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防衛施設建設関係業務へのプロジェクト管理手法の導入に関する調査研究 

（平成 26 年度） 

 

Ⅰ 調査研究の背景と目的 

 近年、防衛省発注の工事の入札において、入札不調が多くなると共に、競争参加者が急減

するなど、防衛施設建設事業の円滑な執行に支障を及ぼす恐れのある状況が出現していま

す。これらのことは、建設企業が、旺盛な建設需要の中で、手持ちの技術者や下請け等を活

用して、できるだけ利益の上がる、リスクの少ない案件をと、入札に参加する案件を選別し

ていることによるものと言われています。 

 防衛省発注の工事については、かねてより規模の割には工期が長いこと、現場での問題な

どへの発注者の対応が不十分で不測の期間を要することが多いなど、人手不足や資機材の

高騰傾向にある中で、これら請負者等にとってのリスクがあからさまになってきたものと

考えられています。 

 このように、現在は、防衛施設建設業務について、市場側から業務の改善を促されている

ような状況ですが、その防衛施設建設業務については、次の様な課題を抱えている状況です。 

① 設計及び施工監理業務のほぼ１００％が外注化され、設計の段階から、ユーザー、受

託者及び地方自治体関係者等との間の調整・管理が重要になって来ていること。 

② 定員削減等により、職員不足の定常化、慢性化により、より効率的な業務の仕組み、

体制の検討が不可欠であること。 

 ③ 米軍の再編や自衛隊部隊の再編などの関連で、地方防衛局間の業務の偏りが大きく

なって来ていること。 

 ④ 自ら設計図を描き、工事監督を行ってきた世代が退職し、殆どを外部委託 により行

ってきた世代に交代しつつあり、受託者と連携して業務を行うことが不可欠になって

いること。 

 このような課題に的確に対応し、防衛施設建設事業を魅力あるものにするためには、職員

の大幅な増員が極めて困難な状況下においては、発注者としての役割を明確にし、ユーザー

や受託者等との協働体制を構築することが不可欠であると考えられます。 

 本調査研究で取り上げるプロジェクト管理の手法は、対象とする事業の目標（成果物、期

限、予算など）を明確にし、そのために何を、何時までに、どのようにして、誰が、という

ような作業計画を立案し、その実行をマネジメントするものであることから、建設工事への

適合性が高く、海外では一般的に採用されているものであり、我が国においても、コンスト

ラクション・マネジメントなどとして、国交省においてその適用が広く試みられている状況

にあります。 

 このような観点から、本調査研究においては、防衛施設建設業務へのプロジェクト管理手

法（PM 手法）の適用について以下の調査研究のうち、本年度計画された項目を実施するも

のです。 
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① 防衛施設建設業務の処理手続き等を整理し、PM 手法の適用業務を類型化すること

（平成 26 年度） 

② 各業務における PM に必要な業務におけるステークホルダー、リスク、スケジュ

ール管理、コスト管理などの特徴を整理すること（平成 26 年度） 

③ 上記の調査研究の成果に基づき、防衛施設建設業務における PM の基本的な手法

を検討すること。（平成 26 年度） 

④ 個々の建設業務について、PM に基づく業務の仕組み・体制を提言すること（平成

27 年度） 

  

Ⅱ 防衛施設建設業務の概要と課題 

１ 防衛施設建設業務の概要 

（１）防衛施設建設業務の内容 

 防衛省においては、自衛隊及び各機関等の運用に必要な防衛施設及び在日米軍に対する

提供施設の整備を、防衛省、装備施設本部及び各地方防衛局の建設関係部署の所掌業務とし

て実施しています。 

防衛施設建設業務は、図１に示すように防衛施設の建設に直接係る調査、設計及び工事監督

等の直接的業務と、仕事の仕組作り及び施設基準の整備等の間接的な業務に区分されます。 

 ⅰ）直接的業務 

 ① 計画業務 

    計画業務は、主に本省において

行われる業務であり、予算概算要求等

に係る業務、予算に基づく工事基本計

画の策定及び地方防衛局の作成する工

事実施計画（「防衛省における自衛隊の

施設の取得等に関する訓令」（以下「取

得訓令」という。）に基づくもの）の承

認等の業務です。地方防衛局は、本省

の要請に基づき、所轄区域に属する部

隊等の施設整備要求について、概算工

事費及び工事期間の見積り、工事実施

上の問題点などを検討する業務を行います。本省はこれらの資料に基づき、陸・海・空各幕

等が行う予算要求、工事基本計画策定等に関して技術的意見を述べると共に、執行段階にお

いては、工事基本計画に係る予算等の変更等にかかる業務を行います。 

 

 ② 地元調整業務 

 地元調整業務は、施設整備の概略の内容を策定して、建設場所、工事の時期などにつ

 図１ 防衛施設建設業務の内容 
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いて地方公共団体等に説明するもの、用地の取得を伴うものについては、地権者等への

説明及び同意取り付け等に係る業務、更には、適用法律、条令等に基づく諸手続き等が

含まれます。 

 

 ③ 調査関係業務 

     施設整備の計画を踏まえ、コンサルタント等に委託して測量調査、地質・土質調査、

建物等の耐震診断、老朽度の診断などを行うものであり、業務としては、調査計画（内

容、範囲、期間、調査費等）の立案、外部委託するための仕様書の作成、業務の発注事

務（入札手続き、監督業務等を含む）などです。 

 

 ④ 設計業務 

     施設整備の計画を踏まえ、コンサルタント等に委託して、工事発注用の設計図を作成

するものであり、大規模な施設、高度な技術力を要する施設、部隊等のニーズを十分に

検討する必要のある施設等については、設計上の基本的事項を決めるための基本設計

が行われる場合があります。 

 設計に係る業務としては、設計計画（内容、部隊ニーズ、設計条件、期間、設計費等）

の立案、外部委託するための仕様書の作成、設計費の積算、設計業務の発注事務などが

あります。設計業務の実施に当たっては、特に、部隊ニーズ等の的確な設計への反映及

び関連法規との整合性などに留意する必要があります。 

 

 ⑤ 工事関係業務 

     工事関係業務は、工事計画（工事概要、概算工事費、工期、発注時期等）に基づき、

工事仕様書の作成、工事費の積算、工事の発注事務などとなります。 

     工事の発注事務には、工事の入札手続き、工事の監督、工事に関する地元説明、部隊

等との調整、設計変更等の業務が含まれます。 

 

 ⑥ 引渡し関係業務 

     引渡し関係業務は、完成した施設を財産管理部局に引き継ぐための業務であり、財産

目録の作成、工事完成図の作成、機器等の取扱い説明等に関する業務が含まれます。更

に、２年間の瑕疵保証期間内における瑕疵修補等に係る業務が含まれる場合もありま

す。 

 

 ⅱ）間接的業務 

 間接的業務は、直接的業務の執行体制を整備すること、業務の効率化、質的向上のた

め、建設工事実施の制度的、人的基盤を整備する業務であり、概ね以下のような業務を

行っています。 
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 ① 仕事の仕組作り関係業務 

 防衛施設建設業務をどのように行うかという仕組みは、先にあげた取得訓令が施設

の要求機関である各自衛隊と実施機関である建設部署の関係、事務手続き等を定め、基

本的な枠組みを示しています。仕事の仕組作り関係業務は、この基本的な枠組みも踏ま

え、建設工事の実施部門でのより効率的な事務の執行、民間委託等の活用、仕事の質の

向上などについて、その仕組みを作る業務です。 

 

 ② 技術基準等の作成関係業務 

    技術基準等の作成に係る業務は、施設の設計基準、積算基準等を作成する業務であり、

部隊のニーズや最新の技術動向などに留意して行う必要があります。 

 

 ③ 契約手続等の整備関係業務 

     契約手続等の整備関係業務は、調査、設計等の技術業務及び工事の外注に係る入札手

続き等を定めるものであり、会計法令等への適合性の確保は勿論のことですが、関係各

省庁との整合性に配慮すると共に、建設業界等の動向にも十分配慮して、建設関係業務

が円滑に執行されるような制度とする必要があります。 

 

 ④ 人材育成に関する業務 

     人材育成に関する業務は、技術職員に対する技術、契約制度、及び発注事務等に関す

る教育は勿論のこと、組織の業務基盤を構成する人的基盤を整備するための諸施策を

計画し、実行するものです。 

 

（２） 防衛施設建設業務の実施体制 

  防衛施設建設業務に関係する防衛省の関係部署及び相互の関連を図２に示します。それ

ぞれの部署の防衛施設建設業務における役割の概要は以下のとおりです。 

 ① 防衛省内局（経理装備局、地方協力局） 

     経理装備局においては、防衛省設置法組織令（以下「組織令」という。）第４０条及

び第４２条の規定により、①自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な

政策の企画及び立案に関すること、 ②建設工事の計画の承認に関すること、③建設工

事の入札及び契約の適正化に関することなどの業務を行うこととされています。 

     具体的には、自衛隊施設の建設及び維持管理等に関する予算要求及びその執行に関

する基本的な事項、入札契約制度の整備及び建設工事の執行計画の承認等に係る業務

を処理します。 
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 地方協力局は、組織令第２条の９の規定により、駐留軍の使用に供する施設及び区域の建

設工事に関する業務を行うこととされています。 

 具体的には、提供施設整備、提供施設移設工事の予算及びその執行に関する業務を処理し

ます。 

② 各幕等の要求機関 

   各幕及び各機関の施設担当部署の業務については、それぞれに若干の相違はあります

が、防衛施設建設に係る業務としては、陸幕施設課の業務（組織令第８８条）とほぼ同じ

内容となっています。すなわち、①施設の取得及び建設の計画に関すること、②施設の管

理に関すること、③装備施設本部に対する施設の取得及び建設の要求に関すること、④施

設技術に関することなどの業務を行うこととされています。 

  具体的には、部隊等の要望、防衛力の整備計画に基づく施設整備の計画及び執行計画を

内局及び装備施設本部との調整を行ない策定します。 

③ 装備施設本部 

   装備施設本部における建設工事関係部署は、施設計画課と技術調査官ですが、これらの

課・官の業務は、組織令第２０２条及び２０４条により、①自衛隊の施設並びに駐留軍の

使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること、②建設工事の実

施に関すること、③建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること、④建設

工事の実施に関する技術基準及び積算基準に関すること、⑤防衛の用に供する施設の建

設工事に関する技術的な調査及び研究に関することとされています。 

図２ 防衛施設建設関係業務の担当部署 
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   具体的には、防衛施設整備に係る予算執行の計画の策定、執行状況の把握、契約制度

等の運用、執行体制の整備、技術基準の整備、人材育成等の業務を処理しており、地方

防衛局にとっての本省の窓口的役割を担っている部署です。 

④ 地方防衛局 

  地方防衛局での建設工事の担当部署は調達部であり、調達計画課、建築課、土木課、設

備課が置かれており、地方防衛局組織規則により、①建設工事の実施に関すること、②防

衛の用に供する施設の工事に関する調査及び研究に関する業務を行うこととされていま

す。 

  具体的には、建設工事に係る調査、設計、工事の発注事務、監督業務等の建設工事の実

施全般の業務を処理します。 

 ⑤ 部隊等 

    施設整備を行う駐屯地等を管理する部隊であり、施設整備の具体的なニーズの作成、

建設工事に関する地方防衛局及び工事等の受注者との調整など、建設工事のニーズ元と

しての業務を処理します。 

 

（３）防衛施設建設業務のプロセス 

  防衛施設建設工事の施設整備の計画立案から施設を建設し引き渡すまでのプロセスを、

訓令等に定める実施手続き、予算要求を含めた施設完成までの年度計画及び当該施設の

実施段階におけるプロセスを以下に示します。 

 

ア 建設工事の実施手続き 

防衛施設の建設は、国の事業である    

以上、毎年度の予算に基づき実施され   

るのは、当然のことですが、部隊等にお 

ける施設の整備計画の立案から予算概 

算要求を経て、工事が実施されるまで 

の手続きを図３に示します。 

整備計画は、部隊等において、施設の 

整備基準、装備品の変更などに伴う新 

規需要及び老朽更新などを考慮し、年 

度毎に立案するものですが、その内容 

は、整備の目的、整備場所、規模・内容、工期及び必要経費などを計画します。この計画 

については、部隊等から地方防衛局に技術的意見を求めるなどして、調整のうえ策定され 

ます。 

   予算は、部隊等からの整備計画に基づく整備要求に基づき、陸・海・空各自衛隊等にお 

ける優先順位、防衛省としての整備方針などを考慮して、概算要求書を作成します。概算

  図３ 防衛施設建設業務の手続きの流れ 
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要求書の作成においては、技術的事項について装備施設本部など建設部署との間で調整

が行われます。 

   基本計画は、訓令に定められた「工事基本計画」であり、陸・海・空各幕僚監部等が装 

備施設本部と協議の上作成し、防衛大臣の承認を得るもので、施設建設計画における整備 

内容、予算及び工期等の基本的事項を定めており、防衛施設建設業務の基本となるもので 

す。この基本計画の策定における各幕等との協議の際には、地方防衛局において、計画さ 

れている工事について、整備内容、経費、工期及び工事実施上の問題点などについてより 

具体的な検討作業が行われます。 

実施計画は、工事基本計画に基づき各地方防衛局で策定し、装備施設本部長の承認を得 

ることとされている「工事実施計画」を指します。工事実施計画の作成においても、各地 

方防衛局は、予算、工事基本計画及び部隊ニーズに基づき、技術的検討を行った上で、整 

備内容、経費、工期などの検討を行います。 

   

イ 計画から工事実施までの年度計画 

   防衛施設の建設は、先ず、 

現地の地形や地質の状況を把 

握するための調査、その調査 

データ等に基づく設計、そし 

て工事というプロセスを経て 

行われますが、このプロセス 

を、年度毎にどのように行わ 

れるかについて整理したもの 

が図４です。 

工事の発注及び着工する年 

度をＸ年としますと、それよ 

り２年前に調査・設計等の予 

算要求を行い、１年前には、 

調査・設計の実施と、工事費 

の予算要求が行われます。そ 

して工事年度には、前年度までに実施した設計に基づき工事を発注し工事に着手されま 

す。なお、施設の完成を急ぐ必要がある場合には、特に自衛隊の施設整備について、調査 

設計の実施と工事の発注とを同年度に実施することも多く見られます。そして、工事期間 

は、工事着手後１年から３年程度を要することになります。 

   このように、一つの施設を計画してから、工事が完成し供用されるまでの期間は、３年 

から５年程度を要することになります。 

 

 図４ 防衛施設建設業務の年度作業 
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ウ 建設業務のプロセス 

防衛施設建設業務の計画、調査、設計及び工事の各プロセスを図５に示します。 

  プロセスの最初の段階は、「ニーズの把握・整理」としていますが、これは、どのよう 

な施設を、何時までに、幾らの経費で建設するのかという、業務の大きな目的と内容を把 

握するということを意味しています。この業務が確実にかつ正確に行われていないと、以 

後の業務に大きな手戻りが生じる恐れがあります。 

次に、「業務計画の作成」は、上記のニーズ等に基づき、計画された防衛施設の建設に 

係る業務をどのように処理するかを計画するもので、いわゆる、ニーズの具体化のための 

ロードマップを示すものとなります。計画の内容は、図５に示す以下の作業の基本的な事 

項を示すもので、①施設の整備内容、規模、構造、概算経費、②調査の必要性、内容、期 

間及び経費、③設計の条件、法規制と手続きの内容及び期間、設計の期間及び経費、④工 

事の発注計画、各工事の概算経費、工事期間などを検討し策定することになります。 

  

 「調査計画」については、建設される施設の構造、規模、整備内容等に基づき調査必要項

目、調査範囲及び位置・数量等を計画すると共に、当該調査業務の発注方式、調査実施者に

必要な要件、調査に要する期間及び経費、調査を担当する課及び担当職員などを決定する作

業が含まれます。「設計計画」については、建設される施設のレイアウト、規模、構造、所

要設備、適用法令、適用基準、設計上の課題及びその他の設計条件を設定すると共に、当該

設計業務の発注方式、設計実施者に必要な要件、設計に要する期間及び経費、ユーザー等と

  図５ 防衛施設建設業務のプロセス 
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の打合せ計画、設計を担当する職員などを決定する作業が含まれます。 

 「工事計画」については、工事は設計に基づき実施されることになりますので、工区割り、

工事全体の工程、工区ごとの工事内容、規模、工期、経費、必要な法手続きとその所要期間、

工事実施上の課題とその処理方針などを設定すると共に、工事の発注方式、工事の実施者に

必要な要件、仮設計画、工事を担当する職員の決定・配置なども含まれます。 

 

（４）防衛施設建設に係る各業務の概要 

ア 業務計画の策定 

  業務計画の策定は、現在の業務において特に必要な業務として、何かの「計画書」を作成

しているものではありませんが、一連の業務において、業務の各段階において行われている

地方防衛局における計画策定の業務をまとめて、図６に基づき説明します。 

   

① 予算概算要求の時点で、本部からの部隊要求事項についての意見照会に対して、調達部

内の建築課等の各課（以下「実施課」という。）が、概算工事費、概算工程、必要な法手

続き及び実施上のその他の課題などについて検討し、これらの検討結果を調達計画課か

ら本部に報告します。 

  本部では、各局から報告された検討結果に基づき、陸幕等の工事要求機関に対して意見

を述べます。 

② 概算要求に計上された事案について、更に、部隊ニーズについての部隊等からのヒアリ

ング、現地調査、関連法規制の調査、既存調査資料のデータ等を用いて、概算工事費、工

程、必要な法手続き、適用基準、その他の実施上の課題などを踏まえ、調査の必要性の検

討及び調査の計画（内容、規模、期間、経費など）、設計の計画（内容、期間、経費など）、

工事の計画（整備内容、規模、概算工事費、工期など）を策定します。 

  この各計画が、工事基本計画等防衛省本省で作成される工事基本計画等に反映され、調

図６ 業務計画の策定の概要 
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査、設計及び工事の内容、配分される予算等が基本的に確定することになります。 

③ 工事基本計画が承認され各防衛局に通達されたのち、各防衛局においては、当該年度の

建設工事に係る全体の業務計画を策定します。 

実施課において、調査・設計業務及び工事の発注計画（工事内容、規模、概算金額、工期

など）を作成し、調達計画課において全体を取りまとめます。この業務と工事の発注計画

は、年度当初から概ね４半期ごとに公表されることになります。そして、この検討結果を

工事実施計画として本部に申請し、承認を得ることになります。   

この発注計画に基づき、実施課は、必要な仕様書の作成、法手続きのための準備、部隊 

等との調整、発注県警事務などを順次処理していくこととなります。 

 

イ 設計業務の概要 

 防衛施設の設計は、予算及び工事基本計画で定められた施設の工事用の設計図を作成す

るものであり、部隊等の運用上求められる機能の確保、安全性、耐久性、及び快適な居住性

又は作業性などを確保すると共に、建築基準法等の関連法規への適合等が求められます。 

 設計業務の関係者と地方

防衛局との関係を示した図

７に基づき、設計業務の概略

のプロセスを説明します。 

 ① 実施課の担当職員は、   

業務計画に基づき、設計 

業務の外部委託の為の 

作業を行います。先ず、 

予算及び工事基本計画 

の内容を確認すると共 

に、部隊等からの施設要 

求、ニーズの内容を精査 

します。そして、これら 

の施設としての要件、適 

用する設計基準及び建 

に基づき設計条件を設 

定します。 

   更に、設計の期間、設計を行うための関係者との打合せ計画、発注者として受託者に 

求めることなどを整理し、設計業務発注の為の仕様書を作成します。 

 ② 設計業務の発注は、総務部契約課において、①入札公告、②参加申請の受付、③技術 

資料の審査、④参加資格の確認・通知、⑤予定価格の設定、⑥入札の順で行われ、設計 

業務の受託者が決定します。この入札手続きの中で、実施課は業務に求められる受託者 

図７ 設計業務の概要 
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の要件、技術審査のための課題の設定及び審査、業務の積算価格の算定などを行います。 

③ 設計業務の受託者が決定し、契約を締結した後の設計業務は、主に、契約に基づく受 

注者への指示及び協議等の業務を行います。契約書には設計等業務の監督官の行う業 

務として、 

   ・受注者等に対する業務に関する指示 

   ・受注者の確認の申し出及び質問に対する承諾及び回答 

   ・受注者との協議 

   ・契約の履行状況の調査 

   などを行うこととされています。 

 また、設計の進捗に合わせて、施設要求部隊等のニーズと設計内容の整合を確認する 

などのための打ち合わせを行います。 

④ 施設建設について法手続きの必要なものについては、契約にその指示のあるものは 

受注者が、無いものは監督官等が、必要な書類を調整します。また、工事の工区割り等 

に基づき、工事発注図面を調整します。 

 

ウ 工事の実施 

 工事の実施に係る業務は、設計業務により作成された設計図に基づいて建設工事を行う

ため、受注者を決定するための入札・契約手続き、工事が適切に行われるための契約に基づ

く監督及び工事完成物の引き渡し業務です。 

 図８に工事の実施に関わる関係者相互の関連を示し、工事に関する業務の概要を説明し

ます。 

 ① まず、工事を発注するた 

めの準備業務として、 

   ・ 部隊や地元との調整結 

果、関連する工事の工程 

等を考慮した着手可能時 

期、仮設物の設置条件な 

ど、工事を実施する上で 

の条件を整理します。 

   ・ 共通仕様書、工事条件 

などを踏まえて特記仕様 

書、受注者に求める要件 

及び技術審査等に係る審 

査基準及び課題などを設 

定した入札説明書など、 

入札に必要となる書類を 

図８ 工事の実施に係る業務の概要 
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作成します。 

   ・ 入札公告の後、技術提案書の審査及び工事費の積算などの業務を行ないます。 

 ② 入札により、受注者が決定し契約を締結したら工事着工の準備を行います。この準備 

の中には、契約書に基づく技術者等の届け出、施工計画の作成・提出、部隊への入門申 

請、仮設物の設置についての打ち合わせ等を含みます。また、必要がある場合は、関係 

官署に対して工事の実施に関する届け出等の手続きを行います。 

③ 工事に着手した後は、契約書及び共通仕様書等に基づき、設計図で示された施設を、 

工期内に所要の品質を有するものとして建設するための監督業務を行うことになりま 

す。監督業務は、契約書に基づき以下の業務を行うこととされています。 

    ・ 工事の受注者に対する指示・承諾・協議に関すること 

    ・ 受注者が作成した詳細図等の承諾等 

    ・ 工程の管理、立会い、施工状況の検査及び工事材料の検査など 

 ④ また、工事途中において、部隊等からニーズの変更に伴う設計の変更等を求められる 

こと、現場と設計図の不一致などが生じて設計の変更しなければならない場合などへ 

の対応も行います。  

  ⑤ 工事が完了し、検査に合格した施設については、受注者に工事完成書類の提出を求め、 

調整の上、財産担当部局に引き継ぎ、建設に係る一連の業務を終えることになります。 

なお、工事に瑕疵があることが判明した場合には、これの修補等の対応をします。 

 

