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卒業論文要旨 
 

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 はプロジェクトの成果に間接的に寄与するため、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、プロジェクトマネジメ

ント会議における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「指摘項目一覧」に記された指摘の内容をプロジェクトマネジメントの標準的な知識体

系である PMBOK の知識エリアに基づいた項目に分類することで、プロジェクトマネジメ

ント会議において何についての議論がなされているのかを明らかにした。その結果、プロ

ジェクトマネジメント会議ではドキュメントの不備に対する指摘が多くなされている、産

業システム分野のプロジェクトではステークホルダーについて多く議論されている、など

の特徴がみられた。また、それぞれの特徴に対し、ドキュメントの雛形やチェックリスト

を作成して事前にドキュメント不備への対策を図る、産業システム分野の特徴を他分野で

も応用できるようにノウハウの共有を進める、などの改善案を提案した。 

本研究を通して、対象企業全体の傾向をはっきりとさせるレベルにまでには及ばなかっ

たものの、対象企業のプロジェクトマネジメントの全社的状況について可視化がなされ

た。また、分析の手順が確立され、常時集計が可能になり継続的な対策検討が可能になっ

た。  
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第 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、プロジェクトを各種知識やスキルなどを用いて成功に

導くための活動のことをいう。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

クトマネジメントにおいては、プロジェクトマネージャーが様々な知識や手法を用いてプ

ロジェクトを管理するが、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足り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、プロ

ジェクトの成果に間接的に寄与するため、その成果や動向がつかみづらい。 

 

1.2 研究の目的 

 この背景を踏まえたうえで、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）の PMO 部署であるプロジェクトマネジメント本部との共同研究が行われた。対象企業

の 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議論されでている内容を

分析することで、PMO の現状を明らかにし、課題を摘出し、改善策を提案する。 

  

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と PMO について説明し、PMO における課題につ

いて述べていく。 

第 3 章では、対象企業における PMO の現状について述べる。プロジェクトマネジメント制

度やプロジェクトマネジメント会議の実態についても詳細に述べる。 

第 4 章では、プロジェクトマネジメント会議の指摘事項の分析方法について述べる。 

第 5 章では、プロジェクトマネジメント会議の指摘事項の分析の結果とともに、問題点と

その解決策について論じる。 

第 6 章では、最後に本研究の結論を出し、今後の展望について述べる。  
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第 2章 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とは、各種知識やスキルなどを利用した、プロジェクトを成功

させるための活動のことをいう。プロジェクトに課せられた複数の制約条件のバランスを

とりながら、プロジェクトを成功に導くのにはプロジェクトマネジメントが必要なのであ

る。 

 

2.1.1 PMBOK 

PMBOK とは、1969 年に創立された世界最大のプロジェクトマネジメント団体である

PMI がプロジェクトマネジメントの知識を体系化したものであり、近年では、プロジェク

トマネジメントの事実上の世界標準として世界各国に浸透している。本研究では、2013 年

1 月に発行された第 5 版[1]を参照した。 

 

2.1.2 PMBOKにおけるプロセス群 

 PMBOK ガイド第 5 版[1]では、プロジェクトの目標を満たすために実行するプロセスを、

その作業の位置づけにより、以下の 5 つのプロジェクトマネジメント・プロセス群に分類

している。 

◆立ち上げプロセス群 

 プロジェクトやプロジェクトの新しいフェーズを開始する認可を得ることにより、新

規プロジェクトや既存プロジェクトの新しいフェーズを明確に定めるために実施するプ

ロセス群 

◆計画プロセス群 

 プロジェクトのスコープを確定し、目標を洗練し、プロジェクトが取り組むべき目標の

達成に必要な一連の行動を規定するために必要なプロセス群 

◆実行プロセス群 

  プロジェクトの仕様を満足し、プロジェクトマネジメント計画書に規定された作業を

完了するように実施するプロセス群 

◆監視・コントロールプロセス群 

 プロジェクトの進捗やパフォーマンスを追跡し、レビューし、統制し、計画の変更が必

要な分野を特定し、それらの変更を開始するために必要なプロセス群 
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◆終結プロセス群 

 プロジェクトやフェーズを公式に完結するために、すべてのプロジェクトマネジメン

ト・プロセス群のすべてのアクティビティを終了するために実施するプロセス群 

 

