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インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 

担当 担当（部門PMO兼任） 

2006/3設置 

略称：統括PM室 

スタッフ 

（室長） 

首都圏・ 
地域センター 

中部 西日本 北陸 行政 北ソ工 

システム開発 
事業本部 

製造ソリューション 
事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 

まずは状況 
ヒアリングから、 
支援やレビューの 
タイミングを検討する 

部門営業 
状況把握 
（本部会議など） 

プロジェクトレビュー 
（リスクマネジメントと 

システム監査） 

企画・提案 

支援・アドバイス 
（状況把握とエスカレーション） 

提案支援 計画作成支援 

要員調整 要員調整 

経営層への報告 

状況把握・実施支援 
（進捗会議出席、 
EPMシステム活用） 

評価 

ソフトウェアライフサイクルプロセス 

開発（保守） 

監視・コントロール 

立ち上げ 計画 実行 終結 

運用・保守 

受注レビュー 

提案レビュー 

出荷判断レビュー 

テスト計画レビュー 

変更計画レビュー 

プロジェクト計画レビュー（必須） 

プロジェクト編成レビュー ＊アーキテクチャ・デザインレビュー 

＊保守・運用レビュー 

完了報告レビュー（必須） 

＊テストプロセスレビュー 

＊テクニカル 
  レビュー 

図２　当社のPMOの機能・役割 

http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_ 

20030204hayashi.htm

プロジェクトマネジメントプロセス 



2007

第 7 号 

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L

2007

第 7 号 

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L

30 31

34 35

32 33

特
集
2
 

特
集
2
 

特
集
2
 

2007

第 7 号 

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L特集2

インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 

担当 担当（部門PMO兼任） 

2006/3設置 

略称：統括PM室 

スタッフ 

（室長） 

首都圏・ 
地域センター 

中部 西日本 北陸 行政 北ソ工 

システム開発 
事業本部 

製造ソリューション 
事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 

まずは状況 
ヒアリングから、 
支援やレビューの 
タイミングを検討する 

部門営業 
状況把握 
（本部会議など） 

プロジェクトレビュー 
（リスクマネジメントと 

システム監査） 

企画・提案 

支援・アドバイス 
（状況把握とエスカレーション） 

提案支援 計画作成支援 

要員調整 要員調整 

経営層への報告 

状況把握・実施支援 
（進捗会議出席、 
EPMシステム活用） 

評価 

ソフトウェアライフサイクルプロセス 

開発（保守） 

監視・コントロール 

立ち上げ 計画 実行 終結 

運用・保守 

受注レビュー 

提案レビュー 

出荷判断レビュー 

テスト計画レビュー 

変更計画レビュー 

プロジェクト計画レビュー（必須） 

プロジェクト編成レビュー ＊アーキテクチャ・デザインレビュー 

＊保守・運用レビュー 

完了報告レビュー（必須） 

＊テストプロセスレビュー 

＊テクニカル 
  レビュー 

図２　当社のPMOの機能・役割 

http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_ 

20030204hayashi.htm

プロジェクトマネジメントプロセス 
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インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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吉岡　靖晃 

● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 

担当 担当（部門PMO兼任） 

2006/3設置 

略称：統括PM室 

スタッフ 

（室長） 

首都圏・ 
地域センター 

中部 西日本 北陸 行政 北ソ工 

システム開発 
事業本部 

製造ソリューション 
事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 

まずは状況 
ヒアリングから、 
支援やレビューの 
タイミングを検討する 

部門営業 
状況把握 
（本部会議など） 

プロジェクトレビュー 
（リスクマネジメントと 

システム監査） 

企画・提案 

支援・アドバイス 
（状況把握とエスカレーション） 

提案支援 計画作成支援 

要員調整 要員調整 

経営層への報告 

状況把握・実施支援 
（進捗会議出席、 
EPMシステム活用） 

評価 

ソフトウェアライフサイクルプロセス 

開発（保守） 

監視・コントロール 

立ち上げ 計画 実行 終結 

運用・保守 

受注レビュー 

提案レビュー 

出荷判断レビュー 

テスト計画レビュー 

変更計画レビュー 

プロジェクト計画レビュー（必須） 

プロジェクト編成レビュー ＊アーキテクチャ・デザインレビュー 

＊保守・運用レビュー 

完了報告レビュー（必須） 

＊テストプロセスレビュー 

＊テクニカル 
  レビュー 

図２　当社のPMOの機能・役割 

http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_ 

20030204hayashi.htm

プロジェクトマネジメントプロセス 
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インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 

