと検討し実行することの

徹底が必要である。テストする際の指摘も多数見られたため、テスト実施時

の注意事項や確認すべき点をもう一度洗い出す必要がある。 

 

   (f)要員を確保することに関しての指摘が目立った。業界によって人材不足で

あることが改めて可視化できたため、要員確保のための政策が必要である

ことが再確認できた。また、体制図がわかりにくいことや、体制の見直しに

ついても指摘されていたため、体制図の細かい書き方や体制確保の方法の

策定が必要である。 

 

   (g)報告の徹底に関する指摘が多数見られた。エスカレーションがうまくでき

ていないことや、プロジェクトメンバーや営業メンバーとのコミュニケー

ションする際の注意が指摘されていた。そのため、コミュニケーションが取
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れていないところを優先とした、コミュニケーション方法を明確にプロジ

ェクトメンバーに明示することが必要である。 

 

   (h)リスクの洗い出しについての指摘が目立った。不明確な部分をリスクに挙

げていなかったり、予定通りできなかった場合を想定したリスクを挙げて

いなかったりしているので、どの範囲までをリスクとして捕らえるかを明

確にすることが必要である。 

 

   (i)BP(ビジネスパートナー)に関する指摘がほとんどであった。例えば、BP要

員に対しても、モチベーションを低下させないようにするということや、

BPを増員させる際に何に気をつけるべきか検討することである。プロジェ

クト内のことで対応が手一杯になりがちになる状況があると思われるが、

そのような状況でも BPの対応が出来るような取り組みが必要である。 

 

   (j)顧客(他社)と調整しなければならないところをしていなかったり、顧客の

承認、合意を得られているのかの情報がなかったりすることを指摘されて

いる。顧客とのコミュニケーションが取れていないことが原因であるもの

が多数を占めていたため、プロジェクト内のコミュニケーションの方法の

見直しと共に、ステークホルダーとのコミュニケーションの方法の見直し

が必要である。 

 

	  (k)契約形態に合った記載でなかったり、契約変更の際にエビデンスを残して

いなかったりする指摘が目立った。また、見積の根拠が明確になっていなか

ったり、見積前提条件に記載すべきことを記載できていなかったりすると

いう指摘も多数見られた。契約に関するドキュメントの書き方をさらに詳

細に明示することが必要である。 
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5.2 識別者に求められるスキル 

	

	 本研究で実施した分析の初期段階において、学生にはわからないような企

業で使われる言葉や、部署固有の知識に関することが含まれる指摘がほとんど

であったため、対象企業の PMO 部署とのレビューを行いながら指摘項目を識別

した。今回は先に述べたように、766 個の指摘項目を対象にして識別、分析を行

った。初期段階においては正しく識別することが出来ず時間もかかったが、キー

ワード集に載るキーワードが増えるにつれ、自力での識別も短時間で容易に出

来るようになった。仮に、キーワード集にまだ乗っていないような指摘事項で

も、対象企業とのレビューの内容を参考にすることで内容を汲み取ることがで

きたので識別することが出来た。	

しかし、本研究の分析方法で指摘項目の分析をする際には、キーワードの抽出

が出来ない指摘項目が識別対象となった場合、指摘項目の内容を読んで理解し、

どの知識領域に関する指摘項目か識別するため、幅広い場面で使われる日本語

を理解することができる程度の日本語理解能力が必要である。また、指摘一覧の

中には、学生に馴染みの無いビジネス用語や、その業界特有の言葉、その企業で

一般的に使われている言葉が用いられているため、それらを理解することので

きない人が分析する際は、それらを理解することのできる人の協力が必要であ

る。	

	

5.3 識別方法とキーワード集の活用例  

	

本研究の識別方法とキーワード集の活用例を示す。	

	

(1)プロジェクトが終わるごとに実践	

	 プロジェクトが終わるごとに本研究の分析を実践することで、そのプロジ

ェクトではどのようなことを指摘されることが多かったのかが可視化でき、
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プロジェクトの反省に行かせることが出来る。	

(2)何ヶ月かごとに実践(全プロジェクトを対象とする)	

	 何ヶ月かごとに本研究の分析を実施することで、その期間の会社全体の傾

向をつかむことが出来る。また、他のプロジェクトで指摘されたこともわかる

ため、そのような指摘がされないような対策をとることが出来る。 
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6 章 結論 

6.1 結論 

 
	 本研究では対象企業のプロジェクトマネジメント会議の実態を把握するため

に、会議で何が議論されているかを、会議で指摘されたことを知識領域ごとに識

別することによって分析した。そして識別する際にキーワードとなった言葉を

記録した「キーワード集」を作成することで、どの知識領域のどの作業に問題が

起こりやすい傾向があるのかを明らかにすることができた。キーワード集はプ

ロジェクトマネジメント会議で話合われたものの中で、指摘があったものが蓄

積されていくため、今後も分析を続け、常に新しい情報を更新することが必要と

なってくる。その際に用いられる識別の手順を確立できたことにより、今後も継

続的にプロジェクトマネジメント会議の実態を把握するための技術基盤を整備

することができた。 
 
 

6.2 今後の課題  

 

今後の課題として、3点を挙げる。 

 

(1)効果的な共有方法 

 

	 本研究では対象企業における、すでに完了した 22個のプロジェクトを対象に

分析を行った。これを今後企業で活かすことになった際には、常に新しい情報を

更新していく必要がある。また、プロジェクト関係者が見て、現状がすぐに分か

るような効果的な共有方法を考案する必要がある。 

 

(2)識別の自動化 
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	 本研究で確立した分析方法は、識別担当者が手動で行う必要がある。識別に慣

れていない担当者や、膨大な指摘項目を対象にする際は時間が掛かることが見

込まれる。さらなる生産性向上のためには、この作業が自動化できるようなシス

テムを開発することが必要である。 

 

(3)成果効果の可視化 

 

本研究で確立した分析方法を企業で取り入れた際に、それによってどれほど

の効果や成果があったのかを測る方法を確立できていない。効率よく生産性を

向上させていくためには、成果や効果を測ることは重要である。例えばプロジェ

クトメンバーに、この分析方法を取りいれたことの利点や欠点をアンケートし

て集計する方法がある。集計結果は今後のプロジェクトマネジメント会議での

議論に活用し、無駄な議論を省いて効率的な会議が目指せると考えられる。 
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付録 1：指摘一覧表の見本 