2.1.3 PMBOKにおける 10の知識エリア 

 PMBOK ガイド第 5 版[1]では、各プロセスをマネジメントの対象により、以下の 10 の

プロジェクトマネジメント知識エリアとして分類している。 

◆プロジェクト統合マネジメント 

プロセス群内の各種プロセスとプロジェクトマネジメント活動の特定、定義、結合、統

一、調整などを行うためのプロセスとアクティビティからなる 

◆プロジェクト・スコープ・マネジメント 

 プロジェクトを適正に完了するために必要なすべての作業を含め、かつ必要な作業

のみを含めることを確実にするために必要なプロセスからなる 

◆プロジェクト・タイム・マネジメント 

 プロジェクトを所定の時期に間旅させるために必要なプロセスからなる 

◆プロジェクト・コスト・マネジメント 

 プロジェクトを承認済みの予算内で完了巣 rために必要な、コストの計画、見積もり、

予算化、財務管理、資金調達、マネジメント、およびコントロールなどのプロセスからな

る 

◆プロジェクト品質マネジメント 

 プロジェクトが取り組むべきニーズを満足するために、品質方針、品質目標、品質に対

する責任などを決定する母体組織のプロセスや活動の一部である 

◆プロジェクト人的資源マネジメント 

 プロジェクト・チームを組織し、マネジメントし、リードするためのプロセスからなる 

◆プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント 

 プロジェクト情報の、計画、収集、配布、保管、取得、マネジメント、コントロール、

監視、そして最終的な廃棄などなどを適宜、適切、かつ確実に行うために必要なプロセス

からなる 

◆プロジェクト・リスク・マネジメント 

 プロジェクトに関するリスク・マネジメント計画、特定、分析、対応計画、リスク・コ

ントロールなどの遂行に関するプロセスからなる 
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◆プロジェクト調達マネジメント 

 プロダクト、サービス、所産をプロジェクト・チームの外部から購入または取得するプ

ロセスからなる 

◆プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント 

 プロジェクトに影響を与えたりプロジェクトによって影響を受けたりする可能性があ

る個人、グループ、または組織を特定し、ステークホルダーの期待とプロジェクトへの影

響力を分析し、プロジェクトの意思決定や実行においてステークホルダーから効果的な

関与を得るように適切なマネジメント戦略を策定するために必要なプロセスからなる 

 

2.2 プロジェクトマネジメントの重要性 

仲村[2]は、企業におけるプロジェクトについて、「企業において、プロジェクトとは企

業価値創造のための投資活動である。企業はプロジェクトに投資し、プロジェクトからの成

果を元に企業運営を行っている。プロジェクトの成果を最大限に引き出すことは投資効率

を高めることであり、企業における重要な経営課題である。」としている。企業において、

プロジェクトは経営を左右する重大な課題であり、その重要な課題であるプロジェクトを

成功に導くための「プロジェクトマネジメント」は企業にとって欠かせないであると言える

だろう。 

図 1 は、独立行政法人情報処理推進機構の調査[2]において、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 年度結果を従業員規模別に比較したもので

ある。 
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図 1：今後拡大を予定している IT 人材（文献[2]） 

 

「プロジェクトマネージャ（PM）」はどの従業員規模においても、最も高い割合を占め

ていることがわかる。 

また、図 2 は、今後 IT 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)”に関して訪ねた結果を従業員規模別に比較したもので

ある。 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

無回答

職種にこだわらない

教育（EDU)、その他

データ分析・コンテンツサービス系

技術者

運用系サービス技術者（CS,ISTM)

アプリ系技術者（APS,SWD)

インフラ系技術者（ITS)

システムアーキテクト（ITA)

プロジェクトマネージャ（PM)

コンサルタント等（MK,SL,CONS)

自社の事業企画

今後拡大を予定しているIT人材

30名以下（N=240) 31名以上100名以下（N=309） 101名以上300名以下（N=204)

301名以上1,000名以下(N=86) 1,001名以上(N=31)
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図 2：今後 IT 人材を拡大する上で重視する能力（文献[2]） 

 

従業員数が 301 名以上の企業では、「PM 手法」の割合が、「顧客（業務）分析力、企画力」

についで 2 番目に高くなっている。 

これらの結果からも、情報サービス産業において、プロジェクトマネジメントは、重要視

されているものであると言える。 

0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0%

無回答

その他

デザイン力

スマートデバイス

オープンソフトウェア

情報セキュリティ技術

データベース技術

ネットワーク技術

ソフトウェア工学

PM手法

データ解析（統計）

ウェブ技術

システム基盤技術

アプリケーション技術

顧客（業務）分析力、企画力

今後IT人材を拡大する上で重視する能力

30名以下（N=240) 31名以上100名以下（N=309） 101名以上300名以下（N=204)

301名以上1,000名以下(N=86) 1,001名以上(N=31)
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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る。PMBOK ガイド第５版[1]

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

クトに関連するガバナンス・プロセスを標準化し、資源、方法論、ツールおよび技法の共有

を促進する組織構造」と定義されており、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。 

 

2.3.1 PMOの持ちうる機能 

 PMO の機能は、組織の状況によって様々である。PMI 日本支部[3]は、PMO が所有する

可能性のある機能として以下のものを紹介している。 

 

【A】プロセス資産管理 

PMO はプロジェクトにおけるマネジメント・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、維持管理する。具的には、プロジェクトそれぞれに関する方針、標準等