担当 担当（部門PMO兼任） 

2006/3設置 

略称：統括PM室 

スタッフ 

（室長） 

首都圏・ 
地域センター 

中部 西日本 北陸 行政 北ソ工 

システム開発 
事業本部 

製造ソリューション 
事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 

まずは状況 
ヒアリングから、 
支援やレビューの 
タイミングを検討する 

部門営業 
状況把握 
（本部会議など） 

プロジェクトレビュー 
（リスクマネジメントと 

システム監査） 

企画・提案 

支援・アドバイス 
（状況把握とエスカレーション） 

提案支援 計画作成支援 

要員調整 要員調整 

経営層への報告 

状況把握・実施支援 
（進捗会議出席、 
EPMシステム活用） 

評価 

ソフトウェアライフサイクルプロセス 

開発（保守） 

監視・コントロール 

立ち上げ 計画 実行 終結 

運用・保守 

受注レビュー 

提案レビュー 

出荷判断レビュー 

テスト計画レビュー 

変更計画レビュー 

プロジェクト計画レビュー（必須） 

プロジェクト編成レビュー ＊アーキテクチャ・デザインレビュー 

＊保守・運用レビュー 

完了報告レビュー（必須） 

＊テストプロセスレビュー 

＊テクニカル 
  レビュー 

図２　当社のPMOの機能・役割 

http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_ 

20030204hayashi.htm

プロジェクトマネジメントプロセス 
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インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 

担当 担当（部門PMO兼任） 

2006/3設置 

略称：統括PM室 

スタッフ 

（室長） 

首都圏・ 
地域センター 

中部 西日本 北陸 行政 北ソ工 

システム開発 
事業本部 

製造ソリューション 
事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 

まずは状況 
ヒアリングから、 
支援やレビューの 
タイミングを検討する 

部門営業 
状況把握 
（本部会議など） 

プロジェクトレビュー 
（リスクマネジメントと 

システム監査） 

企画・提案 

支援・アドバイス 
（状況把握とエスカレーション） 

提案支援 計画作成支援 

要員調整 要員調整 

経営層への報告 

状況把握・実施支援 
（進捗会議出席、 
EPMシステム活用） 

評価 

ソフトウェアライフサイクルプロセス 

開発（保守） 

監視・コントロール 

立ち上げ 計画 実行 終結 

運用・保守 

受注レビュー 

提案レビュー 

出荷判断レビュー 

テスト計画レビュー 

変更計画レビュー 

プロジェクト計画レビュー（必須） 

プロジェクト編成レビュー ＊アーキテクチャ・デザインレビュー 

＊保守・運用レビュー 

完了報告レビュー（必須） 

＊テストプロセスレビュー 

＊テクニカル 
  レビュー 

図２　当社のPMOの機能・役割 

http://www.jri.co.jp/consul/cluster/data/bss/report_ 

20030204hayashi.htm

プロジェクトマネジメントプロセス 
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インテックのＰＭＯ 
（プロジェクトマネジメントオフィス）について 