エ 仕事の仕組みづくり 

  防衛施設の建設に係る仕事の仕組みの現状は、訓令に基づく要求機関と実施機関である

建設部署との関係の規定、防衛省組織令などに定められた建設部署の所掌事務などに基づ

き、基本的な枠組みが作られています。 

そして、業務の実施に必要な契約関係事務は、発注手続きとして定められこれに基づき業務

が行われています。一方、設計及び工事の監督等に関する業務は、これらの事務を職員が自

ら実施していたことが踏襲されて来ているだけで、現在のようにそのほとんどを外部委託

により実施している状況には、必ずしも適合しなくなっているように考えられています。 

このような意味から、防衛施設建設業務においても、業務全般を俯瞰した仕事の仕組みづく

りを行うことが不可欠であると考えられますので、その場合にはどのような業務となるか

を検討することとします。 

 

（ア）仕事の仕組みづくりの基本方針 

 防衛施設建設業務に係る仕事の仕組みに具備すべき基本的な要件としては以下のものが

上げられます。 

 ① 適正な業務の執行が行われること 

   建設工事に係る業務は、会計法、建設業法及び公共工事の品質の確保の促進に関する 
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法律（以下「品確法」という。）その他の法律に基づき、発注者としての業務に一定の 

水準が定められていますので、これらに適合する業務が行える仕組みであることが求 

められます。 

 ② 業務の質的向上と効率化 

   防衛施設建設業務の実施環境の変化や業務量の増がある一方で、職員の増員等が困 

難な中で、確実に業務を処理するためには、一つ一つの業務の質的向上を図ると共に、 

効率化を図る必要があります。そのためには、仕事の仕組みの中に、実施業務を評価し、 

改善していくというプロセスが組み込まれていることが不可欠なことです。 

 ③ 技術水準の維持向上 

   設計及び工事監理等の業務を外部委託により処理しているとしても、業務を適正に 

処理するためには、建設に関する技術的基盤を整備することは不可欠なことであり、後 

述する人材育成をも考慮した技術水準を維持・向上させるための仕組みが不可欠です。 

 ④ 多様なニーズへの対応 

     防衛施設建設業務は、自衛隊施設の整備、提供施設の整備などユーザーが多様であり、 

施設に求められるニーズも多様なものとなっています。そして、近年は PKO での技術 

支援業務などもあり、これらに的確に対応するためには、柔軟な対応が可能な仕組みと 

することが求められます。 

 ⑤ 業務における透明性及び公正性の確保 

    契約事務等は、会計法令等において透明性、公正性が求められており、このためには 

情報の開示を前提とした仕事の仕組みとする必要があります。 

 ⑥ 人材の育成 

   組織の基盤は人材であり、これなくしては上記の①～⑤の条件を満足することは出 

来ないので、仕事の仕組み、運営に当たっては、人材育成を第一にしたものとすること 

が不可欠です。 

 

（イ）仕事の仕組みづくりのプロセス 

 上記（ア）の基本方針に基づき、仕事の仕組みづくりの概要を図９に示します。 

 ① 現状の把握と評価 

   地方防衛局からのヒアリング、ユーザー及び業界団体などからのヒアリングなどに

より、（ア）の基本方針に基づき現状のありのままを把握し、在るべき姿との差を評価

します。 
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 ② 課題の抽出 

    地方防衛局等における業務の実態調査などにより①の評価の原因となっている課題 

を抽出します。 

 ③ 対応方針の策定 

②で抽出された課題に対して、どのように対応するのかについて対応方針を策定し 

ます。この方針には、仕事の仕組みづくりの他、関係機関に協力を求めるもの、予算の 

増額を要するものなども含まれるものと考えられます。 

     この対応方針については、地方防衛局や関係機関等の意見を聞いて、何案かの対応策 

からの絞り込みなども行われます。 

 ④ 具体的な仕組みの策定 

     ③の対応方針に基づき、具体的な仕組みとするための処理要領あるいはマニュアル 

として、具体的な文書とします。具体化する前に、幾つかの事例でシミュレーションを 

行い、試行することによって、期待した効果が得られるのか、問題点はないのかなどの 

検証を行った後、本格的な実行に移すことも考慮する必要があります。そして、実行に 

移行した後も、定期的にチェックを行い改善を行うという PDCA サイクルの中で改善 

を図っていきます。 

 

オ 技術基準等の制定・改定 

  技術基準等は、防衛施設として保有すべき品質、強度・耐久性、安全性などの要求性能と、

それをどのようにして確保するかを示しているものであり、基準等としては、各種設計基準、

積算基準、共通仕様書などがあります。この技術基準等の制定及び改訂は、装備施設本部の

技術調査官の所掌として実施されています。 

 

図９ 仕事の仕組みづくりの概要 
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（ア）技術基準等が具備すべき基本的要件 

 これらの技術基準等が保持すべき基本的な要件は以下のとおりです。 

 ① 防衛施設としての機能性、安全性及び耐久性等の確保 

   非常時においても、防衛施設としての特別な機能を十分に発揮すると共に、安全性、 

快適性及び耐久性が確保されている必要があります。 

 ② 関係法令への適合 

防衛施設としての特殊性はあったとしても、建築基準法、消防法等の規制、技術基準 

には適合していなければなりません。 

 ③ 経済性 

     建設コスト及びライフサイクルコストの縮減は、常に考慮されている必要がありま 

す。 

 ④ 周辺環境との調和 

     自然環境、周りの景観との調和を図ること、建設に際しては自然環境に配慮すること 

などが求められています。 

 

（イ）技術基準等の制定・改訂のプロセス 

技術基準等の制定及び改訂のプロセスは概ね以下のとおり実施されています。図１０ 

に技術基準等の制定及び改訂業務の概要を示します。 

 

 ① ニーズ、現状の把握と評価 

     新装備の導入に伴う新たな施設建設にニーズに対しては、新装備の機能発揮、維持管 

理のために必要とされる施設、その機能、付帯設備などを把握します。既存の基準等に 

ついては、地方防衛局、防衛省の各機関等からのヒアリング、各省庁の動向などを調査 

図１０ 技術基準等の制定・改訂業務の概要 
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して、現状を把握し評価します。 

 ② 課題の抽出 

   地方防衛局における実態等を調査するなどして、①で把握・評価した現状と在るべき 

姿とを比較し、現状を在るべき姿にまで引き上げるための課題を抽出します。 

 ③ 対応方針の策定 

    市中における技術動向、他省庁の事例を踏まえると共に、地方防衛局及び要求部隊等 

の意見を聴取して、技術基準として整備する事項、その基本的な考え方などを基本方針 

として整理します。そして、部内及び要求機関等と調整の上、対応方針として確定しま 

す。 

 ④ 技術基準の制定又は改訂 

   ③の対応方針に基づき、技術基準を制定し、又は改訂します。そして、その結果につ 

いては、フォローアップを実施し、PDCA サイクルにより、より良いものに改善してい 

くことが必要です。 

 

２ 防衛施設建設業務における課題 

  防衛施設建設業務における課題については、平成２６年３月に、（公財）防衛基盤整備

協会の調査研究事業として実施した、「魅力ある防衛施設建設事業の実現を図るための提

言」（有志による防衛施設建設業務に関する懇談会）の中で、業務全般にわたっての課題

が指摘されています。 

 この指摘は、設計等の業務及び工事の受注者側からの意見が主なものですが、懇談会の 

メンバーのほとんどが、防衛施設建設業務の経験のある防衛省の建設部署の OB であり、 

防衛施設建設業務の組織内の現状を踏まえての意見となっていると考えられることから、 

防衛施設建設業務の課題の主要なものを網羅していると考えられますので、本調査研究 

においても、これを課題として引用します。 

 

（１）現状と評価 

 防衛施設建設業務に係る設計等の技術業務並びに工事の発注事務及び工事監督業務等に

ついて、以下の指摘がなされています。 

 ① 技術業務について 

・他の発注機関に比べて直接原価が１０％程度高く、利益率が低くなること。 

・発注ロットが小さく非効率であること。 

・部隊及び米軍等の関係機関との協議・調整が多いこと。 

・設計上の方針決定に時間を要すること、協議での大幅な修正、成果物の引き渡し後に 

設計の修正を求められるなど、発注者としての対応が不十分と感じることが多いこと。 

 ② 工事について 

・工事費に比較して工期が長く、受注しても法手続きが未了などの理由で工事に着手で 
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きないこと。 

・工期が長いこと、積算が市場動向に追いつかないことなどから（民間建築等と比較し 

て）利益率が低いこと。 

・標準図活用方式等が採用されているが、発注者の関与が不十分であることなどによっ 

て、設計に長期間を要すること、計画通知等の法手続きも必要になることなどから、工 

事着手が大幅に後送りされることが多いこと。 

・現場で変更の必要が生じた場合などの方針決定に日時を要し、作業員の待機等が生 

じ、円滑な工事の実施を阻害していること。 

・監督官が現場の状況を把握していないことが多く、現場の相談、協議等を円滑に進め 

られないこと。 

 このような指摘を踏まえ、防衛施設建設事業の魅力化を図るためには、次の点を検証し、

必要な措置を講じる必要があるとされています。 

 ① 人員の配置、予算及び仕事の仕組み等は、計画された事業を円滑にかつ高い品質を確 

保して実行するために十分なものであるか。 

② 仕事の実施方針が明確で、プロセスの管理、及び成果物の品質管理などが、組織的な 

仕組みの中で、リーダーシップが発揮されて行われているか。 

③ 職員の仕事に対する姿勢は、ユーザーや受注者等の顧客の方を向いているか、また、

これら顧客の要求に適切に対応できる能力が付与されているか。 

 

（２）防衛施設建設業務を改善するための課題 

  上記の３つの視点に立って、防衛施設建設業務の現状を評価し、①業務の実施体制につい

て、②制度の整備や運用の改善について、③人材の育成についての提言を行っていますが、

ここでは、防衛施設建設業務の改善のための課題として整理します。 

 

ア 業務の実施体制について 

  防衛省の建設職員一人当たりの業務量は、工事費をベースとすると３億円以上であり、他

の発注機関の数倍となっているにも関わらず、仕事の実施体制は昭和４０年代のそのまま

で、根幹部分の見直しが行われておらず、設計、工事監理等の業務を殆ど外部委託している

現在の業務の実施環境に適合していません。また、少子化の進展、職員の採用制度の変更な

どがあり、人材確保等の面から、現行の広域異動を前提とした組織編制では、行き詰まりが

危惧されるとの意見が出されました。 

防衛施設建設事業の魅力化を図るためには、先ずそれを担う建設職員にとって魅力ある

職場であることが不可欠であり、その観点から組織及び業務の執行体制について、見直し等

を行う必要があります。 

① 中央及び地方防衛局の組織を見直し、業務への専念、広域異動の抑制、地方防衛局間及 

び年間業務量の変動等への対応が可能な組織とすること。 
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  地方防衛局調達部の組織は、建築、土木及び設備の専門職種毎の編成になっていて、こ 

れらの部署で調査、設計、工事監督、検査など防衛施設建設に係る技術業務の殆どが処理 

されています。このような組織編成では、業務量の負荷が大きい中で、あれもこれもとい 

うように多種の業務を処理しなければならず、設計等のそれぞれの業務に専念すること 

は難しい状況と言えます。更には、入札制度の総合評価方式への変更に伴う技術審査業務 

等が加わったことなどから、ますますその傾向は強くなっているものと考えられます。 

  また、建設職員の殆どは、３年以上同一ポストに就くことを禁じられている会計職員で 

あり、当該地方防衛局内に異動ポストが無いことから広域異動を余儀なくされています。 

更に、地方防衛局の業務量は、防衛力の整備計画等により年度によって防衛施設建設事業 

量が大きく増減するのが通例であり、この業務量の変動にも職員の広域異動により対応 

している状況にあります。これらの結果として、建設職員は、ほぼ２～３年毎に広域異動 

を強いられることになっており、各地方防衛局における業務の継続性、ユーザーや地元自 

治体との人的関係の構築などが難しく、円滑かつ効率的な業務の執行の阻害要因となっ 

ています。 

 

② 調査・設計費及び工事費の予算について、事業の円滑な実施の観点から、次の配慮を行 

うこと。 

 ○ 調査・設計と工事費の要求年度を分けること。 

   自衛隊施設整備は、その殆どが同一年度に調査・設計の実施と工事の契約を行う予算 

となっていることから、どのような施設を建設するかという計画段階の検討及び設計 

のための十分な期間を確保することが困難となっていると共に、工事の発注事務が年 

度末に集中してしまい、次年度事業の検討作業及び完成する工事に関する事務と重な 

り、業務の円滑な実施の阻害要因となっています。そして、このことが、設計における 

監督官の対応の不十分さや、計画通知等の法手続きの遅れなどの遠因となっているも 

のと考えられます。 

 

 ○ 設計費については、庁費による支弁から工事費によるものに変更するなどして、業務 

に必要な経費を確保すること。 

   自衛隊施設整備においては、設計委託費が全ての事案について行うものとして確保 

されていないことから、標準図活用方式により工事が発注されることが多く見られま 

す。この方式に拠った場合、部隊等の要求事項が固まっておらず設計に不測の期間を要 

すること、設計完了後の法手続きを要することなどから、工事着手までに相当の期間を 

要することとなります。 

   工事着手までに相当の期間を要することは、物価変動や工事費が増額になった場合 

の予算の手当てが困難になること、及び技術者の長期拘束で他工事の受注機会を失う 

ことなど、受注者にとってのリスク増大に繋がり、防衛施設建設事業の魅力低下要因の 
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一つとなっています。 

 

 ○ 長期国債（４年または５年間に及ぶ国庫債務負担行為）の活用などによって、本来一 

体のものとして発注すべきものは、１件工事として発注できるように措置すること。 

 建物の躯体と内装工事など、本来一体のものとして契約すべきものを別件工事とし 

て発注することは、受注者にとっての事業の魅力が損なわれるばかりでなく、施設の品 

質確保、工程管理及び瑕疵等があった場合の責任の帰属など、多くの問題を生じさせる 

恐れがあります。 

 一方、建物付帯工事など本体建物の工事終了後に行う工事については、工事の着手時 

期を考慮し発注を遅らせるなど、事業の計画に即した予算とするよう配慮する必要が 

あります。 

 

 ③ 仕事の仕組み、手順などを見直し、次の措置を講じることによって、組織的に業務の 

プロセスを管理する体制を整備すること。 

○ プロジェクト管理の手法を導入することなどによって、事業の計画から完成までの全

体のプロセスを組織的に統制・管理する仕組みを整備すること。 

  懇談会においては、各種業務での発注者の顔が見えず、その関与が不十分であること、

上司に報告した段階でそれまでの調整結果が覆されることなどが強く指摘されています

が、これらのことは、業務が組織的に、システム的に、かつ計画的に行われていないこと

が原因しているものと考えられます。 

  防衛省内における建設部署としての位置づけ、役割（ユーザーとの関係など）等を明確

にした上で、計画から工事完成までの全体のプロセスを組織的に統制・管理する仕組みを

整備する必要があります。この組織的な統制・管理の仕組みとしては、プロジェクト管理

手法などが上げられます。 

 

○ 外部委託による業務の位置づけ、内容等を防衛省における実施体制に適合するように

再定義すると共に、積極的な活用を図ること。 

  施工監理及び事業監理業務等が外部委託により行われていますが、これらの業務の位

置づけが不明確で、効果も不十分であるなどの指摘があります。 

  業務の外部委託は、建設職員の業務上の負担を軽減するため、その有効活用を図ること

が不可欠であり、工事の円滑な実施及び品質の確保の観点からも、これが有効に機能する

ことが不可欠と考えられます。 

  これらの外部委託による業務を有効活用するためには、受注者が実施する業務内容、実

施方法、発注者の権限との関係及び業務実施による受注者の責任の所在などを明確にす

る必要があります。 
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 イ 制度の整備や運用の改善 

 防衛施設建設事業の契約関係業務については、会計法令等の規定に基づき、 他省庁の制

度などを参考として実施されています。一方において、他省庁の数倍という建設職員一人当

たりの業務量を処理すると共に、防衛施設という特殊な用途の施設建設を、制約の多い米軍

基地や自衛隊駐屯地などにおいて実施しているという特徴を有しています。 

 そして、防衛施設建設事業の実施に係る諸制度の整備や運用に当たっては、これらのこと

に十分配意すべきと考えられ、防衛省の特徴を踏まえた制度の整備及び運用を行う必要が

あります。そして、整備された制度については、ＰＤＣＡサイクルによって、より良いもの

にするよう常に改善を図っていくという姿勢が求められます。 

 

ウ 人材の育成について 

 ① 人材の育成を計画的、継続的に、かつ強力に推進すること。 

   懇談会においては、建設職員の経験や知識の不足から、設計や工事における発注者と 

しての対応について、多くの問題点が指摘されました。 

 建設職員については、自ら設計を行い、現場での監督業務に豊富な経験を有する職員

が退職時期を迎え、設計及施工監理等の業務の殆どを外部委託により実施してきた世

代に交代しようとしています。上記の様な問題は、今後更に大きな問題となって行く可

能性があると考えられますので、早急な人材育成のための対策が求められています。 

   この人材育成策においては、防衛施設建設部署としての業務に対する明確なビジョ

ンを掲げ、その実現に向け、主に以下のことを重点的に実施することが求められます。 

  ○ リーダーの育成を図ること 

 建設部署は、防衛省内で唯一の施設技術に係る業務を取り扱う部署であり、施設技

術を有する職員がまとまって配置されている唯一の部署です。したがって、防衛施設

の品質の確保等を図るためには、当該部署が省内外においてリーダーシップを発揮

して業務を処理することが不可欠であると考えられます。また、業務の多くの部分が

外部委託により実施されているということからも、発注者としてのリーダーシップ

の発揮が求められることは必然のことと考えられます。 

 

  ○ 業務に顧客指向で取り組む姿勢の確立すること 

     防衛施設建設事業を担う建設職員にとっての顧客は、部隊等のユーザー、技術業務

及び工事の受注者などとなります。建設職員にとって魅力ある仕事とするためには、

顧客にとっての魅力を高めることが不可欠であり、業務に顧客指向で取り組む姿勢

を確立する必要があります。 
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Ⅲ プロジェクトマネジメント手法の概要 

 

１ プロジェクトマネジメント手法の適用性について 

 現在のような形のプロジェクトマネジメント概念が確立したのは、冷戦期の米国防省だ

ったと言われています。ソ連に有人ロケットの打ち上げで先を越されたことに危機感を覚

えた米国防省は軍事プロジェクトのプロセスをスピードアップさせるため、プロセスを体

系化し整理しました。1958 年にはポラリスミサイルの開発プロジェクトに際しては、

"Program Evaluation and Review Technique"（PERT）が開発され、同時期にデュポン

社でも、クリティカルパス法（CPM）と呼ばれる手法が開発され、プロジェクト管理の手

法が確立されて来ました。 

現在は、アメリカの非営利団体である PMI（Project Management Institute）が策定し

た"Project Management Body of Knowledge"（PMBOK）が世界中で受け入れられていま

す。この PMBOK は、最新の研究結果を元に 4 年毎に改定され続けているということで

す。 

日本では経済産業省（当時の通商産業省）のバックアップを受けて日本発のプロジェク

トマネジメント標準を確立する試みが進められ、その結果として現在、プロジェクト＆プ

ログラムマネジメント（以下「Ｐ２Ｍ」という。）という知識体系が出来上がり、ＮＰＯ

法人日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）がこれを管理し、必要となるガイドブ

ックの改定作業や、この知識体系に基づいた資格制度を運用しています。 

本調査研究においては、次の理由により、Ｐ２Ｍ標準ガイドブックに則った手法につい

て、防衛施設建設業務への導入を検討することとしました。 

  ① 防衛施設建設業務の実施環境の変化に適時・適切に対応するには、事業の計画から

実行までの業務全体を俯瞰した業務の見直し等が必要であり、Ｐ２Ｍは、業務改革な

どを対象としていること。 

 ② 防衛施設建設業務における中央と地方の関係は、人員、予算、及びプロセス管理な

どにおいて、比較的強い統制関係を有しており、全体事業の実施をオペレーションす

るというＰ２Ｍの手法の適合性が高いと考えられること。 

③ Ｐ２Ｍ標準ガイドブックは、プロジェクトマネジメントを日本社会に普及させるこ

とを目的としたものであり、日本の組織構造、文化への適合性が高いと考えられるこ

と。 

  以下の項で記述するＰ２Ｍに関する事項は、ＮＰＯ法人日本プロジェクトマネジメント

協会制定の「プログラム＆プロジェクトマネジメント標準ガイドブック」から要点を抜粋

して記載するものです。 

 

２ Ｐ２Ｍとは 

これまで「一つのテーマ」を持つ企画事業の実行については、プロジェクトマネジメ
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ントの手法が適用され、エンジニアリング産業、建設産業、ＩＴ産業などを中心に、世

界的に広く認知されています。一方、今日の知識社会における問題は、複雑に入り込ん

だ「いくつものテーマ」を同時に解決することを要求しています。プロジェクトマネジ

メントは、その中の個々の部分を解決する為の基礎知識は提供しますが「いくつものテ

ーマ」が重なる複合問題に全体的視点で対処するには十分でないと考えられます。そこ

で複雑な問題には、いくつかのプロジェクトを有機的に組み合わせることによって対処

し、全体として統合的に解決しようとするのが、プログラムマネジメントです。このよ

うな考え方を、明確な形で最初に世界に提示したのは、Ｐ２Ｍ標準ガイドブックです。 

Ｐ２Ｍは、プログラム＆プロジェクトとあるように、組織戦略の実現を如何にして図

るかというプログラムと、これを確実に実行するためのプロジェクトによって構成され

るものであり、概念としては図１１に示しています。Ｐ２Ｍにおけるプログラム及びプ

ロジェクトの定義は次のとおりです。 

  

 ① プログラムマネジメント 

 プログラムマネジメントは、組織戦略の   

実現などの目標達成のために複数のプロジ 

ェクトを有機的に組み合わせた統合的な活 

動であるとされています。プログラムマネ 

ジメントには、達成すべき目標は開始時点 

で明確であるが、規模が大きいために多数 

のプロジェクトに分割して全体を統合して 

マネジメントする「オペレーション型プロ 

グラム」と、概念的な戦略目的のみで始ま 

る「戦略型プログラム」があります。 

 

 ② プロジェクトマネジメント 

   プロジェクトマネジメントは、繰り返しのない個別性と完了の期限を有する有期性

を特徴とする活動であり、そのマネジメントの公式な開始時点で達成すべき目標が具

体的に確定していて、この目標を如何にして確実かつ効率的に達成するかを目指すプ

ロセスとされています。 

 

Ｐ２Ｍの活用分野としては、表１に主要な例が上げられています。 

     表１ Ｐ２Ｍの活用分野の主要例（抜粋） 

 活用分野 主な具体的事例 
産業分野を軸とした区分 

１ 社会基盤系 
国土交通・輸送システム、ライフライン、国土安全・国防施設、公
共社会サービス施設、都市・地域開発、治水・防災など 

図１１ Ｐ２Ｍの概念図 
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２ 資源エネルギー系 
石油・天然ガス・電源開発、鉱物資源開発、各種プラント、備蓄・
配送システム、省エネルギーなど 

   