の方法論、ツール、技法などのプロセス資産について整備、維持管理をする。 

【B】パフォーマンス管理 

PMO はプロジェクトが目的を達成するためのパフォーマンス（実績）向上に関する機能

を遂行する。プロジェクト・マネージャーなどの要因に対する支援機能とプログラムの重要

な問題に対する支援機能である PM 支援を行う。またプロジェクトの実績向上の手法であ

るベンチマーキングも行う。 

【C】情報管理 

PMO はプロジェクトが目的を達成するために活用する情報の収集、蓄積、展開に関する

機能を遂行する。プロジェクトのマネジメント全般に関する体系立てた有益な情報である

知的資産の管理、プロジェクトを遂行する家庭で学んだ情報である教訓の管理、プロジェク

ト情報の管理を行う。 

【D】人材管理 

 PMO はプロジェクトが目的を達成するために、人材に関する管理や能力向上に関する機

能を遂行する。組織のプロジェクト・マネージャーを円滑に活用するための管理やアサイン、

評価の企画などの人事管理に関する機能である PM 人事、プロジェクト・マネージャーの

実行能力向上に関する PM コンピテンシー、プロジェクトマネジメント・トレーニングな

どの管理を行う。 

【E】組織管理 

 PMO は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。プロジェク
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トが遂行できる組織の確立を行う組織構造、組織の役割、権限を明確にするロール管理、組

織の成熟度管理などを行う。 

 

2.3.2 PMOの位置付けと運営形態 

 一言で PMO と言っても、その組織における位置付けや運営形態などによってさまざまな

役割を担っている。ここでは、そのうちのいくつかの例を紹介する。 

 

◆PMOの位置付け 

全社 PMOと部門 PMO 

PMO は組織上どこに位置づけられるか（PMO のスコープはどこまでか）によって、全

社 PMO と部門 PMO に分類することができる。 

経営直下に設置され、全社をスコープとした PMO を「全社 PMO」と呼ぶ。 

 

 

図 3：全社 PMO の組織形態の例（文献[5]） 

 

全社 PMO はプロジェクトマネジメントの標準化、プロジェクト･パフォーマンスの向上、

組織内外のナレッジ活用、PM 人材の育成を全社レベルで行い、企業全体での最適化を目指

す PMO である。全社での知識共有全社 PMO は、全社レベルで組織横断的な活動を行うた

め、既存組織の基幹業務プロセス(企画、人事、経理･財務、営業、製造など)との連携が必要

になる。 

全社 PMO に対し、特定の部門内に設置された PMO を「部門 PMO」と呼ぶ。 
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図 4：部門 PMO の組織形態の例（文献[5]） 

 

部門 PMO のスコープは、その名のとおり部門レベルとなる。該当のプロジェクトを管轄

する組織のスタッフ部門として、部門レベルでのプロジェクトマネジメントの標準化、プロ

グラム･パフォーマンスの向上、組織内外のナレッジ活用、PM 人材の育成を担う、いわゆ

る全社 PMO の縮小版のような位置づけである。 

全社 PMO は全社レベルでの全体最適を目指すのに対し、部門 PMO は部門レベルでの最

適を目指すことになる。 

 

◆PMO の運営形態 

ここでは、PMO の役割タイプ、権限、成熟度という観点から PMO の運営形態について

考える。 

 

PMOの役割タイプ 

高橋[4]は、PMO の役割は大きく「参謀型」「管理実行型」「事務局型」の３つに分けるこ

とができるとしている。 

参謀型 PMO は、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。参謀型 PMO の特徴的機能として、プロジェクト

マネージャーの右腕としての役割を担い、プロジェクト内部に入り込んで直接手を下して

いく「コンサルティング機能」、プロジェクトの状況を把握し、リスク･課題を分析した上で

それらに対する意思決定を促進する「意思決定支援機能」、各プロジェクトメンバーやプロ

ジェクトマネージャーなどの相談役となる「駆け込み寺機能」、プロジェクトにおいて孤独

になりがちなプロジェクトマネージャーのメンタルケアを行う「メンタリング機能」などが
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挙げられる。また、参謀型 PMO のタスクとして主だったものには、リスクの見地と事前予

防策実施、マネジメントレポーティング、各種個別検討会議のファシリテーション、組織間

の調整、メンタリングやプロジェクトマネージャーの育成などがある。しかし、メンタリン

グやプロジェクトマネージャーの育成は人事部門として対応することもあるため、全社的

PMO に必要なタスクは、リスクマネジメントとステークホルダーマネジメントに集約され

ると言ってもよい。 

管理実行型 PMO は、プロジェクトを徹底管理し、状況を可視化するための PMO 機能で

ある。管理実行型 PMO としての主なタスクには、プロジェクト標準の策定･導入、プロジ

ェクト管理のためのプロジェクト管理プロセス導入推進、プロジェクト管理テンプレート

策定･導入、プロジェクト管理ツール導入定着、各種管理実行支援などがあり、基準に基づ

くコントロールを行う。プロジェクトの状況により管理手法は様々であり、全社的 PMO の

場合は、プロジェクトポートフォリオ管理やすべてのプロジェクトの状況報告のためのレ

ポート作成など多くの管理実務を行うことになる。 

事務局型 PMO は、PMO 自体が事務･庶務のみを行う組織として認識されているという

ものである。事務局 PMO の機能としては、プロジェクト管理上の基本情報整備、プロジェ

クトメンバーの作業環境整備、自社のためだけに必要な管理業務などが挙げられる。こうい

いた作業の中には、体制図･マスタスケジュールなどのメンテナンスや成果物管理･予算管

理なども含まれるため、事務局とはいえ、プロジェクト管理に対する基本的な理解も求めら

れる。 

 