About INTEC's Project Management Office

吉岡　靖晃 
YOSHIOKA　Yasuaki

インテックのプロジェクトマネジメント 

概要 
　ＰＭＯはプロジェクトの成功を側面から支援する組織・機能である。当社では、全社ＰＭＯを、「全社的見地から、

プロジェクトの支援・監査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機能とする」と定義している。 

　ＰＭＯという言葉はＩＴ業界では一般的になりつつあり、当社のようなシステム・インテグレータのみならず、お客さ

ま企業でも使われだしている。ただし、各社でその捉え方はさまざまであり、守備範囲や規模、役割は異なる。同業

他社の状況を見ても、効果が出ている部分もありながら課題も多い。 

　次に当社のＰＭＯ設置の経緯や機能・役割について紹介する。ＰＭＯが組織化される前から、機能的には実施さ

れてきた取り組みもある。現在のＰＭＯの中心となる機能はプロジェクト計画等のシステムレビューである。単なるレ

ビューという意味以上の効果を挙げている。また当社には全社ＰＭＯと部門ＰＭＯがあり、管轄する範囲だけではな

く、その役割も異なっている。 

1. はじめに 
1.1  IT業界のプロジェクトマネジメント 
　IT系プロジェクトの成功率は残念ながら決して高くはない。

日経コンピュータ誌などの記事 (文献[1], [２]) でも、QCD 

(品質・コスト・納期) の計画達成を成功とみなした場合、成功率

は３割程度といわれている。プロジェクトマネージャのスキ

ルはもちろん、要件が確定しない段階でのプロジェクトの開

始や、進捗状況などの可視化の難しさ、属人性、短サイクル

の利用技術革新などが主な要因と見られる。複数の社内部門

やベンダー企業、協力企業などのステークホルダーが多様化

していることも挙げられる。受注時の条件が厳しく計画の実

現不可能なプロジェクトも少なからず存在する。 

　受注産業である我々 IT業界でのプロジェクトの成否は企業

の業績を直接的に左右するものである。プロジェクトマネジ

メントの重要性は極めて高く、システム・インテグレータの

コアコンピタンス（競争力の中核となるもの、得意分野、強

み）はプロジェクトマネジメントであるともいえる。 

1.2  IT業界におけるPMO 
　個別のプロジェクトのプロジェクトマネージャやメンバー

がプロジェクトの成功を目指すということは当然であるが、

それだけでは十分とはいえない。企業や部門の組織レベルで

のプロジェクトへの支援が成功率を向上させる鍵となる。そ

れらの一端を担う第三者的立場の組織・機能をPMOと呼ぶ

のが一般的である。プロジェクトマネジメントのデファク

トスタンダードであるプロジェクトマネジメント知識体系

（PMBOK）ガイドでは、「PMOは、その管轄下にある複数

のプロジェクトのマネジメントを一元化し、調整を行う組織

の一部門である」(文献[３]) としている。 

　筆者は社団法人情報サービス産業協会 (JISA) プロジェクト

マネジメント研究会などの業界団体での研究会活動などを通

じて、同業他社のPMOの取り組みなどについて意見を交換す

る機会を持っている。それに基づいて｠IT業界の動向を述べる。 

　現在（２００７年）は中堅以上の多くのシステム・インテグレー

タやソフトウェア企業にPMOが組織として設置されている

と思われる。先進の大手企業は、２００１年頃からPMOの設置

が始まったようであるが、この１～３年に設置が集中している模

様である。ごく一部には、１９９０年代に設置された企業もある。 

　PMOを導入している企業のほとんどが、それなりの効果が

あると評価しているが、定量的な測定・評価は難しく、定性的

な評価にとどまっている。PMOがどこまで寄与しているか、

他の施策との関連などは測定不可能である。 

　設置はしたが、十分にその機能を果たしているかというと、

まだまだ暗中模索の企業が多く、その規模もまだ数名程度のと

ころも多い。一気に多くの役割を持つのではなく、徐々にその

役割や範囲、権限が増えていくというのが現実である。当初は

特定の事業部門での設置から始まり、企業全体を管轄する

PMOを持つ企業も増えてきているようである。 

　一方で、プロジェクトマネジメントへの種々の取り組みは、

PMO組織の設置以前から行っている企業がほとんどである。

そのすべてあるいは一部を新たに設置されたPMOに引き継い

でいる。その意味から、PMO組織の設置自体がプロジェクト

マネジメントへの取り組みのひとつである。 

　プロジェクトマネジメントはこれが到達点というものはな