６ 行政系 
政府省庁、地方自治体における高機動性が必要な政策・開発戦略・
産業戦略、省庁をまたがる複合課題等 

   

プログラムミッション（又は課題）を軸とした区分 

９ 事業創造・経営改革等 
経営改革、組織改革、新素材開発、リエンジニアリング、企業の吸
収合併、事業の分離・統合、ＰＦＩ，ベンチャーなど 

   

11 生産施設系 
各種生産プラント・施設、物流システム、生産システムの革新（自
動化・知能化システム、バーチャルファクトリー） 

 

３ プログラムマネジメントについて 

（１） プログラムマネジメントの概念 

 

ア プログラムマネジメントの構成 

 プログラムマネジメントの構成を図１２に示します。 

プログラムマネジメントは、企業を例にするならば、経営戦略や事業戦略が求めている

「あるべき姿」と企業等の現状の「ありのままの姿」のギャップを埋めるための「何か」

が、プログラムミッションとして与えられ、このプログラムミッションを実現して、企業

としての価値創造を所得して行こうというものであり、次のプロセスでマネジメントが行

われます。 

 ⅰ ミッションプロファイリング 

  プログラムミッションを明 確にし  

て、「あるべき姿」を描き、現状の  

「ありのままの姿」からどのようにし 

て到達していくかのシナリオを描きま 

す。 

 ⅱ プログラムデザイン 

   ミッションプロファイリングの成果  

に基づき、プログラムのアーキテクチ 

ャー（プロジェクト群の構成、相互の 

関係性など）を設計します。 

 ⅲ プログラム実行の統合マネジメント 

   プログラムデザインで設置されたプ 

ロジェクトを動かして、ミッションプロファイリングされた実行シナリオを実行する

プロセスであり、個々のプロジェクトは夫々にある程度の独立性はあるものの、統合

図１２ プログラムマネジメントの構成 
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マネジメントによりプログラムとしての統一性を監視し、統制されます。 

 ⅳ プログラム戦略とリスクのマネジメント 

   プログラムを実行する過程では、関係者からの苦情や社会的な状況変化などのリス 

クの発生が考えられますが、これらリスクを適切にコントロールして、初期の目標を

達成するようにプログラムの実行過程を監視し、指針を与えます。 

 ⅴ 価値評価のマネジメント 

   プログラムミッションにおいて述べられているプログラムにより実現する目標を、 

業務の効率性の向上、収益性の向上などの具体的な指標に基づき価値を評価し、プロ

グラムの実行過程を監視し、指針を与えます。 

   なお、プログラムには、戦略型プログラムとオペレーション型プログラムがあるこ

とは、前述したとおりですが、その事例を表２に示しておきます。 

 

表２ プログラムの類型と事例 

分類 類型 具体事例 

戦略型 

組織改革 M&A、事業構造改革、組織再編など 

商品改革 大型の新製品やサービス、新規素材、医薬品など 

新ビジネスモデル 新規市場（顧客）開拓、新規バリューチェーン構築など 

研究開発 宇宙開発、地球環境関連（大気汚染や水質、防災など） 

創作活動 映画製作、テレビドラマなど 

社会インフラ スマートシティー 

オペレー

ション型 

建設関連 プラント、発電所、鉄道、空港、市街地再開発など 

資源関連 資源探査、油田、鉱山などの開発や運用など 

IT関連 
人事や経理などの基幹系システム、生産管理、銀行勘定系システ

ムなど 

 

イ プログラムの基本属性 

 プログラムは、プログラムミッションとしての組織トップの事業に対する思いや要求が

複雑に絡み合った概念を、複数のプロジェクトとして展開して問題解決を図るものであ

り、図１３に示す 4 つの基本属性を有しています。 
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 多義性とは、プログラムミッションの概念には様々な発

想や要求が複雑に包含されていることを意味しています。 

 拡張性とは、プログラムの持つ規模、領域、及び構造の

拡大可能性を指します。 

 複雑性とは、多数のプロジェクトが組み合わされ、相互

に作用し合うことによる構造の複雑化や、長期間の実行課

程で生じる市場や競合などの外部環境の影響による行動の

複雑化を指します。 

 そして、不確実性とは、プログラムが持つミッション

（変革）の企図と長期間にわたる環境変動の影響に起因す

る不確実さを指します。 

 

ウ. プログラムマネジメント 

プログラムマネジメントは、事業戦略を実践するためのプログラムミッションの達成を

目的とするマネジメントであり、関連性を有する複数のプロジェクト群を定義し、これを

実行し価値創造を達成するための一連のプロセスで構成されます。 

プログラムミッションは、当初は多義的で曖昧であり、具体的に何を達成すればミッショ

ンが達成されたと言うべきか不明確であり、また環境変動への対応の仕方なども必ずしも

明確ではありません。プログラムマネジメントは、こうした初期の段階からスタートし

て、プログラムという自律分散と統合の仕組みを構築し、これに基づいて具体的な活動施

策としてのプロジェクト群を定義して、各プロジェクトとプログラム全体の実行行動案を

計画し実行するものです。 

 

（ア）プログラム統合マネジメント 

 プログラム統合マネジメントは、プログラムを構成する各プロジェクトがそれぞれ自律

的に運営されつつ、プログラムミッション達成に向けた方向に収束していくようにプロジ

ェクト群を計画・設計し、それらの遂行をコントロールすることです。 

図３ プログラムの基本属性 

図１４ プログラム統合マネジメントの概念 
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 プログラム統合マネジメントは、大別すれば図１４に示すように３つの段階で成り立っ

ています。すなわち、外部環境への対応を目指して、プログラムのミッションを具体化し

て明確に定める段階であるミッションプロファイリング、プログラムの実行に向けて構造

を決めて関係者の参加を促す段階であるプログラムデザイン、更に、プログラムを実行す

る段階であるプログラム実行の統合マネジメントの３つのプロセスで構成されています。 

 

 

ⅰ. ミッションプロファイリング 

  ミッションプロファイリングは、プログラムの初期段階で、事業戦略を分析して、戦

略を実践できるように、プログラムミッションを明確にして、「あるべき姿」を描き、

現状の「ありのままの姿」からどのようにして到達して行くのかと言うシナリオを描く

プロセスであります。 

  この段階で、プログラムが創造する価値の概念は、当初の抽象的な段階から徐々に具

体化されて行きます。ミッションプロファイリングは、プログラムの進行過程で環境の

変化により変更を行う場合には、プログラムミッションを維持するために繰り返して行

うべきものです。 

ⅱ. プログラムデザイン 

 プログラムデザインとは、ミッションプロファイリングの成果物に基づき、プログラ

ムのアーキテクチャー（プログラム群の構成）を設計することです。 

  プログラムデザインのプロセスは、まずミッションプロファイリングで展開し検討さ

れた最終的なシナリオの実行期間やプロセスを定義します。次に、必要なプロジェクト

群を創成して構造化することで、プログラムの全体構成を可視化します。更に、プログ

ラムの実現可能性などを検証して、プログラム構想文書としてまとめるということにな

ります。 

ⅲ. プログラム実行の統合マネジメント 

  プログラム実行の統合マネジメントは、ミッションプロファイリングで構想され、プ

ログラムデザインで計画された価値の確実な実現を目指すプロセスとなります。 

 

（イ）プログラム統合マネジメント活動指針 

 プログラム統合マネジメントを効果的に実行するためには、プログラムの戦略マネジメ

ント、リスクマネジメント、価値評価のマネジメントが必要であり、その活動において

は、図５に示す４つの基本的な活動指針が上げられています。 
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ⅰ ゼロベース発想 

 プログラム統合マネジメントにおいては、複雑な問題を解決するために新たな発想に

よる枠組みの構築が必要になります。例えば「あるべき姿」の構想は、現状の単なる延

長上にない非連続のアプローチが必要であり、ゼロベースの発想が不可欠となります。 

ⅱ 変化柔軟性 

  プログラム統合マネジメントでは、環境変化に即応したスピーディでタイムリーな代

替案への移行や中断・中止の意思決定が必要であり、変化に柔軟に対応することが要求

されます。 

ⅲ 知識・情報の共有 

 プログラム統合マネジメントでは、ステークホルダーがオープンにコミュニケーショ

ンを行い、知識・情報を共有してプログラム組織メンバーの実践力を向上させていく必

要があります。 

ⅳ. 価値の確認 

   プログラム統合マネジメントでは、求めるプログラム価値が環境変化に応じてどの

ように構築されているか、タイムリーに評価して適切な対応をする必要があり、その仕

組みを構築しなければなりません。 

 

（ウ）プログラムのライフサイクル 

 プログラムのライフサイクルとそのマネジメントに関する考え方は、基本的にはプロジ

ェクトの場合と同じですが、プログラムの場合には、事業戦略と直結した価値創造という

ミッションを持ち、比較的大きな規模で長期間の活動を行うため、次の工夫が必要となり

ます。 

① 実行段階のプログラムのライフサイクルは、プログラムを構成するプロジェクト群

のライフサイクルを統合したものとして存在します。ただし、単なるプロジェクトの

ライフサイクルのボトムアップ的な寄せ集めではなく、プログラムミッションを達成

すべき設定されたプログラムとしてのライフサイクルが先に存在し、各プロジェクト

ライフサイクルはこれに適合して計画されます。 

② プログラムのライフサイクルは、組織の経営的な視点からプログラムを適切なフェ

図５ プログラム統合マネジメントの活動指針 
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ーズで区切り、フェーズごとに事業戦略との整合性を審査・承認するフェーズゲート

を設定し、プログラムとして承認されます。 

 

エ プログラム組織 

 

（ア）プログラム組織づくり 

   プログラム組織は、ミッションプロファイリングを経てプログラムデザインでプロ

グラムの全体構成の可視化の段階ではじめて、どのような組織にするかという組織検

討が可能になります。 

   プログラム組織は、プログラム実行の主活動となるプロジェクト群を担う組織と、

主活動をサポートする人事や経理などの支援活動を行う組織の集合体として構成され

ます。プログラム組織の考え方は、本質的にはプロジェクト組織と差異はありません

が、事業戦略との関連が強いというプログラムの特性上、経営組織との接点が多くな

ることに留意しておく必要があります。 

   また、プログラム組織においては、組織のメンバーの権限を体系的に整理し、上位

組織を含む情報の相互流通の仕組みや、プログラムの進行状況に応じた戦略的な意思

決定が行える仕組みを準備

しておく必要があります。 

 

（イ）プログラムマネジャーの

役割 

 プログラムマネジャーは、戦

略施策を具体的に方向付ける役

割とプログラムを着実に実行し

ていく役割があります。 

 つまり、上位組織の戦略の要

求事項のレベルから、プログラ

ムミッションを導き出し、プロ

グラムに参加する多種多様で個

性的な組織や人を統合しつつ、激しい環境変動に適時に対応が可能になるよう動機付ける

ことが必要となります。 

 

（ウ）プログラムの共通観 

 プログラムの共通観は、プログラムを遂行する組織の構成員や関係するステークホルダ

ーが共有すべき当該プログラムに関する共通理解のことを指します。 

 プログラムに参画するステークホルダーは、プログラムが目指すプログラムミッション

図１５ プログラム組織の例 
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という全体最適の姿とその背景を理解し、プログラムの構造（アーキテクチャ）とプログ

ラム実践の評価がどのように行われるかという共通認識を持って参画することを要求され

ます。また、その共通認識はプログラムの実行組織を包含する共通の場（コミュニティ）

において自由な情報交流が行われることによって促進されます。 

 プログラムの共通観は、次の３つの共通認識によって構成されます。 

 ① プログラムミッションが導き出されたミッションプロファイリングのプロセスの理

解とプログラムの達成すべき目標への深い共通理解 

② プログラムデザインのプロセスを経て構築されたプログラムアーキテクチャーに対

する共通認識 

 ③ プログラム実行における評価はどのように行われるのかという共通認識 

 

 プログラムは、環境の変化に対応して、各末端組織が自律分散的に行動する必要があ

り、ともすれば個別最適になってしまう危険性を包含しています。それはガバナンスの仕

組みで対応されますが，起こり得るあらゆるケースを網羅することは不可能であり、組織

効率を悪くしてしまう場合があります。共通観を共有することで、各組織の意思決定の方

向性に統一性を持たせ、変化対応のスピードの向上も期待されています。 

 

（２）プログラム統合マネジメント 

 プログラム統合マネジメントは、プログ

ラムの目的・目標を定め、それらの実現に

向けて組織的活動を遂行するための一連の

マネジメントプロセスです。プログラム統

合マネジメントにおいては、当初の多義的

で複雑なプログラムミッションを具体的な

事業活動としてのプロジェクト群を構成し

て、プログラムミッションを達成するシナ

リオを構築します。 

 次いで、プログラムミッションの実行に

当たってプログラムの設計図であるプログ

ラムアーキテクチャーを定めるプログラム

デザインを行います。これはプログラムを

複数のプロジェクト群で構成して、プロジェクト相互の関係性やインターフェースを明ら

かにしていくプロセスです。 

  そして、複数のプロジェクトを統合してプログラムを実行するプロセスであるプログ

ラム実行の統合マネジメントは、プログラムを構成する各プロジェクトがプログラムガバ

ナンスの下で、自律的に実践され、必要に応じて変更を加えつつも、プログラムミッショ

図１６ プログラムマネジメントの構成 
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ンを達成する機能を有することになります。 

これら全てのプロセスでは、プログラム戦略とリスクのマネジメント及び価値評価のマネ

ジメントを行います。 

 

ア ミッションプロファイリング 

 ミッションプロファイリングは、プログラムによって価値を創造する中核のプロセスで

あり、当初の抽象的・多義的なプログラムミッションの概念を、環境の複雑性や組織の制

約条件等を踏まえつつ具現化して可視化していくプロセスです。ここでは、事業戦略の本

質を深く理解して、プログラム特有の価値創造を目的として組み合わされたプロジェクト

群を考案・創出します。 

 ミッションプロファイリングでは、プログラムミッションの意図を解釈して「ミッショ

ン表現」として記述します。さらにこのミッション表現に基づいて、どのような価値を創

造、実現するかを「あるべき姿」として描きます。そして現状の「ありのままの姿」との

対比で、「あるべき姿」に到達する為の課題を明確にして、最も効果的かつ効率的なプロ

ジェクト群や推進体制等を検討してシナリオに展開するのです。 

 ミッションプロファイリングは、図１７に示すように、「ミッション表現（Mission 

Statement）」、「関係性分析(Relationship Analysis)」、「シナリオ展開（Scenario 

Statement）」で構成されま

す。 

 ミッション表現では、プロ

グラムミッションとプログラ

ムの価値を記述します。価値

の関係性分析では、プログラ

ム価値（全体価値）のプロジ

ェクト群の価値（部分価値）

との関係性分析と、ステーク

ホルダーのプログラムへの関与の仕方と価値創造分析を行います。そして最後に、シナリ

オ展開では、複数のシナリオ案を作成して、実現性の検証やプログラムの実行を考慮した

最適な案を実行シナリオとして選定します。 

 

（ア）ミッション表現 

 ⅰ ミッションの記述 

   ミッションの記述は、プログラムオーナーの期待する全体像であり、プログラム価

値の源泉となるものです。ミッションの記述は、プログラムオーナーの発想した価値

を尊重して、その価値を可能な限り伝達できる表現とし、随時、追加や発見がないか

確認を求める作業も必要となります。 

図１７ ミッションプロファイリングの構成 
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   ミッションの記述では、いくつかの達成すべき目的と、それを更に具体化した副目

的などの段階を経て、目的の達成指標である目標を設定します。想定した複数の目的

の中で、成功に向けて戦略的に経営資源を集中する目的と優先度が低い目的に分類し

て、後者を採用しないとすることで、当初のプログラムミッションを実現するために

必要となる目的はどれかをより明確にします。これによってプログラムミッションは

抽象的な初期的表現から一段階具体化されて、組織あるいは事業のあるべき姿ともい

うべきミッション表現に成長します。 

   ミッションプロファイリングの役割の一つは、ミッションと目的、目的と目標、目

標と手段の間の乖離や偏りを防いで、その整合性を計画し、維持し、調整すること

です。このような性格から、ミッションの記述は、上位組織の目的に合致している

こと、達成可能で具体性があること、達成すべき成果が定義されていることが求め

られます。更に、目標は測定可能になっていることも重要な要素です。 

 

 

 ⅱ 価値の記述 

 価値の記述においては、顧客価値を創造すること、独自性を持っていること、対象

領域が明らかであることという、創造すべき価値の本質を見極め、それに従う必要が

あります。 

   価値は、本来は顧客を創造するものであり、顧客価値に繋がるものでなければなり

ません。そこでは競合が発生し、自社はどうするのか、自組織の事業は何でありたい

のかという独自性の追求が重要なテーマとなります。この独自性の源泉となる差別要

素を持っているかどうかが、組織や事業の競争力を決定づけ、時によっては存続に関

わりをもってくるほど重要な要素となるのです。 

   もう一つの重要なテーマは、どのような領域に焦点を当てて価値を実現するのかと

いうことです。つまり、市場や顧客のニーズをどのように捉え、自組織はそのニーズ

に対してバリューチェーンのどの部分を担当するのかという問題です。 

 

（イ）価値の関係性分析 

 ミッション表現に記述した創造すべきプログラム価値の、全体と部分の関係及び価値創

造に関わるステークホルダーの協力や利害関係等を分析することが、価値の関係性分析で

す。 

 ⅰ 全体価値と部分価値 

   プログラムマネジメントの目的は、下位のプロジェクトの自律性と、全体との有機

的結合を両立させ、有用で安定した成果を効率的かつ公正に実現することであり、こ

の目的から、プログラムが求める全体価値と、下位のプロジェクト群の個々の価値

（部分価値）を明らかにして、これらの関係性を明らかにする必要があります。 
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   そして、プログラムの価値は、複数のプロジェクト群で創造される価値の総和を超

えるものでなければなりません。これは、「全体は部分の総和を超える」ことを意味

するものであり、全体が個々の要素からは予想もできない新たな性質を示すことを

「創発（Emergence）」と言いますが、複数のプロジェクトを的確に組み合わせるこ

とで、一つ一つのプロジェクトでは実現できない価値を創造するというものです。 

  

 ⅱ ステークホルダー価値 

   ステークホルダー価値とは、ステークホルダーがプログラムに参画する立場と役割

により獲得する財務上の利益や有形資産などの有形価値と、プロセス運用の効率化、

利便性向上やノウハウ等の知的資産に代表される無形価値を指すものです。 

   プログラムの実行段階では、ステークホルダーの参画や協力、及び調整や交渉等が

プログラムの価値実現と各々のステークホルダーの価値獲得に大きな影響を与えま

す。ミッションプロファイリング段階でプログラムへのステークホルダーの関わり方

を把握しておくことは重要な要素となっています。 

 

（ウ）シナリオ展開 

   シナリオ展開は、「あるべき姿」と「ありのままの姿」のギャップをどのように分

析して、どのような解決策で埋めていくのかという道筋を考えることです。そして考

えられる複数のシナリオを用意して、最適なものを選択する必要があります。 

 

 ⅰ シナリオ案作成 

 1）実行シナリオと環境シナリオ 

   「あるべき姿」までのシナリオを展開する際には、組織等が未来に向かって行う行

動とその結果の予測としてのシナリオ（実行シナリオ）と、組織が属する社会や市場

などのビジネス環境の変化についてのシナリオ（環境シナリオ）の２つのシナリオが

あることに留意しなければなりません。シナリオ展開においては、環境シナリオはコ

ントロール可能な実行シナリオとは区別して考える必要があります。 

 2）シナリオ作成のフレームワーク 

   実行シナリオの展開に当たっては、まず外部環境の影響をどの程度受けるのかとい

う判断が重要であり、それらを上手に吸収するようなプログラム設計が要求されま

す。 

   実行シナリオには、いかなるプログラムにも共通的な、「目標要素」、「制約要素」、

「ステークホルダー要素」の 3 つの要素があります。 

 

  ① 目標要素：初期の概念的なプログラムミッションは、ミッション表現の段階で複

数のより具体的な達成目的の形式に分解されます。それらは更に具体的な目標に分
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解されてそれぞれの実現可能性が検証されます。 

  ② 制約要素：当該プログラムに与えられた内部資源（ヒト、モノ、カネ、技術、情

報など）は有限であり、かつ環境の変化による外部的な要素（市場や顧客、競争、

法規制など）によってシナリオを変更しなければならない状況が発生します。シナ

リオにはこうした資源の制約と環境の変化を予め読み込んだ複数の備えが不可欠の

要素となっています。 

  ③ ステークホルダー要素：プログラムのシナリオとしては、誰にどのような役割を

割当て、どのような利益を、どのようにして分け与えるのかの考察が重要となりま

す。顧客については、まずプログラムが価値の提供を意図している真の顧客は誰か

を改めて認識する必要があり、直接的な顧客、エンドユーザーの満足にどのように

取り組むのかが重要な課題となります。 

 

 ⅱ.実現性検証と実行シナリオ選定 

 1) シナリオ実現性検証 

   シナリオの実現性の検証に当たっては、プログラムのステークホルダーに対して、

そのシナリオがミッションを達成しうるという説得性が重要となります。その意味か

らシナリオは、ステークホルダーが見えるものになっていなければなりません。 

   また、主要な課題については、可能性のあるいくつかの案について、幅広く有識者

にヒアリングを行うなど技術面や経済性のフィージビリティ・スタディを行うこと

や、パイロットプロジェクトで検証してみるなどの方法で実現性の確認を行う必要が

あります。 

 2) 実行シナリオの選定 

   実行シナリオは、次の段階で行うプログラムの設計、すなわちプログラムのアーキ

テクチャーと各プロジェクトの設計に対する起点となるものです。実行シナリオは、

シナリオ展開により作成された数種類のシナリオ案を比較検討して選定されます。 

 

イ プログラムデザイン 

 プログラムデザインとは、ミッション表現と実行シナリオに基づいて、プログラムのア

ーキテクチャーを設計するプロセスです。プログラムデザインの目的は、プログラムミッ

ションを達成するように、個別目標の集合体を構造化すること（プログラムアーキテクチ

ャーの設計）です。更に、設計されたプログラム及びその構成要素である各プロジェクト

を実行する仕組みを設計することもこれに含まれます。 

 

（ア）プログラムデザインのプロセス 
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  プログラムデザインのプロ  

セスは、図１８に示すよう 

に、ミッションプロファイリ 

ングでシナリオ展開された後 

に、①プログラムライフサイ 

クルを設定し、②プログラム 

実行に必要なプロジェクト群

をデザインし、③プロジェクト

群を構造化し、④各プロジェク

トの役割を与え、⑤プログラムの操作性と実現性の検証を行うことです。 

 

（イ）プログラムアーキテクチャー 

 プログラムアーキテクチャーとは、実行シナリオに描かれたミッション達成のプロセス

を、複数のプロジェクトに割り当てた構造形式です。 

 ミッションプロファイリングの過程は主に、「何が必要か？」に焦点を当てたプロセス

であり、プログラムデザインは「必要」を満足させつつ、具体的に「何が実現できる

か？」を確かめていく過程となっています。 

 プログラムを複数のプロジェクトが結合した構造と考えると、そのアーキテクチャー

は、図１９に示すように遂次型、並列型、サイクル型の 3 種類の基本結合方式、またはそ

の組み合わせとなります。 

   