PMOの権限 

PMI 日本支部[4]は、PMO の権限について以下のように述べている。 

 

PMO に与えられている意思決定権限の違いによって、PMO の特徴が大きく異なる。PMI

日本支部の調査（2008 年）において PMO の意思決定権限に関する調査を行ったこところ、

プロジェクト・マネージャー、またはライン組織の責任者よりも強い意思決定権限を持つケ

ースから、基本的に計数管理と報告のみで意思決定に関与することがないケースまで大き

くばらついていることがわかった。また、PMI 白書（2007 年）によると、この傾向は海外

でも同様であることがわかった。 

 

・意思決定権限が強いケース 

プロジェクトやプロジェクトを管理するライン組織の意思決定に大きく関与するケ

ース。たとえば、プロジェクト・マネージャーのアサインメント、コスト変更など、プ

ロジェクトマネジメントの基幹プロセスに承認権限者として組み込まれた PMO がこ

れに該当する。企業におけるプロジェクトマネジメント・プロセスの変革のため、PMO

がトップダウンで導入されている状態と考えられる。 
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・意思決定権限が弱いケース 

プロジェクトやライン組織に対する支援・助言が中心であり、意思決定権限が弱いケ

ース。このケースの中にも承認権限はないものの、「同意ポジション」としてプロセスに

組み込まれた PMO や事務局的な役割に徹した PMO などのケースがある。規模の大き

な組織になればなるほど、ライン組織へ意思決定権限が委譲されるケースが多くなるた

めこのパターンに当てはまる傾向が出てくると考えられる。 

 

PMOの成熟度 

 プロジェクトマネジメントの成熟度によって、PMO の果たす役割や機能が異なる。ハロ

ルド[6]は、PMMM（Project Management Maturity Model）という 5 段階に分かれたプロ

ジェクトマネジメントの成熟度モデルを提案している。 

レベル１ 共通言語 

組織としてプロジェクトマネジメントの重要性と、共通の言語・専門用語を伴った、プ

ロジェクトマネジメントの基本的知識の適切な理解の必要性を認識するレベル。組織に

はプロジェクトマネジメントに関して粗末な知識しかないか、全く知識がない。 

レベル１の特徴 

▪プロジェクト・マネジメントにお世辞を使うだけ 

▪上級マネジメントレベルからの本質的支援なし 

▪小さな関心を呼ぶところがある 

▪プロジェクト・マネジメントの価値を認識しようとしない 

▪企業の関心の前に個人の関心事が来る 

▪プロジェクトマネジメントの訓練や教育に投資がなされていない 

 

レベル２ 共通プロセス 

ｄレベル２の組織では、１つのプロジェクトに置ける管理上の成功が他のプロジェク

トでも繰り返し可能になるような、共通の方法論やプロセスが必要であることに気づ

く。また、その方法論が繰り返し実行されるために、人事上一定の施策が必要であるこ

とが明白になる。 

レベル２の特徴 

▪プロジェクトマネジメントの価値の認知 

▪すべてのレベルでの組織的支援 

▪プロセス/運営方法の必要性の認識 

▪コスト管理の必要性の認知 

▪プロジェクトマネジメントの訓練の開発 
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レベル３ 集約した方法論 

･複数の方法論を用いるよりも、集約した方法論を開発することによりシナジーやプロ

セス制御が最適に実現できることに組織が気づく段階である。このレベルで、組織はプロ

ジェクトマネジメントの考え方に全体的にコミットすることになる。 

レベル３の特徴 

▪統合されたプロセス 

▪企業文化の後押し 

▪すべてのレベルでの管理者の支援 

▪非公式なプロジェクトマネジメント 

▪プロジェクトマネジメント教育の投資回収 

▪行動の卓越性 

 

レベル４ ベンチマーキング 

現在の方法論が改善されうることに組織が気づくレベルである。プロジェクト主導型

の企業にとって、継続的な改善が競争優位を維持し、強化するための手段であり、継続的

な改善は、継続的なベンチマーキング（自組織のプロジェクトマネジメントの実践方法を、

世界のリーディングカンパニーと継続的に比較するプロセスのこと）を通して、最もよく

達成される。そのため、企業はどの会社と何を比べるのかを決めなければならない。 

レベル４の特徴 

▪プロジェクトオフィス（PO）の構築もしくはセンターオブエクセレンス（COE）の構

築 

▪ベンチマーキングの実施への貢献 

▪類似産業、非類似産業の考慮 

▪定量的ベンチマーキングの実施（プロセスや運営方法） 

▪定性的ベンチマーキング（企業文化） 

 

