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プロジェクト成功への道のり

概要
　プロジェクトの成否はIT関連企業のみならず一般企業の業績にも大きな影響を与える。プロジェクトの成功率は
一般的に30%程度と言われており、これは現在も好転していない。私たちはどのようにすればプロジェクトの
成功率を向上できるか20年近く思索し、試行錯誤を繰り返してきた。たどり着いたひとつの解は「ヒト」である。
その意図は、人の能力を組織がどれだけ大きく発揮させることができるかがプロジェクト成功の鍵ということ
である。この結論に至るまでに実施した対策のうち、プロジェクトの成功に大きく貢献した2つの施策、「インター
ナルステアリングコミッティ（ISC）」と「プロジェクトヒアリング」について紹介する。

  1.  はじめに
　プロジェクトの目的は「プロジェクトの完遂により、会社に

とって適正な利益をもたらすこと」である。換言すれば会社はプ

ロジェクトにリソース（ヒト、モノ、カネ、時間、情報など）を投入

するわけであるから、リターンが必要である。これは納期、品質

を遵守し、売上や利益に貢献することを意味する。つまり、ベン

ダーにとっては納期を担保し、最低でも計画時の見込み利益を

確保することである。一方、プロジェクトのオーナー企業ではシ

ステムの利活用によって売上や利益に貢献することがプロジェ

クトの目的である。

　この目的達成のためにまずツールなどによる「見える化」が必

要である。見える化によってうまく行っていないプロジェクトを

見つけ出す。見える化や分析によって現象を特定し、現象から直

接的な原因を探し当てる。

　直接的な原因が見つかったら根本原因を考える。考える切り

口は会社のリソース（ヒト、モノ、カネ、時間、情報）である。ヒト

の中には組織やステークホルダーとしての対応も含まれる。ここ

で把握した課題について優先順位をつけて、より効果の高い順

で実施していく。

金子　聡文　　　　　　　　田村　研二

  2.  プロジェクト管理のツール的アプローチ
2.1  全社統一プロジェクト管理ツール　　
　　（EPM（1）ツール ）の導入
　２００７年頃、プロジェクト管理の全社共通ツールの導入が企画

され、採用する管理ツールを決める選定委員会が発足した。管

理ツールの決定後は、ツール啓蒙のために全社で研修を実施し

た。EPMツールは数年間活用されたが、高機能で複雑なため、

途中で利用が進まなくなった。残念ながら多くのプロジェクトで

はプロジェクト固有のExcel表を利用した管理に戻ってしまっ

た。振り返れば身の丈にあったツールを選ぶべきだったと思う。

会社が「やりたいこと」と社員が「やれること」のギャップを認識

させられる苦い体験であった。

2.2  本部共通EPM的プロジェクト管理の実践
　市販のプロジェクト管理ツールでの経験を踏まえ、アプローチ

としてトップダウン方式からボトムアップ方式に転換し改善サイ

クルをまわすことで段階的なプロジェクト管理の高度化を目指

すことにした。具体的には、ある本部で進捗管理に使用されてい

た進捗管理表の継続利用を決めた。その理由は使い慣れたもの

を踏襲することで現場の混乱を回避するためである。

　機能強化のため進捗管理表に外付けのExcelマクロでEVM

（アーンドバリューマネジメント）方式のツールを作り、本部全

体のプロジェクトの EPM 的な管理（全体進捗、プロジェクト

毎、要員毎の状況の可視化など）を実現した。これは、プロ

ジェクトおよび業務機能（チームで管理）の進捗をクロス視点

で可視化し本部全体でのリソース配置最適化を狙いとしたも

のである。既存の進捗管理表ではデータの精度に限界があり

当初のツールでは進捗可視化精度も十分ではなかった。しか

し、ツールの機能強化により既存の進捗管理表による定量的

プロジェクト管理の実現可能性を認識してもらうことができた

（1）  EPM（Enterprise Project Management）とは、複数プロジェクトを束ねて全社（組織）レベルで見える化をすること。ツールは管理・見える化をサポートするアプリケーション。
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図１  可視化ツールの全体構成