く、あくまでもマネジメントレベルの向上を図っていくもの

である。PMOがリーダシップを取りながら、プロジェクトマ

ネジメント成熟度モデル（ＰＭＭＭ：Project Management 

Maturity Model）にあるような継続的改善を図っていくもの

と考える。 

　PMOの必要性が認識されだし、関連する書籍が発売され始

めた2002年頃は、プロジェクト・オフィス（PO）などとも

呼ばれていたが、現在では「PMO」に統一されつつある。

PMBOKガイドの第３版（２００４年）には、明確に「プロジェ

クトマネジメント・オフィス」として説明がされているが、

一つ前の２０００年版には、ごく簡単に、「プロジェクト・オ

フィス」と触れられている程度である。 

　PMOの組織名は、最近は「プロジェクトマネジメント」や

「プロジェクト管理（監理）」を冠する本部、部、室などが多

くなってきている。設置の経緯から、「品質保証」や「品質

管理」という部門から派生してきた企業もあるが、現在では、

「品質」とは一線を画して「プロジェクトマネジメント」と捉

える企業が多いようだ。 

 

1.3  PMOの機能・役割と動向 
　書籍や各社の実態を見ると、その機能や役割はいろいろある

が、総じて次のようなものである。（呼び方もさまざまである

が、分かりやすい表現をした） 

　①プロジェクト計画レビュー（受注診断レビューや完了報告 

　　会開催なども含む） 

　②プロジェクトの状況ヒアリングやプロジェクトマネージャ・

　　部門長へのアドバイス 

　③プロジェクトマネージャの育成やメンタリング 

　④プロジェクトマネジメントシステムの導入、展開、運用 

　⑤開発プロセス標準などの展開、活用指導 

　⑥ソフトウェアプロセス改善活動（ＣＭＭＩなど）の推進、定着 

　⑦問題プロジェクトの直接支援（火消し） 

　①のプロジェクト計画レビューはPMO設置のほとんどの企

業で実施されている。またその成果も相応に出ているようであ

る。特に、最近は受注診断レビューが重視されるようになって

きている。プロジェクト支援を効果的に行うためには、レ

ビュー時だけでなく、②のようなプロジェクト遂行中の継続的

なかかわりが必要であると考える企業も多い。 

　③を直接担当するとPMOの負荷は大きいが、講師やメン

ターの一員として担当することは避けられないだろう。 

　④は、当社のように会社全体としての本格的なEPMシス

テムを導入しているところは、まだほとんどなく、個別のプ

ロジェクトでの導入か、基幹システムとしての実績ベースの把

握程度が多い。 

　⑤、⑥は、PMOの直接の役割としない企業が増えてきてい

る。ひとつには、機能分担があり、メンバーのスキル・コンピ

テンシも異なるとみなされているのであろう。 

　また、⑦はプロジェクトマネージャそのものの交代など、直

接支援をする場合であるが、メンバーの数やローテーションの

問題があり、特別な場合を除き避けている企業が多い。あくま

でも当事者ではなく、全体最適を担う客観的立場であるからこ

そPMOの意味がある。 

　PMO設置の背景は、この特集の論文「インテックのプロ

ジェクトマネジメントへの取り組み」（文献[５]）を参照して

いただきたい。この中にプロジェクトマネジメントに関する課

題認識と主要な取り組みを紹介している。その中のひとつの取

り組みがPMOである。 

　ここでは、特定プロジェクト内のPMOではなく、会社や部

門といった組織内のPMOについて述べる。 

2.1 当社のPMO組織 
　当社は２００６年３月にPMOの正式な組織を２箇所に設置し

た。ひとつは全社PMOとして、技術スタッフ部門（技術統括

本部）に統括プロジェクトマネジメント室（Corporate 

Project Management Office）を設置した。もうひとつは

部門PMOとして、ソフトウェア工場部門（北陸ソフトウェア

工場）にプロジェクトマネジメント室を設置した。現在

（２００７年８月）は、大規模本部３箇所（システム開発事業本

部、西日本地区本部、北陸地区本部）にプロジェクトマネジメン

ト室を追加設置している。行政システム事業本部は２００７年７

月に品質保証部に移行した。 

　統括プロジェクトマネジメント室は東京本社に設置されて

いるが、現場（プロジェクトや部門）と近い場所にいる必要が

あるため、メンバーの一部は、中部地区本部、西日本地区本部、

北陸ソフトウェア工場に駐在する形をとっている。首都圏以外の

一部のメンバーは統括プロジェクトマネジメント室と各本部・工場

のプロジェクトマネジメント室（室長）を兼務している。 

　全社PMOと部門PMOと役割の違いは後述する。 

 

