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1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 
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MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 
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表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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表１　PMSのタスクとPMBOKガイドとの対応関係 

PMBOK 立ち上げ 計画 実行 監視コントロール 終結 

統合マネジメント 

スコープマネジメント 

タイムマネジメント 

コストマネジメント 

品質マネジメント 

人的資源マネジメント 

コミュニケーション  
マネジメント 

リスクマネジメント 

調達マネジメント 

M1-1-1 作業受付 

M1-1-2 プロジェクト憲章の発行 

M2-1-10 プロジェクト計画の統合 

M2-1-11 プロジェクト計画書レビュー 

M2-1-9 構成管理計画策定 

M2-1-1 スコープ計画策定 

M2-1-2 スケジュール策定 

M2-1-3 コスト計画策定 

M2-1-5 品質計画策定 

M2-1-4 人的資源計画策定 

M2-1-6 コミュニケーション計画策定 

M2-1-7 リスク計画策定 

M2-1-8 調達計画策定 

M3-2-1 課題収集と分析 

M3-2-2 ステークホルダー調整 

M3-7-1 プロジェクト計画の段階的詳細化 

M3-1-3 品質の監視 

M3-1-4　進捗レビュー 

M3-4-1 契約履行管理 

M3-4-2 契約変更管理 

M4-1-1 プロジェクト完了報告書作成 

M4-1-2 プロジェクト反省会実施 

M4-1-3 プロジェクト完了報告書提出 

M3-4-3 受け入れ 

M3-2-3 是正処置立案 

M3-2-4 是正処置実施 

M3-2-5 是正処置管理 

M3-5-1 構成変更管理 

M3-5-2 構成監査 

M3-3-1 要件変更管理 

M3-1-1 スケジュールの監視およびコストの監視 

M3-6-1 プロジェクト報告 

M3-6-2 マネジメントレビュー 

M3-8-1 リスクの監視 

【部門特性】 
 顧客業種、業務種類、 
利用技術など 

【プロジェクト業務の特性】 
契約形態、作業範囲、規模、 

 開発方法、制約条件、前提条件、 
システム化課題など 

【プロジェクト計画】 
作業定義、作業順序設定、 

所要期間見積、 
スケジュール作成、 
予算設定など 

プロジェクト 
マネジメント 
標準 
PMS

部門標準 

プロジェクト 
計画書など 

プロジェクト 
ノウハウ 

プロジェクト 
実施 

プロジェクト 
結果 

テーラリング 

テーラリング テーラリング 

参照 

プロジェクトデータを蓄積 

リスクマネジメント研修　　　　　 　　　　　　　　プロジェクトのリスクを適切にマネジメントするために 

ネゴシエーション（交渉力）研修　　　　　　　　　　利害関係者と良好な関係を構築していくために 

プロジェクトケーススタディ研修　　　　　　　　　　プロジェクトを適切に運営していくために 

プロジェクトチームマネジメント研修　　　　　　　　プロジェクトチームを適切にマネジメントするために 

プロジェクトマネジメント標準の概要と適用研修　　　プロジェクトマネジメントの社内標準を活用するため 

プロジェクトマネジメントシステム研修　　　　　　　プロジェクトマネジメントシステムを使いこなすために 

プロジェクトマネジメント基礎研修　　　　　　　　　プロジェクトマネジメントの基礎知識を習得するために 

上級 

中級 

初級 

　　　　　  項目 

役員講話 

PMS概説＆立ち上げ 

計画 

昼食休憩 

計画演習 

実行／監視コントロール 

実行／監視コントロール　演習 

終結 

確認テスト 

時間 

30分 

30分 

90分 

45分 

105分 

45分 

120分 

15分 

45分 

2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 

IP3/PMS
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1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 

HIGASHINO Masahide　　　KANEKO Toshifumi　　  　IZUMI Tadakazu 

MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 
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表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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図４　プロセス、アクティビティ、タスクの構成 
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表１　PMSのタスクとPMBOKガイドとの対応関係 