（図1参照）。

　進捗可視化の精度向上にはツールの機能向上と進捗管理表

のデータの精度向上が不可欠である。現場の理解を得たこと

で、進捗管理表の段階的なレベルアップが可能になった。

　また、ツール開発にあたってはツールをユーザーにあわせるこ

と（オーダーメイド）を意識し、現場からのニーズを随時反映し

機能改善を図った。例えば、進捗の可視化だけでなく、現在の

進捗と残作業から残期間を予想し納期遅延のリスクがあるプ

ロジェクトへの警告を行った。また、あるプロジェクトマネージャ

（以下、PM）の要望から、ガントチャート機能を追加した。これ

により、既存の進捗管理表と連動したガントチャートが簡単に

出力できるようになった。

　この機能追加でツールの適用範囲も一層拡大し、本部の主要

プロジェクトだけでなく中小規模プロジェクトさらに保守業務を

含めたチーム単位の日常的な進捗管理も含めてカバー出来た。

　ツールによる効果としては、進捗報告資料と進捗管理表（現

場データ）との整合性、一貫性が担保でき、そこから進捗を定量

的、客観的にとらえることが組織の文化として定着し、複数のプ

ロジェクトを束ねて全体最適指向の管理をすることでプロジェ

クトの成功に貢献できた。

  3.  プロジェクト管理の計数的アプローチ
3.1  出荷判定指標による出荷検査
　出荷判定の妥当性を確保するために、簡単な入力で品質状況

を可視化できるExcelシートの出荷申請書を開発した。出荷検 図２  出荷申請書（計数評価部分を抜粋）

査までに設計・製造工程などで埋め込まれたバグをテスト工程

で取り除く必要がある。そのため出荷申請書に、取り除くべきバ

グ数を算出する機能を設けた（図２参照）。

　また、設計工程ではレビューで指摘すべき数を算出する。これ

らは規模やプロジェクト属性を考慮して算出される。出荷検査

では算出された計数をもとに必要なレビューが実施されたか、

必要なテストを行ってデバッグできたかを確認し、稼働後の品質

確保を目指した。前半工程では規模とレビュー時間、指摘件数を

指標化（レビュー率、バグ指摘指数）し、後半工程では規模とテ

スト項目数、バグ摘出数に注目して検査を実施している。

本部全体進捗計算＆
レポート出力ツール

Ａプロジェクト
進捗データ

Ｂプロジェクト
進捗データ 111

【第三層】
業務チーム別・本部全体
レポート出力（プロジェクト×
業務機能クロス視点の進捗状況
＆時系列推移）

導入進捗
レポート

プロジェクト別
大日程表

（ガントチャート）

Ｎプロジェクト
進捗データ

Ａ用パラメータ Ｂ用パラメータ Ｎ用パラメータ

プロジェクト毎
進捗計算
ツール

プロジェクト毎
進捗計算
ツール

プロジェクト毎
進捗計算
ツール

プロジェクト毎
進捗計算ツール
（原本）

プロジェクトに依存しない
共通データ構造。（プロジェクト・
工程別、業務チーム・工程別）

Aプロジェクト
進捗管理表
Aプロジェクト
進捗管理表

Bプロジェクト
進捗管理表
Bプロジェクト
進捗管理表

Nプロジェクト
進捗管理表
Nプロジェクト
進捗管理表

ツール本体は共通。
パラメータでプロジェクト間
差異部分を吸収する。

基本形は共通だが、プロジェクト
のスコープや開始時期によって
データ構造に差異がある。

1【第二層】

【第一層】

プロジェクト別
進捗計算
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  4.  プロジェクト管理の性弱説視点
　　　でのアプローチ