  遂次型プロジェクト結合は、複数のプロジェクトが相互に関係を持ちながら時間経過

に従って順番に進行する様なプロジェクトの結合です。 

  並列型プロジェクト結合は、複数の遂次型プロジェクトを重複しながら同時並行的に

進行することにより、開発や生産のリードタイムの短縮、コスト削減などを達成する場

合に利用されるプロジェクトの結合方式です。 

図１８ プログラムデザインのプロセス 

図１９ アーキテクチャーの基本結合方式 



35 

 

  サイクル型プロジェクト結合は、スキームモデル、システムモデル、サービスモデル

の３つのプロジェクトがサイクル結合して、更に次のプログラムとして循環する結合方

式です。 

 プログラムアーキテクチャーの設計は、図１８に示すプロセスに従い次のように行わ

れます。 

 ① プログラムライフサイクルの設定 

   シナリオに具体的な日程を当てはめて、プログラムの開始日と終了日を決め、プロ

グラムのフェーズを決めます。 

   プログラムによっては、任意に日程やマイルストーンを設定できるケースもありま

すが、市場や顧客の都合やパートナーの事情などで、プログラム側で決定できないケ

ースも存在します。また個別プロジェクトのライフサイクルとの整合性も確保しなけ

ればならないので、プログラムライフサイクルは、こうしたトレードオフを踏まえて

日程を仮設定して、関連するステークホルダーと調整のうえ最終決定します。 

 ② シナリオ実践のためのプロジェクト群デザイン 

   プログラムのライフサイクルを設定して、各フェーズの目的を達成するためのプロ

ジェクト群をデザインします。具体的には、プログラムミッション記述の段階で目

的・目標連鎖により分解された最終目標群の達成を各プロジェクトミッションとする

プロジェクト群をデザインします。 

   こうして一旦デザインしたプロジェクト群を、プログラムミッションの実現性を考

慮しながら、投入資源の効果性や全体最適性や効率性の視点等から、複数プロジェク

トの統合化、プロジェクトの分割や中止等を検討して必要なプロジェクト群を決めま

す。 

 ③ プログラムの構造化 

   プログラムの構造化とは、プログラムを構成するプロジェクト群のアーキテクチャ

ーを設計することです。プログラムの実行に必要なプロジェクト群を決めたら、まず

プロジェクト間の依存性と影響（効果とリスク）を考慮した上で、投入可能な資源と

の関係で、並列的に遂行するプロジェクトや遂次結合関係やサイクル結合関係を決め

ます。 

   プログラムを効率的に確実に遂行するためには、最適なプロジェクト群の構造化を

行う必要があります。具体的には、個別プロジェクトの独立性を確保することによる

自律分散の仕組みとすること、適切な管理スパンのプロジェクト規模、専門性の高い

プロジェクト組織編制とすることや、適切なプログラム全体のコントロールの仕組み

を創ることなどが必要です。 

 ④ 個別プロジェクトへの役割付与 

   プロジェクト群の構造化を決めたら、個別プロジェクトに役割を具体的に付与して

必要な資源を割当てます。プログラムマネジャーは、プロジェクトマネジャーとプロ



36 

 

ジェクトの実現可能性を確認します。 

 ⑤ プログラムの操作性と実現性検証 

   個別プロジェクトの実現性を確認した上で、プログラム全体の操作性を考慮して、

ロードマップや運営ルールを作成します。プログラムシナリオの前提条件や環境の変

化の影響をシミュレーションして、プログラムの価値創造の実現性の評価を行いま

す。不確実性が見込まれる場合には、プログラムオプションの選択肢を準備します。 

 

ウ プログラム構想計画文書 

 プログラムデザインの最終成果物は、プログラム構想計画文書であり、プログラムミッ

ションやシナリオを含めプログラムの全体像が分かるように記述します。当該プログラム

の目指す価値の評価を行い、環境変化に適応した柔軟なプログラム構造により、プログラ

ムの実現可能性を把握します。そして個別プロジェクトの目的や目標や基本的な方針、制

約条件などを規定します。 

 構想計画文書は、表３に示した内容を含むものですが、具体的にはプログラムにより

様々な内容があります。 

 

表３ プログラム構想計画文書 

区  分 主な内容 

戦略との関係 経営戦略、事業戦略との関係、重要な環境や制約条件など 

プログラムミッション プログラムミッション（目的、目標） 

シナリオ展開 シナリオの背景と具体的な内容、実行シナリオ選定の経緯 

（概要） 

プログラムデザイン ・上記の戦略との関係（What構築部分） 

・プログラムのライフサイクルに関すること 

 （フェーズとライフサイクル） 

・プロジェクト群の構造化（How to部分）に関する基本 

 的な考え方など 

・プログラム実行に関する制約等（主要な資源や組織、コ 

 スト見積と予算計画、資金計画、回収計画、リスク等） 

・全体工程 

個別プロジェクト関係 ・プロジェクト目的と目標   ・基本運営方針 

・基本要求仕様書   ・プロジェクト協働関係 

・制約条件  ・資源関係  ・スケジュール 

 

  このようにして作成されたプログラム構想計画は、プログラムオーナーに加えて関連

部門の責任者による承認が行われます。具体的な承認は、プログラムレビューという会

議体や役員会議での審議、財務部門の確認等さらにそれらを組み合わせた形で実施さ

れ、策定されたプログラムの有効性が確認されます。 

 

エ プログラム実行の統合マネジメント 

 プログラムの実行段階における統合マネジメントは、プログラムの構想計画で示された
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価値の確実な実現を目指すマネジメント活動です。プログラムによる優れた価値の創造

は、高い価値を目指した計画とその確実な実行の両面がかみ合うことによって可能となり

ます。 

 プログラムの計画段階ではマネジメントの対象が価値創造の可能性追求にあるのに対し

て、プログラムの実行段階では価値実現の確実性の追求に大きく変化します。このため、

プログラムの実行過程においては、リスクの見極めと価値実現の評価を行いながら、多く

のステークホルダーとの調整を行い、計画を完遂する強い意志と、必要に応じた計画変更

を含む柔軟な対応力がプログラムマネジャーには求められます。 

 

（ア）プログラム実行の統合マネジメントプロセス 

 プログラム実行の統合マネジメントのプロセスの例を図２０に示します。 

 プログラム構想計画が承認されると、プログラムマネジャーは実行段階に移行するため

の準備を始めます。これをプログラム実行の立ち上げといい、次の５項目で構成されま

す。 

 ① プログラムの実行段階における業務の全体把握 

 ② 各業務を実行する組織の決定 

 ③ プログラムを構成する個別プロジェクトの立ち上げ 

 ④ 実行計画の見直し 

 ⑤ 全体最適化への仕組み 

  プログラムの実行の立ち上げが完了すると、いよいよプログラムの進捗を管理し、目

標達成に向けた目標マネジメントを実行します。そして、プログラムの実行が完了して

計画通りの成果が得られた場合や、これ以上継続しても期待した成果が得られないと判

断された場合には、プログラムを正式に終了します。これをプログラムの終結といいま

図２０ プログラム実行の統合マネジメントプロセス 
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す。 

 

 ⅰ.プログラム実行の立ち上げ 

 1) 業務の全体把握 

   プログラムの実行段階で行う業務を把握するために、プログラムを実行する組織か

ら見て外部及び内部への対応に分類し、更に内部への対応を、プログラム全体を対象

とする業務と個別プロジェクトを対象とする業務に分類します。 

   プログラムは、戦略の実践活動であり、その活動の代表者としてプログラムマネジ

ャーはプログラム実行組織の外部との交渉の全てに責任を負います。 

  ① プログラムオーナーなどの上位のステークホルダーに対して、プログラムの進捗

状況を報告し、必要な承認を得るなどの様々な調整。 

② プログラムが創出する価値のユーザーや影響を与える関係者などの外部のステー

クホルダーに対してその価値の内容を説明する広報や必要な交渉。 

  ③ プログラムの実行に必要になる資金を始めとする資源を確保するための交渉 

 2）実行組織体制の整備 

  プログラムマネジャーは、最初に、プログラム実行の統合マネジメントを担うコアメ

ンバーを組織化し、次に、プログラムを構成する各プロジェクトを担当するプロジェク

トマネジャーを決定し、各プロジェクトの立上げを指示します。実行組織の編成に当た

っては、プログラムミッションや規模、もともとの組織の形態によって、適切な組織形

態を考慮する必要があります。 

 

  自らの組織だけでプログラムマネジメント組織とプロジェクトマネジメント組織に必

要な人的資源が賄えない場合には、プロジェクトの遂行に必要な技術力や各種のマネジ

メント力を明確にして、入札プロセスを経て外部の資源を活用することも考慮します。 

 

 3）個別プロジェクトの立上げ 

  プロジェクトマネジャーは、プログラムの構想計画に定められた当該プロジェクトの

基本事項に基づいて、プロジェクトの業務の全体把握とそれらを実行する組織体制を決

定し、プログラム実行組織への報告・情報交換や交渉・意思決定などの調整の運営ルー

ルを明確にします。 

 

 4）実行計画の見直し 

  プログラムとプロジェクトの実行組織体制が確定した後、各組織は夫々の経験や能力

とリスクに応じて、最も適した具体的な実行方法やプロセスを検討することにより、確

実性のより高い実行計画となるよう調整やすり合わせなどの見直しを行うことが推奨さ

れます。 
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 5）全体最適化の仕組み 

  プログラムを構成する各プロジェクトは、プログラム全体の成功すなわち全体最適の

実現を目指して構成されます。しかし、各プロジェクト組織がプロジェクトミッション

の他に組織独自の目的・目標を設定し、その達成を優先することがプログラムの目指す

全体最適の実現と利害が相反する場合があります。単一の組織内で実施されるプログラ

ムの場合は、この状況への対応も比較的容易に行えますが、プログラムの一部の業務を

外部へ発注する場合などは大きな問題となることがあります。この問題への対処とし

て、①共通観（shared vision）,②実践コミュニティ（community of practice）、③契約に

おけるインセンティブとペナルティの組み合わせなどの仕組みがあります。 

  ① 共通観の醸成 

    プログラム実行組織とプロジェクト実行組織を構成する全員が、プログラムの本

質を理解し、納得して、一体感を持って夫々の業務に取り組むことが重要です。プ

ログラムマネジャーは、プログラム実行組織とプロジェクト実行組織に参加するこ

とが確定したメンバーに対して、プログラムの目的・目標を共有するためのトレー

ニングを実施し、プログラムチームへの参画意識を高めます。 

  ② 実践コミュニティの活用 

    プログラムに参画するものは、プログラムの実行組織体制として設定された責任

は義務として果たさなければなりませんが、それと並行して、事業現場に存在する

第一線の多様な知恵を有効に活用するため、幅広い専門家が自発的な貢献を奨励す

る場を持つことが重要になります。各自が持つ知恵やスキルを組織力に昇華する場

を持つことが組織固有の体質や文化として認知され、全員がそういう場の形成に意

識的に貢献する組織は、環境変化の厳しい現代において生き残る組織力を培う上

で、大きな効果があります。このような場のことを実践コミュニティと呼びます。 

  ③ 契約におけるインセンティブとペナルティの組み合わせ 

    プログラム業務の一部を外部に契約に基づき委託する場合に、インセンティブと

ペナルティを適切に組み合わせることによって、受託者にプログラムの目標達成へ

の協力を促すものです。 

 

 ⅱ プログラム実行の目標マネジメント 

   プログラム実行に着手後、各プロジェクトで設定された目標（性能、コスト、納期

など）達成への進捗を定期的にプロジェクト実行組織から報告を受け、プログラム全

体の目標（性能、コスト、納期など）達成への進捗の監視を行います。そして、各プ

ロジェクトに対して必要な対応を適宜判断して指示することで、プログラム全体をコ

ントロールすることを「プログラムの目標マネジメント」と言います。 

 1） 監視とコントロール 
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   プログラムの環境変化について情報収集を行うと共に、各プロジェクトの進捗情報

を収集することを監視（monitoring）といい、集めた情報は過去の情報であり、それ

らを総合的に判断してプログラムの完了時点までの予測を行い、その時点で必要と考

えられる対策を検討し、計画し、プロジェクト実行組織に実行させ、または自ら実行

することをコントロール（control）と言います。   

 2） 情報コミュニケーション 

   プログラム監視とコントロールを的確に行うためには、あらかじめ設定されたプロ

グラムとプロジェクトの運営ルールに基づいて、プログラム内での報告や指示などの

情報を統一的に扱う広義の情報コミュニケーションの整備が重要になります。使用す

る情報システムネットワークのほかに、会議体の設定、標準的報告様式などが必要

で、プログラム内で用いる用語や指標についても共通理解を深める必要があります。 

 3） プログラム変更マネジメント 

   外部環境の急激な変化などにより、当初計画のまま実行することが困難になった場

合や、許容できないリスクが顕在化することが想定される場合には、プログラムの構

想計画で決定された各プロジェクトの目標、スケジュール、コストなどの基本事項に

さかのぼって変更することが生じます。こうした変更は安易に行われるべきではあり

ませんが、判断を逡巡することがプログラム全体最適に反する場合もあり、プログラ

ムマネジャーには、厳しく計画を遂行しつつ、適切なタイミングで柔軟な対応をする

ことが求められます。 

      

 ⅲ.プログラムの終結 

   プログラムの目標マネジメントが完了し、計画通りの成果が得られた場合やこれ以

上継続しても計画通りの成果が得られないと判断された場合には、プログラムは正式

に終了することとなり、これを「終結」と呼びます。 

   プログラムの終結に当たっては、プログラムマネジャーは、成果及びプロセスの評

価を行うと共に、得られた教訓（lesson learned）を整理して、プログラムの上位ステ

ークホルダーに報告します。そして、プログラムオーナーの了解を得て、プログラム

マネジャーは、プロジェクトマネジャーにプロジェクト実行組織の解散を指示し、自

らもプログラム実行組織を解散してプログラムを終結させます。 

 

オ プログラム戦略とリスクマネジメント 

   プログラムから豊かな成果を得るためには、高い目的・目標（ミッション）を求めつ

つも、それに伴うリスクがプログラムとして許容範囲内、すなわち対処可能であること

が不可欠なこととなります。プログラムマネジメントにおいては、戦略性とリスクマネ

ジメントを一つの大きな枠組みの中で計画していくことが要求されます。 
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（ア）プログラム戦略マネジメント 

  プログラム戦略マネジメントは、プログラムミッションの本質を正しく解釈し、目

的、目標、手段の相互関係性を明らかにするものです。更に基本的な枠組みを策定して

重要な制約を特定し、プログラム遂行の全ての過程でプログラムミッションを実現する

ための統合マネジメントを行うことです。 

   そして、プログラム戦略マネジメントには、上位組織の戦略から導き出されたプログ

ラムミッションを具体的な目標へと展開する戦略目標マネジメントと、プログラムを成

功裏に実現するための方法としての実行戦略マネジメントの二つの局面があります。 

  また、プログラムには、プログラムを構成する個々のプロジェクトの不確実性と、環

境変化や複数のプロジェクトが何らかの関係性を持つことによって発生するプログラム

そのものの不確実性があるため、全体として多くのリスクが存在することになります

が、その対応は戦略目標マネジメントの実施過程を通じて分析・評価され、結果として

プログラムシナリオへと反映されることになります。 

 

 ⅰ  戦略目標マネジメント 

   プログラムの戦略目標とは、プログラムミッションを達成するために、何を行い、

その結果として何をどれだけ達成するのかという目標となります。 

   プログラム目標に対する戦略目標マネジメントとして重要なことは、「効果性（本

当にそうなのか？：構想の価値）」、「実現性（本当にその内容は実現できるのか？：

実現の価値）」、そして特に企業や事業の観点からは、「発展性（継続できるのか、さ

らに発展性させられるのか？：活用の価値）」などを評価することです。 

 

 1） プログラム目標の効果性 

   目標の効果性を評価する場合には、①有効性と効率性、②時間軸及び③価値の独自

性の 3 点が重要な要素となります。 

   ① 有効性と効率性 

      有効性は、プログラムが創造しようとしている価値が、環境（市場等）において

本当に価値があるかどうか、すなわち環境（市場等）における価値の適合性であ

り、効率性はその価値創造のための投入に対して得られる価値の比率ということに

なります。有効性と効率性のどちらがより重要かということについては、選定した

プログラム目標が本当に環境または市場、顧客の望むものに適合しているのかが最

も重要であるということに留意する必要があります。 

   ② 時間軸 

      競争環境化においては、いつ市場にプログラムの価値を提供するかという時間的

な要素も重要な評価・判断の材料となります。 

   ③ 価値の独自性 
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    競争環境化においては、競争優位を実現するためには、プログラムが創出する価

値が独自性を持つことが重要になります。 

 

 2） プログラム目標の実現性 

    プログラムによって新たな価値を創造し、実現しようとする場合、そこには必ず未

知の要素、すなわち投機的及び純粋リスクが含まれることになります。高いレベルで

の価値実現を目指せば目指すほど、当然不確実性は大きなものとなり、一般的に実現

性は低くなります。実現性の評価においては、プログラムを構成する個々のプロジェ

クトの実現性評価、すなわちリスク分析結果を集めた上での総合的な評価が必要とな

ります。 

 

 3)  プログラムの発展性 

  ① プログラム自身の発展性 

     プログラム成功の結果、更に次の段階の成果を求めてそのプログラム自 身を拡

張するか、あるいは継続性のある新たなプログラムをスタートさせるなど、プログ

ラムの発展性が重要であり、これが容易になるようにプログラムの目標や構造を設

計する必要があります。 

  ② プログラムが組織に与える発展性 

    ミッション達成のためのプログラム遂行を介して、例えば希少な経営資源、新た

な市場や顧客、強化された組織力・マネジメント力、資金の調達先や信用力、更に

はブランド力など、プログラム完了後も発展的に活用可能となる組織の経営資源や

コンピダンスが行われることが重要です。 

 

ⅱ 実行戦略マネジメント 

  プログラムの実行戦略マネジメントは、戦略目標マネジメントで明らかにされた戦略

目標の達成を目指して、プログラムを実行するうえでの戦略に関するマネジメントで

す。プログラム実行の確実性、効率性を高めること、そしてプログラムの実行レベルで

行われる製品やサービスの競争力の向上が目的となります。 

 

（イ）プログラムリスクマネジメント 
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  リスクとは、何らかの事業  

あるいは行動を行う上での不   

確実性であり、夫々のリスク 

事象の発生確率とインパクト 

の積の総和として表されま 

す。一般的にリスクは、不確 

実性と同義と解され、悪い結 

果だけでなく、好結果をもた 

らす場合もあります。悪い結 

果のみのリスクを純粋リスク 

（Pure risk）、好悪両方の可 

能性があるリスクを投機的リスク（Speculative risk）と呼んでいます。 

 図２１に示しているのは、プログラム戦略マネジメントにおける、プログラムの設計

段階までのリスクとプログラム実行段階のリスクを、それぞれプログラム戦略マネジメ

ントとの関係で示しているものです。 

 

 ⅰ リスク要因と対策 

   表４に戦略レベルでのリスク要因と対策の例を示します。 

 

 ⅱ プログラムリスクマネジメントの特徴 

   プログラムに関するマネジメントは、個別のリスク要素を特定化し、これを分析

し、対処手法を考えるということに加えて、プログラム全体の枠組みの中でプログラ

ムミッション達成を実現するために、プロジェクト間の関係性を考慮して、リスクの

対応措置を考えることを基本としています。 

表４ 戦略レベルのリスクと対策事例 

リスクの分野 リスクの主要な要因例 リスク対応の対策例 

不適切な目標 
・目標の不明確 

・過大な目標／遠すぎる目標 

・ガバナンス体制の確立 

・ミッション再定義 

市場の不確実性 省略 省略 

取引上のリスク 

・取引先の破綻 

・取引上の機会主義 

 取引特殊な契約 

 将来価値の非対称性 

・取引契約における対策（スポット取引、 

 完備契約、遂次契約、関係性） 

・垂直統合（内部取引、官僚組織、身内 

 意識による統治） 

・共同事業 

資源の不備・不足 

・組織体制 

・人的資源（技術力等）不足 

・物的資源（設備・資材等） 

・資金 

・組織体制の整備 

・資源の獲得（人事・採用・研究開発、買収、提

携、共同事業、外注等） 

・公的な支援（用地提供・支援、補助金、税の減

免、融資等） 

他社等からの脅威 
・５つの脅威 

・破壊的イノベーション 
・脅威に応じた個別の対策 

  

図２１ プログラム戦略マネジメントとリスクマネジメント 
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  個別要素であるプロジェクトから生じたリスクがこのプロジェクトだけにとどまら

ず、他のプロジェクトやプログラムに影響をもたらす場合、プログラム全体の観点か

ら、その影響度を評価し適切な対応措置をとる必要が生じます。対応としては以下の選

択肢があります。 

  ① 当該プロジェクトを中止する（ただし、プログラムの当初の目的を実質的に達成

できるとする判断がある場合に限られる。） 

② 当該プロジェクトの役割を別のプロジェクトないしは別の主体が機能的に代替す

る。 

  ③ 当該プロジェクトを修復する（全体のプロジェクトの枠組みを維持しつつ、全体

への影響を軽減する。）。 

 

カ 価値評価のマネジメント 

 

（ア）価値と価値指標 

  プログラムの価値とは、プログラムによって実現される新たな効用であり、プログラ

ムミッション、目的に沿った組織にとって望ましいものが価値となります。プログラム

の価値を考える上では、顧客が得る価値の拡大が最優先の前提であり、プログラムを事

業経営の一部分あるいは一形態と考えるならば、プログラムの価値は、事業経営におけ

る価値と共通する部分が大きいと考えられます。 

 プログラムの成果として期待する価値は、プログラムミッションから展開されて決定さ

れ、これによりプログラム価値を評価する視座が決定されます。視座からプログラム価

値を評価するために設定された価値指標を通して価値を見るとき、プログラムの価値

は、価値全体の中の一部が抽出されたものになっています。目に見える価値の評価指標

を設定すると有形の価値が抽出され、目に見えない価値の評価指標を設定すると無形の

価値が抽出されることになります。価値の評価においては、このような有形、無形の価

値の両方をプログラムの価値として評価することが重要になります。 

 

（イ）価値評価のプロセス 

 ⅰ 価値評価の目的 

   プログラムマネジメントにおける価値評価の目的は、①マネジメントにおける意思

決定、②プログラムの成果の財務的評価、③組織としての学習が上げられます。 

   プログラム全体やそのプログラムを構成するプロジェクトにおける各プロセスでは

多くの意思決定が必要になります。この意思決定では、必ず投入に対して、そのプロ

セスにおいてどれだけの成果（価値）が得られるのかを評価しなければなりません。 

  ① マネジメントにおける意思決定 

    プログラムにおける意思決定は、プログラムの開始前のプログラム全体としての
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投資可否に関する意思決定と、プログラム実行中のプログラム及びプロジェクトの

