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ＰＭＯ研究会 

第５期（2007 年度）完了報告と 

第６期（2008 年度）の活動報告 

 

 

第５期研究会の運営方針 

 

第５期（２００７年度）ＰＭＯ研究会は、２０

０８年４月２３日をもって終了いたしました。

関係各位のご協力について、改めてお礼申

しあげます。 

第１期ＰＭＯ研究会は、２００３年９月から開

始しました。会員各社にあってもＰＭＯ組織

の未導入が大半であり、ＰＭＯとは何か、そ

のミッション、その役割・機能は何かとい

うこと自体がいまだよく知られていなかっ

た時期でした。２００４年度には、第１期研究

会に参加した会員各社のほとんどがＰＭＯ組

織を立ち上げました。当初はＰＭＯ組織（組

織名称はさまざまですが）の陣容は限られ

ており、その活動も限定的でしたが、現在

では、プロジェクトの支援活動・業務基盤

の整備をミッションとするＰＭＯ組織は充実
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し、全社統括のＰＭＯ部門だけでなく、事業

部ＰＭＯも制度化される等、その役割・機能

は多様な展開を示しています。 

こうした状況を踏まえ、第５期のＰＭＯ研

究会では、ＰＭＯ活動の現状と課題について、

各社の事例発表に基づいて集中的に検討し、

意見交換を行う運営方式を採用しました

（図表１参照）。会員各社の事例とゲスト

を招いての先進事例の発表では、１１社に

ご協力いただきました。また、個々の事例

に共通するテーマでの基調講演について、

㈱アイ・ティ・イノベーション殿、㈱ピー

エム・アラインメント殿にご協力いただき

ました。 

 

 

第５期研究会の活動概要 

 

●基調講演について 

㈱アイ・ティ・イノベーション林社長から

は、「ＰＭ人材の育成の仕組み構築について」

と題し、ＰＭ人材という枠組みにとらわれず、

この業界の動向を踏まえたうえで、ＩＴ人材育

成の課題、人材像、人材モデル構築の進め方等

をご提示いただきました。 

㈱ピーエム・アラインメント佐藤社長から

は、「プロジェクトマネジメント成功への提

言」と題して、ＰＭＡＪで実施したアンケート

調査結果を踏まえて、ＩＴプロジェクト成功

の条件を、豊富な事例を中心に解説いただき

ました。 
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図表１ 第５期 ＰＭＯ研究会活動実績 

№ 研究テーマ 開催期間 

ＰＭＯのミッションと役割 2003 年 9 月～2004 年 4 月 第１期 

ＰＭＯのミッションと役割 2004 年 7 月～2005 年 5 月 

第２期 プロジェクトリスク・マネジメント 2004 年 6 月～2005 年 4 月 

第３期 オーダマネジメント 2005 年 7 月～2006 年 4 月 

第４期 開発生産性の実績把握と改善方法 2006 年 6 月～2007 年 4 月 

ＰＭＯ活動の現状と課題 2007 年 6 月～2008 年 4 月 

第１回 報告／検討 営業活動段階のリスクマネジメント 

基調講演 ＰＭ人材の育成の仕組み構築について 
第２回 

事例報告 ＰＭＯ統括部主管の人材育成プログラム事例 

事例報告 実践的ＰＭ育成の導入・運用事例 
第３回 

事例報告 プロフェッショナル職の認定・評価制度の運用事例 

事例報告 ＰＪ見える化活動（ＥＰＭ運用事例） 
第４回 

事例報告 全社標準ＷＢＳの活用事例 

基調講演 プロジェクトマネジメント成功への提言 
第５回 

事例報告 プロジェクト採算管理システムの導入事例 

事例報告 プロセス標準の統合・整備活動の事例 
第６回 

事例報告 メトリックスとしてのＦＰ活用事例 

事例報告 プロジェクトチェック制度 
第７回 

事例報告 プロジェクト運営ルール 

事例報告 ＰＭ支援活動 

第５期 

第８回 
報告／検討 営業リスクマネジメント・ガイドライン 

  

4 
2008.7 MIND-REPORT No.82 

●事例報告について 

ＰＭ人材育成については、 

・事業部門ニーズに基づく現場志向のＰＭ

育成に取り組んでおられる「実践的ＰＭ

育成の導入・運用事例」 

・人事制度と一体化したプロフェッショナル

職の認定・評価を厳密に審査し、降格も

あるほどにドラスティックに運営されて

いる「プロフェッショナル職の認定・評価

制度の運用事例」 

・ＰＭＯ部門主導で企画・導入された ＩＴＳＳ

ベースのスキル認定に基づく「人材育成

プログラム事例」 

をご紹介いただきました。 

 

ＥＰＭ導入・運用事例については、 

・「プロジェクトの見える化活動」を推進し

て不採算プロジェクトの劇的な削減を実

現され、着実に成果をあげられている見え

る化の仕組み 

・登録された標準ＷＢＳがプロジェクトの

あらゆる局面に組み込まれ、活用されて

いる「全社標準ＷＢＳの活用事例」 

・プロジェクト採算管理システムを導入す

るに際しての論点を具体的に提示された

「プロジェクト採算管理システムの導入

事例」 

をご紹介いただきました。 

 

プロセス改善とメトリクス活用については、

２社から「プロセス標準の統合・整備活動の

事例」「メトリクスとしてのＦＰ活用事例」

についてご紹介いただきました。 

・前者は、ＱＭＳ、ＩＳＭＳ、ＰＭＳ、ＥＭＳを統合

した標準プロセスの整備活動の事例 

・後者は、見積りの精度向上のために、概算
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法によるＦＰを必ず実施し、ＷＢＳによる

