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近年、IT 企業において、プロジェクトを成功に導くための手法であるプロジェクトマネジメントに対する需要が高まっ

ている。それに伴い、プロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う PMO（Project Management Office）に対する関心

も強くなっている。しかし、PMOはプロジェクトマネジメントのあらゆる面で関与するため、その成果や動向がわかりづ

らい。そこで、本研究では、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、対象企

業のプロジェクトマネジメント会議で議論されている内容を分析した。対象企業のプロジェクトマネジメント会議に用い

られる資料に、指摘事項がまとめて記載された「指摘項目一覧」というものがある。この指摘一覧表に記載されている指

摘項目を、PMBOK の知識エリアに基づいて分析し、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エリア

ごとに可視化した。分析手順を明らかにすることにより、指摘項目の分析を繰り返し実施し、対象企業の PMO 活動を把

握することが可能となった。 

 

In recent years, demand for project management, which is a method for leading projects to success in IT companies, is 

increasing. Along with that, interest in PMO (Project Management Office) that crosses support for project management is 

getting stronger. However, because the PMO is involved in every aspect of project management, it is difficult to understand 

its outcome and trend. Therefore, in this research, we collaborated with Hitachi Solutions · Create Co., Ltd. (hereinafter 

referred to as "target company") and analyzed the contents discussed at the target company's project management 

meeting. In the materials used for the project management meeting of the target company, there are items called "pointed 

out items" in which items pointed out at the project management meeting are listed in a lump. It pointed out items 

described in the noted list, and analyzed on the basis of the knowledge area of PMBOK, and visualized for each 

knowledge area that has been discussed in the project management meeting. By clarifying the analysis procedure, it 

became possible to repeat the analysis of the indicated items and to grasp the PMO activity of the target company. 

 

1．はじめに 

 

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

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プロジェクトマネージャーと

呼ぶ。企業において、プロジェクトとは、企業の

成長を促進し、企業価値を創造する重要なもので

ある。しかし、プロジェクトは個々に異なる特性

をもつため、新たに立ち上がったプロジェクトを

成功させるのは決して容易なことではない。その

ような状況の中で、近年、プロジェクトマネジメ

ントを重要視する企業が増えている。プロジェク

トマネージャーにかかる負荷は大きく、プロジェ

クトマネージャーの力だけでは十分に最適な管理

を行うことができないのが現状である。 

そこで、近年、PMO（Project Management 

Office）と呼ばれる、プロジェクトマネジメント

の支援を横断的に行う組織に注目が集まってい

る。しかし、PMO はプロジェクトマネジメント

の支援という形で活動し、プロジェクトマネジメ

ントのあらゆる面で関与するため、その成果や動

向がつかみづらい。 

 

1.2 目的 

以上の背景を踏まえた上で、本研究では株式会

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、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

ジメント会議において何が議論されているかを分

析する。これにより、PMO の活動の現状を明ら

かにし、課題を摘出し、改善策を提案する。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の手順をま

とめていく。 

 

2．プロジェクトマネジメントと PMO 

 

2.1 プロジェクトマネジメントとは 

 プロジェクトマネジメントの仕事は、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内での運営業務には限

らない。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、レビュー承認や開発

終了後の評価などを行う必要がある。そこで、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。 

 

2.2 プロジェクトマネジメントの重要性 

IT 企業におけるプロジェクトマネジメントの重

要性に関して、情報処理推進機構による IT 人材

白書[1]のデータを用いて述べる。 

IT 企業において IT 人材に求められる “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を図 1 に示す。従業員数が

1001 名以上の企業において、顧客業務分析力･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。

 

図 1 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（IT 人材白書 2015[1]） 

 

 

図 2 IT 企業の今後拡大を予定している IT 人材

（IT 人材白書 2015[1]） 

 

また図 2 は、同調査[1]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。従業員 1001 名以上の企業および従

業員 30 名以下の企業のいずれにおいても、最も

高い割合であるのがプロジェクトマネージャーで

ある。これらの結果から、すでにプロジェクトマ

ネージャー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

るプロジェクトマネージャーをさらに必要として

いることが分かる。 

 