PMBOK 立ち上げ 計画 実行 監視コントロール 終結 

統合マネジメント 

スコープマネジメント 
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M2-1-6 コミュニケーション計画策定 

M2-1-7 リスク計画策定 

M2-1-8 調達計画策定 

M3-2-1 課題収集と分析 
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プロジェクトマネジメント基礎研修　　　　　　　　　プロジェクトマネジメントの基礎知識を習得するために 

上級 

中級 

初級 

　　　　　  項目 

役員講話 

PMS概説＆立ち上げ 

計画 

昼食休憩 

計画演習 

実行／監視コントロール 

実行／監視コントロール　演習 

終結 

確認テスト 

時間 

30分 

30分 

90分 

45分 

105分 

45分 

120分 

15分 

45分 

2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 

IP3/PMS

プロセス 
テーラリング 
ガイド 

標準化規約 

技術標準管理規程 
標準用語集 
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1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 

HIGASHINO Masahide　　　KANEKO Toshifumi　　  　IZUMI Tadakazu 

MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 
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表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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図４　プロセス、アクティビティ、タスクの構成 
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表１　PMSのタスクとPMBOKガイドとの対応関係 

PMBOK 立ち上げ 計画 実行 監視コントロール 終結 

統合マネジメント 

スコープマネジメント 

タイムマネジメント 

コストマネジメント 

品質マネジメント 

人的資源マネジメント 

コミュニケーション  
マネジメント 

リスクマネジメント 

調達マネジメント 

M1-1-1 作業受付 

M1-1-2 プロジェクト憲章の発行 

M2-1-10 プロジェクト計画の統合 

M2-1-11 プロジェクト計画書レビュー 

M2-1-9 構成管理計画策定 

M2-1-1 スコープ計画策定 

M2-1-2 スケジュール策定 

M2-1-3 コスト計画策定 

M2-1-5 品質計画策定 

M2-1-4 人的資源計画策定 

M2-1-6 コミュニケーション計画策定 

M2-1-7 リスク計画策定 

M2-1-8 調達計画策定 

M3-2-1 課題収集と分析 

M3-2-2 ステークホルダー調整 

M3-7-1 プロジェクト計画の段階的詳細化 

M3-1-3 品質の監視 

M3-1-4　進捗レビュー 

M3-4-1 契約履行管理 

M3-4-2 契約変更管理 

M4-1-1 プロジェクト完了報告書作成 

M4-1-2 プロジェクト反省会実施 

M4-1-3 プロジェクト完了報告書提出 

M3-4-3 受け入れ 

M3-2-3 是正処置立案 

M3-2-4 是正処置実施 

M3-2-5 是正処置管理 

M3-5-1 構成変更管理 

M3-5-2 構成監査 

M3-3-1 要件変更管理 

M3-1-1 スケジュールの監視およびコストの監視 

M3-6-1 プロジェクト報告 

M3-6-2 マネジメントレビュー 

M3-8-1 リスクの監視 

【部門特性】 
 顧客業種、業務種類、 
利用技術など 

【プロジェクト業務の特性】 
契約形態、作業範囲、規模、 

 開発方法、制約条件、前提条件、 
システム化課題など 

【プロジェクト計画】 
作業定義、作業順序設定、 

所要期間見積、 
スケジュール作成、 
予算設定など 

プロジェクト 
マネジメント 
標準 
PMS

部門標準 

プロジェクト 
計画書など 

プロジェクト 
ノウハウ 

プロジェクト 
実施 

プロジェクト 
結果 

テーラリング 

テーラリング テーラリング 

参照 

プロジェクトデータを蓄積 

リスクマネジメント研修　　　　　 　　　　　　　　プロジェクトのリスクを適切にマネジメントするために 

ネゴシエーション（交渉力）研修　　　　　　　　　　利害関係者と良好な関係を構築していくために 

プロジェクトケーススタディ研修　　　　　　　　　　プロジェクトを適切に運営していくために 

プロジェクトチームマネジメント研修　　　　　　　　プロジェクトチームを適切にマネジメントするために 

プロジェクトマネジメント標準の概要と適用研修　　　プロジェクトマネジメントの社内標準を活用するため 