3.2  稼働判定表による稼働可否の判定
　インテックの開発プロセス標準( IP３/DPS)にある「サービス

イン条件書」をベースにプロジェクトの特性などを考慮して稼働

判定表の内容や項目を拡充した。主に北陸地区のプロジェクト

の稼働判定で活用した。これにより稼働後の不具合は激減した。

この成果を踏まえ、稼働判定表による稼働可否の判定を品質保

証部門が他の本部へも展開した。現在では稼働判定表による品

質の担保が定着している。

　稼働判定表には評価項目が約３００設定されている。項目の大

見出しは「品質レベルの充足」、「機能の充足」、「性能」、「システ

ム構成」、「システム運用」、「業務運用」、「データ移行品質」、「本

番移行体制」、「本番運用」、「保守体制の確立」などであり、多

岐に渡り網羅されている。

　性弱説とはセキュリティ対策を考える上で出てくる概念であ

る。性悪説（生まれながらで悪の心）や性善説（生まれながらで

善の心）とは異なり、性弱説は「人間は誘惑に弱い」という人間の

本質を突いた考え方である。問題への安易な対処が可能な場合

は根本原因を解決するという「あるべき姿（善）」ではなく、魔が

さすことも含め小手先で対応し、結果として、不正（悪）に走って

しまう性格を人は持っているという考え方である。これはセキュ

リティ対策だけでなく人が中心のプロジェクト管理の対策でも

あてはまると考えた。

4.1  入力期限遅れ、「こっそりリスケ」と対策
　人は忘れやすく、叱られることを嫌う。プロジェクトで進捗管

理表の記入の週次の締めを決めているが、入力漏れが目立っ

た。また、完了予定日をPMに申告もなく変更されること（「こっ

そりリスケ」と呼んでいる）が度々あった。これらを何とか防止

出来ないかと考えた。忘れないように予告メールを出したが効

果はなかった。そこで前日の終業時に進捗遅れを算出し、遅れ

フォローのメールを送った。翌朝までに入力してもらう作戦で

ある。これにより、入力忘れは激減した。また、「こっそりリス

ケ」に関しては、申告された以外の変更をリストにしてメールで

フォローした。これにより、PMへの事前の相談が増え、未申告

の変更はなくなった。

4.2  メンバーの多様性への対応
　プロジェクトには多くのメンバーが集まる。メンバーはいろい

ろな経験や生まれ育ちをしており、PMと同じ考えの人は稀であ

る。これに対応することが、「多様性の尊重」（PMのコンピテン

シーのプロフェッショナリズムの要素のひとつ）と呼ばれるもの

である。

　プロジェクトは人が協調して遂行するものであるから、人の特

性をじゅうぶん理解して管理・監督していく必要がある。特にプ

ロジェクトにおける品質管理を考えるときには物理学者の高橋

秀俊の「人間の特性８箇条」を思い出す（図３参照）。これらの特

性は人間の本性で、性弱説に通じるものがある。この特性を如何

に考慮できるかがプロジェクト成功の鍵になると考える。

第 5 条　人間は単調を嫌う  

第 6 条　人間はのろまである

第 7 条　人間は論理的思考力が弱い

第 8 条　人間は何をするかわからない

第 1 条　人間は気まぐれである

第 2 条　人間はなまけものである

第 3 条　人間は不注意である

第 4 条　人間は根気がない

図３  人間の特性８箇条（高橋秀俊）

  5.  プロジェクト管理の組織的アプローチ
5.1  問題への対応の段階
　前章では人の特性に注目してプロジェクトを成功に導くことを

考えた。ここでは発展させて、属人的でなく組織活動として問題

を解決していくことを考える。個人レベルでできることには限り

があり、PM自身やプロジェクト内で解決できない問題をいつま

ででも考え続けることには無理がある。問題を識別して組織で

対応すべきものはエスカレーションする必要がある。時期を逸

しては対処できない。したがって、正しく状況を理解し上長への

タイムリーな報連相が必要である。問題への対応と組織の関連

を図式化してみた（図４参照）。PMや上長は段階（不知→認識→

対応→対処）について正しく理解し、適切なタイミングでエスカ

レーションしていくことが、大きな問題への拡大の防止につなが

ると考えた。

　次節では組織対応の例として ISCとプロジェクトヒアリング

について説明する。

5.2  インターナルステアリングコミッティ（ISC）
　ISCとはインテックが作った造語である。ISCの機能と効能

はPMBOKガイドの第５版（２０１２）の１０番目の知識エリアと

して追加された、「ステークホルダー・エンゲージメント・マネ
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図４  問題への対応の段階