プロセスでの意思決定に大別されます。 

② プログラム成果の財務的評価 

    将来または過去のキャッシュフローや損益を規準に事業価値を算定するアプロー

チである DCF(Discounted Cash Flow)法などが活用されます。 

  ③ 組織としての学習 

    プログラムにおける学習は、そのプログラムの構想、計画、実行、終結の結果と

して、どのような価値を創出したのか、さらにそれをどのように評価したかについ

て、成功例及び失敗例を含め、暗黙知ではなく形式知として、その組織内に蓄積し

ていくことを意味しています。 

 

 ⅱ プログラム価値評価のプロセス 

   プログラム価値評価のプロセスは、プログラムミッションが要求する価値に基づい

て設定した価値指標により、プログラムの計画時、変更時、中間時、集結時などの主

要なマイルストーンに評価時点を定めて評価することにより、プログラム価値の創

出、維持、向上を図ることを意味しています。 

   プログラム価値評価のプロセスの活動範囲は、①基本的な枠組みのデザイン、②評

価指標の開発、③価値評価のマネジメントプロセス（マイルストーン時の評価、報告

書作成、改善提案、ステークホルダーへの報告、検討、改良へのフィードバック、デ

ータの蓄積など）となります。 

 

４ プロジェクトマネジメントの概要 

 

（１）プロジェクトマネジメントの概念 

 

ア プロジェクトの定義 

 プロジェクト（Project）とは、プロジェクトの特定ミッション（Project mission）を

受けて、始まりと終わりのある特定期間に、資源、状況などの制約条件（Constraints）

の下で達成を目指す、将来に向けた価値創造事業（Value Creation Undertaking）をい

います。 

  特定ミッションとは、プログラムからプロジェクトに期待される達成要求のことで

す。この要求を明確にすることが、プロジェクトマネジメントの出発点となります。 

  

イ プロジェクトの基本属性 

 プロジェクトには、特定ミッション、特定期間、制約条件に関連して、テーマの個別

性、始まりと終わりのある有期性、状況変化やリスクを含む不確実性など、図２２に示
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すプロジェクト固有の基本属性を有しています。 

 

 ① 個別性 

 個別性とは、プロジェクトが非反復的な特性（全く同じプロジェクトはないという

こと）を持つことを指しています。個別性という特性に対応するためには、類似の成

果物を生むプロジェクトであっても、未経験の要素が入り込むことに注意を払い、実

践に当たっては、そのプロジェクト固有の視点、適応方法を前提とした対応、創意工

夫が求められます。 

 ② 有期性 

   有期性とは、プロジェクトには明確は「始まり」と「終わり」があるという特性を

持っていることを指します。 

   プロジェクトの遂行のためには、通常、プロジェクトチームが編成されますが、遂

行期間が定められ、プロジェクトが完了すると解散します。「終わり」があることで

責任者が明確な責任をとる体制といえます。 

 ③ 不確実性 

 不確実性とは、プロジェクトが将来に向けた価値創造活動であることから、常に不

確実性を伴うという特性を指しています。 

 この不確実性によって、プロジェクトは未知の情報、未確定な技術、予測不可能な環境

などの様々なリスクに曝されます。プロジェクトにおいては、これらのリスクを事前に特

定し、対応策を想定する必要があり、人間の創意工夫、知恵、判断力と創造的なチーム活

動で、この不確実性を克服して行きます。 

 

ウ プロジェクトマネジメントの定義 

そしてプロジェクトマネジメント（Project Management）とは、プロジェクトの特

定ミッションを達成するために有期的なチームを編成して、プロジェクトマネジメント

の専門職能を駆使して、プロジェクトを公正な手段で効率的、効果的に遂行して、確実

な成果（Deliverables）を獲得する実践的能力（Capability）を適用することを言いま

す。 

  プロジェクトマネジメントには、図２３に示すように、４つの基本的要件が備わって

図２２ プロジェクトの基本属性 
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いなければなりません。 

 

  

 ① 公正な手段 

   公正な手段とは、国際規格水準に適合し、かつ、社会理念、倫理基準、専門的規準

や法規に準拠した手順により、プロジェクトを遂行することを言います。 

   国際規格である「ＩＳＯプロジェクトマネジメントの手引き」に規定されるプロセ

スに準拠して進めることなどが、公正な手段に沿った進め方ということになる例と考

えられます。 

 ② 効率的遂行能力 

   効率（Efficiency）とは、資源投入に対する産出の比率を意味し、プラントや建造

物などの場合には、物的生産性指標のことを意味します。プロジェクトマネジメント

においては、ムリ、ムダ、ムラを最小限に抑制する手順、知恵、工夫が必要とされま

すが、効率的遂行能力においては、物的生産性に加えて、今日では、市場情報や生産

データを活用したり、異種技術を結合したりして、価値を高める知的生産性も重視さ

れます。 

 ③ 効果的遂行能力 

   効果（Effectiveness）とは、プロジェクトによってもたらされる全体的な影響に関

する指標であり、プロジェクトに直接的、間接的に利害が関係するステークホルダー

の満足度に関係します。そして効果的遂行能力は、プロジェクトに投資コストに対し

て獲得される便益（Benefit）の程度で評価することができます。 

 ④ 有期的なチーム 

   有期とは、開始日があって終了日があることです。プロジェクトの定義でもあるよ

うに、プロジェクトの基本属性に有期性があり、プロジェクトマネジメントの実践は

有機的なプロジェクトチームによって実践されることが必須となります。このため、

チームを形成し、育成し、効果的・効率的な遂行能力を獲得し、価値創造に繋がる成

果物を確実なものにしていくことは、プロジェクトマネジメントの重要な要件となり

図２３ プロジェクトマネジメントの定義 
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ます。 

 

エ プロジェクトマネジメントに関連する概念 

 ⅰ プロジェクト業務と定常業務 

   一般に、組織の行う業務は、定常業務とプロジェクト業務に分類されます。定常業

務とプログラム業務の特徴を表５に示します。 

   プロジェクト業務  

と定常業務は、全く  

相容れない二律背反 

の概念ではなく、時 

間の経過と共に、プ 

ロジェクト業務から 

定常業務へと移行していく関係にあることに注意が必要となります。これは、プロジ 

ェクトは、組織が変革に対応するための手段として実施されることを理解しやすくな 

ります。 

   定常業務が外部環境の変化により現実的でないと判断される場合には、外部環境の

変化に対応する特定ミッションを持ったプ

ロジェクトを組織し、新たな価値創造の仕

組みを成果物として作成することになりま

す。そのプロジェクトによって生み出され

た成果は、目的とする価値を創造すること

が確認されれば、その運営を行う恒常的な

組織に移管され、それ自体が定常業務とし

て実施されるようになります（図２４）。このように定常業務とプロジェクト業務

は、外部環境の変化に対応するため、時間の経過と共にサイクリックに移り変わる性

格を持っています。 

 

ⅱ プロジェクトステークホルダー 

   プロジェクトステークホルダー（Project Stakeholders）は、特定利害関係者と訳

されることが多いですが、実際には、プロジェクトに直接的、間接的に関与する事業

主（プロジェクトのオーナー又はプロジェクトの権限者）、投資機関、金融機関、コ

ンサルタント、デザイナー、プロジェクトチーム、プロジェクトマネジャー、コント

ラクター、メーカー、協働パートナー、資源取引相手、シンクタンク、認可機関など

を含みます。これら様々な関係者が参加して、プロジェクトは価値創造活動を遂行す

ることになります。 

   プロジェクトに直接参加するのは、プロジェクトマネジャー、プロジェクトチーム

表５ プロジェクト業務と定常業務 

プロジェクト業務 定常業務 

合目的的で有期的な組織 恒常的な組織 

非継続的、非反復的 継続的かつ反復的 

個別的な予算 固定的に割り当てられた予算  

図２４ プロジェクト業務と定常業務 
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メンバーなどであり、サービス会社、人材派遣企業、流通会社などの協力者も関与し

ます。また、プロジェクトに直接参加・関与しなくても、プロジェクトの実行や実現

により利害関係が発生したり、社会的影響を受ける機関、会社、個人も総称してステ

ークホルダーと呼んでいます。 

ⅲ プロジェクトライフサイクル 

   プロジェクトの遂行段階毎の特徴的な基本属性に照らし合わせて、全ての遂行過程

を把握するためには、プロジェクトライフサイクル（Project Life Cycle）として理解

することが便利であり、このことは国際的な共通観となっています。 

   

   プロジェクトには、「始まり」と「終わり」があり、プロジェクトライフがありま

す。プロジェクトの期間を横軸にとり、作業量を縦軸にとって、その経過をグラフ化

すると図２５（左）に示すように、山型カーブとなり、累積作業量では S カーブにな

ります。これをプロジェクト固有のマイルストーンで区分すると、区分期間をフェー

ズとして認識できます。このフェーズは、図２５（右）に示すように、基本的には構

想フェーズ、設計フェーズ、構築フェーズそして終結フェーズというように区分され

ます。 

   

 ⅳ プロジェクト活動 

 プロジェクト活動は、チームによる価値創造活動であり、プロジェクトの成果物創

出活動とプロジェクト遂行のマネジメント活動によって実現されます。プロジェクト

成果物創出活動とは、社内、社外の顧客に対して、プロジェクトの主たる目的である

成果物を創出するための活動をいい、プロジェクト遂行のメネジメント活動とは、プ

ロジェクトの全体観、共通観の理解のもとで、状況や環境変化に適応して、最大の効

率と効果を発揮してプロジェクトを成功裏に遂行するための活動を言います。 

 1) プロジェクトの成果物創出活動 

   プロジェクトの主たる目的は、ミッションに基づいた価値創造の産物である成果物

を提供することにあります。 

   成果物を創出する業務は、プロジェクトマネジメントに関連する概念で示したプロ

ジェクトのライフサイクルを、成果物創出のフェーズに分けて実行されます。プロジ

図２５ プロジェクトライフサイクルの概念 
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ェクトのライフサイクルは、プロジェクトの業種によって分割や取り扱う方法に違い

はありますが、フェーズに分けて実施していることは共通しています。 

   表６にプロジェクト創出活動のフェーズの例を示します。 

 

表６ プロジェクト創出活動のフェーズ 

フェーズ 活動の概要 

フェーズⅠ 
【構想】 

プロジェクトの特定使命、目的、目標を明確にし、プロジェクトの
具現性を実現する為の構想を策定する 

フェーズⅡ 
【計画／定義】 

プロジェクトで創出する価値を具体的に設計し、製作するための計
画を策定する。 

フェーズⅢ 
【実施／生産】 

プロジェクトに必要な資源の調達を行い、生産、組立、工事等を経
て納入される 

フェーズⅣ 
【終結／移行】 

成果物を定常業務に移管し運用を開始。プロジェクト活動で得られ
た多くの知的資産の蓄積 

 

 2) プロジェクト遂行のマネジメント活動のマネジメントサイクルとマネジメント領域 

   プロジェクト遂行のマネジメント活動は、一般的なマネジメント活動と同様に、

PDCA サイクルによって継続的に改善されながら遂行されます。プロジェクトマネジ

メントは有期的なマネジメント活動であり、定常業務から派生した変化への対応とい

うミッションに基づいて実施さ

れるため、定常業務からの立ち

上がりの部分と、定常業務への

移行の部分が加わり、更にコン

トロールの中のチェックと修正

活動の部分が密接に結びついて

実施されるため、[立ち上げ]⇒

[計画]⇒[実行]⇒[コントロール]

⇒[終結]というサイクルで記述さ

れるのが一般的となっていま

す。 

 

 一方、プロジェクトマネジメント活動は、対象とするマネジメント領域ごとに適用する

方法論が異なり、表７に示す１０のマネジメント領域があります。 

 

表１０ マネジメント領域 

マネジメント領域 概    要 

統合マネジメント 
プロジェクトを立ち上げる段階から、計画し、実行し、コントロールし、終結
して定常業務に成果物を移すまでの全てのプロセスを統合的に管理するため
のマネジメント 

ステークホルダーマネジメ
ント 

プロジェクトに何らかの影響を与えるステークホルダーをマネジメントの対
象とし、その期待を管理するためのマネジメント 

図２６ プロジェクト遂行のマネジメントサイクル 
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スコープマネジメント 
プロジェクトの成果物、及び成果物を創出するための作業範囲、すなわちプロ
ジェクトスコープを対象とし、スコープを特定するためのマネジメント 

資源マネジメント 
プロジェクトを遂行するために必要となる資源を管理するためのマネジメン
ト 

タイムマネジメント プロジェクトを納期どおりに終結するためのマネジメント 

コストマネジメント プロジェクトを予算どおりに完了するためのマネジメント 

リスクマネジメント 
プロジェクトを遂行するため際に直面するリスクを特定し、管理するためのマ
ネジメント 

品質マネジメント プロジェクト活動と成果物の品質を管理するためのマネジメント領域 

調達マネジメント 
プロジェクト活動を行うための契約や外部からの調達を管理するマネジメン
ト 

コミュニケーションマネジ
メント 

プロジェクトのステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行うため
のマネジメント 

 

（２）統合マネジメント 

 

ア 統合マネジメントの概要 

 図２７に統合マネジメントの概要を示します 

（ア）統合マネジメントの目的 

 統合マネジメントの目的は、

「プロジェクト完了までのシナ

リオを明確化し、目標達成に向

けて、全体最適の観点でマネジ

メントしていくこと」とされて

います。 

 統合マネジメントにおいて

は、全体最適の視点でマネジメ

ント領域毎のプロセス、ルー

ル、要領などを特定・定義し

て、依存関係の整合性を確保し

てプロジェクトマネジメントの

仕組みを構築し、プロジェクト

の成功に向けて確実に運営する

ことが重要です。また、プロジ

ェクト遂行の過程で発生する

様々な変更要求、課題は、プロジェクト統合マネジメントでの仕組みにより、可視化され

全体最適な視点での品質・コスト・納期（QCD）をバランスさせた統合的な判断に基づき

確実にコントロールされることが求められます。 

 

図２７ 統合マネジメントの概要 
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（イ）業務プロセス 

 プロジェクト統合マネジメントの業務プロセスとプロジェクトのマネジメントサイクル

との関連を表８に示します。 

 

表８ 業務プロセスとプロジェクトのマネジメントサイクルの関連 

業務プロセス マネジメントサイクル 具体的な業務 

プロジェクトチ
ャーター 
の作成 

プロジェクトミッション、
プロジェクトマネジャーの
権限などを定義する立ち上
げプロセス 

・当該プロジェクトの目標（予算、納期、品質など）を概
要レベルで明確にする。 
・プロジェクトの制約条件の明確化と実行課題、リスクの
洗い出し 
・プロジェクトの実行計画、プロジェクトマネジメント計
画策定の条件の明確化など 

プロジェクト計
画の作成 

プロジェクトの実行計画や
プロジェクトマネジメント
計画書を策定する計画プロ
セス 

プロジェクト計画は、実行計画、マネジメント計画、価値
アセスメント計画からなる。これらの計画を策定するため
に、・必要となる作業の洗い出し、ＷＢＳからワークパッ
ケージに詳細化した定義づけ、実行する組織や責任者、ス
ケジュール、コスト、資源、リスク対応等を明らかにす
る。これらのことが文書化され、ステークホルダーと調
整・合意される。 

プロジェクトの
実行 

プロジェクトの計画に基づ
き、一連のプロジェクト作
業を行う実行プロセス 

プロジェクトマネジャーは、計画設定されたベースライン
の役割分担に応じて実行する組織実行体制を設置し、タス
クの実施、発生した課題、変更、リスク対応、成果物が一
定の品質を満たしているかどうかの検収作業の指揮を行
う。 

・プロジェクト
作業の管理 
・変更管理 

実行した作業のパフォーマ
ンスを把握し、計画との差
異を明らかにする。また、
実行に伴う各種変更要求、
課題などをコントロールす
るプロセス 

・実行プロセスで測定・可視化された実績に対して、ベー
スラインとの差異を評価し、今後の見通しを予測し、是正
措置、見 
直し、再計画などを行う。 
・マネジメント領域ごとの管理プロセスで問題が発生し、
計画地と実績値を比較した結果、変更が必要な場合に変更
要求を行う。 

プロジェクトフ
ェーズ又はプロ
ジェクトの終結 

プロジェクトの完了を正式
に承認し、プロジェクトの
成果物及び創出価値を組織
へ移行する。 

終結の検証は、終結報告書の作成、完了した調達、開放さ
れた資源を確認し、公式にステークホルダー（顧客）の承
認を得る。 

 

 プロジェクト統合マネジメントの業務プロセスは、プロジェクトの成果物創出活動での

特徴あるフェーズに分けて運営する必要があります。プロジェクトをフェーズに分けてプ

ロジェクト全体を最適化するマネジメントをライフサイクルマネジメントといい、フェー

ズごとに目標を設定し、目標を達成したことが上位組織、あるいは外部のステークホルダ

ーからなる組織によって確認、承認され、次のフェーズに入れるような規則を定めている

ところが多く見られます。 

 

イ プロジェクトチャーターの作成 

  プロジェクトチャーターは、プロジェクトを組織の戦略目標につなげるものであり、

適切な考慮事項、義務、前提及び制約などの基本要件を明らかにすることです。プロジ

ェクトミッションを達成するために、以下のことを行う必要があります。 

① 当該プロジェクトの目標（予算、納期、品質など）を概要レベルで明確化するこ

と。 
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 ② プロジェクトの制約条件を明らかにし、実行課題とリスクを洗い出すこと。 

③ プロジェクトの実行計画やプロジェクトマネジメント計画策定の条件を明らかにす

ること。 

   また、プロジェクトチャーターにおいては、以下のことを文書により明らかにする

必要があります。 

  ・プロジェクトミッション 

  ・組織の戦略目標 

  ・プロジェクトの目的、目標、成果物 

  ・プロジェクトスコープ 

  ・プロジェクトの成功の定義と評価尺度としてのキー・サクセス・ファクター

（KSF） 

  ・マイルストーン計画 

  ・プロジェクトライフサイクル 

  ・ステークホルダーにニーズと期待 

  ・組織・環境・外部に関する前提条件及び制約条件 

  ・計画作成ガイドライン 

   

プロジェクトチャーターを作成し、プロジェクトが正式に承認され、プロジェクトマネ

ジャーが任命されて、プロジェクト計画作成の着手の指示を行います。 

 

ウ プロジェクト計画の作成 

 プロジェクト計画の作成の目的は、当初のプロジェクトミッションから展開された「プ

ロジェクトチャーター」をベースに、プロジェクト完了までの実現性を確保したロードマ

ップとしてのプロジェクト計画書を策定し、ステークホルダーの承認を獲得することで

す。 

 プロジェクト計画書は、次の 3 つの計画書で構成されます。 

 ① プロジェクト実行計画書 

 ② プロジェクトマネジメント計画書 

 ③ プロジェクト価値アセスメント計画書 

 

（ア）プロジェクト実行計画書 

 プロジェクト実行計画書は、プロジェクトチャーターに規定されるプロジェクトの目標

とする成果物を作成するための以下のことを計画化する必要があります。 

 ① 必要となる作業の洗い出し 

 ② WBS からワークパッケージに詳細化しての定義づけ 

 ③ 実行する組織や責任者、スケジュール、コスト、資源、リスク対応 
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 ④ その他必要項目の整合性の確保  

  

プロジェクト実行計画書は、プロジェクトステークホルダーと調整・合意されるもので

あるので、プロジェクト組織のプロジェクト実行能力を把握し、実現性を確保した計画と

することが重要です。実現性が不明確な場合には、計画の中に実現性検証の為のフィージ

ビリティを反映し、検証結果を踏まえて計画の段階的詳細化（ローリング・ウェーブ計画

法）を行う必要があります。 

 

（イ）プロジェクトマネジメント計画 

プロジェクトマネジメント計画書は、「プロジェクト完了までのマネジメントの仕組

み」を構築するためのマネジメント方針、標準、各種管理要領などプロジェクトマネジメ

ントの方法を規定したものです。計画書に反映する主な項目は以下のとおりです。 

   ・選定したプロジェクトマネジメントプロセスとプロジェクトフェーズ 

   ・ステークホルダーの役割、責任 

   ・マネジメント体制（指揮・命令体制を含む） 

   ・マネジメントマイルストーン及びプロジェクトマネジメントＷＢＳ 

   ・プロジェクト完了規準 

   ・要件・要求管理の方法及び仕組み 

   ・リスク、課題、変更を管理・コントロールする方法及び仕組み 

   ・構成管理の方法及び仕組み 

   ・文書管理の方法及び仕組み 

   ・ナレッジ管理の方法及び仕組み 

   ・ベースラインのパフォーマンスを測定する方法及び仕組み 

   ・ステークホルダー間のコミュニケーション方法及び仕組み 

   ・会議・ミーティングの運営方法 

・スケジュール、コスト、品質、資源、調達、コミュニケーションのマネジメント

領域ごとの計画 

   ・その他マネジメントの遂行に必要となるプロセス、ルール、標準、手順 

 

（ウ）ベースライン 

ベースライン（baseline）とは、プロジェクトオーナーあるいはプロジェクトマネジャ

ーの承認を得て、具体的に実施が予定されている計画であり、計画は状況変化に応じて、

オーナーの承認を得ながら、常に最新のものに更新されますが、更新時の「現在の計画」

が示すものがベースラインとなります。 

プロジェクトのベースラインには、スコープ、スケジュール、コストなどがあり、プロ

ジェクトのパフォーマンス測定の基準値となります。 
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（エ）プロジェクト価値評価計画 

プロジェクトの評価については、プロジェクトの遂行による直接的な成果物の完成以外

に、その成果物の完成及びプロジェクトの遂行に伴い創出される価値を評価する計画が必

要となります。プロジェクト評価計画書では、プロジェクトで創出を目指す価値に対し

て、価値評価指標、評価方法及び評価タイミングを設定し記載する必要があります。 

 

エ プロジェクトの実行 

プロジェクト実行の目的は、プロジェクト成果物を作成するために、プロジェクト計画

書に定義された作業を実行することです。 

プロジェクトマネジャーは、計画策定されたベースラインの役割分担に応じて実行する組

織実行体制を設置し、タスクの実施、発生した課題、変更、リスクなどの対応、成果物が

一定の品質基準を満たしているかどうかの検収作業の指揮を行います。作業はクリティカ

ルパスに沿って推進するのが一般的であり、そのためのタイムリーな進捗データの収集を

行う必要があります。以下に示すような進捗データは、日常的に収集する仕組みが必要で

す。 

  ・スケジュールの進捗 

  ・発生した工数、費用 

  ・成果物の品質計画に対する状況 

  ・要素成果物の作成状況 

実行体制については、実行体制そのもの以外に、プロジェクトマネジメントを遂行する

ための管理体制の設置も必要となります。また、実行体制の設置には、人的組織などと共

に、情報基盤（インフラストラクチャー）の整備や各種手順、管理要領などの整備も含ま

れます。 

 

「課題ログ」は、プロジェクト作業の実行に伴い発生した課題とその解決策を文書化し

たものです。コミュニケーションを促進し、課題を共通に理解するために利用されます。 

課題ログは、①明確に記述すること、②緊急度及び潜在的な影響度に基づいて分類するこ

と、③解決のための作業項目の責任者を割当て、課題解決の予定日を設定すること、④定

期的に課題の解決状況の進捗を管理することなどが求められます。 

課題を未解決にしておくことは、コンフリクトやプロジェクト遅延の主な原因になるた

め、スケジュール進捗報告と同時に課題ログ検討を実施し、解決策を検討、決め、実行し

ます。 

 

