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ＰＭＯにとってのリスクマネジメント

イデオ･アクト株式会社 代表取締役

葉山博昭

株式会社ピーエム・アラインメント 代表取締役

佐藤義男

本稿は、過去に葉山が在籍していた企業（本稿ではＡ社とします）での経験を基に、ＰＭＯにお

けるリスクマネジメントがどうあるべきかについて述べるものです。必ずしもＡ社における事実

と一致しない面もあることをお断りしておきます。

言葉の定義

「ＰＭＯ」という言葉をよく耳にするように

なりましたが、「ＰＭＯ」はプロジェクトの外

にある、というのがＰＭＢＯＫ第３版の一般的

な解釈です。また多くの専門家は、「ＰＭＯ」
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はプロジェクトの遂行状態を評価・支援し、

プロジェクトの成功に責任を持つものとして

います。プロジェクト内のプロジェクトマネ

ジメント･チームをＰＭＯと呼んでいるケース

もよく見かけますが、ＰＭＢＯＫでは明確に区

別されています。昨年１０月に開催されたＰＭＩ

グローバル･コングレス２００７北米大会（以下、

ＰＭＩ北米大会）においても、プロジェクト内

のプロジェクトマネジメント･チームを「ＰＭ

Ｏ」と呼んでいる例はありませんでした。

Ａ社におけるＰＭＯとリスク管理の経緯

２００１年当時、Ａ社ではシステム開発プロ

ジェクトのトラブルが多発し、トラブルプロ

ジェクトの不採算が会社経営を直撃するよう

になっていました。Ａ社では、全社的にシス

テム開発上のトラブルを防ぐ施策の検討をし

なければならないという雰囲気が醸成され、

プロジェクトマネジャ教育の実施、ＩＳＯ９００

１の取得を行ってトラブルの発生を防ぐ施策

を実施してきましたが、トラブル発生防止に

直接役立つ施策にはなっていませんでした。

当時、大規模な多くのトラブルプロジェク

トのレスキュを命じられ、そのレスキュの経

験と２０年以上のプロジェクトマネジメント

の経験から、プロジェクトリーダ（当時の呼

び名）がプロジェクトを遂行するポイントを

まとめた「プロジェクト管理要領」を、実例
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を入れて作成し、部門内の教育に使っていま