ジメント」の一部に相当する。

(１)プロジェクト体制と ISCのメンバー（図５参照）

　ISCのメンバーはプロジェクト実施主体（縦系列）では

組織責任者、上位管理者、PMとPL（プロジェクトリー

ダー）がいる。また、プロジェクトのステークホルダーと

して、営業責任者や営業担当がいる。その他、プロジェク

トを外部から監視する組織としてPMO(プロジェクトマネ

ジメントオフィス)や品質保証部門が参加している。

(２) ISCの定義

　ISC は PM またはプロジェクトの権限範囲を越えて会

社が判断しなければならない課題の方向性を決定する会

議体である。言い換えれば、お客さまと行う SC（ステア

リングコミッティ）の社内版である。ISCの目的はプロジェ

クトの課題を組織全体で対応し、プロジェクトを成功に導

くことである。

　プロジェクトにおける社内のステークホルダーは営業部門、

開発部門、関連部門など多岐に渡る。これらのステークホル

ダーがベクトルを合わせて一枚岩でお客さまに対応すること

が、最終的にお客さまの満足につながり、プロジェクトが成功

する上で最も重要な手段と考えた。

　ISCは、工程の大きな切れ目（要件定義、基本設計、結合テ

スト、システムテストの終盤）で開催する。営業部門と開発部

門が協調することで追加受注や要件変更に伴う料金交渉など

も行うことができる。ISCは多くのプロジェクトで実施されプ

ロジェクトの成功に貢献している。

図５  プロジェクト体制とステークホルダー

対処

対応

認識

不知

組織自分 他人

⑥問題に気づいて
自責

⑤問題に気づいて達観
（あきらめ）

③問題を感じて
不平不満撒き散らす

⑩問題に気づいて
組織解決

エスカレーション

報告　相談

連絡

②問題を感じて
ジレンマ

⑦問題に気づいて
自助努力

⑨問題に気づいて
協力要請

⑧問題に気づいて
共通認識化

①問題を感じない
気づかない

④問題に気づいて他責
（責任転嫁）

メンバー メンバー メンバー メンバー

全社、本部のＰＭＯ・
品質保証部門

有識者

インターナルステアリングコミッティ（ＩＳＣ）お客さま

ステアリングコミッティ（ＳＣ）

プロジェクト
オーナー

ＰＭ

ＰＬ

メンバー メンバー メンバー メンバー

ＰＬ

営業責任者

営業担当

組織責任者

上位管理者

ＰＭ
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5.3  プロジェクトヒアリング
　PMは自分だけで何とか問題を解決しようとする傾向にある。