2.2 PMO設置に至る経緯 
　組織として最初の設置は２００６年３月であるが、PMOの主

な機能であるシステムレビュー制度の開始は１５年前に遡る。 

　１９９２年１０月にシステムクリニック制度を開始し、受注金額

が一定金額以上の開発プロジェクトの計画レビューを実施し

てきた。奇しくも筆者は、立ち上げ時の開発システムクリ

ニック委員として、標準チェックシートの作成やレビュアと

して参加していた。事務局は、現在の統括プロジェクトマネジ

メント室の上位組織である技術統括本部である。この制度が始

まるまでは、ほとんどのプロジェクトが部門内レビューにとど

まり、部門を越えた有識者レビューは実施していなかった。 

　アウトソーシング事業は当社の特徴のひとつであり、重要な

アウトソーシング案件については運用システムクリニックとし

たが、実際の実施回数は数件と件数は少なかった。 

　２００３年には、システムレビュー制度に改称し、その適用範

囲を、アーキテクチャ・デザインレビューや、テストプロセス

レビューなどにも拡大したが、実態としてはプロジェクト計画

のレビューがほとんどであった。また、基本的には部門やプロ

ジェクトからの申請制であったため、レビューの実施も一部の

プロジェクトに限られていた。 

　２００５年末のPMOの設置準備の段階で、さらに見直しを行

い、現在のシステムレビュー制度につながっている。 

　PMO設置時のキーワードとして次の３点を挙げている。 

　①消火から防火へ 

　　火事（トラブル）を消すより出さないほうがはるかに大事 

　②全体最適を図る 

　　会社や部門全体を俯瞰して、優先度などを判断する 

　③権限と責任を持つ 

　　現在の立場はまだ曖昧であり、これらを持つためには相応

　　の時間がかかる 

2.3 当社の全社ＰＭＯの機能 
　全社PMOは、「全社的見地から、プロジェクトの支援・監

査を行うことで、プロジェクトの成功率を向上させるための機

能とする」と定義している。 

　全社PMOの主な機能・役割を図２に示す。 

　当社の全社PMOは、対象となる個別プロジェクトに対する

支援をベースとしている。その中で、会社や部門の全体最適を

図るための判断やアドバイスを行うことになる。 

　全社PMOメンバーは担当プロジェクト制として、対象プロ

ジェクトのシステムレビューの実施と、プロジェクト遂行中の

状況把握・支援をその主な役割としている。 

　全社PMOが担当するプロジェクトは以下のいずれかに該当

するものとしている。 

　① 提案・受注金額が一定額以上 

　② リスクレベル３（本部長担当レベル） 

　③ 経営戦略会議、全社PMOの判断 

　④ 当該部門（本部、部所室）または部門PMOからの要請 

　ただし、プロジェクトマネジメントの主管がお客さまにあり、

その指揮下で開発などを行うオンサイト型 (準委任契約) の案

件は対象外とする場合がある。 

(１) システムレビュー 

　　　システムレビューには、プロジェクトレビューとテクニ

　　カルレビューがある。レビューというと監査的な響きが

　　あるが、実施時には、ともにプロジェクトの成功のために

　　リスクを軽減する知恵を出し合うという姿勢で臨むことを

　　肝に銘じている。 

(２) 対象プロジェクトの状況把握と支援 

　　　対象プロジェクトに対して、EPMシステムの活用や重

　　要判断局面での直接参加により、常に状況把握と支援を行

　　う。プロジェクトによっては、社内のマネジメントレ

　　ビューや進捗会議などに同席する。レビューのときだけ

　　ではなく、プロジェクトの始まりから、終わりまで継続的

　　に関わる必要があると考えている。 

　スケジュール遅延やコスト超過などのリスクや問題が発見さ

れた場合は、その対応策を関係者と協議し、必要と判断した場

合は、経営戦略会議などにエスカレーションして、経営判断を

