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吉岡　靖晃 

　ここ数年、当社はプロジェクトマネジメントの全社的取り

組みを、技術戦略として重点的に推進してきた。この目的は、

一言で言うと、「プロジェクトの成功率向上」である。成功

の定義は、QCDの目標達成が一般的である。Q（品質）は定

量的には判断しにくい項目であるが、お客さまと合意した機

能や性能が発揮でき、結果としてCS（お客さま満足度）が高

いかである。C（コスト）はお客さまの費用や当社の原価（最

終的には利益）が計画どおりかである。D（納期）は予定した

稼働時期どおりかである。 

　プロジェクトマネジメントの全社的取り組みの途上である

が、今までのところ、会社や部門全体の収益の改善などが図

られており、実際のプロジェクトに具体的な形で成果として

現れてきている。全社的取り組みのいくつかを紹介する。 

2. プロジェクトマネジメントの 
　 課題と改善の方向性 

3. 当社のプロジェクトマネジメント 
    への主要な取り組み 

図２　EPMシステムの活用 

図３　IP3（業務プロセス標準）の構成 
　マネジメントに関連するプロジェクト運営の改善の方向性を

図１に示す。もちろんこれら以外にも、担当業務の知識やアプ

リケーション構築技術、インフラストラクチャ技術などもプロ

ジェクト成功の重要なファクターである。お客さまとのコミュ

ニケーションや関係構築も大きく関わり、枚挙にいとまがない。 

　プロジェクトマネジメント上の課題を改善するためには、

プロジェクトの可視化や状況共有とエンジニアリング的発想、

PMO・経営層・部門長・営業などが一体となったプロジェク

ト運営が重要である。現在、当社では次のような施策に取り

組んでいる。 

(1) PMOによるプロジェクト支援 

(2) EPMシステムによるプロジェクト状況の可視化・共有化 

(3) IP3（特にPMS・DPS）による標準プロセスの提供 

(4) プロジェクトマネージャ育成、ヒューマン系スキルアップ 

 

 

 

 

　この特集では、プロジェクトマネジメントに関わる３つの

全社的取り組みを紹介する。これらの取り組みは、ばらばら

ではその効果は十分に発揮しない。それぞれの取り組み（施

策）が相互に関連しあうことで、その効果が活きてくる。 

(1) PMO 

　　　PMO (Project Management Office) の組織化に先

　　立ち、１９９２年からシステムクリニック制度（現在はシス

　　テムレビュー制度と改称）を運用しており、これが当社

　　のPMOの原点である。PMOを明確に組織化したのは

　 ２００６年３月である。全社PMOと主要な本部・工場に部門

　　PMOを設置している。 

　　　PMOはその企業の実態に合わせて、成熟度を向上させ

　　ていくものである。一気に理想形のPMOを作り、運用す

　　ることは現実的ではないと考えている。 

(２) IP3／PMS 

　　　IP3は、当社の業務プロセス標準の愛称である。「良い

　　プロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす」という思

　　いをこめた、INTEC Processes for best Performance

　　and high Productivityから名づけている。 

　　　IP3／PMS（プロジェクトマネジメント標準）は、CMMI

　　導入部門のプロジェクトマネジメントガイドをベースに、

　　EPMシステムとの関連を定義している。また、当社の開

　　発方法論、IP3／DPS（開発プロセス標準）(文献[1]) で

　　は、開発プロセスの標準WBSを定義している。 

　　　実際のプロジェクトでは、これらの標準をテーラリング

　　して使用することになる。 

(３) EPM (Enterprise Project Management) システム 

　　　プロジェクトを企業（Enterprise）レベルで、可視化、

　　共有化するためのシステムを導入している。当社のような

　　数百ライセンスの規模で本格的なEPMシステムとして実

　　運用に入っている企業は日本ではまだ数少ないと思われる。

　　　EPMシステムは、原価管理、作業実績管理などの基幹

　　システムと連携している。また、IP3／DPS（開発プロ

　　セス標準）の標準WBSを取り入れ、IP3／PMSの標準ド

　　キュメントをEPMシステムのアウトプットとするなど、

　　他の施策との整合性やノウハウの再活用などを図っている。 図1　プロジェクト運営の改善の方向性 

より高いレベルをめざすために 

プロジェクト運営の改善の方向性（マネジメント関連） 

① 失敗の予兆に対して早期に手を打つ 

② 上位マネージャー（経営層、部門長）の関与レベルを引き上げる 

③ 営業段階、プロジェクト立上げ時でのリスクマネジメントを強化する 

④ 適切なプロジェクトマネジメント技術を実務できちんと運用する 

⑤ 大規模プロジェクトや部門横断プロジェクトへの対応能力を高める 

⑥ PMの適切な任命と、PMに対してしっかりと支援する 

トップマネジメント 

PMO プロジェクトマネジメント 

営業 

プロジェクトマネジメント遂行、情報共有・活用の全社基盤 

経営戦略・事業戦略 

プロジェクトサマリ情報（損益、要員配置など） 

●プロジェクト状況のリアルタイム把握によるリソースの最適配置、 
　投入コストの適正化 
●戦略的経営の実践（ポートフォリオマネジメントの活用など） 
●企業活動の全体最適化 

●プロジェクト支援 
●レビュー制度・監査 
●模範プロジェクトの蓄積 

●担当プロジェクトの把握 
●営業（提案・見積もり）時の 
　参考情報の入手 

担当営業 

PMO

プロジェクトマネージャー 
プロジェクトメンバー 

●プロジェクトマネジメント標準 
　（IP3/PMS）の実践 
●QCDの的確なコントロール 
・リソースの負荷状況の把握とコントロール 
・EVMによる現状把握と完了時予測 
・CPMによる効率的な日程計画の作成 
・進捗状況定量把握 
●模範プロジェクトのノウハウ共有 
●リスクマネジメント、問題管理 

●担当作業の把握 
●プロジェクト状況の把握 
●リスク・問題の共有 
●作業実績の登録 
●報告・連絡・相談の徹底 

ライフサイクルプロセス 

業務プロセス標準 IP3
INTEC Processes for best Performance and high Productivity

～良いプロセスが最上の成果、高い生産性をもたらす～ 

企画・提案プロセス 開発・保守プロセス 運用プロセス 

営業プロセス標準 

企画プロセス標準 開発プロセス標準 運用プロセス 
標準 

オフショア開発ガイド 

プロジェクト 
マネジメント標準 

プロセス 
テーラリング 
ガイド 

管理プロセス 

組織プロセス 標準化規約 

品質保証プロセス標準 改善プロセス標準 人材育成 
プロセス標準 

技術標準管理規程 
標準用語集 
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