レベル５ 継続的改善 

組織がベンチマーキングを通して得られた情報を評価し、プロジェクトマネジメント

のプロセスを改善するのに必要な変化を実現している。このレベルにおいて、企業はプロ

ジェクトマネジメントの卓越性を具現化し、それが終わりのない改善の旅であることを

認識することになる。 

レベル５特徴 

▪学習したことの記録がある 

▪知識の移転がある 

▪COE/PO による指導会がある 

▪プロジェクトマネジメントの戦略計画がある 
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2.4 PMOと知識エリア 

 PMO は、PMBOK の 10 の知識エリアにそれぞれに活用される。ここでは、PMO が

PMBOK の 10 の知識エリアに対してどのような働きかけがなされるのかをみていく。 

 

2.4.1 PMOと知識エリア 

◆プロジェクト統合マネジメント 

プロジェクト統合マネジメントは、ある決まったプロセスを実行するのではなく、各種プ

ロセスの接着剤的なプロセスといえる。プロジェクト管理情報を体系化し、その関連性を示

した上で、個々の情報の紐付けをする。プロジェクト内でのあらゆる事象の関連性を日常的

に管理する。PMO はそれらの情報や関係に存在するあいまいさを摘出し、プロジェクトマ

ネージャーに対して、明確化を促す 

◆プロジェクト･スコープ･マネジメント 

PMBOK では、「プロジェクト･スコープ･マネジメントは、プロジェクトを適正に完了す

るために必要なすべての作業を含め、且つ必要な作業のみを含めることを確実にするため

に必要なプロセスからなる。」と定義されているが、“必要な作業”は、プロジェクト実行中

に変わる可能性が高く、そのため PMO としては変更管理に関する指摘が最も重要な役割と

なる。PMO がプロジェクトチームに対して追加発注の可否、工程変更の要否の検討と報告

を促すことで、プロジェクトメンバーの作業がストップしたり無駄な作業が増えたりする

ことを防ぐ。 

◆プロジェクト･タイム･マネジメント 

 プロジェクト･タイム･マネジメントでは、アクティビティベースの優先順位付け、所要時

間の策定などを行い、スケジュールのコントロールを行う。新技術の導入、新たな顧客、パ

ートナーとの連携などによってタイムロスが発生することがあるということを指摘し、プ

ロジェクトにそれらに該当するような状況がないかを再度検討させる。 

◆プロジェクト･コスト･マネジメント 

 プロジェクト･コスト･マネジメントは、見積策定、予算化、予算実績比を含めた予算管理

を含む。要求仕様の変更や追加に伴うワーク範囲の変更、契約およびその解釈の変更、価格

交渉の失敗に伴うコスト増加の例を示し、プロジェクトにそれらに該当するような状況が

ないかを再度見直させる。 

◆プロジェクト品質マネジメント 

  品質基準を策定し、徹底させることだけではなく、品質問題を表面化させることも PMO

の役割として重要である。品質仕様に関する曖昧さがないかどうかや、合意形成の状況の確

認、品質測定技術などの知識の交換など、PMO とプロジェクトマネージャーの情報交換が
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重要となる。 

◆プロジェクト人的資源マネジメント 

 プロジェクト人的資源マネジメントはプロジェクトメンバーの組織マネジメントと言っ

てもよい。人材およびスキルの不足はないか、全社的な支援の必要性はないか、予定した人

が本当に集まっているかなどの確認をしたり、中長期的な採用、教育強化の要件整理などを

行う。 

◆プロジェクト・コミュニケーション・マネジメント 

 プロジェクト・コミュニケーション・マネジメントは PMO が尤も役割を発揮する分野と

言っても過言ではない。PMO が召集する会議やそこで用いられる資料などを通して、効率

的かつ効果的なコミュニケーションマネジメントを遂行することが PMO の使命である。新

チームがお互いに尊敬しあって仕事を進めているか、情報共有、特にネガティブな情報の共

有ができているかも確認する必要がある。 

◆プロジェクト・リスク・マネジメント 

 プロジェクトにおけるリスクマネジメントはなかなか導入が進んでいないマネジメント

プロセスである。どのようなリスクがあり、何ができればそのリスクが解消されるのか、問

題の発生に備えた次善の策として何を用意しいつ投入するべきなのかなどの検討を促す。 

◆プロジェクト調達マネジメント 

 パートナーの実績や信頼度、期待度はどうであるかを考える必要がある。これは長年の経

験によってわかるものであるので知識を進んで共有する。これまでの経験から検討する。ま

た、必要に応じてパートナーの育成についても検討する。 

◆プロジェクト・ステークホルダー・マネジメント 

 ステークホルダーがどういったことをベネフィットと脅威と認識しているかによって、

プロジェクト目標に良い影響や悪い影響を与えることが多い。したがって、重要なステーク

ホルダーを識別して、そのポジション、影響力、および影響力の源を理解することが重要で

ある。長年の経験によって積み上げられた顧客や親会社のキーパーソンに関する情報、顧客

満足への要点などの知識を共有する。 

 