2.3 PMO とは 

 PMO とはプロジェクトマネジメントオフィス

の略称であり、組織内におけるプロジェクトマネ

ジメントの支援を横断的に行う部門や構造システ

ムのことを言う。PMO の具体的な機能や権限は、

組織の状況によって様々である。 

 

2.4 PMO の課題 

 文献調査[2][3]や対象企業へのヒアリングをも

とに、PMO が抱える課題として挙げられたものを

3 つ示す。 

(1)実際の活動範囲の定義や実情把握が困難 

 これまでに述べてきたように、PMO の役割は

様々である。PMO 組織の役割や権限は PMO が属

する組織のあり方によって変わってくるものであ

り、プロジェクト成功のための柔軟な対応が

PMO に期待されている。その反面、活動可能な

プロセスが多いために、実際の活動範囲の定義や

実情把握が困難になる場合がある。活動可能なプ

ロセスが多いのにもかかわらず、PMO に適した

人材が不足していることも問題である。PMO の

仕事は多岐にわたり経験が必要不可欠である。ま

た、PMO の活動範囲の定義や実情把握が困難で

あることから、PMO に適した人材の育成の方針

も立てにくくなっている。 

 (2)PMO の固有の成果がつかみにくい 

 PMO はプロジェクトマネジメントを支援する

組織として、プロジェクトの管理機能の導入・定

着・改善を行う。ところが、管理機能そのものが

プロジェクトの目的ではなく、管理機能はマネジ

メントの成果を上げるための手段である。このよ

うに、PMO はプロジェクトの最終成果に対し、

間接的に寄与することになる。よって、プロジェ

クトの成功がプロジェクトの自助努力によるもの

なのか、PMO の導入によるものなのか、もしく



は PMO の活動がどのくらい貢献したものかを分

析することが難しい。 

(3)コミュニケーション負荷が大きい 

 プロジェクトマネジメントにおけるコミュニ

ケーション量は実に膨大なものである。プロジェ

クト内のメンバーへの毎日の情報伝達や情報共有

のほか、プロジェクト外のプロジェクトオーナー

やプロジェクトの協力者、取引先との打ち合わせ

が必要となる。さらに、コミュニケーションの量

が多いだけではなく、PMO はコミュニケーショ

ンにおいて高い質が求められる。単に情報を伝え

るだけでなく、相手とともに行動に移すためのコ

ミュニケーションでなければならない。相手の立

場を考え、相手が気持ちよく指摘を飲み込めるよ

うな言い回しなどを用いるなど、信頼関係を築く

コミュニケーションとすることが求められる。 

 

3．対象企業における PMO 

 

3.1 対象企業 

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

ト会議  

図 3 に、対象企業でのプロジェクトマネジメン

ト会議の概要を示す。 

 

図 3 対象企業におけるプロジェクトマネジメン

ト会議 

 

プロジェクトマネジメント会議には、立ち上げ

フェーズで行われる引合会議、見積会議、計画

フェーズにおけるプロジェクト診断会議、実行・

監視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、定例プロジェクト会議、終

結フェーズにおけるプロジェクト完了報告会など

がある。 

プロジェクトマネジメント会議は、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、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。対象プ

ロジェクトの規模や重要度により、最大 9 つの役

職からの参加者が定められる。 

また、各会議では、プロジェクトマネジメント

制度に基づいてプロジェクトマネージャーが作成

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行い、問

題が発見されればそれを指摘する。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。これらの会議の開催、参加者、提出資料

審査方法などは PMO が全社的な基準を設けて管

理している。 

 

4．プロジェクトマネジメント会議指摘事項の分析 

 

4.1 計測範囲の設定 

対象企業の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知るために、会議資料の分

析を行うこととした。前章でも述べたように、プ

ロジェクトマネジメント会議に用いられる資料に

はさまざまなものがある。また、その数は膨大で



あり、多い時には 1 つのプロジェクトに対する会

議資料が 100 ページ近くなることもある。すべて

の会議資料を分析の対象とすることは困難である

ため、本研究では、数ある会議資料の中から指摘

一覧という書類に注目した。指摘一覧とは、各会

議にて指摘を受けた事柄と、指摘内容･指摘に対

する回答等が一覧で記されたものである。 

 