プロジェクトマネジメントシステム研修　　　　　　　プロジェクトマネジメントシステムを使いこなすために 

プロジェクトマネジメント基礎研修　　　　　　　　　プロジェクトマネジメントの基礎知識を習得するために 

上級 

中級 

初級 

　　　　　  項目 

役員講話 

PMS概説＆立ち上げ 

計画 

昼食休憩 

計画演習 

実行／監視コントロール 

実行／監視コントロール　演習 

終結 

確認テスト 

時間 

30分 

30分 

90分 

45分 

105分 

45分 

120分 

15分 

45分 

2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 

IP3/PMS

プロセス 
テーラリング 
ガイド 

標準化規約 

技術標準管理規程 
標準用語集 
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東野　雅英　　　　　　金子　聡文　　　　　　泉　肇一 
 

増田　紳一　　　　　　 高野　智　　　　　　丹羽　武志 

1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 

HIGASHINO Masahide　　　KANEKO Toshifumi　　  　IZUMI Tadakazu 

MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 
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   従事 

表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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図４　プロセス、アクティビティ、タスクの構成 
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表１　PMSのタスクとPMBOKガイドとの対応関係 

PMBOK 立ち上げ 計画 実行 監視コントロール 終結 

統合マネジメント 
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タイムマネジメント 
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2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 

IP3/PMS
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インテックの 
プロジェクトマネジメント標準とPM育成 

INTEC's Project Management Standard and PM training

東野　雅英　　　　　　金子　聡文　　　　　　泉　肇一 
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1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 

HIGASHINO Masahide　　　KANEKO Toshifumi　　  　IZUMI Tadakazu 

MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 

参考文献 

[１] 中山芳樹,馬原博史,君塚修,末森智也,山本輝樹：オープン化

　　時代に即した開発プロセス標準, INTEC Technical Journal 

　　第5号, (2005) 

[２] 長尾好晴,青木政二,栗山嘉男,舟根靖,本庄邦幸,渡辺憲一：

　  運用品質を開発工程で作りこむ運用プロセス標準, INTEC 

　   Technical Journal 第5号, (2005)

IZUMI Tadakazu

泉　肇一 

● システム開発事業本部 
   プロジェクトマネジメント室 
● 本部内のプロジェクト支援及び提案支援に従事 
● 情報処理技術者 (PM) 
   プロジェクトマネジメント学会会員 
 

KANEKO Toshifumi

金子　聡文 

● 北陸ソフトウェア工場 
   プロジェクトマネジメント室 
● 全社ＰＭＯ、部門ＰＭＯとして工場のプロジェクトの成功率 
   向上をミッションとして活動中 
● 情報処理技術者（PM）、ＩＴコーディネータ 
 

HIGASHINO Masahide

東野　雅英 

● 西日本地区本部 
   金融営業部 
● 情報処理技術者（システム監査）、ＩＴコーディネータ、 
   公認システム監査人補、JISA近畿地区懇話会幹事、 
   システム監査学会会員、プロジェクトマネジメント学会会員 
 

NIWA Takeshi

丹羽　武志 

● 技術統括本部 
   技術部 
● プロセス改善推進、およびIP3標準化業務に従事 
● SEI認定SCAMPIリードアプレイザ、PMP、情報処理技術者 
    (PM)、プロジェクトマネジメント学会評議員 

TAKANO Satoshi 

 