実行プロセスでは、①課題に対する是正措置、②リスクに対する予防措置、③成果物に

対する欠陥修正などを実行する必要があります。 
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 実行プロセスの中での重要項目の一つに「チームパフォーマンスの最大化」がありま

す。プロジェクトに参画するチーム要員は、プロジェクトの進捗に伴って増え、チーム要

員の知識・経験のバックグランドも非常に多様なものとなります。こうした多様な参加メ

ンバーのモチベーションの向上は重要です。キックオフミーティング（ＫＯＭ）の実施

や、チームビルディング時の工夫によるチームパフォーマンスの最大化への努力を怠って

はなりません。 

 

オ プロジェクト作業の管理 

（ア） プロジェクト管理項目 

 プロジェクト作業の管理の目的は、プロジェクト計画に従って、品質・コスト・納期

（ＱＣＤ）をバランスさせた統合的な判断に基づきコントロールし、プロジェクト作業を

目標に向かって完了することを保証することにあります。このコントロールプロセスで

は、実行プロセスで測定・可視化された表９に示す実績に対して、ベースラインとの差異

を評価し、今後の見通しを予測し、是正措置、見直し、再計測などを行うことが重要で

す。この評価結果を踏まえ、「進捗報告書」と「変更要求」が作成され、ステークホルダ

ーに対する状況統制のための進捗会議を運営する必要があります。 

表９ プロジェクト管理項目 

・進捗データ ・プロジェクトのパフォーマンス状況の基礎情報 

・品質管理測定値 ・品質計画での品質規準に対する適合度合いを、「ＱＣ七
つ道具」と呼ばれる、ヒストグラフ、パレート図、管理図
などで測定した情報 

・進捗報告書、プロジェクト完了報告書における成果物の
品質目標に対する達成状況の情報 

・リスク登録簿 ・変更要求及び進捗報告書へ現在のリスク事項のステータ
ス情報と新規に発見されたリスク情報 

・課題ログ ・変更要求及び進捗報告書へ既存の課題の対応状況及び今
回新たに発生した課題の採用とその是正措置内容の情報 

 

（イ）プロジェクトフェーズ及び完了報告書 

プロジェクトフェーズ及びプロジェクト完了時には、本プロセスにてプロジェクト完了

報告書を作成します。プロジェクト完了報告書は、プロジェクト計画で設定した作業、成

果物及び価値が、プロジェクト推進過程で対応した「承認された変更」内容を反映して、

計画で設定した完了基準どおり達成し、プロジェクト作業の全てが完了したことをステー

クホルダーに報告し、承認を得る文書です。 

 

（ウ）変更要求 

 変更要求は、コミュニケーションマネジメントを除き、マネジメント領域ごとの管理プ

ロセスで問題が発生し、計画値と実績値を比較した結果、変更が必要な場合に変更要求を

提出するものです。 

変更要求には、①課題に対する対応策などの是正措置、②リスク対応などの予防措置、③
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成果物などの欠陥修正及びプロジェクト計画などの更新があります。変更要求の手続き

は、プロジェクトマネジメント計画にて整備される変更管理のプロセス、ルール、活用書

類の様式に準じて行います。 

 

（エ）アーンドバリューマネジメント（EVM） 

  ベースラインのマネジメント技法として「アーンドバリューマネジメント（Earned 

Value Management＝EVM）」があります。ＥＶＭは、スコープ、コスト、スケジュール

の進捗を同一の測定基準で統合的に捉え、プロジェクトの進捗状況を評価して、最終推定

コストや最終推定期間の算出ができるため、プロジェクト横断的または組織横断的に適用

できる有効なものです。 

 

カ 変更管理 

 

（ア）変更管理 

   変更管理の目的は、プロジェクト及び成果物に加えられる全ての変更をコントロール

し、次に実施段階に進む前に、これら変更の容認または否認を正式に決定することで

す。変更の正式決定は、ステークホルダーにより構成される変更管理会議にて実施する

のが一般的です。 

  変更は、スコープ、コスト、スケジュール及び品質などほとんど全てのマネジメント

領域で相互に影響しあうため、変更管理は、全てのマネジメントが統合された「変更管

理システム」の一環として機能させることが重要になります。 

 

（イ）変更管理システム 

   プロジェクトの円滑な遂行上、変更要因に対して常時きめ細やかに監視し、分析・評

価すると共に、その結果をもとに適正な是正措置をとることができる「変更管理システ

ム」が必要です。この変更管理システムは、以下の項目を含む業務プロセスで構成され

ます。 

 ① プロジェクト計画の設定 

   変更を監視・識別するため、プロジェクトのスコープ、スケジュール、品質の計画

及びコストのベースラインを設定する。 

 ② 変更項目の監視 

    ベースラインからの変更を常に監視し、識別し、変更項目が発生した場合には関係

者へ伝達する。 

 ③ 変更項目の評価と影響分析 

   変更の対象として上げられた項目を変更として認識するか否かを評価します。次い

で、変更要因が与える影響の範囲や度合いを予測・分析して変更計画を立案します。 
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 ④ 適切な権限に基づく変更の承認または却下 

   適切な権限を有する社内の上級マネジメントや顧客などへ提出され、承認または却

下が決定される。 

 ⑤ プロジェクト計画の更新 

   承認済みの変更要求に沿って、契約の変更とプロジェクト計画やベースラインの改

定更新を行い、関係者へ変更情報として伝達します。 

 ⑥ 変更実施の監視 

    変更の実施状況を時系列的にモニターし、その状況を関係者へ報告します。 

 

キ プロジェクトフェーズまたはプロジェクトの終結 

 プロジェクトフェーズまたはプロジェクトの終結の目的は、全てのプロジェクトプロセ

ス及びタスクの完了を確認し、プロジェクトフェーズまたはプロジェクトを終結すること

です。終結の検証は、終結報告書の作成、完了した調達、解放された資源を確認し、公式

にステークホルダー（顧客）の承認を得ます。 

 プロジェクトまたはフェーズの最終報告書は、進捗報告書、契約文書、プロジェクト完

了報告書を検査し、 

  ・完成した成果物がステークホルダーの期待・要求を満たすこと 

  ・成果物による創出価値が活用または運用状態に至ったこと 

を公式に示した文書です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ステークホルダーマネジメント 

 

ア ステークホルダーマネジメントの概要 

 ステークホルダーマネジメントの目的は、顧客を含む組織内外のステークホルダーの要

求事項と期待に関するマネジメントを行い、満足を獲得して、プロジェクトを完遂するこ

とです。ステークホルダーのプロジェクトへの関わり方は、プロジェクトライフサイクル

が進むにつれて変化するため、その変化を監視することが必要となります（図２８）。 

【ローリング・ウェーブ計画法（段階的詳細化法）】 

プロジェクトの開始時点では、情報が限られていたり、細部まで要件が明確
になっていないことが多く、ワーク・パッケージ（ＷＢＳの最小単位）レベル
まで要素成果物や作業を分解することが難しい場合があります。このような
場合に、ＷＢＳのレベルを工程の進行に伴い、分解可能な範囲で段階的に詳
細化していく手法を「ローリング・ウェーブ計画法」と呼んでいます。 

 一般的には、プロジェクトのフェーズごとに当該フェーズは WBS のサマ
リーのレベルまでで止め、次フェーズに進んだ段階でワークパッケージレベ
ルへ落すなど、プロジェクト推進に必要なレベルへ順次詳細化していきます。 



59 

 

  

（ア） 業務プロセス 

  ステークホルダーマネジメントの業務プロセスは、①プロジェクト立上げプロセスでの

「ステークホルダーの特定」、②実行プロセスでのステークホルダーの期待・要求の維  

持・改善の２つのプロセスによる構成されます。 

 「ステークホルダーの特

定」のプロセスでは、ステー

クホルダー分析による、プロ

ジェクトに影響を受けるか、

または影響を及ぼす個人、グ

ループまたは組織を明らかに

し、その利害及び関与に関す

る情報の文書化を行います。

そして、特定したステークホ

ルダーの関係性を契約内容、

実施体制、コミュニケーショ

ン計画、リスク計画など各ス

テークホルダーがどういう位

置づけでプロジェクトに関わ

るのかの戦略を示します。 

「ステークホルダーのマネジ

メント」プロセスでは、構築計画されたステークホルダーの関係性の下で、利害と立場の

異なるステークホルダーの要求事項・期待を把握し、各ステークホルダーができる限り満

足するようにプロジェクトを遂行します。 

 

イ ステークホルダーの特定 

 

（ア）ステークホルダーの特定 

 ステークホルダー特定の目的は、プロジェクト立上げ時に作成される「プロジェクトチ

ャーター」、「プロジェクト組織図」などからプロジェクトに関与するステークホルダーの

定量的及び定性的な情報から、利害、期待、影響度などの特定を行い、ステークホルダー

登録簿の作成を行うことです。 

プロジェクトステークホルダー（project stakeholders）は、プロジェクトに直接的、間接

的に関与する協働パートナー、資源取引相手、事業主（プロジェクトのオーナーまたはプ

ロジェクトの権限者）、投資機関、金融機関、コンサルタント、エンジニアリング企業、

メーカー、シンクタンク、認可機関などを含み、これら様々な関係者が参加し、価値創造

図２８ ステークホルダーマネジメントの概要 
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活動を遂行します。 

 

（イ）ステークホルダー登録簿 

 特定したステークホルダーの様々な関心事項に対する影響に関して、「ステークホルダ

ー影響グリッド」を用いてステークホルダーを分類整理します。関心事項に対するステー

クホルダーへの対応戦略をステークホルダー登録簿として整理します。ステークホルダー

登録簿は、ステークホルダーの識別情報、期待・要求、影響、利害などの評価情報及び関

心事項に対するタイプ分類情報を基本事項として整理したものです。 

 

ウ ステークホルダーのマネジメント 

 ステークホルダーマネジメントの目的は、 

 ① ステークホルダーのニーズ及び期待を理解 

 ② ステークホルダーの懸念事項の特定及び問題の解決 

などにより、関係性を良好な状態に構築・維持することです。 

 プロジェクト遂行過程においては、利害関係の異なるステークホルダー間での様々な摩

擦、コンフリクトが予想され、それらを未然に防ぎ、また発生した場合には、あらかじめ

合意した契約上の取り決めなどを拠りどころに解決を図り、あるいは契約がない場合には

企業の社会的責任という観点で適切な関係調整業務を図ることが、ステークホルダーマネ

ジメントの主要な業務となります。 

 ステークホルダーのマネジメントは、合意したプロジェクト成果物、ステークホルダー

が夫々の立場で享受する価値、リ

スク負担、作業の役割分担などに

対して、実行から終結に至るプロ

セスでの変更をマネジメントし、

全体最適な視点で再合意を形成す

る期待のマネジメントの性格を有

しています。 

 

（４）スコープマネジメント 

 

ア スコープマネジメントの概要 

 スコープマネジメントの概要を

図２９に示します。 

 

（ア）スコープマネジメントの目

的 

図２９ スコープマネジメントの概要 
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 スコープマネジメントとは、プロジェクトの最終目標を達成するために、①必要な全て

の作業・資源の分析、②必要な資源の確保、③それらの確実な実施を保証するための一連

の業務プロセスです。 

 スコープマネジメントにとって重要なことは、プロジェクトに含まれる成果物（製品ま

たはサービス等）の範囲を明確にし、そのために必要な作業を定義・分析し、夫々の作業

の分担を決め実行させることです。スコープを定義する際には通常、発注者と受注者間で

取り交わされる契約の内容が最も重要となります。 

 スコープマネジメントで策定するＷＢＳ（Work Breakdown Structure）やタスクは、

スコープマネジメントのみならず、タイムマネジメント、コストマネジメントなどの計画

策定の基礎データとなるため、プロジェクトマネジメントの重要な成果物に位置づけられ

ます。したがって、スコープマネジメントにおいては、プロジェクト計画の基礎となる

WBS を策定する際には、組織として保有する WBS テンプレート、過去のプロジェクトの

WBS、業界の WBS 標準などを活用します。 

 

（イ）業務プロセス 

 スコープマネジメントの通常のプロセスを表１０に示します。 

 

表１０ スコープマネジメントのプロセス 

スコープ計画 
契約、プロジェクトの方針や要求される技術などプロジェクトが置か

れた条件を分析し、スコープを定義する。 

スコープ定義 

プロジェクトの創出する最終価値を定義する。 

目的、成果物、要求事項及びプロジェクトの境界とプロジェクトスコ

ープを明確にするものにします。 

WBS 作成 
プロジェクトの目的を達成するために、完了する必要のある一連の作

業を表現し、階層的分割の枠組みを作成する。 

スコープ変更管理 
スコープの変更によって生じるプロジェクトのプラスの影響を最大に

し、マイナスの影響を最小にする。 

 

イ スコープ計画 

 スコープ計画は、プロジェクトの目標を達成するために、①顧客及び他のステークホル

ダーの要求事項を明確にすること、②実施すべき活動を組織化することです。 

 スコープ計画においては、次に示す項目に着目して文書化して計画を作成します。 

  ・プロジェクトの成果物またはサービスに関しての特性の概要 

  ・プロジェクトの成功・失敗の評価基準になる定量的な達成目標 

  ・スコープを明確にする上で必要な遂行要領及び手順 

 

ウ スコープの定義 

 スコープの定義は、プロジェクトの予算、スケジュール、資源、品質などの計画を立て

るに当たり、最初に実施する作業であり、正確なスコープの定義は、プロジェクト成功に
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向けて最も重要な作業となります。 

 スコープの定義のための技法が WBS の作成であり、以下の項目に着目してスコープの

定義を実施します。 

 ① コスト、作業所要時間、資源所要量の正確な見積りができる単位で作成 

② コストとスケジュールをコントロールするベースラインが定義できる単位で作成 

 ③ 作業の責任と権限の所在が明確化できる単位で作成 

 プロジェクトにおけるスコープには、表１１に示す①スコープオブサプライ（供給範

囲）、②スコープオブワーク（作業範囲）の意味があります。 

 

 

エ WBS の作成 

 WBS の作成は、プロジェクトの目的を達成するために完了する必要のある作業を要素

分解により定義し、階層的に表現した作業分解図を作成することです。 

 

（ア）WBS の定義 

 WBS は、プロジェクトの目的を達成するために、実行されるべき全ての作業をプロジ

ェクトの成果物やフェーズに基づき、体系的に階層組織化して表したものです。  

 階層の第一レベルは、プロジェクトの最終製品を構成する主要な成果物を設定する場合

や、「フェーズ」など作業の時間的経緯を使用する場合などあります。 

 それに続く下位レベルの階層は、最終製品の製作に必要な各作業要素の詳細な定義を示

しますが、下位レベルになるほど詳細な内容を示します。 

 WBS は、プロジェクトが成果物を創出するための全ての活動を網羅している必要があ

りプロジェクト＝WBS の関係が成立していることが重要です。 

 

（イ）WBS の目的 

 プロジェクト管理における WBS の目的とその効果は以下のとおりです。 

  ・プロジェクトに必要な全作業の把握と識別 

  ・組織との対応による作業範囲、責任、権限の明確化 

   ※マトリクス組織でプロジェクトを実行する場合は特に重要 

  ・コストコントロール、スケジュールコントロールのフレームワークの設定 

  ・プロジェクトの進捗度、生産性把握のための基盤提供 

  ・プロジェクトリソースの集計単位の提供 

表１１ プロジェクトにおけるスコープ 

スコープオブサプライ 提供する製品またはサービスに含まれる機能や構成要素。基礎、

建築、機器、配管、電気など 

スコープオブワーク 製品またはサービスを提供するために実施される作業。プロジェ

クト管理、基本設計、詳細設計、調達、検査、据付、試運転など 
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  ・仕様変更、追加オーダーへの迅速な対応 

  ・多様なレポーティング要求への柔軟な対応 

  ・プロジェクトメンバー間共通のコミュニケーションツールの提供 

  ・プロジェクトの実績データのフィードバック 

 

（ウ）WBS の構築 

 WBS の構築は、プロジェクトの構成作業を上位から下位レベルまで体系的に分割し定

義して、プロジェクトライフサイクルの中で実施される作業を管理できるようにすること

です。 

 図３０に火力発電所建設の例を示します。 

 

 

 作業分割は、レベル１では、製品のシステム構成や区域（エリア）など物理的な面から

分割し、レベル２では作業カテゴリーなどの機能面から分割します。夫々の構成要素は、

タイムとコストの計画が可能なように分割される必要があります。 

 各要素定義の精度が十分であるか否かについての確認は、各構成要素が適切な日程目標

と予算を付与することができるか、作業の実施担当を特定できるかを検証して行います。 

 WBS を作成する際に、構成要素の漏れや重複がないようにしなければなりません。す

なわち、親 WBS＝∑子 WBS が成立しなければなりません。 

 WBS の作業項目には、WBS コード（アカウントコード）と呼ばれるユニークな識別番

号が付与されます。 

図３０ 火力発電所プロジェクトの WBS の例 
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 作業分割によって WBS を上位の階層から予算やスケジュールの計画が実施可能な階層

まで詳細化した最も下位のレベルの WBS 構成要素を「ワークパッケージ」（ＷＰ）と呼び

ます。更にワークパッケージは、必要に応じて、より実務的なスケジュール計画やコスト

見積りを実施するため、「タスク」と呼ばれる単位に分解されることもあります。 

 スコープ、スケジュール、コストを統合して管理するアーンドバリューマネジメントに

おいて、コントロールに最も適した WBS 上の任意の選択されたポイントを「コントロー

ルアカウント（Control Account）と呼びます。 

 

オ スコープ変更管理 

 スコープ変更管理システムは、プロジェクト全体の変更管理システムの一要素として位

置づけられ、スコープの変更の業務手順を記述したものです。その内容は、変更に関わる

事務処理手続き、変更項目の追跡管理システム、変更事象の承認レベルなどで構成されま

す。 

 スコープの変更は、以下のような事象から発生するといわれています。 

・製品またはサービスのスコープを定義する際の見落とし、理解不足（スコープオブサプ

ライの変更） 

・製品またはサービスを提供するために実施される作業を定義する際の見落とし、理解不

足（スコープオブワークの変更） 

  ・外的要因（関連法規の変更など） 

・付加価値を見直すための変更（契約後のＶＥや新技術採用によるコストダウンの提案な

ど） 

  ・顧客要求事項の変更など 

 

（５）資源マネジメント 
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ア 資源マネジメントの概要 

 資源マネジメントの概要を図３１

に示します。 

 

(ア) 資源マネジメントの目的 

 プロジェクトにおける資源は、「人

的資源」、「物的資源」、「金融資源」、

「情報資源」、「知的資源」（技術資源

を含む）、「基盤資源」の 6 つから構

成されます。 

 資源マネジメントの目的は、プロ

ジェクトにとって必要な資源を明確

にし、適切に入手することにありま

す。 

    

(イ) 業務プロセス 

 資源マネジメントの業務プロセスは、資源の特定、資源計画の策定、資源計画の実施、

資源の監視とコントロール、改善・是正計画、資源の蓄積という６つのプロセスからな

り、その概要は表１２及び図３２に示すとおりです。 

 

表１２  資源マネジメントの業務プロセス 

資源の特定プロセス プロジェクトに必要な資源を特定 

資源計画の策定プロセス 特定された資源を入手するための計画を策定 

資源計画の実施プロセス 計画に基づき必要な資源を入手 

資源の監視とコントロールプロセス 資源の入手が計画通りに実施されているかどうかを監視

し、計画からの差異を分析・評価し、将来の資源入手の

予測を実施 

改善・是正計画プロセス 資源の監視とコントロールの結果として必要に応じて資

源入手の計画を再度策定し、予測の見直しを実施 

資源の蓄積プロセス プロジェクト遂行の中で取得した資源を組織として将来

のプロジェクトに活用するための蓄積 

図３１ 資源マネジメントの概要 
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 資源マネジメントは、プロジェクトの視点と組織の視点で捉える必要があります。 

 即ち、プロジェクトの視点では、プロジェクトに必要な資源を特定し、それらを入手す

るための計画を策定し、その計画に従って資源を入手し、それらが計画通りに入手できて

いるか監視・コントロールを行い、必要に応じて計画の見直しを行う業務プロセスを継続

的に実施します。一方、組織の視点では、プロジェクトの遂行によって得られた資源又は

資源の価値を組織の資産として将来のプロジェクトに活用できるような仕組みづくりを行

うと共に、組織として個別プロジェクトの資源マネジメントを支援することです。 

 

イ 資源の特定 

 資源の特定においては、以下の(ア)～(ウ)の検討を行い、資源一覧表を作成します。 

 

(ア) 資源の特定に当たっての基礎情報 

 資源を特定するに当たっての基礎情報は、WBS と実績情報です。 

 WBS によって資源を必要とするプロジェクト要素を体系的に示すことができますの

で、WBS は、資源の洗い出しのために最も重要な基礎情報となります。また、過去のプ

ロジェクトの類似作業において、どのような資源がどの程度必要であったかを調べ資源の

特定に活用することも有効です。 

 

(イ) 資源の必要度の設定 

 各資源に対して、プロジェクト遂行に当たっての必要度を明確にします。 

 例えば、 

 図３２ 資源マネジメントの業務プロセスのイメージ 



67 

 

  ① 必要不可欠  ないとプロジェクトを完遂できない 

  ② 必要     あるとプロジェクトを効率的に実施できる 

  ③ あれば便利  あるとプロジェクトを遂行しやすいが、特になくても問題ない 

 のように分類し、「資源計画の策定」において、プロジェクトに対する制約条件を勘案

しながら計画していく際に、優先順位の設定など入手の妥当性を検討する際の評価基準と

して利用します。 

 

(ウ) 各資源の入手の可能性 

 各資源に対して、入手の可能性、入手の方法及び入手先について検討します。具体的に

は、資源の特徴に応じて、外部から入手するのか、内部に留保されているものを利用する

のか、また、どこから入手するのか可能な限り明確にしておくことが重要です。 

 

ウ 資源計画の策定 

 資源計画の策定においては、人的資源、物的資源、情報資源、基盤資源のそれぞれにつ

いて、特定された資源をどのように入手するかを資源計画書としてまとめます。 

 

(ア) 各資源の具体的な計画の検討 

 資源計画の策定に当たっては、表１３に示す基礎情報を収集整理して行います。 

 人的資源については、プロジェクトを完成させるために必要な人材に対して、要員数、

必要時期、技術力、ノウハウ、組織戦略等の側面から組織内の人的資源で対応可能かどう

か、対応不可であれば、いつどのように外部から調達するかを検討します。 

 物的資源については、要求事項を満足させるために必要な資機材の仕様を決定し、それ

らが組織内で必要な時期に調達できるかを検討し、不可であれば外部からの調達を検討し

ます。 

  