4.2 指摘事項の分類体系 

指摘一覧に記載された内容を分類するための指

標として、プロジェクトマネジメントの知識体系

である PMBOK の 10 の知識エリアに基づいた 10

項目を設定した。各知識エリアをそれぞれａ～ｊ

に振り当てた。 

さらに、指摘事項の分析を進めていく中で、

PMBOK の 10 の知識エリアのうちのどれにも当

てはまらないものとして、契約形態や契約条件に

ついての指摘が多く見られた。そのため、契約に

関する内容を「k（契約）」として a～j の 10 項目

に追加し、a～k の 11 項目を指摘事項の分類項目

として分析を行った。 

 

4.3 指摘事項の分類識別方法 

 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。指摘一

覧の中にある指摘箇所や指摘事項を報告者らが読

んで、指摘項目の内容がどの分類項目に関する指

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

のキーワードを分類項目ごとに収集した「キー

ワード集」を作成した。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記録する。 

 

4.4 分類識別の運用方法 

本研究で実施した分析の初期段階において、報

告者ら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

指摘が多数存在したため、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、

キーワード集に保持す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該当するキー

ワードがないような指摘事項でも、対象企業の PMO

部署とのレビューの内容を参考にすることで、次

第に内容を汲み取って識別できるようになった。 

 

4.5 分類識別運用の課題 

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. 会議指摘事項の分析と結果 

 

5.1 対象プロジェクト 

本研究では、対象企業がこれまでに実際に取り

組んできたプロジェクトを対象に分析を進めた。

対象企業では、それぞれの事業対象によって、金

融･社会･公共･産業の 4 つのシステム分野に区別

されている。 

 今回の研究は、金融システム分野、社会システ

ム分野からそれぞれ 5 件、公共システム分野、産

業システム分野からそれぞれ 6 件、合計 22 件のプ

ロジェクトを研究対象としている。 

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４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。 



 
図 4 1 回の会議における指摘数の分布 

 

5.2 指摘事項の全体傾向 

図 5 は、全 22 件のプロジェクト合計の会議の指

摘内容の項目別分布である。 

 
図 5 全体の指摘項目分布 

 

一番多く指摘されているのは a（統合）に関して

であった。統合は、知識エリアを横断する知識が

必要となるため、プロジェクトマネジメント会議

での指摘が多くなるのは尤もだと考えられる。 

 

5.3 分類項目別指摘内容と考察 

 今回は、a～k の 11 の分類項目についてのキー

ワード集を作成し指摘内容を分析した。ここでは、

その中から、プロジェクト統合マネジメント、プ

ロジェクト・タイム・マネジメントの 2 つについ

ての分析結果を示す。 

 プロジェクト統合マネジメントに関する指摘の

分析結果の一部を、表 1 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」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に対する指摘が多く目立っ

た。その中でも、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に対す

る指摘が多いことが明らかになった。 

 

 

 

表 1 プロジェクト統合マネジメントに関する指

摘の内容 

  

 

ドキュメント管理に関する指摘とそれ以外の内

容の指摘のそれぞれの割合を表すと図 6 のように

なる。 

a（統合）に振り分けられた指摘の半分以上がド

キュメントに関する指摘であることがわかる。個

別に指摘内容を見てみると、複数のドキュメント

間で整合が取れていない、提出すべきドキュメン

トが提出されていないなどという指摘が多く見ら

れた。このことから、ドキュメントの雛形、チェッ

クリスト等を整備すれば、プロジェクトマネジメ

ント会議の前に対処して入力の漏れやミスを低減

させることが期待できる。 

 

図 6 a（統合）のうちドキュメントに関する指摘

の割合 

 

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」、「日程」、「計画」の

キーワードが多い。スケジュールの作成が出来て



いないという指摘や、スケジュールを作成する時

の注意や管理方法についての指摘、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（表 2）。これらの多くは、顧客都合などで

