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第３期ＰＭＯ研究会 

「オーダマネジメント研究会」の 

活動成果と第４期の活動計画 
 

 

 
 
第３期研究会の活動成果 

 

ＰＭＯの機能強化を基本目的にした弊社主催

のＰＭＯ研究会は、過去３年、以下のテーマで研

究を進めてまいりました。 

第１期 ２００３年度 ＰＭＯの組織と機能 

第２期 ２００４年度 リスクマネジメント 

第３期 ２００５年度 オーダマネジメント 
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■第１期・第２期の概要 

第１期は、「先進的な」情報サービス業に

おけるＰＭＯの立ち上げ期でしたから、ＰＭ

Ｏは何をなすべきかという点の研究をいたし

ました。この研究成果は、このテーマでの実

践的研究としては世界の最高水準をいくもの

であると評価されております。記憶に強く残

る結論は、「ＰＭＯは、火の見やぐらと駆け

込み寺を目指すべきである」「ＰＭＯ組織の

長は『可愛くないとだめ』」などでした。Ｐ

ＭＯの成熟度モデルも作成しました。 

第２期は、「プロジェクトの失敗を防止す

ること（を支援するの）がＰＭＯの使命であ

るなら、リスクに対して適切な対応ができな

ければいけない」ということで、テーマが設

定されました。この研究成果も高水準なもの

でした。リスク・チェックリストのマスタに

していただく目的で作成したチェックリスト

の項目数は５８８にのぼります。 

 

■第３期活動成果 

第３期は、「最大のリスクは何かと言うと、

前工程･要件段階の不首尾である」ということ

から研究テーマが設定されました。要件をど

のようにして確定させたらよいか、その要件

に基づいてどのように見積り、それを契約に

どのように反映させればよいかという研究で

す。 

第３期の中心テーマは、やはり要件問題で

す。弊社の調査では、総開発工数の４割は「手

戻り、手直し、手待ち」などの開発ロスであ

り、その半分は要件問題〈要件の追加･変更〉

である、ということが分かっています。その

ような開発ロスがどの程度あるのか、単に要

件が確定しただけなのか追加･変更なのか、な

どの実態は闇です。実態が闇では、本格的な
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改善がなされないのは当然の帰結です。 

この研究会は、受注側だけでなく発注側の

方も参加しての研究でしたが、要件問題に対

する結論は以下のとおりです。 

 

ａ．従来は「要件は発注者が決めるべきもの

で、受注者はそれを忠実に受けて開発を

すればよい」というスタンスだった。と

ころが、発注者が要件を的確に決めるこ

とができなくなっている。だから、あい

まいなままとりあえず発注しておいて、

次第に〈場合によってはシステムが動き

出してから〉要件を固めている結果にな

っている。これでは、しわ寄せは受注側

に来てしまうので、「受注側は発注側に

働きかけて一緒に要件を固めるアプロ

ーチを採るべきだ」 

 

ｂ．その際、従来は要件確定段階でシステム

の概要機能を固めようとしているが、こ

れの確定は外部設計工程が終了しなけ

ればできない。できない事をやろうとす

るから、もめる。そうではなく、要件確

定〈開発発注〉段階では、「システムの

開発目的を確定させればよい」〈これを

開発目的の完全定義と言っています〉。

機能は概略のままで、それは開発目的を

理解するための材料であると理解する。 

 

この２点をてこにして、関連業界長年の課

題である要件問題に切り込んでいこう、とい

うのが結論です。この結論は先進的な提言と

して、要件問題の改善の歴史に残る内容では

ないかと自負しております。 
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『見積り』に関しては、見積りのプロセス

を明確化して、確定させる要件を基礎に見積

りを行う、ということですが、機能は確定し

ていませんから、開発目的確定の前提で、開

発規模はシステム利用者から見える画面･帳

票等の量の上限を設定します。たとえば「１

００画面･帳票の範囲で開発する」のように決

めるのです。 

抜かりがあるといけないので、「見積りチ

ェックリスト」も作成しました。現状では「見

積りチェックリスト」を会社標準として設定

されている企業は少数のようです。 

『契約』は、見積りの前提条件を明示して、

その前提条件が変更になる〈仕様変更や追加〉

場合は、納期・料金が見直しになるという条

項を必須とする、などが結論です。研究会で

は、契約が不備であったためにどのようなト

ラブルが発生したかの調査もしました。 

『見積り』『契約』に関しては無難な結論

です。やはり要件が決まることが先決なので

す。発注側･受注側という立場にこだわること

なく、皆様にご協力いただいて、要件問題の

改善が進むことを願っております。 

第３期の研究経緯と研究会参加企業を図

表１および図表２に示しました。 
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図表１ 第３期ＰＭＯ研究会研究経緯（2005 年度） 

開催回 開催日 内 容  

１ 2005/7/8 

・オリエンテーション 

・第２テーマ検討の前提とする仮説の検討 

・講演：「契約のあり方の研究」 

２ 2005/8/25 
テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――ＮＥＣソフト株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントの研究」――要件確定 

３ 2005/9/27 
テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――キーウェアソリューションズ株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

４ 2005/10/21 

テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――株式会社ＣＲＣソリューションズ、ダイヤモンド富士ソフト株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

（１）要件確定不備対策のまとめ検討 （２）見積り不備対策の検討 

５ 2005/11/29 

テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――アメリカンファミリー生命保険会社、三井情報開発株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