高野　智 

● 技術統括本部 
   技術部 
● EPMシステム全社導入に参画、社内のプロジェクトマネジ 
   メント業務標準化に従事 
 

MASUDA Shinichi

増田　紳一 

● 中部地区本部 
   第一システム部 
● エンタープライズソリューションにおけるマネジメント業務に 
   従事 

表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 

IP3/PMS
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1. はじめに 

インテックのプロジェクトマネジメント 

HIGASHINO Masahide　　　KANEKO Toshifumi　　  　IZUMI Tadakazu 

MASUDA Shinichi　　　　　TAKANO Satoshi　  　　　NIWA Takeshi

概要 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。プロ

ジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影響を及ぼすことは明らかである。このような状況から、当社においても

プロジェクトにおけるマネジメントの品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さまへの納品までを

カバーする、PMBOKガイドやCMMIなど世界標準に準拠した全社統一標準が求められている。本稿では、その

コンセプト、特徴、構成について述べる。 

1.1 プロジェクトマネジメント標準の導入の背景 
　IT業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェ

クトマネジメント力の不足が叫ばれて久しい。大規模化・複

雑化するプロジェクトの運営を成功裡に導くためには、個々

のプロジェクトの努力に任せるのではなく、組織横断的なプ

ロジェクトマネジメントの推進が必要となる。また、納期の

短縮・不確実性や変化への柔軟な対応・コスト低減要求など

に対しては、単独プロジェクトの部分最適だけでは限界があ

り、社内の全プロジェクトの最適化が求められる。そこで、当

社ではプロジェクトマネジメント力を強化するための施策とし

て、インテックカレッジにおけるプロジェクトマネージャ

育成カリキュラムの実施、およびEPM（Enterprise Project 

Management）システムの導入による組織的マネジメント力

の強化策を展開し、安定したプロジェクトマネジメントの実

践にチャレンジしている。 

　プロジェクトマネジメントの標準化に着目すると、１９８０年

代後半、米国プロジェクトマネジメント協会（PMI）が発行

したPMBOKガイドが発端となり、１９９６年に改訂された時点

で世界的に広く認知され、現在 (２００７年) はPMBOKガイド

第３版が最新版となっている。このほかにも、品質管理の国際

規格である ISO１０００６ (プロジェクトマネジメントにおける

品質ガイド) やソフトウェア開発プロセスの成熟度モデルであ

るCMMIなども注目されてきている。これまでは一部の企業に

しか導入されていなかったが、開発プロジェクトの失敗やITの

グローバリゼーション化の進展にともない、こうした国際標準

に目を向けようとする気運が高まってきている。 

図 1　プロジェクトを取り巻く環境の変化 

1.2 プロジェクトマネジメント標準のコンセプト 
　このような状況から、プロジェクトにおけるマネジメントの

品質を向上させるために、システム企画・提案からお客さ

まへの納品までをカバーするPMBOKガイドやCMMIなどの世

界標準に準拠した全社統一標準が求められてきた。プロジェ

クトマネージャを早期に育成するうえでも、プロジェクトマ

ネージャ初心者にとってこうした標準書は効果的なものであ

る。同時に、これが実際に運用されればプロジェクトに携わ

るすべてのステークホルダーにとってコミュニケーション上、

有効に作用する。我々は以下の２つをコンセプトとして定め、

プロジェクトマネジメント標準（Project Management 

Standard、以下PMS）を作成した。なお、PMSは当社の業

務プロセス標準 IP3の一部であり、これまでに開発プロセス標

準（DPS）（文献[1]）および運用プロセス標準（OPS）（文

献[２]）を策定・施行している。 

(１) プロジェクトマネジメント作業の標準化 

　　　プロジェクトマネジメントが人の能力に依存しすぎて

　　いるというのでは組織としてリスクが大きい。また、プ

　　ロジェクトマネジメントの均一化には組織的な取り組み

　　が必要であり、その第一歩として一定の標準化が不可欠

　　である。 

(２) マネジメント作業の支援環境 

　　　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行う

　　には、経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識と

　　ノウハウがあれば所定のマネジメントレベルが維持でき

　　る支援環境を作り上げる必要がある。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント標準の構成 
　PMSは、以下の４種類のドキュメントで構成されている（図２）。 