2.4.2 PMO導入効果と事例 

  2.4.1ではPMOがもたらす効果をPMBOKの 10の知識エリア別に述べた。ここでは、

いくつかの例を挙げて、具体的にどのような事例があるかをみていく。 

 

◆プロジェクト統合マネジメント 

プロジェクトにおいて目の前の作業に追われるばかりに先々の準備ができず、対策が後

手後手に回ってしまうことは多い。プロジェクトマネージャーが先手を打つことができれ

ばよいのだが、プロジェクトマネージャーは目の前の作業に追われ、なかなか先のことを考
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える余裕がない。こういった状況で、PMO は一歩引いたポジションでプロジェクトを見る

ことが重要になる。PMO が一歩引いた立場から次工程の影響に及ぼす可能性のある問題を

指摘し、問題への対策検討や対策実施のための工程見直しを指示する。 

 

 

◆プロジェクト･スコープ･マネジメント 

プロジェクトに対する様々な問い合わせや依頼は、プロジェクトスコープに関するもの

なのかそうでないものなのか不明瞭なままで放置されることも多い。また、スコープへ影響

のあるであったとしても、直接現場の作業に影響しない場合もあれば、そもそもプロジェク

トとして受け入れない場合もあり、何を変更条件として取り込むかという基準が不明瞭に

なりがちである。そこで、PMO は、プロジェクトチームに対し、工程変更が必要かどうか

の検討の報告を促す。その後、変更管理プロセス等を導入し、プロジェクトスコープに影響

を与える可能性のあるものを「リスク」、影響を与えること明白であるが、プロジェクトと

して受け入れるか、どのチームが対応するかなどの事象は「課題」、どちらとも取れない質

問・要望などは「インシデント(または案件)」として管理する必要がある。そうすることで、

対応する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ことができるように

なる。 

 

2.5 PMOの課題 

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。役割が様々であるということは、それだけ活動可能

なプロセスが多く、実際の活動範囲の定義や実情把握が困難になるということである。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ということは、どのような人材が PMO に適しているのかも不明

瞭であると言える。 

PMO の成果、動向がつかみにくい 

 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・改善を行うが、管理機能そのものが目的ではなく、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を判断することが難しい。つまり、PMO として

何ができていて何がきていないのかを把握することも難しいのである。 
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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。情

報発信、情報共有など、コミュニケーションにかかる負担は大きい。しかし単にコミュニケ

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。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とは、単なる情報の伝達を言う

わけではない。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ベー

スとしたコミュニケーションが必要なのである。 
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第 3章 対象企業における PMOの現状と課題 

3.1 対象企業について 

3.1.1 対象企業概要 

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・ネクサスの 2 社

が合併し発足された、会社である。従業員数約 3000 名の IT 企業であり、日立ソリューシ

ョンズグループにおける首都圏・中部・関西・北陸地区のシステム構築事業を担当するほか、

システムの構築、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、

各種ソフトフェアの受託開発、情報処理サービス、情報処理機器の販売、保守など、多岐に

渡って事業を展開している。情報処理技術者資格や、PMP（Project Management 

Professional）を始めとする各種資格取得者が多数存在し、広い分野にわたり高い技術を保

持している。 

 

3.1.2 対象企業におけるプロジェクトマネジメント制度、プロ

ジェクトマネジメント会議の実態 

◆プロジェクトマネジメント制度 
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図 5：対象企業の組織図の概要 

 

対象企業における PMO は、図 5 の組織図からもわかるように、全社をスコープとする全

社 PMO である。また、PMO の役割タイプは管理実行型であり、PMO の権限が強いとも

弱いともいえない中間のケース、同意ポジションにある。PMO の機能としては、プロセス

資産管理と情報管理が中心で、パフォーマンス管理や人材管理はあまりなされていない。 

 

◆プロジェクトマネジメント会議 

対象企業において、プロジェクトマネジメント会議の改良は常に行われている。ここ数年

は、合併に伴うマネジメント手法統一と大事故の撲滅が目標であったが、これからは、全般

にわたる生産性向上が目標になってくる。 

対象企業の PMO の成熟度としては、PMMM のレベル３からレベル４といったところであ

る。集約されたマネジメントの方法論を管理しているが、管理基準が必ずしも明確ではない

部分があり、プロジェクトマネジメント会議において、会議出席者によって個別に問題指摘

と対策がなされている状況である。 

 対象企業におけるプロジェクトマネジメント会議は図 6 のように行われている。 
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図 6：対象企業におけるプロジェクトマネジメント会議 

 