止む無く計画策定未完のまま提出されているケー

スであると考えられる。しかし、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。 

以上で述べた知識エリア別のキーワードやそれ

の指摘事項一覧の中での出現形態に関する知識

は、分類項目の識別に使用可能であるだけでな

く、プロジェクトマネージャーをはじめとして、

プロジェクトマネジメント会議の参加者、関与者

すべてに有益な知識となるはずである。表 1 およ

び表 2 に示した形態からさらにトピックを絞って

解説するなど読みやすい形態として、全社で共有

することを薦めたい。 

 

表 2 プロジェクト・タイム・マネジメントに関

する指摘の内容 

 

 

 

5.4 業種別分布と考察 

各会議の指摘項目を金融・社会・公共・産業の 4

つのシステム分野別にみた結果を図 7 に示す。 

 

 
図 7 システム分野別にみる指摘項目分布 

 

◆c（タイム）、d（コスト）、h（リスク）はすべて

のシステム分野でよく議論されている 

c（タイム）、d（コスト）、h（リスク）に関して

は、他の項目に比べて、どのシステム分野でもよ

く議論されていることがわかる。c（タイム）と d

（コスト）は、c（タイム）に変更が生じた場合、

必然的に d（コスト）にも変更が生じるという表裏

一体の関係であり、タイムやコストの変更はリス

クにつながるため、c（タイム）や d（コスト）の

議論がされるときには関連性の深い他の 2 つにつ

いても同時に議論されるのだと考えられる。 

また、c（タイム）、d（コスト）、h（リスク）は

経験豊かな上位者の判断力が期待される項目であ

り、プロジェクトマネジメント会議の場で議論さ

れるテーマとしてふさわしい。会議での議論、指

摘や対象事項を含めて事例としてまとめ、若いプ

ロジェクトマネージャーたちが参照できるように

してはどうだろうか。    

◆f（人的資源）は社会システム分野で多い 

f（人的資源）は社会システム分野で多く見られ

る。対象企業の社会部門は、人員が不足しがちだ

という。そのため、誰をどこに配置するのか、誰が

何を担当するのか、など人員に関する議論が多く

起こっているのだと考えられる。 

人員が不足しているという問題が改めて具体的

に示された訳であるが、この議論の内容を、人材

育成・採用等を検討する会議に参考資料として提



出すべき資料を作成することも有効だろう。 

◆j（ステークホルダー）と b（スコープ）は産業

システム分野で多い 

j（ステークホルダー）は産業システム分野で多

く見られる。対象企業において、産業システム分

野は他の 3 分野に比べて、既存顧客ではなく新規

顧客との取引であることが多く、そういった場合

では顧客のシステムへの理解が未だ十分ではない

ことも考えられる。また、産業システム分野は他

の 3 分野に比べ、エンドユーザとの直接的な契約

であるプライムベンダの案件が多い。そのために、

ステークホルダー管理に関する議論が増えている

と考えられる。 

経験値の高い有識者に対し、ステークホルダー

管理に関する知識の調査を行い、ステークホル

ダーのタイプごとに傾向と対策を可視化できれば

新しいステークホルダーに対してもより適切な管

理ができるようになるのではないだろうか。 

b（スコープ）も産業システム分野で多く見られ

る。これも、j（ステークホルダー）が多い要因と

同じく、プライムベンダの案件が多く、新規顧客

が多いことが原因だと考えられる。新規顧客の場

合、顧客に対する理解が浅いため、開発を進めて

いく中でのスコープ変更が増えるケースが多いの

ではないだろうか。 

現在対象企業では、産業システム分野以外の 3

分野では、比較的に親会社から受注を請ける案件

が多い。それらの 3 分野でも、産業システム分野

と同じように顧客から直接請け負う案件に対応す

るため、産業システム分野のプロジェクトで多く

議論されている b（スコープ）、j（ステークホルダー）

などについては、他の 3 分野にも応用できるよう

に管理することが重要になってくると予想される。 

 