(１) 概説書 

　　　PMS作成の背景や目的、特徴、構成、使い方などを解

　　説した文書 

(２) プロセス定義書 

　　　各タスクの説明、インプット／アウトプット、担当者

　　と参画者、参照先を定義した文書 

(３) 管理文書定義書 

　　　プロジェクトマネジメントに有用な各種管理文書の

　　テンプレートおよびサンプルを示した文書の集合 

(４) EPM利用ガイド 

　　　EPMシステムを用いたPMS実践のためのガイドブック 

図 ２　PMSドキュメント構成 

2. プロジェクトマネジメント標準の特徴 

図５　テーラリングプロセス 

3. プロジェクトマネージャ育成 
3.1 プロジェクトマネージャ育成の考え方 
　組織として安定的にプロジェクトマネジメントを行うには、

経験豊かなマネージャだけでなく、一定の知識とノウハウが

あれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上

げる必要がある。プロジェクトマネージャとして必要となる

スキルにフォーカスし、このスキルを段階的に高めていくこ

とが、当社におけるプロジェクトマネージャ育成の考え方で

ある。 

 

3.2 プロジェクトマネージャ育成の仕組み 
3.2.1　スキルマネジメント 
　当社のすべての技術者について、担当業務を遂行していく

ために必要なスキル群（スキルセット）を定め、保有するス

キルを評価し向上させる基盤が「スキルマネジメント」であ

る。スキルの評価には、ＩＴスキル標準を活用している。 

　プロジェクトマネジメントについては４つの専門分野に分

けてレベル３から７までの５段階で評価している。プロジェ

クトマネージャは、この評価にもとづいて、当社の研修制度

（インテックカレッジ）のもとで自らのスキル向上に励んで

いる。 

3.2.2 プロジェクトマネージャ向け研修 
　当社では、主たる業務がプロジェクトマネージャである社員

に対し、PMS研修（プロジェクトマネジメント標準の概要と

適用研修）の受講を義務付けている (図６)。この研修を受講す

るためには、PMBOKの基礎知識を習得していること、EPM

システムの活用方法をマスターしていることが前提となってお

り、別途研修カリキュラムを用意している。 

　プロジェクトマネージャ向け研修ではPMSの概要について

理解し、現場で活用できるレベルになるようにカリキュラムを

組んでいる（表２）。講師陣は当社を代表する第一線のプロ

ジェクトマネージャであり、単にプロセスだけでなくプロ

ジェクトマネジメント経験に基づく、知見・教訓なども教示し

ている。演習も充実しており、普段顔を合わせることのないプ

ロジェクトマネージャ同士が演習を通して、課題に対し積極的

な意見交換や議論を行い、当社のプロジェクトマネジメントの

実情を紹介し合えるなど、副次的効果もある。 

　本研修の上位研修として、ケーススタディやチームマネジメ

ント、リスクマネジメントやネゴシエーションといったより実

践的な研修も用意している（図６）。さらに、プロジェクトマ

ネージャの集まり（PMコミュニティー）を形成し、実践に即

した事例紹介、ノウハウの共有などを通して、相互啓発による

能力開発を進めていく予定である。 

4. おわりに 
　各部門からの現役プロジェクトマネージャの英知を集約し、

当社としての標準 (PMS) を作成することができた。しかし、

プロセスの標準化は標準文書を作成しただけでは不十分であ

り、現場への定着を伴わなくては意味がない。今後もプロ

ジェクトマネージャに対し、トレーニングを実施するととも

に、標準に準拠した作業を実施していることを確実なものと

するためのチェック機能を充実させていきたい。 
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表２　PM研修のカリキュラム 