した。この実例が現在のＰＭＢＯＫで言うリス

ク管理簿の原型となり、リスク管理を行うう

えでの貴重な資料となりました。

この時期にＰＭＢＯＫ２０００年版が発行され

たのを知り、前述の「プロジェクト管理要領」

とで極めて共通点が多く、それ以来ＰＭＢＯＫ

を常に参考とし、「プロジェクト管理要領」

が網羅性を欠いていないかを検証するのに用

いてきました。また作成した「プロジェクト

管理要領」は、１民間企業の１部門のローカ

ルなものでないことが分かり、リスク管理実

施の裏支えになりました。

しかし、ＰＭＢＯＫを前面に押し出し、ＰＭＢ

ＯＫの教育を行えばトラブルがなくなるのか、

プロジェクトマネジャの素養を向上させるこ

とはできても短期間で効果が出るのか自信が

持てなかったため、即効性のある方法論はな

いかを模索しました。その結果、ＰＭＢＯＫの

「リスク管理」を具体化することで現状発生

しているトラブルのリスク管理を徹底し、今

後新たに始まるプロジェクトのリスク管理を

徹底していけば、トラブルの発生の芽を早く

摘み取れ、大きなトラブルの発生が防げるで

あろうと推測し、半信半疑ではありましたが、

会社経営層の後押しもあって実践に移したの

です。
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リスク管理の実践①―制度の制定

ＰＭＯという名称は表に出しませんでした

が、２００２年４月からリスク管理を「ＰＲＡ：Ｐ

ｒｏｊｅｃｔ ＲｉｓｋＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ」と称して本格的に

開始しました。名称の付け方も制度普及上重

要で、「ＰＲＡ」という３文字で制度を短期間

に周知できたことも成功の要因の一つでした

が、社長自らが制度を後押しし、常務を責任

者にできたことが成功の大きな要因です。Ｐ

ＭＯが成功している企業は、社長自らのよう

にトップダウンで制度を開始した企業が多く、

ボトムアップで品質保証部の１機能で開始し

たような例では、殆ど効果を得られていませ

ん。また権威を振りかざし、官僚的なＰＭＯ

はプロジェクトから受け入れられず、そのよ

うなＰＭＯはやがて消滅するという多くの事

例がＰＭＩ北米大会でも発表されていました。

日本でも、効果を発揮することなく形骸化し、

ＰＭＯの存在自体がプロジェクト遂行の阻害

要因とさえ言われる企業も耳にします。

リスク管理の実践②－リスク識別

リスクがあるかないかを現場のプロジェ

クトマネジャから毎月定期的に情報を得るた

めに、図表４－１の「リスク管理表」というも

のを作成しました。
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図表４－１ リスク管理表の作成

リスク登録簿

企業･組織特有の過去のトラブル事例

から、リスクにつながる事例を蓄積す

る

リスク管理表

リスク登録簿から容易にリスク識別

でき、毎月短時間で評価できる項目を

選択する

リスク管理表の作成

例：前工程が終了していないため次工程

で手戻りにより工数が予定より多

くなり、プロジェクト全体の不採算

原因となった

例：前工程が終了していない状態で次工程を

開始していないか？

①なし ②有り影響小 ③有り影響大

リスクの認識（気づき）

プロジェクトマネジャ自身が毎月、全項目を３段階でリスクのレベルの認識の度合いを記入

する。

 毎月記入できる量とする。（Ａ３で１ページで見ることができる、おおよそ７０項目）

 作業時間の負担をかけない。（半期初２～３時間、毎月２０～３０分）
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リスク管理の実践③－リスクの評価

「ＰＲＡ」の事務局が集中して１次分析（シ

ステムによる）、２次分析（人間系による）

を行い、最終的に会議体でプロジェクトマネ

ジャから直接ヒアリングしたほうが良いプロ

ジェクト、リスクの顕在化の度合いが大きい

プロジェクトを概ね５プロジェクト選択しま

した。悪化の度合いが高いプロジェクトの選

択も重要ですが、食い止められるのに最適な

時期のものを選択することのほうが、評価会

議での効果は大きいようです。

１年間の運用の評価結果の指標値からだ

けでも、以下のような程度が分かりました。

a.問題の根が浅く複合度も低く、評価会議

での指摘を是正することで翌月には良

好になる段階のもの。

b.ＱＣＤのいずれかを守れず、トラブルプ

ロジェクトと呼べる段階のもので、評価

会議での指摘がまだ有効なもの。

c.ＱＣＤのすべてを守れず、それまでのプ

ロジェクトマネジャでは対応できない

もので、評価会議での結果としてプロジ

ェクトマネジャの交代をライン上層部、

経営層にエスカレーションする。
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リスク管理の実践④

―リスク評価会議での留意点―

リスク評価会議は、決して参加者の肩書き

が高い人の都合に合わせず、プロジェクトマ

ネジャの出席できる場所・時間を優先して開

催し、リスク管理表によりリスクの顕在化の

原因をヒアリングし、是正の指摘、アドバイ

スを行います。

評価会議での叱責禁止

評価会議では、原因によってはプロジェク

トマネジャを叱責したくなるようなことも発

生しますが、最も困っているのはプロジェク

トマネジャです。叱責しても効果はなく、会

話が成立しないで本音の状況を聞き出せなく

なるので、プロジェクトマネジャに実務上役

に立つ助言、是正できる指摘を行うことに徹

します（プロジェクトマネジャの上司が叱責

されることは禁じていない）。

評価会議向け資料作成の禁止

「ＰＲＡ」では、現場で使用しているドキュ

メント、顧客報告用の資料をそのまま持ち込

みました。

同様な評価会議を行っている企業では、評

価会議のために膨大な資料の作成が要求され、

会議用に現状から遊離した資料を作成して会

議参加者を幻惑させてしまうような例もあり

ます。そのような企業では、概ね、現状より

良い状態と説明してその場での追及を逃れ、

だれが見てもだめな状態になるのを待って上

級管理職、役員が尻ぬぐいするような状態を

作為的に作っているようにも見受けられます。

このような企業での評価会議は、トラブルを

防ごうとする真摯な気持ちを参加者から奪っ
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てしまい、形骸化することにつながります。