仰ぐこともPMOの役割である。重要な局面では、PMOが直

接お客さまに説明･報告することもある。 

(３) 他のプロジェクトマネジメント関連施策との連携 

　　　統括プロジェクトマネジメント室の上位組織である技

　　術統括本部には、技術部と情報セキュリティ推進室があ

　　る。これらの部門が担当する、EPMシステムの全社展開、

　　プロジェクトマネージャ育成、業務プロセス標準（IP3）（文

　　献[６]) の展開、ＣＭＭＩの推進、各プロジェクトへのセ

　　キュリティ推進、テストツールの適用など、関連する施

　　策の改善などを提案する。 

 

2.4 部門PMOの機能 
　部門PMOは、全社PMOの下部組織ではなく、各本部・工

場内の組織である。一部の本部・工場には部門PMO（プロ

ジェクトマネジメント室）を設置している。システムレビュー

の開催など、全社PMOと同様の業務以外に、人材育成、ｉＱｉ

活動 (全社的品質改善活動) (文献[６])、EPM推進、本部内イン

フラ整備、セキュリティ対応などの業務も担当する。 

　プロジェクトレビューの考え方は対象プロジェクトの条件

が異なるだけで、基本的に同じである。当該部門の全社PMO

の担当プロジェクトと同様に、部門PMOは担当プロジェクト

の状況を把握したり、レビューに参加する。レビューには、

基本的にプロジェクト部門側の立場で参加している。 

　例えば、西日本地区本部のプロジェクトマネジメント室の

業務は次のように多岐にわたっている。 

　①システムレビューの実施 

　②EPMシステム活用の推進 

　③クレーム管理の推進 

　④ｉＱｉ活動の推進 

　⑤技術教育の推進 

　⑥ ITアーキテクチャグループ活動の推進 

　⑦ＣＭＭＩの取り組み 

　また、システム開発事業本部（東京・横浜）の役割は、次

のようになっている。 

　①体系的なリスクマネジメントの実施　見積もりレビュー

　　の徹底、積極的支援 

　②本部PMOと各部PM（部門レビュア）とによる本部重点

　　プロジェクト支援 

　③ＥＰＭ活用支援 

　全社PMOは、本来のPMO機能に特化しているが、部門

PMOは、本部レベルの技術スタッフ的機能が他にないことか

ら、その機能を併せ持っている。 

3.1 プロジェクトレビューの基本的な考え方 
　リスクマネジメントの観点で、プロジェクトレビューを行う。

プロジェクト側で洗い出されたリスクとその対応策の妥当性の

確認、改善すべき内容やアドバイスを行う。つまり、リスクの

アセスメントを行うだけでなく、リスクの対応策を一緒に考え

ることを第一義とする。もちろん、問題や課題として顕在化し

ている場合も同様である。 

　また、レビュー会議に主要なステークホルダーが一堂に会す

ることは、互いの認識や情報共有の場を提供することにもつな

がる。 

　プロジェクトレビューのポイントを次に述べる。 

　①担当PMOは対象プロジェクトでの必要フェーズのプロジェ

　　クトレビューを実施する。 

　②プロジェクトレビューでリスクが非常に高く、対応も困難

　　と判断した場合は、提案・受注の取り止めやプロジェクト

　　の撤退を具申することがある。 

　③当該部門との意見の一致を見ない場合は、経営戦略会議な

　　どにエスカレーションして、経営判断を仰ぐ。 

　④必要に応じて、アーキテクチャ・デザインレビュー、テス

　　トプロセスレビュー、保守・運用レビューなどを開催する

　　ことがある。　 

　⑤プロジェクトマネージャの選任に関与し、本部内で人選を

　　できない場合は、社内全体からプロジェクトマネージャ候

　　補を人選し、経営戦略会議などに判断を仰ぐことができる。 

　⑥後述のようにレビュアはPMO以外の有識者も参画するが、

　　担当PMOは当該プロジェクトの全フェーズをカバーする。

　 （最初から最後まで関わる） 

 