5.5 フェーズ別分布と考察 

次に、各会議の指摘項目を①立ち上げ、②計画、

③実行・監視、④終結 4 つのフェーズごとにみた

結果を図 8 に示す。今回の調査対象の指摘一覧で

は、全 22 件中 1 件しか④終結フェーズに属する完

了会議に関しての指摘がなかったため、ここでは

①立ち上げ、②計画、③実行・監視の 3 フェーズ

に絞ってみていく。 

 
図 8：フェーズ別にみる指摘項目分布 

  

◆①立ち上げフェーズでは、d（コスト）が 4 分の

1 を占めている 

 ①立ち上げフェーズでは、d（コスト）が他の項

目に比べて圧倒的に多い。コストに関する問題は

案件を受注するかどうかを決定する大きな鍵とな

るためよく議論する必要があり、見積もり段階で

ある①立ち上げフェーズで指摘が多くなるのは尤

もである。よく議論されているということは、コ

ストに関するこれまでの知識が蓄積されているは

ずである。具体的な内容にまで踏み込み、よく取

り上げられる内容を明らかにすることで事前対策

が可能になり、プロジェクトマネジメント会議、

延いてはプロジェクトマネジメントの生産性を上

げることができるようになるのではないか。 

◆②計画フェーズでは、a～k まで満遍なく議論さ

れている。 

 ②計画フェーズは、プロジェクトの受注が確定

した段階であり、これから進めていくプロジェク

トに対して漏れのないようにすべての項目につい

ての確認が行われていることがわかる。あらゆる

分野について満遍なく議論されるこの形こそが

PMO の本来あるべき姿である。 

◆③実行・監視フェーズでは、e（品質）が増える 

 ①立ち上げフェーズ、②計画フェーズに比べ、

③実行・監視フェーズでは e（品質）が増加する。

これは、プロジェクトが進むにつれて、初期の段

階では見えていなかった問題が顕在化されること

によるものだと考えられる。後々になって出てく

る問題というのは、「そうなる危険性のある」問題 



ではなく、「実際に起こっている」問題であること

が多い。過去になされた指摘を把握し、進行中の

プロジェクトに該当しそうなところがないかを

もっと早い段階で議論することで、問題の発生を

事前に防ぐことができるのではないだろうか 

◆指摘数はフェーズが進むにつれて少なくなる 

 1 回の会議あたりの平均指摘数は、フェーズが

進むにつれて少なくなっている。これは、初期に

指摘を受けた問題がほとんどの場合きちんと改善

されているからであると考えられる。また、これ

に関連して、1 回あたりの会議にかけられる時間

は、工程が進むにつれて短くなっているとのこと

である。指摘されうる箇所を事前に対処すること

は、問題の発生を防ぎプロジェクトの生産性を上

げるだけではなく、プロジェクトマネジメント会

議の生産性も向上させることが期待できる。 

 

6. 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エ

リアごとに識別することによって分析した。分析

結果について対象企業とレビューを行った結果、

今回の分析結果は、対象企業の PMO 部署がこれま

でにプロジェクトマネジメントを行ってきた中で、

直感的に感じていたことと合致したという評価を

得た。このことから、ある程度ではあるが、フェー

ズ別、システム分野別の特性が可視化できたと言

える。指摘事項のキーワードに関する知識共有や

システム分野間での指摘内容の共有などの提案に

ついても実現性については別途検討しなければな

らないが、プロジェクトマネジメント会議の成果

をより有効に活用する方法として評価を得た。ま

た、その際に用いられる識別の手順を確立し、今

後もプロジェクトマネジメント会議の実態を同様

に継続して把握することを可能とした。 

 

6.2 今後の課題と展望 

今後の課題として、3 点を挙げる。 

(1)識別の自動化 

 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

である場合や、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、この作業をより自動化するシス

テムを開発することが必要である。 

(2)プロジェクト成果の反映 

今回の分析では、分類項目ごとの指摘の数を計

測しただけだが、何か別の要素と掛け合わせて分

析をすることで、新たに明らかになることがあり

そうだ。例えば、指摘の分類項目の分布をプロジェ

クトの結果と照らし合わせるなどして、プロジェ

クトの成功の要因・失敗の要因を知ることが期待

される。 

(3)効果的な共有方法 

 本研究の結果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

に分かるような表示方法など、効果的な共有方法

を考案する必要がある。 
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