見積りをチェックしてリスクヘッジする

ファンクションポイントの活用事例です。 

 

プロジェクトチェック制度の運用（見積り・

受注審査からプロジェクト計画・遂行・完了ま

でのプロジェクトリスクをモニタリングする

仕組み・制度の運用）は、各社それぞれに個性

的ですが、事例発表としては２社から、 

・引き合い時のリスクが高いものは要件確

定までリスク判定を繰り返し、実行時に

も実行時リスク判定を実施している運用

事例 

・ＰＭＯの役割は「火の見櫓」「駆け込み寺」

「火消し」で、経営層も含む全社一体と

なったプロジェクト支援を実施している

事例 

をご紹介いただきました。 

ＰＭ支援活動としては、プロジェクト成果

物からテンプレートとして活用できるドキュ

メントを収集・整備して「ＰＭ業務支援公開

サイト」を構築され、プロマネの負荷軽減に

貢献している事例をご紹介いただきました。 

 

●特別報告について 

第５期研究会では、第１回研究会で、弊社

取締役堀井が「営業活動段階のリスクマネジ

メント」について報告、第８回研究会（最終

回）では、弊社代表取締役上野が、営業段階

でのリスクチェックリスト、リスク対策テン

プレートを含むレポート「営業リスクマネジ

メント・ガイドライン」を提示し、検討を行

いました。 
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PMO 研究会の今後の発展に向けて 

 

事例発表をベースにした研究会の運営は、今

期からの試みですので、最終回の懇親会の席

上で、会員各社に改めて事例発表ベースの研

究会運営方式についてご意見をおうかがいし

たところ、「目先の仕事に追われて井の中の

蛙になりがちだが、他社の事例を聞くことで、

自社の取り組みのヒントになる。自社の取り

組み方向が誤っていないということを確認で

きる。共通の悩みや苦労を知ることで、刺激

を与えられ、元気づけられる」など、参加者

全員からご支持のエールをいただきました。 

実際、参加各社によるＰＭＯの多彩な活動報

告と活発な意見交換によって、ＰＭＯネットワ

ークの場としてのＰＭＯ研究会の意義を、主催

者として改めて実感いたしました。 

第５期の成果を踏まえて、今後の研究会の

さらなる充実と発展を図っていきたいと思い

ます。 

 

第６期研究会の活動概要 

 

６期目を迎えたＰＭＯ研究会は、会員企業９

社にご参加いただくとともに、アドバイザ役

としてゲスト企業１社をお招きし、５月２１

日（水）、弊社研修室で第１回研究会を開催し

ました。 

第１回研究会では、オリエンテーションとし

て、第６期研究会の運営方針の確認と、参加者

による自己紹介、発表事例の確認、日程調整を

行いました。 

今期の研究会も前期の運営方式を継承し、

「ＰＭＯ活動の現状と課題」を共通テーマに、

会員各社が取り組んでおられるテーマについ

て、事例報告をベースに検討・意見交換を行
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っていきます。一部、発表テーマ未定もあり

ますが、図表２の日程・テーマで運営してい

きます。 

 

第 1 回研究会の報告・討議 

 

オリエンテーションに引き続き、報告・討

議「工事進行基準への各社の取組み状況」と

題して、工事進行基準によるマネジメントプ

ロセスへの影響範囲に関する事務局報告のの

ち、工事進行基準への取り組みとして、何が

どこまでできているか、どこまで実施すべき

かについて、会員企業各社の状況をそれぞれ

ご発表いただき、意見交換を行いました。 

会員企業各社の工事進行基準への取り組み

は、財務経理担当が情報収集・調査を実施し

ている段階、検討・推進チームを発足させ企

画検討を進めている段階、ほぼ現状でも対応

できているが運用上問題がないかをチェック

している段階などさまざまですが、ＰＭＯとし

ては、プロジェクト業務の可視化・事業基盤

整備の一環として取り組まれています。引き

図表２ 第６期 ＰＭＯ研究会活動計画 
日 程 事例発表テーマ 

第２回 

7/10（木） 

工事進行基準への取り組み 

・工事進行基準への取り組み事例 

・工事進行基準による運用事例 

第３回 

9/11（木） 

第４回 

11/13（木）

第５回 

1/22（木） 

プロジェクトチェック制度の運用 

・プロジェクトチェック制度の運用事例

・ＳＱＡ運用事例 

・リスクマネジメントシステム運用事例

第６回 

3/12（木） 

ＥＰＭ導入とプロセス改善の取り組み 

・ＣＭＭＩベースのＥＰＭ導入事例 

・ＷＢＳの全社展開事例 
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続き、第２回研究会（７／１０）で、事例発表

に基づいて検討・意見交換する予定です。 

 

ＰＭＯネットワークの充実に向けて 

 

今期の研究会は、会員企業９社のうち新規

会員が４社となり、継続５社も参加メンバが

交代したため、参加メンバのほとんどが新規

参加者となりましたが、研究会後の情報交換

会は、初対面とは思えぬ和気あいあいとした

雰囲気で大いに盛り上がりました。これから

の研究会でも忌憚のない意見交換が繰り広げ

られることと思います。ＰＭＯ研究会を通じて、

これまで築いてきたＰＭＯネットワークがさ

らに充実することを期待しています。 

（松田義男 記） 
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