表１３ 資源計画における基礎情報 

1)WBS プロジェクトで実施しなければならない作業に関する基礎情報 

2)作業計画表 資源を入手しておかなければならない時期について計画を策定する際の基礎情

報 

3)資源一覧表 「資源の特定」のプロセスにおいて作成された資源一覧表 

4）要員計画 プロジェクトにおいて必要となる人的資源に関する計画 

5)資源の所在に

関する情報 

・内部資源 ①保有資源（再資源化したもの） 

②社内の技術者の育成 

③社内の要員 

④利用可能能力（利用可能量/利用可能時期） 

・外部資源 ①調達先 

②ライセンス 

③技術者の派遣、技術導入 

④要員の派遣、役務請負 

⑤業界兵法/営業情報 

⑥利用可能能力（利用可能量/利用可能時期） 
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6)組織の方針 プロジェクトで使用する機材については、買い取りかレンタル品とするかなど

は組織として定めていることが多い。このような資源の調達方法をはじめ、資

源計画に関わる組織の方針・考え方を十分に把握しておく 

7)実績情報 過去のプロジェクトの類似作業において、どのような資源がどの程度必要であ

り、プロジェクトのどのフェーズで必要となったか、どこから入手したかなど 

 

情報資源については、プロジェクト遂行に必要な情報が組織内の情報資産として利用可

能であるかを検討し、不可であれば新規に作成するか、又は外部から購入することを検討

します。 

 知的資源については、プロジェクト遂行上、組織外の組織又は個人が所有する知的財産

を利用するかどうかの検討を行い、もし利用する場合にはその対応について検討します。 

 基盤資源については、プロジェクト遂行に必要な IT 基盤などの必要性を検討します。 

 

（イ） 要員計画の検討 

 要員計画の策定においては、時系列的に労働力を予想して、プロジェクトのライフサイ

クルにおける推移を把握しておく必要があります。 

 

エ 資源計画の実施 

 資源計画の実施は、資源計画書に基づいて、必要な資源を、必要な量、必要な時期に、

適切なコストで入手するプロセスです。 

 人的資源については、必要な要員を必要な時期に組織の内外から入手します。人的資源

を組織内から入手する場合には、所属する部署のマネジメントとの調整が必要になりま

す。組織の外から入手する場合は、調達マネジメントの手順に従うことになります。 

 情報資源については、マネジメント関連データ、組織共有データ、一般情報等を組織の

内外から入手し、当該プロジェクト遂行に必要なデータに加工します。例えば、組織が保

有する標準手順書を入手して、当該プロジェクト特有の要求事項を盛り込み手順書を作成

します。 

 知的資源については、組織の外部から入手すべき知的所有権があればその所有者と契約

を行い確実に入手します。 

 基盤資源については、プロジェクト遂行に必要な IT 基盤の整備を行います。 

 

オ 資源の監視とコントロール 

 

（ア）監視（モニタリング） 

 資源計画が、プロジェクト遂行の過程で計画通り実施されているか否かを常に監視する

必要があります。各種資源が計画通り調達され供給されているかを追跡し、フォローする

ため、データ／情報の適切な収集方法を確立しておく必要があります。 
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（イ）コントロール（分析・評価・予測） 

 プロジェクト計画に示されている進捗計画基準に基づいて、モニタリングの結果として

得られた実績を比較し、その差異の原因分析を行うと共に、全体評価を実施し、さらに、

将来の完成時までの資源供給について予測を行います。そして、プロジェクト遂行に支障

を来たすような事象に対しては、早めの対策を講じる必要があります。 

 

カ 改善・是正措置 

 オの分析・評価・予測の結果、工程に影響のある問題点が見いだされた場合には、資源

の供給計画（供給量、時期、調達先の変更など）を再度策定し、予測し直す必要がありま

す。資源の再予測とは、時間的な制約や資源そのものの制約を考慮し、タイムマネジメン

トに基づき作られたリソーススケジュールを再編成することです。 

 

キ 資源の蓄積 

 

（ア）資源蓄積の意義 

 プロジェクトにおける物的資源は、消費されて亡くなるか、あるいは形を変えて別な用

途に活用されます。しかし、人的資源、情報資源、知的資源、基盤資源はプロジェクト遂

行のために使用することによって、更に幅が広くなり、また技術の内容も深みを増し、利

用価値が高まる場合も多くあります。所期の目的物の完成は勿論プロジェクトの成果です

が、物的資源以外の資源の質的向上もプロジェクトの大きな成果であるとされています。 

 組織として、生産性とともに品質を高め、競争力を向上させていくためには、これらの

資源の特徴を理解し、プロジェクト遂行によって高まった資源を組織として蓄積し、将来

のプロジェクトに活用する意識を高め、実践することが重要になります。 

 

(イ) 資源のストック化・標準化 

 様々な資源のうち、特にプロジェクトで得られたデータや情報（フロー情報）などの情

報資源や知的資源は、他のプロジェクトで再利用できるものが多く含まれています。これ

らの資源を蓄積し、企業として知識・データベース化することによって、将来のプロジェ

クトに貢献できるようにすることを「資源のストック化」と言います。 

 そして、資源を蓄積し有効に再利用するためには、資源は秩序を持って整理され蓄積さ

れなければなりません。資源をストック化するためのシステム的な枠組みは非常に重要で

あり、組織としての資源蓄積システムを構築し、データ／情報の再利用を考え、意図的に

データ／情報を扱う必要があります。 

   

(ウ) 情報資源 

 プロジェクトの情報資源の中で、将来のために蓄積する必要があると考えられるものを
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次に示します。 

 ① プロジェクト情報 

 プロジェクトに関するドキュメント類であり、ただ単にファイルするのではなく、

他のプロジェクトが参照し、再利用が容易になることを目指して整理しまとめること

が大事です。 

 ② プロジェクト遂行中の人脈 

     プロジェクト遂行に関わった有能な関係者との間には、当該プロジェクトだけでな

く他のプロジェクトにもつながるような関係を保つことが重要です。 

 ③ 地域（会社）の特異性 

 一般に、プロジェクトを実施した客先に関する情報は、そのプロジェクトだけでな

く、実施した企業共通の財産となります。 

 ④ プロジェクト実施関係者のリスト 

     形式知にすることが難しい情報は、プロジェクトデータベース的なものの形で経験

した個人に聞くことができるようなシステム（例えば Know Who）が必要となり

ます。 

 ⑤ IT 情報としての活用 

     知的資源、情報資源ともに、情報技術を利用し、容易に検索・利用できるシステム

にしておく必要があります。 

 

（６）タイムマネジメント 

 

ア タイムマネジメントの概要 

 タイムマネジメントの概要を、図３４に示します。 
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(ア) タイムマネジメントの  

目的 

 タイムマネジメントは、目

標納期や収支バランスの実現

などプロジェクトの目標を達

成するため、必要な全ての作

業・資源を時間という制約条

件の中で最適化し、プロジェ

クト遂行方針を実現する一連

の業務プロセスです。 

 タイムマネジメントにとっ

て重要なことは、プロジェク

トに含まれる製品又はサービ

スに対し、時間という軸の上

で最も効率的な業務手順を計

画し、計画に従って進捗を統

制し、計画の変更をもたらす

因子を予見・管理することです。 

   

(イ) タイムマネジメントの業務プロセス 

 タイムマネジメントの業務プロセスは、次の４つのプロセスで構成されます。 

 ① スケジュールの立案 

   ・初期計画：プロジェクト初期に作成されます。 

   ・再計画 ：さまざまな要因により、スケジュールの見直しが必要になった場合に

作成されます。 

 ② プロジェクト進捗管理 

 ③ 進捗傾向分析と予測 

 ④ 目的達成に向けての調整 

 目標を達成するためのプロジェクトの運営方針を示し、実行計画を明らかにすること

は、プロジェクト初期におけるプロジェクトマネジメントの重要役務となります。計画立

案の際には、以下の事項に配慮する必要があります。 

 ① プロジェクトを成功に導く遂行方針と合理的な遂行手順 

 ② プロジェクトの進捗を追跡する仕組み・方法 

 ③ 計画に対して実績（進捗）を監視し、評価を行う方法 

 ④ 将来予測と是正策の検討・策定・実施手順 

図３４ タイムマネジメントの概要 
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 ⑤ 実績の集約と分析、将来への改善案の策定手順 

 

イ スケジュールの立案 

 

（ア）スケジュール方針の策定 

 プロジェクトマネジャーは、プロジェクトの特性を把握したうえで、プロジェクトを成

功裡に完了させるための遂行方針を策定する必要があります。遂行方針を遂行計画に展開

して、具体的にシナリオとして示すものがスケジュールになります。 

 

（イ）コントロール対象の定義づけ 

 タイムマネジメントにおけるコントロール対象の定義づけを行う際の着眼点は、以下の

とおりです。 

 ① プロジェクトの計画・管理レベルと作業スコープの最適管理規模の整合 

 ② 作業種類の認識と識別可能な定義 

 ③ プロジェクト全フェーズを網羅した、計画・管理における共通定義の確立 

 ④ データの識別・処理のための共通コードの設定（文書化、データ処理用） 

 ⑤ 実績データとの比較や分析のための共通定義 

 ⑥ 作業所掌との整合性（専門部業務、業者業務、プロジェクト固有の管理目的） 

 

（ウ）遂行要領の設定 

 プロジェクトにおいてタイムマネジメントをいかに運営するかを示すために、以下の遂

行要領（プロシージャ―）などを取りまとめる必要があります。 

  ・スケジュール計画、管理要領 

  ・進捗度計算要領 

  ・スケジュール、進捗度報告要領 

 

（エ）スケジュール計画 

 スケジュール計画は、プロジェクト遂行の基本となるスケジュールを策定するものであ

り、プロジェクトマネジャーの指揮のもと関係者の英知を集めて策定する必要がありま

す。 

 プロジェクトマネジャーは、スケジュールの基本原案が完成した段階で関係者を招集

し、以下の意図のもとに工程会議を主催します。 

  ・プロジェクト遂行方針と計画、制約条件などをステークホルダーへ周知。 

  ・関連部門並びに関係者の遂行方針や計画の整合性を確認 

  ・クリティカルパスや計画上の問題点を抽出し、対策への意見を集約 

  ・プロジェクトマイルストーンの確認と合意形成 
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  ・プロジェクトに参画する関係者全員の工程遵守の意志の確認 

  ・スケジュールレベルと目的について合意形成 

 

（オ）進捗計画 

 進捗計画は、遂行段階におけるプロジェクトの進捗を把握する方法として、個別作業の

重みを時間軸上に配分し、累積して進捗計画を定量的に表現する「S カーブ」を作成し、

その測定基準を設定することです。そのためには、計画段階において、プロジェクトのフ

ェーズに対応した進捗度の測定基準を設定する必要があります。 

表１４ プラントエンジニアリングの進捗度測定基準の例 

設計 設計所要マンアワー（工数）を重みとし 

・設計アクティビティ、事象によって測定する 

・設計の成果物である図書及びその中間達成基準によって測定する 

調達 資機材予算を重みとして 

・注文書を単位として発注及びその中間達成基準によって測定する 

建設 推定直接労働者時間（＝物量×歩掛け）を重みとし 

・実作業量及び中間マイルストーンによって測定する。 

 

ウ プロジェクト進捗管理 

 計画が策定され、プロジェクトが実際に動き始めると、実際の作業が計画どおり遂行さ

れていることを継続的に監視・測定し把握する必要があります。その際には、以下の状況

に焦点を当てます。 

  ・時間軸上の各作業スケジュールの差異 

  ・S カーブでの進捗の状況 

  ・作業効率（生産性） 

  ・資源動員の状況 

  ・リスク要因の状況 

 

エ 進捗傾向分析と予測 

 進捗度傾向分析と予測は、進捗管理において把握された状況から傾向を分析し、プロジ

ェクトの先行きを予測し、早期に問題点を抽出し、対応策を具体化して計画を変動させる

要因を排除することを目的としています。 

 以下の分析は、予測作業への重要な情報を提供します。 

 ① スコープの分析 

   計画時と現状のスコープに変動を把握します。 

 ② スケジュール分析 

   初期に計画したスケジュールと現状との差異を把握します。 

 ③ 進捗分析 

   完成時を１００％として、現状の達成度を把握します。 
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 ④ 生産性分析 

   計画時と実績での作業効率を比較します。 

 

オ 目的達成に向けての調整 

 プロジェクトが所定の状況に至った時点か、もしくは一定期間をおいた時点の状況に照

らして初期の計画を見直したうえで、プロジェクト完了までのシナリオを再確認（再計

画）することが必要になります。 

 スケジュールの変更は、スコープやコストなど他のマネジメント領域と密接に影響し合

うため、変更管理システムの統合されたプロセスの一環として機能させる必要がありま

す。 

 

（７）コストマネジメント 

   

ア コストマネジメントの概要 

 コストマネジメントの概要を図３５に示します。 

 

（ア）コストマネジメント

の目的 

 コストマネジメントは、

プロジェクトを完遂するた

めに必要な予算を策定する

ことに始まり、予算を目標

として、プロジェクト遂行

に必要な全ての作業・資源

を「コスト」という指標に

換算して最適化する一連の

プロセスです。 

 具体的には、プロジェク

トに含まれる製品またはサ

ービスに対して、コストと

いう単一指標をもって、積

算・予算設定、収支検討、

進捗管理等の業務を統制し、プロジェクト遂行上の様々な課題を解決すると共に、予算の

変更を引き起こす因子を予見・管理することです。 

   

（イ）コストマネジメントの業務プロセス 

図３５ コストマネジメントの概要 
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 コストマネジメントの実施手順は、数量、効率、単価という独立したコントロール要素

によって定量的にコストを管理することです。このプロセスは、プロジェクトの収支バラ

ンスとリスクを管理する上で不可欠な作業であり、業務プロセスは、①コスト見積、②予

算設定、③コスト管理の３種類からなります。 

 

イ コスト見積り 

 

（ア）コスト見積りの概要 

 コスト見積りは、プロジェクトのライフサイクルの中で、様々な段階において実施され

ます。それぞれの見積りは、その目的があり、目的に応じて採用される見積り手法が異な

り、その結果として期待される見積り精度も異なります。 

 コスト見積りの目的としては次のようなものがありあます。 

  ・事業計画フェーズにおける、概念計画立案 

  ・事業計画フェーズにおける企業化調査（Feasibility Study） 

  ・プロジェクト定義フェーズにおける最終投資決定のためのプロジェクト予算の策定 

  ・プロジェクト実施フェーズにおけるプロジェクト参加競争入札 

  ・プロジェクト実施フェーズにおける実行予算策定 

  ・プロジェクト実施フェーズにおける最終推定コスト（ＥＡＣ）見積り 

 

  コスト見積りの代表的な考え方を表１５に示します。 

 

  表１５ コスト見積の代表的な考え方（生産設備の例） 

粗い               情報              詳細 

短い              所要時間             長い 

プロジェクトフェーズ 構想計画 プロジェクト定義 実施  

     技法及び 

精度    タイプ 

キャパシティ 

スライド法 
係数積算法 積み上げ積算 コスト見積の目的 

超概算見積り(OME) 

精度 20%－30% 

   概念計画 

FS(企業化調査) 

概算見積り(PCE) 

精度 10－20% 

   プロジェクト予算 

設備選定 

詳細見積り(DCE) 

精度 5%－10% 

   実行予算 

最終推定コスト 

見積り基礎資料 プロジェクト設

備の概要 

基礎設計データ 詳細設計デー

タ、設計図書 

 

ここで、 

    キャパシティスライド法とは、設備全体または単一機器のコストは、その容量の

べき数に比例するという経験則を用いた既知の容量とコストから求めたい容量のコ

ストを算出する手法です。 

    係数積算法は、設備または単一機器のコストを、過去の実績データとその他の変
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数との統計的関係を用いてモデル化し、そのモデルを用いてコストを見積もる手法

です。 

    積み上げ積算は、コストの費目ごとに、それぞれを構成する資機材量、工事量、

所要工数、経費内訳などの拾い出しを行い、夫々の単価を見積り、単価×数量によ

りコストを求めてそれらを積み上げ設備全体のコストを見積もる手法です。 

 

ウ 予算設定 

 

（ア） コスト管理要領の策定 

 予算化に入る前に、以下の手順で該当プロジェクトのコスト管理要領を確立します。 

 ① 管理方針、思想を確立する。 

 ② WBS を基本にした最小コントロール単位を確立する。 

③ プロジェクトの規模、契約形態、特徴に応じて、コストカテゴリーごとの管理レベ

ルを確定する。 

 ④ スケジュールコントローラー、財務部門とのインターフェースのとり方を確定す

る。 

 

(イ) 予算の設定 

 予算の設定は、プロジェクトの実行確定後に、以下の手順で行います。 

① 見積り落し、過少見積りの有無を確認する。また、詳細な見積りが不可能で、やむな

く一括計上したコストがある場合には、それらを該当する WBS に振り分ける。 

② 上記の作業を行った結果を反映して、詳細見積り（DCE）を実行予算に転換する。 

③ コストの管理を行うための WBS 階層の適切なレベルに予算（コスト、数量、効率）

を配分する。 

 

エ コスト管理 

 コスト管理の一般的なサイク

ルを図３６に示します。 

 コスト管理サイクルにおける

関係者の最大の関心事は、完成

時の総コストの予測です。した

がって、まず現状分析による完

成時の数値予測を行い、その予

測から抽出された予算超過（オ

ーバーラン）の傾向に対して原

因を調査し、予算超過を最小限

 図３６ コスト管理サイクル 
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に抑え、また予算余剰（アンダーラン）を生み出すための是正（予防）措置案を提示し、

実施された対策の効果をモニターします。 

 

（８）リスクマネジメント 

 

ア リスクマネジメントの概要 

 リスクマネジメントの概要を図３７に示します。 

 

 

（ア）リスクマネジメントの目的 

 一般にリスクは、プロジェクトの目的に影響を与える不確実な事象と定義されています

が、リスクマネジメントは、このリスク事象の発生確率と、発生した場合の影響を分析す

ることによって、リスクをある程度まで管理し、プロジェクトの目標達成を図ることにあ

ります。 

 

（イ）リスク管理の業務プロセス 

 リスクマネジメントの業務プロセスは、①方針策定、②リスクの特定、③リスクの分析

評価、④リスク対応策の策定、⑤対応策実施と監視・評価、⑥リスク教訓の整理から構成

されます。 

 

 

  図３７ リスクマネジメントの概要 
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イ 方針策定 

 リスクマネジメントの視点では、 

 ・リスクはあるとの前提に立つ 

 ・リスクはできる限り合理的に特定（予知）、分析、評価して対応を準備する 

 ・リスクには、好機に転じる可能性も存在する 

という基本認識が重要となります。 

 「リスクは不確実なものであり、特定も困難であるから、リスク回避を試みても効果が

無い」と考えるのは誤りです。プロジェクト遂行は、必ず不確実性を伴うものですから、

リスクマネジメントが必須の要素となると考えなければなりません。 

 リスクへの対応方針の策定は、企業・遂行組織としてのものと、個別のプロジェクトと

してのものがあります。 

 企業・遂行組織における経営者は、リスクマネジメントに対する基本方針とリスクマネ

ジメントの仕組みを明確にしなければなりません。その上で、リスクマネジメントの仕組

みを企業・遂行組織の中で、誰が（どの部署が）責任をもって管理し、維持していくのか

を取り決めます。 

 プロジェクトマネジャーは、企業・遂行組織における基本方針にしたがって、プロジェ

クトに適したリスクマネジメントの戦略と方針を策定し、リスクマネジメント要領書とし

て明確にする必要があります。 

 

ウ リスクの特定 

 

（ア）基礎情報 

 リスクを特定する場合は、リスクの概念・基礎知識を理解した上で、以下に上げるよう

なプロジェクトの方針・計画・契約に含まれる要件を基礎情報として検討を行います。 

 ① 戦略的方針（プロジェクト開始時に戦略的に決められたことは何かなど） 

② 一国の法制度や慣習・文化などがもたらす制約（顧客、その他ステークホルダーの

国の法制度や政治的背景・文化などから起き得る問題など） 

③ 顧客ないしは市場における満足・受容度（プロジェクトの目的は何か、阻害要因は

何かなど） 

 ④ 契約的制約（契約事項の履行困難な課題は何かなど） 

 ⑤ 組織の方針（プロジェクト組織、企業組織からくる問題は何かなど） 

 ⑥ 用件上の制約（基本設計条件などの要件上の問題となる可能性のある項目など） 

 ⑦ 技術的な制約（新技術要素は含まれるか、客先要求仕様・品質上の問題点など） 

 ⑧ 時間上の制約（スケジュールを守ることの難しさはどこにあるのかなど） 

 ⑨ 調達方針・計画（ベンダー・設計外注先選定とそのパフォーマンスの見極めなど） 

 ⑩ 経済的制約（受注時のコスト積算上の問題点と制約条件など） 
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（イ）リスク特定の為の手法 

 プロジェクトに関わる各種リスク事象の発生までには、何らかの予兆があり、これらの

予兆を早期に察知し、対応策を実施することが重要です。これらの予兆を分析するための

主なツール・技法を表１６に示します。 

 

エ リスクの分析評価 

 

（ア）リスクの分析評価 

 リスクの分析評価は、プロジェクトマネジメントにおける意思決定者が不確実な課題に

対し、主に確率と統計の基礎的手法を用いて、将来的に生じると思われるプロジェクトに

とってのプラスとマイナスの事象を定量化して予測、判断し、適切な方針選択の手段とす

ることを目的とするものです。 

 リスク分析は、リスクと不確実性についての判断を数理的な論理思考に基づいた手法で

行うことであり、大きな不確実性を包含しているプロジェクトほど、信頼できるリスク評

価が必要となります。 

 

（イ）リスクの定量化手法 

 リスクの定量化手法としては、①簡易的定量化、②リスクの金額評価、③統計とシミュ

レーションによる手法などがあります。 

 ⅰ 簡易的定量化 

   簡易的定量化は、リスク事象を、発生の可能性とインパクトの大きさから、マトリ

ックス的に指標として判断する方法です。 

    表１６ リスク特定のためのツール・技法の例 

チェックリスト法 過去の情報を蓄積し、チェックリスト形式にまとめ、簡易的にリスクを

特定する。また、公開されているチャックリストを利用する場合もあ

る。全てのリスクを特定できるとは限らないため注意が必要である。 

６W１H 法 「いつ（When）」「誰が(Who)」「誰に(Whom)」「何を(What)」「どうして

(Why)」「どこで(Where)」「どのように(How)」を問いかけながら、ステ

ークホルダーへのインタビューもしくはブレーンストーミングなどを実

施する。 

ブレーンストーミング法 参加者により自由形式によるセッションを実施する。場合によっては、

投票やファシリテーションなどの手法を組み合わせる。 

ツリー法 特性要因図、フォールトの木、リスク・ブレークダウン・ストラクチャ

ーなどのツリー構造の図解手法を用いてリスクを特定する。 

識者へのインタビュー 経験豊富な識者、ステークホルダー、専門家に面談し、リスクを特定す

る。 

レビュー 文書レビュー、集合レビュー、インスペクション・レビューなどの方法

を用いてリスクを特定する。 

デルファイ法 専門家に対して匿名で見解を求め、ファシリテーターが集約し、要約し

て再配布する。これを繰り返してリスクを特定する。特定のメンバーの

影響度を提言させることに有効である。 
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   この方法は、特定したリスク全体を図３８に示すようにマッピングを行うことでリ