会議の種類 

プロジェクトの工程を 4 つのフェーズに分け、それぞれのフェーズごとに決められた会

議が存在する。PMBOK の 5 つのプロセス群のうち、実行プロセスと監視プロセスをひと

つにまとめた、①立ち上げフェーズ②計画フェーズ③実行・監視フェーズ④終結フェーズの

４フェーズからなる。 

会議の参加者とドキュメント 

重要プロジェクトの会議には、プロジェクトの担当部所長〈事業部長、本部長など〉、プ

ロジェクトオーナー、プロジェクトマネージャー、品質保証部門長、営業部門、生産管理部

門などが出席する。また、それぞれの会議において最大十数種類にも及ぶ作成すべきドキュ

メントが定められている。これらのことから、プロジェクトマネジメント会議には膨大な人

員や時間が割かれていると考えられる。 

会議の回数 

実行･監視フェーズで行われる工程会議は、長期間のプロジェクトにおいては、20 回近く

会議が開かれることもある。このように、対象企業においては、プロジェクトマネジメント

会議に多大な工数がかかることがあることがわかる。 

 

 対象企業ではプロジェクトマネジメント会議に多大な工数をかけて精力的に取り組んで

いるが、2.5 で PMO の課題としても述べたように、課題に対する認識はあるが、間接部門

ということで、十分な体制を整えることができず、対応が不十分なところがある。 

 

  



23 

 

 

 

第 4 章 プロジェクトマネジメント会議におけ

る指摘事項の分析 

対象企業の PMO 部署である技術統括本部内プロジェクトマネジメント本部とともに、対

象企業の会議の効率向上を図るために、プロジェクトマネジメント会議で何が議論されて

いるのかを分析する。 

4.1 計測範囲の選定 

 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、図７のように各会議にて指摘を受けた事柄が、会議ごとにまとめられ、指

摘内容･指摘に対する回答等が記されたものである。 

 

図 7：指摘一覧の形式と内容例 

 

 

また、図８は、プロジェクトマネジメント会議における、問題指摘の流れを簡潔に表したも

のである。 
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図 8：対象企業のプロジェクトマネジメント会議における指摘の流れ 

 

指摘一覧をみることで、この流れ全体を端的に把握することができるようになっている。

会議において指摘を受けた事柄＝会議で議論されている内容と考え、指摘一覧の内容につ

いて分析を進めていくこととした。 

 

4.2 指摘項目の分野体系 

 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 の知識エリアを用いた 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、以下の表の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。 
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表 1：本研究で用いた指摘事項の分類項目 

 

  

 

 

4.3 指摘事項の分類項目の識別方法 

 分類項目の識別にあたって、会議指摘一覧に書かれた、各指摘項目の内容を読み、その内

容が 4.2 で示したａ～ｋのどの分類項目に合致するかを判断する。さらに、その指摘がなさ

れた会議が①～④のどのフェーズに属する会議なのかを判断する。（図）は分類項目識別の

例である。 

 

 

図 9：指摘事項の分類項目識別の例 

 

a 統合

b スコープ

c タイム

d コスト

e 品質

f 人的資源

g コミュニケーション

h リスク

i 調達

j ステークホルダー

k 契約
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ひとつの指摘に対して、振り分けられる分類項目は必ずしもひとつであるとは限らない。

ひとつの指摘のなかで、複数の分類項目に関連する記述があった場合、基本的にはより具体

的に述べられている内容の分類項目を振り当てるが、複数の分類項目についての内容が並

列的に述べられている場合は、そのすべての分類項目を振り当てることとする。 
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第 5 章 プロジェクトマネジメント会議指摘事

項の分析結果と考察 

5.1 対象プロジェクトの紹介 

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、それぞれの事業内容によって、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。

表 2 は、本研究で分析した 22 件のプロジェクトの、「１プロジェクトにおける会議数、１

プロジェクトを通しての合計指摘数、1 回の会議あたりの指摘数」の平均を示したものであ

る。 

 

表 2：研究対象プロジェクトの会議数と指摘数 

 会議数 合計指摘数 平均指摘数 

①立ち上げ 1.32 回 7.32 件 5.75 件 

②計画 0.91 回 5.00 回 5.50 件 

③実行監視 5.14 回 22.14 回 4.31 件 

3 フェーズ合計 7.36 回 766 件 4.73 件 
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5.2 指摘項目分布と考察 

図 10 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 10：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。しかし、ａ（統合）に振り分けられた指摘の中で、ドキュメント管理に関す

る指摘が目立った。そのため、ａ（統合）に振り分けられた指摘を、さらにドキュメント管

理に関するものとそれ以外のものに分けて検討することとした。 

 

5.2.1 ドキュメントに関する指摘 

 図 11 は、ａ（統合）に振り分けられた指摘 147 件のうち、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したものである。 

 