自律的な行動も大切ではあるが、時には間違った方向に猛進し

ていることもある。したがって、組織として適切なタイミング

で状況を把握し、PM の行動を確認・修正する必要がある。そ

のためにプロジェクトヒアリング（以下、PJ ヒアリング）を実

施している。毎週、PM にプロジェクト状況をヒアリングするこ

とで上司は状況の把握ができ、PM は課題などの説明で状況

が整理できるメリットがある。ヒアリングの中で PM は別のリ

スクに気づくこともある。PJ ヒアリングは短時間で実施でき、

報告書も不要なやり方が好評で 3 年以上も続き、プロジェクト

の成功と PM の育成に大きく貢献している。

(１)PJ ヒアリングが必要になった理由

　私がかつて所管していた部門は PM だけが所属してい

た。２０１２年の部門方針に「課題・問題の把握とエスカレー

ション」を掲げたが一向に PM 自らが相談してきたり、課題

を見つけて管理したりすることができていなかった。私は

この点を反省し、どうしたらPMが自ら課題・問題を把握・

発見し、エスカレーションができるかじっくり考えてみた。

原因を５点にまとめた。

①課題・問題に対する PM の感性が鈍い。上長が考える 

　問題が問題として捉えられていない。

②「①」のとおり課題・問題と認識されていないので課題

　管理に記録されることもない。

③課題・問題として PM が認識しなければ、相談やエスカ

　レーションはされない。もしくは相談されても時機を逸

　している。リカバリーができない時機での訴えや相談で

　は遅すぎる。

④課題・問題として認識していても、PM 自ら解決できる

　と考えている以上、相談やエスカレーションはされない。

　これも時機を逸してはプロジェクトの成功は心許ない。

⑤課題・問題に関して感性を養うという教育がされていな

　い。感性はもともと育成や訓練すべきものではなく体得

　すべきものだが、しかしながら放置はできない。

　　そこで、PJ ヒアリングを考案し、PM の育成や訓練を

　 兼ねて実施した。

(２) PJ ヒアリングの方法

　PJ ヒアリングの方法を進行順に説明する。毎週月曜日に

１プロジェクトあたり１５分～３０分程度、対面でヒアリング

を行う。参加者は PM、聞き手である上長（部長、課長）

プロジェクトヒアリング 201X/7/8

業務
住記

福祉

共通

民税

課題・問題

今週の作業

コメント
差異の特定２ヶ所原因分析

段取りがついている。

判定
△

○

①外部システム→ＨＯＳＴ（～９／４）
②外字の扱い決める（お客さまとつめる）（～９／４）

もうら性

○
△

運用テストのやり方の検討
（手差し）ジャムる→プリンタ交換 銀行提出はやってみる（横ずれ）ダメの時の対応は？

税共通　7/14　アドレスシール、スキャナ、シリアルプリンタ、認証方式

宛名データのクレンジング　７／１６ｏｒ７／１７に次回

プロジェクト名
ＰＭ名

ＸＸＸ　　　　　　他（　　　　　　　　）
ＡＡＡ ＰＬ名 ＢＢＢ

要素

Ｑ

Ｃ（カネ）

Ｄ（スケジュール）

要素

人（要員・調達）

モノ（調達）

情報（連携）

備考

住記連携　デッド９／４

７／８確認

今週中に印字ずれ確認

判定

△

△

△

判定

○

△

○

備考

ＣＣＣに発注入荷（今週中）

図６  プロジェクトヒアリングシートの例
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　対応の全てがうまく行くとは限らないが、失敗を恐れずに今

後もプロジェクトの成功に向けていろいろなことをチャレンジ

していきたい。

  6.  おわりに
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の３名である。前回のヒアリングを記載したヒアリングシー

ト（先週分）を参照しながら、予定した作業について首尾

良く終わったかを確認し、予定した作業ができなかった時

は理由を確認する。時には原因の深掘りも行う。更に新た

な課題・問題などが発生していないか確認する。

①ヒアリングはヒアリングシートの様式に従い、ヒアリング

　項目（QCD、ヒト、モノ、カネ、業務別進捗、状況、今週

　の作業、課題）について確認する。なお、聞き取り漏れ

　防止のため定型様式を作ってヒアリングすることが重要

　である。ヒアリングをしながら、PM はヒアリングシート（先

　週分）に気づいたことを手書きし、上長は、新しいヒア

　リングシート（今週分）に記載していく（図６参照）。

②聞き終わったら、聞き手はヒアリングシート（今週分）

　で問題点やアクションすべきことを赤丸で囲む。会議の

　最後に複製したヒアリングシートを配りアクションすべき

　内容を再確認する。PM は配られたヒアリングシートを

　ファイリングするか目の前に貼る。これを毎週繰り返す。

(３) PJ ヒアリングの効果

①問題点や課題が素直に上がって来るようになった。状況

　把握が容易になった。

②問題認識の感性が育ってきたように感じた。課題のバリ

　エーションが増えた。

③自ら、アクション（対策）を考えられるようになった。対

　応までの時間が短縮された。

④普段の相談が増えた。一人で延々と悩むことが減り、残

　業時間が減少した。