図６　インテックカレッジの研修体系 (PM関連)

図３　PMSのプロジェクトマネジメントプロセス 
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PMBOK 立ち上げ 計画 実行 監視コントロール 終結 

統合マネジメント 

スコープマネジメント 

タイムマネジメント 

コストマネジメント 

品質マネジメント 

人的資源マネジメント 

コミュニケーション  
マネジメント 

リスクマネジメント 

調達マネジメント 

M1-1-1 作業受付 

M1-1-2 プロジェクト憲章の発行 

M2-1-10 プロジェクト計画の統合 

M2-1-11 プロジェクト計画書レビュー 

M2-1-9 構成管理計画策定 

M2-1-1 スコープ計画策定 

M2-1-2 スケジュール策定 

M2-1-3 コスト計画策定 

M2-1-5 品質計画策定 

M2-1-4 人的資源計画策定 

M2-1-6 コミュニケーション計画策定 

M2-1-7 リスク計画策定 

M2-1-8 調達計画策定 

M3-2-1 課題収集と分析 

M3-2-2 ステークホルダー調整 

M3-7-1 プロジェクト計画の段階的詳細化 

M3-1-3 品質の監視 

M3-1-4　進捗レビュー 

M3-4-1 契約履行管理 

M3-4-2 契約変更管理 

M4-1-1 プロジェクト完了報告書作成 

M4-1-2 プロジェクト反省会実施 

M4-1-3 プロジェクト完了報告書提出 

M3-4-3 受け入れ 

M3-2-3 是正処置立案 

M3-2-4 是正処置実施 

M3-2-5 是正処置管理 

M3-5-1 構成変更管理 

M3-5-2 構成監査 

M3-3-1 要件変更管理 

M3-1-1 スケジュールの監視およびコストの監視 

M3-6-1 プロジェクト報告 

M3-6-2 マネジメントレビュー 

M3-8-1 リスクの監視 

【部門特性】 
 顧客業種、業務種類、 
利用技術など 

【プロジェクト業務の特性】 
契約形態、作業範囲、規模、 

 開発方法、制約条件、前提条件、 
システム化課題など 

【プロジェクト計画】 
作業定義、作業順序設定、 

所要期間見積、 
スケジュール作成、 
予算設定など 

プロジェクト 
マネジメント 
標準 
PMS

部門標準 

プロジェクト 
計画書など 

プロジェクト 
ノウハウ 

プロジェクト 
実施 

プロジェクト 
結果 

テーラリング 

テーラリング テーラリング 

参照 

プロジェクトデータを蓄積 

リスクマネジメント研修　　　　　 　　　　　　　　プロジェクトのリスクを適切にマネジメントするために 

ネゴシエーション（交渉力）研修　　　　　　　　　　利害関係者と良好な関係を構築していくために 

プロジェクトケーススタディ研修　　　　　　　　　　プロジェクトを適切に運営していくために 

プロジェクトチームマネジメント研修　　　　　　　　プロジェクトチームを適切にマネジメントするために 

プロジェクトマネジメント標準の概要と適用研修　　　プロジェクトマネジメントの社内標準を活用するため 

プロジェクトマネジメントシステム研修　　　　　　　プロジェクトマネジメントシステムを使いこなすために 

プロジェクトマネジメント基礎研修　　　　　　　　　プロジェクトマネジメントの基礎知識を習得するために 

上級 

中級 

初級 

　　　　　  項目 

役員講話 

PMS概説＆立ち上げ 

計画 

昼食休憩 

計画演習 

実行／監視コントロール 

実行／監視コントロール　演習 

終結 

確認テスト 

時間 

30分 

30分 

90分 

45分 

105分 

45分 

120分 

15分 

45分 

2.1 プロジェクトマネジメント作業の標準化 
2.1.1 プロセス、アクティビティ、タスクの概念 
　プロジェクトマネジメントの作業をプロセス、アクティビ

ティ、タスクの階層構造で定義している（図３、図４）。 

(１) プロセス 

　　　プロジェクトマネジメントプロセスを４つ（立上げ、

　　計画、実行/監視コントロール、終結）に分類 

(２) アクティビティ 

　　　各プロセスの作業項目を詳細化 

(３) タスク 

　　　各アクティビティを作業レベルに詳細化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2 グローバルスタンダードの導入 
 PMSは、CMMIやPMBOKガイドなどの国際的なデファクト