17.5% 6.3% 15.0% 14.6% 10.5% 6.9% 2.9% 10.9% 2.0% 8.7% 4.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a（統合） b（スコープ） c（タイム） d（コスト）

e（品質） f（人的資源） g（コミュニケーション） h（リスク）

i（調達） j（ステークホルダー） k（契約）
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図 11：ａ（統合）のうちドキュメントに関する指摘の割合 
 

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、提出ドキュメントの埋めるべき部分が埋められて

いないなどという指摘が多く見られた。また、こういった指摘は、ある特定のプロジェクト

において見られる指摘というわけではなく、さまざまなプロジェクトにおいて見られる指

摘であった。 

このことから、漏れやミスがなくなるようにドキュメントの雛形、チェックリスト等を整

備することにより事前に対処することのできる指摘であると考える。このように事前に対

処できることは事前に対処するということを徹底していくことで、プロジェクトマネジメ

ント会議はより効率的に進められる可能性がある。 

  

71.4% 28.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ドキュメントに関する指摘 ドキュメント以外の指摘
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5.3 システム分野別分布と考察 

 ここでは、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てい

く。 

 

 

図 12：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、

16.4%

18.4%

16.0%

20.3%

4.9%

6.3%

1.9%

13.5%

14.7%

15.6%

17.9%

10.1%

20.4%

12.1%

15.4%

9.5%

6.7%

15.2%

8.0%

9.5%

4.0%

6.3%

12.3%

6.1%

4.9%

1.9%

3.7%

1.4%

12.0%

9.8%

11.7%

10.1%

3.1%

1.3%

1.9%

2.0%

5.3%

7.9%

8.0%

15.5%

7.6%

5.1%

3.1%

2.0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

金融

公共

社会

産業

a（統合） b（スコープ） c（タイム）
d（コスト） e（品質） f（人的資源）
g（コミュニケーション） h（リスク） i（調達）
j（ステークホルダー） k（契約）

平均4.63件

平均5.37件

平均5.46件

平均3.53件
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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

あるため、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。事例

をまとめ、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（とくに本研究

の分析対象であった鉄道系）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顕著になった今、人材育成・採用等を検討する会

議に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も多く、

そういった場合では顧客のシステムが弱いケースも少なくない。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

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、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、親会社から受注を請ける案件

が多いが、近い将来それらの 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

け負う案件が増えてくると考えている。そのため、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。 

5.4 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

とにみていく。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。 
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図 13：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 を締めている 

 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。 
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◆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。 
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第 6章 結論 

6.1 結論 

 今回の分析では、22 件のプロジェクトに対して分析を行った。対象企業全体の傾向をみ

るのには、22 件というプロジェクト数はまだまだ少なく、傾向や対策がはっきり見えたと

は言い難いが、なんとなくこういった傾向がありそうだ、という部分は少し見えたように思

う。さらに多くの、異なる形態のプロジェクトの分析を継続していくことで、傾向がより明

らかになるだろう。また、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、対象企業のプロジェクトマネジメント本部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ようである。このことからも、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だろう。精

度はまだ十分ではないものの、本研究を通して、分析の手順が確立され、常時集計が可能に

なったと言って良いのではないか。 

6.2 分析方法の課題 

 しかし、第 5 章の分析結果からもわかるように、指摘数が多くなるのには、公共システム

分野におけるｆ（人的資源）のように弱い部分であるために指摘が増える場合と、①立ち上

げフェーズにおけるｄ（コスト）のように注力しているために指摘が増える場合の異なる原

因があると考えられる。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ことで、プロジェクトの

成功の要因・失敗の要因が明らかになるだろう。失敗事例には目がいくが、成功事例という

ものはなかなか気づかれず、活用されないことが多い。こういった分析を継続的に続けてい

くことで、プロジェクトマネジメント、PMO の生産性は格段に上がるのではないだろうか。 

6.3 今後の展望 

 今回の分析は、対象企業の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

のかを知るために行ったが、今後も分析を継続していくことで、分析の結果を応用してさま

ざまな働きかけができるのではないだろうか。 

 例えば、プロジェクトの成果情報とあわせた分析を各部門・プロジェクトごとに行い、結

果を部門・プロジェクト間で共有する。そうすることで、プロジェクトをうまく進めるため

には何に注意すべきかなどといったことに関してこれまでとは違う視点からの知識を得る

ことができる。システム分野や受注形態が異なるプロジェクトでは何が大切であるのかを

知ることで、自部門・自プロジェクトに取り入れるとよいものが見つかるかもしれない。ま
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た、分析結果を元に、全社基準のベンチマークの詳細化をはかることで対象企業のマネジメ

ントレベル（PMMM）を 3 から 4 に引き上げることも可能だろう。プロジェクトマネジメ

ント会議や会議資料のパターン化、人材育成・専門部署強化への取り組みなどもできるよう

になるだろう。最新 PMO レポートを配信することでプロジェクトマネジメントへの知識提

供もできるようになるかもしれない。分析結果を用いた様々な取り組みによって。プロジェ

クトマネジメント、PMO の生産性が向上することを期待したい。 
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