月単位より頻繁な開催

評価会議は通常月１回の開催ですが、評価

会議を実施した結果、緊急を要する場合は毎

週継続的に、改善するまで繰り返し評価会議

を実施します。プログラム全体であれば、プ

ロジェクトだけでなく、関係プロジェクトす

べてから状況を聞かねばなりません。

評価会議結果の確認

評価会議の結果が翌月是正されたかを確

認し、是正処置が不十分な場合は、毎月の評

価会議の対象とします。また、是正されたこ

とを確認して現場プロジェクトへフィードバ

ックすることも重要で、努力の結果も評価会

議で認識していることを見えるようにするこ

とは、全員の参加意識を高めるうえで有効で

す。

「リスク管理表」に正直に記入するかとい

う質問をよく受けますが、毎月継続的に行う

ことは、一時的な虚偽の報告を防ぐ意味でも

有効です。毎月虚偽の報告をするには相当な

体力と能力が必要で、正直に報告したほうが

効率良く、有効な指摘を受けることができる

ことは短期間で理解され、協力を得られるよ

うになりました。
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リスク管理の実践⑤

―リスク評価者の選定―

評価会議で最も難しいのは評価者の選定

です。

プロジェクトの状況を即時判断し、適時・

的確な指摘を行える人員の確保ができるかで

きないかが「ＰＲＡ」の胆でした。

リスク管理の対象とする業務の種類、開発

技術、開発言語、ＤＢは多岐にわたり、この

多様性に堪えられる人員をＰＭＯの評価者に

獲得するのはかなりの困難を伴います。また

指摘する側の評価者は指摘するにふさわしい

人材であることが必要で、日ごろから尊敬さ

れる業務･技術・プロジェクトマネジメントに

見識を持った人材を現場からＰＭＯに配置換

えすることは、一時的に開発力が低下するよ

うに見え、協力を得ることが難しいものです。

しかし評価する側に入るので、現場との接点

がなくなるわけでもなく、アドバイスが受け

られない状態を作り出すことでもないので、

このような人員配置ができるか否かは、経営

者が肝を据えてＰＭＯを設立する気があるか

どうかにかかっています。
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リスク管理の実践⑥

―ｱｾｯｻ（評価者）とｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰﾀの分離―

評価者をアセッサと呼び、事務局のアドミ

ニストレータと区別する必要があります。

ＰＭＯではシステム開発、プロジェクトマネ

ジメント用語の基本を理解している必要があ

り、事務職ではできない管理に付随した多く

の作業が発生するので、技術者をアドミニス

トレータとして充てる必要があります。

同じ技術者であっても、アドミニストレー

タとアセッサとでは異なる能力を求められま

すが、アセッサがアドミニストレータの作業

を行うことは可能ですから、明確に分離して

おかないとアセッサが管理に付随した雑務に

忙殺され、ＰＭＯ本来の目的を達成できなく

なります。

総花的ＰＭＯの失敗

私が在籍していた企業ではありませんが、

ＰＭＯ、教育部門、品質部門が合体し、融合し

ようと努めたのですがうまくいかなかった例

があります。その原因はこうでした。

品質部門のほうが古い部門であり、プロジ

ェクトマネジメントの風下に立ちたくない、Ｉ

ＳＯ９００１の外形審査に慣れ、プロジェクトの

内部に立ち入るのを嫌いました。教育部門は、

プロジェクトマネジメントは教育の一部分で、

プロジェクトマネジメントの組織の一部では

ないという意識が高かったのです。またＰＭＯ

の責任者は他から来た部門との融合に気を取

られ、リスク管理を具現化できず、トラブル

を未然に防げないような状況でした。

このように、リスク管理に焦点を絞らない

総花的機能を持った大きなＰＭＯがトラブル
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の防止に役に立っていない例によく遭遇しま