スタンダードの概念を導入している。表1にPMSのタスクと

PMBOKガイドとの対応関係を示す。本標準はタスクレベル

で、PMBOKガイドが規定している９つのマネジメントプロ

セスと、５つのプロジェクトマネジメントプロセスに対応して

いる。また、CMMI レベル２の領域との関連では、個々のプロ

ジェクトマネジメントに関するプロセスに対応している。 

2.1.3 EPMシステムとの連携 
　当社では、プロジェクト状況の可視化・共有化のために、

全社共通のインフラとしてEPMシステムを導入し、展開して

いる。PMSにおいても、EPMシステムを活用することを前提

として、プロセスや管理文書の定義や利用方法を規定してい

る。具体的には以下の点が挙げられる。 

(１) プロジェクト属性情報のEPMシステムへの登録 

　　　プロジェクトの属性情報をEPMシステムに登録する際

　　のデータ項目と手順とを管理文書定義書に明記した。これ

　　により、プロジェクト情報を再利用するためのプロジェ

　　クト検索を容易にしている。また、計画書や完了報告書な

　　どの管理文書を作成する負荷を軽減することができる。 

(２) EPMシステムを用いたプロジェクト計画 

　　　EPMシステムを用いてプロジェクト計画を立案する際

　　のデータ項目と手順とをプロセス定義書に明記した。作業

　　の洗い出し、計画に必要な数値の入力、個別計画の統合な

　　どプロジェクトの要件を満たし、かつ実現可能な計画を立

　　案するために必要なタスクと考慮点を記している。 

(３) EPMシステムを用いた進捗管理を標準化 

　　　プロジェクトの実績として取り込むデータの種類、プロ

　　ジェクトの状況可視化に用いるデータと管理文書を規定

　　した。これにより、どのプロジェクトでも同じ基準で状

　　況が把握でき、進捗管理方法の標準化が可能になる。 

(４) 標準書作成における配慮 

　　　プロジェクトの各局面で、EPMシステムの利用に関す

　　るマニュアル・規定類をプロセス定義書に明記している。 

 

2.1.4 テーラリング概念の導入 
　『プロジェクトマネジメント作業はプロジェクトの特性に応

じて設計するもの』というテーラリングの考え方を取り入れて

いる。テーラリングとは、標準が定めているプロセスを、プロ

ジェクトの規模・リスクレベル・対象システムの規模などのプ

ロジェクトの特性に応じて調整する作業である。標準は、網羅

性を意識して多様なタスクを包含している。このため、一般的

には個々のプロジェクトではテーラリングを施して適切なプロ

セスを設計することが必要であり、プロジェクトマネージャの

重要な作業のひとつである。 

　たとえば、当該プロジェクトにおいて調達が発生しない場

合、調達管理プロセスは適用外となるケースなどがある。 

　図５は、テーラリング作業フロー図である。PMSは、原型

をそのままテーラリングし、プロジェクトに適用する場合も

ある。また、部門のプロセスが共通性を持つ場合、部門ごとに

一旦大まかなテーラリングを施した部門標準を策定し、各プロ

ジェクトは部門標準を元に活用することもある。いずれの場合

も、標準からテーラリングされた結果を保存し、プロジェクト

のノウハウを蓄積すると共に、プロセスを改良していく一連の

改善のPDCAループをまわしている。 
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