3.2 プロジェクトレビューの種類 
 次のレビュー種類のうち、プロジェクト計画レビューは必須

だが、その他のフェーズのレビューの実施はプロジェクトの状

況に応じて、担当PMOが判断している。また、同時に複数の

種類のレビューを実施することもある。 

　①提案レビュー 

　②受注レビュー 

　③プロジェクト編成レビュー 

　 （プロジェクト憲章、プロジェクト編成など） 

　④プロジェクト計画レビュー 

　⑤プロジェクト変更計画レビュー 

　⑥テスト計画レビュー 

　⑦出荷判定レビュー 

　⑧完了報告レビュー 

　提案レビュー、受注レビューは、日程などに余裕がない場合

が多いので、部門内レビューの席に、担当PMOが出席するこ

とで代用するのが現実的といえる。 

　プロジェクト計画レビューと完了報告レビューは必須とする。

また、スケジュール遅延やコスト（利益率の低下）に影響を与

えるスコープの変更があった場合は、変更計画レビューを実施

する。プロジェクト編成レビューはプロジェクト計画レビュー

の中で実施することが多い。完了報告レビューは、完了報告会

や反省会を兼ねて実施し、担当PMOはアドバイザー的な役目

となる。この内容はプロジェクト評価の参考とする。 

　出荷判定レビューは基本的には、当該部門が実施・判断すべ

きことである。したがって、レビュアは本部長や部所長であり、

担当PMO（場合によっては部門外の有識者も含む）は同席し

て意見を述べる程度となる。また、ここでは、成果物そのもの

の品質保証などのレビューではなく、お客さま満足度の観点で

出荷に耐えうる、または課題の積み残しがあっても代替案があ

るなどの判断が中心となる。 

　プロジェクトレビューの実施時期や実施内容は、全社PMO

のヒアリングなどを経て、当該プロジェクトおよび上位マネー

ジャと相談の上、決定する。プロジェクトの状況に応じて、必

要なタイミングで複数回実施する。 

 

3.3 ＰＭＯの今後の課題 
　２００７年度の全社PMOの重点課題として、セキュリティリ

スクの徹底と受注品質の向上がある。 

　受注品質の向上とは、提案時や受注時でのリスクの洗い出し

や対応をきちんと行うことであり、この局面でのシステムレ

ビューが最も効果があることは言うまでもない。あまりにも

リスクが大きな場合には、提案や受注を断念することにもつな

がる。一方で、タイミングよくこの局面で全社PMOが担当す

ることは現状では難しい場合が多い。部門PMOのある部門の

場合は、部門PMO主催の提案レビューや受注レビューに同席

する形が現実的である。 
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吉岡　靖晃 

● 技術統括本部 
　統括プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯとしての主要プロジェクトの支援、 
　プロジェクトマネジメント関連の戦略立案に従事、 
　ＥＰＭシステムの導入提案やＰＭＯの設置提案などを担当 
● 情報処理技術者（ＰＭ）、プロジェクトマネジメント学会会員、 
　JISA・PM研究会委員、PMAJ・IT-SIG（リスクWG）メンバー 
 

2. 当社のPMOについて 

　プロジェクトマネジメントに特効薬もスペードのエースもな

い（IT業界では「銀の弾丸はない」という言い方をする）。

プロジェクトの成功に役に立つには、PMOは地道な活動が必

要である。 

　プロジェクトや部門の個別の事情を鑑みながらも、全体最適

を図り、お客さま満足度を向上させるよう、PMO活動に取り

組んでいきたい。 

4. おわりに 3. プロジェクトレビューの概要 

技術統括本部 

全社PMO〈統括プロジェクトマネジメント室〉 

＊2007年8月現在 
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2006/3設置 
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（室長） 

首都圏・ 
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事業本部 
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事業本部 … 札幌センター 

仙台センター 

部門PMO 部門PMO
部門PMO

部門PMO
2006/4設置 

2007/7 
品質保証部に移行 

2006/3設置 

プロジェクトマネジメント室 

ライン 

全社PMOとは独立 

2006/4設置 

図１　当社のPMO組織の関係図 
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図２　当社のPMOの機能・役割 
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