す。

ＰＭＯの設立で重要な点

プロジェクトが危機に瀕すると、内部から

改善するのはかなり困難です。システムを完

成したいという希望が強すぎて冷静さを欠い

て「気づき」自体が遅れたり、顧客との過去

の経緯からダイナミックな対応ができなかっ

たり、日々の業務に忙殺されたりします。し

たがって、ＰＭＯのコールド・アイで問題を的

確に指摘することは極めて有効なのです。

しかしあまり期待度が高いからといって、

得られないような人材で絵空事を描いては、

ＰＭＯは実現しないと思われます。人材＋機能

により制度設計を事前に行うことがＰＭＯ成

功の秘訣です。制度設計を行い、対象のプロ

ジェクトマネジャにＰＭＯの目的を周知しな

いと、勝手なイメージで期待が膨らみ、その

反動で「期待したことを行ってくれず、口を

出すだけで何もしてくれない」などの不評が

立ち、ＰＭＯが行き詰まることが多くあります。

設立したＰＭＯの５０％が現場から受け入れら

れないという報告が昨年のＰＭＩ北米大会で

ありました。

ＰＭＩ北米大会ではプロジェクトマネジメン

ト、プログラムマネジメント、ポートフォリ

オマネジメントを明確に分離する傾向にあり、

リスク管理はプロジェクト内部でより、プロ

グラムマネジメント、ポートフォリオマネジ

メントと結びつくことでより大きな効果を得

ると思われます。
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ＰＭＯの目的・範囲の周知が重要

ＰＭＯの責任範囲は図表４－２のように広

く、トラブル多発が原因でＰＭＯを設立するの

で、設立当初は救援の要請が多く発生します。

しかしいったんレスキュに手を染めると、せ

っかくＰＭＯに集めた人材をプロジェクト側

に回すことになり、本来のＰＭＯとしての機能

を発揮しない例もよくあります。リスク管理

までを範囲と限定することで、最も効率良く

ＰＭＯの機能を発揮すると思われます。

ＰＭＯの機能として実際にトラブルを防ぐ

効果は、プロジェクトマネジメント教育より

リスク管理のほうが高いと思われますが、よ

りレベルの高いプロジェクトマネジメントを

実現するには、プロジェクトマネジメントに

かかわるＰＭＯ内の人材の教育、現場のプロジ

ェクトマネジャの教育が不可欠です。

ＰＭＩ北米大会の報告では、ＰＭＯの設立は調

査対象の８０％、評価できる割合はそのうち３

０％でした。日本はまだ設立でもたつき、評

価できるようになる前に消滅することもあっ

て、リスク管理の制度作り、アセッサ業務、

プロジェクトマネジャ教育については内部で

人材を育成していたのでは間に合わず、外部

の専門家に委ねてでも早期に体制、人材をそ

ろえ、効果のあるＰＭＯを設立する必要があり

ます。
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図表４－２ ＰＭＯの責任範囲

教育

ＰＭＢＯＫ

標準化・指標
値の提供

ＰＭＳツール
の提供

リスク管理

イニシャルプロセス
＝受注審査

デュアリングプロセス
＝ＰＲＡ

ファイナルプロセス

プロジェクトレ
スキュ

望まれるが
入り込まない

ほうがよい

目次に戻る
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葉山 博昭

（はやま ひろあき）

イデオ・アクト株式会社

代表取締役

ＰＭＩ認定ＰＭＰ

PMAJ PMP 試験対策講座講師

1972 年 三井情報開発㈱（現三井情報㈱）入社

1979 年 日本ナレッジインダスリ㈱

（現アイエックス・ナレッジ㈱）の設立に参画

2005 年 米ＰＭＩ ＰＭＰ資格取得

2006 年４月 イデオ・アクト株式会社を設立

［リスク管理の講演］

ＰＭＡＪシンポジウム（2006）、ＪＰＭＦシンポジウム

（2005）、

ＪＰＭＦシンポジウム（2004）

［会社名の紹介］（イデオ・アクト㈱）

陽明学お知行合一から「知」、「行」を取り、イデオ（ギ

リシャ語で知識、英語 IDEA の語源）、アクト（英語の

行動）とした。

佐藤 義男

（さとう よしお）

株式会社

ピーエム・アラインメント

代表取締役

ＰＭＩ認定ＰＭＰ

石川播磨重工業㈱にてＣＩＭアプリケーション、原

子力発電所検査データ収集・処理システム、ＡＩ応

用システムなどの開発に従事。日本ＤＥＣにて、製

造業分野でのプロジェクトマネジメント実践経験を

活かして新規顧客向けＳＩビジネスのプロジェクトマ

ネージャとして指揮・監督を行う。㈱アルゴシステ

ム創研を経て㈱ピーエム・アライメントを設立し、現

在、企業向けにＰＭコンサルティング・サービス（Ｐ

Ｍ教育、ＰＭＯ業務支援、アセスメント支援）を提

供。（PMAJ）統括副理事長、PMI 会員。

http://www-cont.newspt.co.jp/mr/mr80/mr80.html