（１）要件確定不備対策の検討 （２）見積り不備対策の検討 

６ 2006/1/24 

テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――富士フィルムコンピューターシステム株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

（１）目的定義の意義と方法の啓蒙方法の検討 （２）見積り不備対策の検討 （３）契約不備対策の検討 

７ 2006/2/21 

テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――住商情報システム株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

（１）目的定義の意義と方法の啓蒙方法の検討 （２）見積り不備対策の検討 （３）契約不備対策の検討 

８ 2006/4/18 

テーマ１：「ＰＭＯ運営方法の研究」――住生コンピューターサービス株式会社 

テーマ２：「オーダマネジメントのリスク回避対策研究」 

（１）目的定義の意義と方法の啓蒙方法の確認 （２）見積り不備対策の確認 （３）契約不備対策の確認 

テーマ３：ＰＭＯ研究会成果報告書のまとめ方について等 
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図表２ 第３期ＰＭＯ研究会参加企業（2005 年度） 

№ 会  社  名 

1 アメリカンファミリー生命保険会社 

2 ＮＥＣソフト株式会社 

3 キーウェアソリューションズ株式会社 

4 株式会社ＣＲＣソリューションズ 

5 住商情報システム株式会社 

6 住生コンピューターサービス株式会社 

7 ダイヤモンド富士ソフト株式会社 

8 富士フィルムコンピューターシステム株式会社

9 三井情報開発株式会社 

 （9 社 14 人） 
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第４期研究会の活動計画 

 

さて、ＰＭＯの研究会活動も４期目を迎え

ました。これまで３年間、上述のようにＰＭ

Ｏの基本ミッションである「失敗プロジェク

トの削減」を主テーマに焦点を絞り込んでま

いりました。その絞り込みは３年で一応のゴ

ールです。あとは実践していただくことにな

ります。 

そこで 4 期目は、「失敗プロジェクトの削

減」からもう少しスタンスを広げ、「不採算

プロジェクトの撲滅」というテーマにいたし

ました。「不採算」は、単に赤字というだけ

でなく、「何の収穫も得られない」〈だれも

ハッピーでなく、だれ 

の勉強にもならない〉という定義にしまし

た。具体的には、生産性を高める方法を探究

しようということです。このテーマは、どち

らかと言えばＰＭＯの専管事項ではなく、む

しろ生産技術部とかで取り扱うべきテーマか

もしれませんが、両組織とも究極の目的は一

緒ですから、そこへ踏み込もうということに

したものです〈これは主催者としての論理で

すが、当研究会には生産技術部の方も参加さ

れています〉。 

研究対象は、前述のように、大量に発生し

ている「開発ロス」で、これを削減しようと

いうことです。 

そのためにまず、そのロスの実態を把握す

る方法（見える化）の研究をします。ついで、

それがなぜ発生しているかの原因究明を行い

ます。最後にそれをどうやって削減していく

のかを研究します。基本的には、実態が把握

できたらその削減目標を設定して、その削減

に取り組むＰＤＣＡサイクルを回すというこ

とでしょう。この研究の重要な部分が、要件
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確定の前進です。第３期の研究成果を踏まえ

て、それを現実的にどうやって進めたらよい

かの研究ということにもなります。 
開発ロスの実態把握方法の研究 

↓ 
開発ロス発生原因の解明 

↓ 
開発ロス削減対策の検討 
（要件確定の実践方法研究を含む） 
 
第１回の研究会は、６月１５日に開催済み

ですが、図表３の日程で研究を進めることに

なりました。まだご参加可能です。是非多く

の方々にご参加いただいて、一緒に難題解決

に取り組んでいただきたいものと思います。

お待ちしています。 

現在のご参加企業を図表４に示します。また、

開催要領の骨子のご案内は弊社ホームページ 

http://www.newspt.co.jp/data/epm/pmo4/pmo_4.html 
をご覧ください。¶ 

図表３ 第４期ＰＭＯ研究会開催日程（2006 年度） 
開催回 開催日 内容 

１ 
2006/ 

6/15 

オリエンテーション、 

今後の進め方の検討 等 

２ 
2006/ 

7/19 

テーマ１：「ＰＭＯ活動の重点課題」各

社発表 

テーマ２：「見える化」の実態研究 

３ 
2006/ 

9/7 

テーマ１：「ＰＭＯ活動の重点課題」各

社発表 

テーマ２：「見える化」の実態研究とま

とめ 

４ 
2006/ 

10/17 

テーマ２：「生産性改善」の目標と課題

整理（何が、だれに、どう見

えればよいのか） 

５ 
2006/ 

11/21 

テーマ２：「生産性改善」の実践先進

事例研究 

６ 
2007/ 

1/16 

テーマ２：「ＰＭＯ」として生産性改善を

進める仕組みの研究 

７ 
2007/ 

2/27 

テーマ２：「ＰＭＯ」として生産性改善を

進める仕組みの研究・まと

め 

８ 
2007/ 

4/10 
全体まとめ 

 

http://www.newspt.co.jp/data/epm/pmo4/pmo_4.html
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図表４ 第４期ＰＭＯ研究会参加企業（2006 年度） 
№ 会  社  名 

1 キーウェアソリューションズ株式会社 

2 クオリカ株式会社 

3 株式会社ＣＲＣソリューションズ 

4 情報技術開発株式会社 

5 住生コンピューターサービス株式会社 

6 日揮情報システム株式会社 

7 三井情報開発株式会社 

 ※あと３社参加予定 
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