スクの全体像を把握し、個別リスクのポジションを明確にします。そしてこれにより

対応措置の優先度・方針を把握し、対応策の在り方を検討します。 

 

 ⅱ リスクの金額評価 

   リスクの金額評価は、次の式により求められます。 

   全体リスク量＝∑個別リスク量＝∑〔不確実性×インパクト〕 

   ここで 不確実性：各リスク事象が発生する確率の見積り 

       インパクト：各リスク事象の発生影響額（損失若しくは収益） 

 ⅲ 統計とシミュレーションによる手法 

   プロジェクトの総コストを積算する場合には、個々の積算の予想コストをベースに

して統計で使う計算を用いて、プロジェクトの総コストの予測幅を求めることができ

ます。 

 図３８ リスクマトリックス 
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   シミュレーションによる解析は、   

リスク事象を選定して、事象ごとの  

発生確率を推定してモデル化してい 

きます。モデル化に際しては、過去 

の実績データ、リスク事象の性格に 

よる確率分布を活用します。 

 

オ リスク対応策の策定 

 

（ア）リスク対応策の構成 

 リスクへの対応とは、プロジェクトに

おいて、分析・評価されたリスクを低

減・除去するために、優先順位にしたが

って必要な対応策を実施することです。リスクへの対応は、リスクの回避、軽減、分散、

移転を行うリスクコントロールプランと、このような処理手段を講じても、完全に除去す

ることが難しいリスクに対して、資金的に対応を図ろうとするリスクファイナンスに区分

されます。（図３９） 

 

（イ）リスクコントロールプラン 

 リスクコントロールプラントは、最小の費用で効果的にリスクがもたらす損失を回避す

る、若しくは低減を図るプロセスであり、リスクの回避、軽減、分散、転嫁などの考えを

いいます。（表１７） 

 

表１７ リスクコントロールプランの例 

回避 リスクの原因を取り除くことをいう。例えば、スコープを変更して、脅威となり得る部

分をはずしてしまうこと、活動自体を行わないことなどがある。 

軽減 リスクが起こり得る確率や起こった場合の帰結や影響度をあらかじめ出来る限り軽減す

ることをいう。例えば、予め管理体制をとり、訓練等によりこれを強化し、積極的に予

防する。たとえリスクが実現しても被害や損害を極小化することなどがある。 

分散 リスクの担い手を増やし、リスクが実現化した場合の帰結や影響度の負担を分散するこ

とをいう。例えば、企業間でのコンソーシアムやジョイントベンチャーの形成などがあ

る。 

転嫁 リスクがもたらす帰結と責任を第三者に転嫁することをいう。例えば、契約行為によ

り、特定のリスクの責任、リスクが実現化した場合の影響度の軽減義務やその帰結など

を第三者に転嫁することなどである。 

  

（ウ）リスクファイナンス 

 リスクファイナンスとは、実際にリスクが現実化した場合の損害に対する金銭的負担を

考慮するメカニズムを予め準備しておくことをいいます。 

 

図３９ リスク対応策の構成 
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表１８ リスクファイナンスの例 

移転 転嫁と類似的な概念となるが、費用を払うことにより特定のリスクの財政的帰結を第三

者に移転することをいう。例えば、保険、共済、ヘッジ取引などで通常金銭の支払いを

伴うリスクの移転をいう。但し、この場合、税制的帰結以外の責任が転嫁するわけでは

ない。 

保有 リスクを認識した上で保有することをいう。一定の対応措置を前提として、自らリスク

を保有することになり、例えば、自家保険、キャプティ保険、貸倒引当金などがある。 

 

（エ）リスクの受容 

 リスクコントロールプランによって回避、軽減、分散、転嫁できず、また、リスクファ

イナンスでも対処できないリスクについては、リスクとしてプロジェクトに受容される。

リスクがプロジェクトに保有される場合、保険付与により損害が現実化した場合の備えと

することが基本となります。 

 

カ 対応策実施と監視・評価 

 計画された対応策を実施していくプロセスです。リスクマネジメントにおいては、リス

クの特定から対応策実施までの実施状況の監視・評価を繰り返し行うことが必要です。 

 

キ リスク教訓の整理 

 プロジェクトは有期性をもち、かつ独自性を保持することから、リスクマネジメントは

多様で困難なものが多く、それゆえに必須のマネジメント要素です。したがって、効果的

なリスクマネジメントを進める上では、過去の実績データを活用し、識者・経験者の知識

を駆使して進めることが大切なこととなります。 

 このため、個別プロジェクトのリスクマネジメントに関する一連の過程・結果は、教

訓・事例集・データベースとして整理し、保存し、企業等における知的財産とする必要が

あります。 

 

（９）品質マネジメント 

 

ア 品質マネジメントの概要 

 図４０に品質マネジメントの概要を示します。 
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（ア）品質マネジメント   

の目的 

 品質マネジメントは、

経営方針やプロジェクト

の方針（計画・契約）な

どに基づき、あらかじめ

決められた品質システム

の下での品質計画、品質

保証、品質監査、品質改

善などを通じて、計画さ

れた品質の製品やサービ

スを提供するためのマネ

ジメント機能です。 

 

（イ）業務プロセス 

品質マネジメントの 

業務プロセスは、「品質計画」「品質保証」「品質管理」から構成されます。 

 

イ 品質計画 

 品質計画とは、プロジェクトの契約や基本要件設定に基づいて、その製品またはサービ

スの持つ品質特性について、最も適切な品質水準を設定し、それを満足する方法を決定す

ることである。 

 また、プロジェクトの品質システムは、品質マネジメントを実施する組織、責任、遂行

手順、業務プロセス及び必要な資源を記述するものであり、品質計画に含まれます。 

 

ウ 品質保証 

 品質保証とは、顧客の要求する品質が十分満たされていることを保証するために実施す

る一連の仕組みと、その活動のことです。 

 品質保証の基本は、品質に係る顧客の要求等をプロジェクト初期に確認し合意した上

で、適用される標準・規格・法規などに合致させるため、どのようにしてプロジェクトを

遂行し成果を出すかを品質マネジメントの面から明確にし、顧客（ステークホルダーを含

む）に対して信頼感と満足を与えることです。 

 

（ア）品質マネジメントの原則 

  ＩＳＯにおける８つの品質マネジメントの原則を表１９に示します。 

図４０ 品質マネジメントの概要 
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表１９ ８つの品質マネジメントの原則 

顧客重視 組織は、その顧客に依存しており、そのためには現在並びに将来の顧客

ニーズを理解し、顧客要求事項を満たし、顧客の期待を超えるように努

力すべきである。 

リーダーシップ リーダーは組織の目的と方針を一致させ、従業員が組織目標を達成する

ように全面的に参画できる内部環境を整備して維持する。 

全ての階層の人々の参

画 

全ての階層の従業員は、組織の要であり、従業員の全面的な参画によっ

て、その有する能力を組織が利益を得るために活かすことができる。 

プロセスアプローチ 活動及び関連する資源が一つのプロセスとして運営・管理されるとき、

望まれる結果がより効率よく達成される。 

マネジメントへのシス

テムズアプローチ 

相互の関連するプロセスを一つのシステムとして明確にし、理解し、運

営管理することが組織の目標を効果的で効率よく達成することに寄与す

る。 

継続的改善 組織の総合的パフォーマンスの継続的改善は、組織の半永久的な目標と

する。 

意思決定への事実に基

づくアプローチ 

効果的な意思決定は、データ及び情報の分析に基づいている。 

供給者と互恵関係 組織及び供給者は独立しており、両者の互恵関係は両者の価値創造力を

高める。 

 

（イ）品質マネジメントシステムの基本 

 品質マネジメントシステムのアプローチでは、組織が顧客要求事項を分析し、顧客に受

け入れられる製品やサービスを作ることに大きく影響するプロセスを管理し続けることが

要求されます。そして品質マネジメントシステムは、顧客とその他の利害関係者の満足を

向上させる可能性を高めるために、継続的改善の枠組みを提供するものです。 

 

（ウ）品質マネジメントのアプローチ 

 品質マネジメントを構成し、実施するアプローチは、以下の事項を含むいくつかのステ

ップからなります。 

  ・顧客とその他の利害関係者のニーズ、期待を明確にする。 

  ・組織の方針と品質目標を設定する。 

  ・品質目標の達成に必要なプロセスと責任を明確にする。 

  ・品質確保に必要な資源を明確にし、提供する。 

  ・各プロセスの有効性と効率を測定する方法を設定する。 

  ・各プロセスの有効性と効率を判定するための指標を設定する。 

  ・不適合を予防し、その原因を除去するための手段を決定する。 

  ・品質マネジメントシステムの継続的改善のためのプロセスを確立し、適用する。 

 

エ 品質管理 

品質管理とは、製品やサービスが定められた品質基準に適合しているか否かを検査し、

不満足な結果が得られた場合は、その原因を調査し、取り除くための手段を講じることで
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す。 

 品質管理の基本的な進め方は、ＰＤＣＡサイクルにそって継続的な改善を積み重ねるこ

とにあります。 

 具体的なプロセスは以下のとおりです。 

 ① 管理要素を選定し明確にする。 

② どのような基準・要領でプロジェクトを遂行するか、製品とサービスに関して明確

にする。 

 ③ その基準・要領が、計画通りに進んでいるのか測定方法を定める。 

 ④ それらを実績と照らし合わせて評価し、満足できる状態でない場合には、対応策・

迂回策を決定する。 

 ⑤ 不適合に関して根本的な問題の是正策を決定し、フィードバックする。 

 

（１０）調達マネジメント 

 

ア 調達マネジメントの概要 

 図４１に調達マネジメントの概要を示します。 

 

（ア）調達マネジメントの概要 

 プロジェクトにおける調達とは、プロジェクトを完成させるために必要な物的資源また

は人的資源のうち、組織の外部から調達することをいいます。調達には、購入だけでな

く、レンタルやリースを含みます。調達マネジメントとは、組織外部から調達するための

契約関係をマネジメントすることです。 

 そして、調達マネジメントにおいては、資源マネジメントプロセスにおいて組織の外部

から調達することが決定された物的資源または人的資源の調達に係る契約関係及び契約か

ら成果物の取得に至るまでのプロセスのマネジメントを行います。 
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（イ）業務プロセス 

 調達マネジメントのプロセスは、表２０に示すとおり、調達計画、調達管理、調達引渡

しという４つのプロセスからなります。 

 

イ 調達の計画 

 調達の計画においては、以下の検討を行い、調達計画書としてまとめます。 

 ① 調達の計画では、資源計画において組織の外部から入手することにした資源をどの

ように調達するか、その方針や取り組み方を調達計画書にまとめます。 

 ② 組織が保有する納入者リストから、当該プロジェクトにおいて見積りの引き合いを

表２０ 調達マネジメントのプロセス 

調達計画プロセス 

調達マネジメントにおいて特定された資源のうち、組織の外部から調

達することが決定された資源について、その調達方針や方法等を調達

計画書としてまとめる。 

調達実行プロセス 調達計画書に基づき、資源の調達先と契約を締結する。 

調達管理プロセス 
調達先との契約関係に基づき、進捗、品質、リスク、コスト等のモニ

タリングを行い、必要に応じて是正策を行う。 

調達引渡しプロセス 
調達先との契約関係に基づき、最終成果物の妥当性を確認し、引渡し

を行い契約関係を終結させる。 

図４１ 調達マネジメントの概要 
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行う納入者候補の選定も行う必要があります。選定に当たっては、プロジェクトチー

ムだけでなく、組織の調達部門の方針、更には顧客の方針の影響を受けることもある

ので注意する必要があります。 

③ 各資源の調達においては、購入者と納入者のリスクの度合い、調達予算、当該プロ

ジェクトの特性、組織の方針等を考慮して最適な契約タイプを選定する。 

④ また、全体プロジェクトスケジュールから、各資源が必要とされている時期を確認

し、それらを満足するように資源を調達する。物的資源の調達のスケジュールを検討

する際には、物的資源の納期だけでなく、見積引き合い書の作成、納入候補者のプロ

ピーザル作成、見積評価などに要する期間も考慮します。 

⑤ 納入候補者から提出されるプロポーザルの評価方法についても、事前に検討する必

要があります。複数の納入候補者から提出されたオファー金額を単に比較するだけで

なく、独自見積りを行い購入者としての金額の基準を持つべきかどうか、評価基準は

金額のみか、あるいは商務・技術的項目も評価するのであれば、具体的な項目を上

げ、それらに重み付けを行うことにより得点で評価できるようにします。 

 

ウ 調達の実施 

 調達の実施は、納入候補者に調達文書を配布し、納入候補者からプロポーザルの提出を

受け、納入業者を選定し契約に至るまでが調達の実施です。 

 

エ 調達管理 

 プロジェクトにおける調達の管理の概要を図４２に示します。 

ここで、契約管理とは、納入者

が契約に基づいて業務を遂行し

ていることを監視し、その成果

物が契約上の要求事項を満たす

ように管理すると共に、納入者

の成果に対しては、契約に基づ

いて適正な対価を支払うことで

す。 

 品質管理とは、発注した機材

や役務の成果物が契約で定めた

要求事項を満たしているかどう

かを確認し、購入者側の理由に

より品質上の問題が生じないよ

うに、購入者が管理を行うこと、及び納入者の品質管理状況を監督することです。 

納期管理は、購買業務の段階から機材や役務など成果物の納入に至るまでの全体スケジ

  図４２ 調達管理の概要 
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ュールに基づいて、個々の調達業務のスケジュールに関することであり、納期に影響する

情報の収集、納期の遅延要因についての納入者・顧客との調整作業なども含まれます。 

予算管理は、経済環境の変化、スコープの変更、仕様や数量の変更に対するコスト変動に

ついて、プロジェクト遂行期間を通じて管理することです。 

 

（１１）コミュニケーションマネジメント 

 

ア コミュニケーションマネジメントの概要 

 コミュニケーションマネジメントの概要を図４３に示します。 

 

（ア）コミュニケーションマネジメントの目的 

 コミュニケーションマネジメントの目的は、プロジェクト遂行に必要な情報を、正確か

つ効率的に、ステークホルダーに伝達するコミュニケーション手段を特定し、プロジェク

トマネジメントのプロセスの円滑な運営に必要なコミュニケーションを計画・推進するこ

とにあります。 

   

 

（イ）業務プロセス 

 コミュニケーションマネジメントの業務プロセスは表２１に示す３つのプロセスにより

構成されます。 

  図４３ コミュニケーションマネジメントの概要 
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  特に、コミュニケーション計画プロセスは、定期的に見直し、必要に応じて改訂し、

プロジェクト全体で継続的な有効性を確保する必要があります。 

 

表２１ コミュニケーションマネジメントの業務プロセス 

コミュニケーション計画 コミュニケーションの対象となるステークホルダー、情報の収集単

位、配布方法、コミュニケーション手段などのコミュニケーション

ニーズを分析する計画プロセス 

情報の配布 情報を対象者に正確かつ効率的に伝達する実行プロセス 

コミュニケーションの実行管理 コミュニケーションに問題が発した場合に解決するコントロールプ

ロセス 

 

イ コミュニケーションの計画 

 コミュニケーションの計画の目的は、「プロジェクトチャーター」、「ステークホルダー

登録簿」、「役割記述書」などから、以下の作業を実施し、コミュニケーション計画書を作

成することです。 

 ・コミュニケーションの目的及びテーマの特定 

 ・目的及びテーマ別にコミュニケーションが必要となる対象の特定 

 ・コミュニケーション手段の設定 

 ・グループウェアによるコミュニケーションの効率化方法の検討 

 これらの結果に基づき、コミュニケーションの目的、テーマ、テーマごとの関係するス

テークホルダー、頻度、コミュニケーション手段、方法、手順、ルールなどを明確にし、

コミュニケーション計画書としてまとめます。 

 

（ア）コミュニケーションの目的及びテーマの設定 

 コミュニケーションの目的及びテーマとしては、意思決定、報告、連絡、依頼、情報提

供などがあります。目的及びテーマ別にコミュニケーションの必要項目を整理し、特定す

る必要があります。 

 

（イ）目的及びテーマ別にコミュニケーションが必要となる対象の特定 

 目的及びテーマ別にコミュニケーションが必要となる対象の特定は、プロジェクト組織

図及びスコープマネジメントにより特定される WBS に基づいて決定します。 

 

（ウ）コミュニケーション手段の特定 

 コミュニケーション手段としては、一般的に次の３つが上げられます。 

 ① 相互型コミュニケーション：会議やミーティング 

 ② プッシュ型コミュニケーション：報告、メール配信など 

 ③ プル型コミュニケーション：掲示板など 

 一般的に、プロジェクト遂行中のコミュニケーション手段は、会議やミーティング（以
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下「会議」と総称します。）の形式で行われ、次のような様々な形式で実施されます。 

 ・計画作成、レビューなどの協働作業で成果を出すワークショップ型の会議 

 ・課題解決のための意見を出し合うブレーンストーミング型の会議 

 ・進捗報告、課題報告などの報告型の会議 

 ・ステアリングコミッティなどの意思決定のための会議 

 ・契約ミーティングなどの利害調整を行うための会議 

 

（エ）文書管理 

 プロジェクト活動においては、その開始から終了に至るまでの間、数多くの情報の交換

が行われます。 

 ｎ人のステークホルダーのプロジェクトにおけるコミュニケーションチャンネルの数

は、以下の式で計算されます。 

    コミュニケーションチャンネルの数＝ｎ（ｎ－１）／２ 

     ｎ：ステークホルダーの数 

 この式から分かるように、コミュニケーションチャンネルの数は、ステークホルダーの

増加に伴い級数的に増加し、情報の創出、収集、伝達（配布）、蓄積（保管）の処理が多

くなるため、効率化するためのコミュニケーション計画が必要となります。 

 コミュニケーションを効率的に促進するためには、グループウェアなどの情報システム

を活用し、情報や文書などを一元的に管理保管することが重要となります。 

 

ウ 情報の配布 

 情報配布の目的は、プロジェクトのステークホルダーに対し、要求された情報を要求さ

れたタイミングで提供するため、コミュニケーション計画で定義された方法に基づき、コ

ミュニケーションを実施していくことです。 

 配布する情報の主な項目は以下のとおりです。 

 ・プロジェクト成果物 

 ・各種計画書・管理要領 

 ・進捗報告、プロジェクト完了報告書、プロジェクト終結報告書 

 ・意思決定、承認済み変更、解決済み課題、変更要求などの通知情報 

 ・会議議事録などのプロジェクト記録 

 ・課題の原因、是正措置の選定理由などの説明文 

 ・情報の配布に関するフィードバック情報 

 

エ コミュニケーションの実行管理 

 コミュニケーションの実行管理の目的は、プロジェクトステークホルダーのコミュニケ

ーションニーズを満足させることです。その中心はコミュニケーション計画で設定され
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た、以下の会議の運営管理です。 

 ・チームビルディングのためのキックオフミーティング 

・ステアリングコミッティ、完了報告、稼働判定などの意思決定・合意形成のためのミー

ティング 

 ・ステークホルダー間の問題・課題検討会議などの不定期のミーティング 

 ・進捗管理などの状況共有のための定期的なミーティング 

  ・品質確保・向上のための成果物プロセスの組み込まれた各種計画、レビュー、仕

様・要件確認などのミーティング 

 

Ⅳ 防衛施設建設業務へのプロジェクトマネジメント手法の適用 

 

１ プロジェクトマネジメント手法導入の意義 

 防衛施設建設業務へのプロジェクト管理手法の導入の意義について、防衛施設建設業務

の課題の処理の方法として、プロジェクト管理手法の適用性について検討し、適用した場合

の期待される効果を整理して検証することとします。 

 

（１）防衛施設建設業務の課題 

防衛施設建設業務の課題は、Ⅰの２で述べたとおり、次のようなものが上げられています。 

① 中央及び地方防衛局の組織を見直し、業務への専念、広域異動の抑制、地方防衛局間

及び年間業務量の変動等への対応が可能な組織とすること。 

 

② 調査・設計費及び工事費の予算について、事業の円滑な実施の観点から次の配慮を行

う必要があること。 

   ・調査・設計と工事費の要求年度を分けること。 

・設計費については、庁費による支弁から工事費によるものに変更するなどして、業

務に必要な経費を確保すること。 

・長期国債の活用などによって、本来一体のものとして発注すべきものは１件工事と

して発注できるように措置すること。 

 

 ③ 仕事の仕組み・手順などを見直して、次の措置を講じることによって、組織的に業務

のプロセスを管理する体制を整備すること。 

  ・プロジェクト管理の手法を導入することなどによって、事業の計画から完成までの

全体のプロセスを組織的に統制・管理する仕組みを整備すること。 

  ・外部委託による業務の位置づけ、内容等を防衛省の実施体制に適合するように再定

義すると共に、積極的な活用を図ること。 
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④ 契約制度や積算基準等の技術基準等の整備や運用に当たっては、防衛施設建設事業

の特徴を十分に反映したものとすると共に、ＰＤＣＡサイクルによって、より良いもの

となるよう常に改善を図っていくこと。 

 

⑤ 人材の育成を計画的、継続的に、かつ強力に推進するものとし、特に次のことに留意

する必要があること。 

   ・リーダーの育成を図ること 

   ・業務に「顧客指向」で取り組む姿勢を確立すること 

上記のように、防衛施設建設業務については、他の発注機関の数倍にもなる建設職員一人

当たりの業務の処理を、外部委託の活用などによって、何とか処理している状況ではあるが、

外からの評価では、多くのヒズミが生じ解決すべき課題が山積している状況であることが

分かります。これらの課題に対して、一つ一つ対応していたのでは、問題解決に至らないば

かりか、夫々が相互に影響し合っているので、ますますそのヒズミを拡大してしまう恐れさ

えあります。 

したがって課題の解決を図るためには、諸課題の根本的な原因に対してアプローチし、業

務全体への効果が最適となるような、組織体制の再設計的アプローチが必要になっている

ものと考えられます。 

 

（２）プロジェクトマネジメント手法の特徴 

  プロジェクトマネジメント手法の概要は、ⅡにおいてＮＰＯ日本プロジェクトマネジメ

ント協会のＰ２Ｍに沿って、プログラムマネジメント及びプロジェクトマネジメントにつ

いて、説明しましたが、防衛施設建設業務へのこれら手法の適用を検討するに当たって、以

下の様な特長を考慮する必要があるものと考えます。 

 ① プロジェクトマネジメントは、明確な目標を掲げ、それが確実に、かつ効率的に実現

し、成果を上げるための仕事の管理手法であること。 

 プログラムマネジメントは、組織的な目標について、複数のプロジェクトをその目標

達成に向けて立ち上げ、その実行を管理して行くものであり、プロジェクトは、個別に

付与された目標を確実に、かつ効率的に達成し、所定の成果を得るというものです。何

れも、明確な目標を掲げ、その実現に向けて諸活動を統制し、管理する手法であるとい

うことができます。 

 

② プロジェクトの設計において、実行上の課題とその対応が明確にされる手法である

こと。 

目標の達成に向けた具体的な活動の前に、やるべき作業をすべて洗い出し、その作業

を行うための経費、リスク、およびステークホルダーなどへの対応など、やるべきこと

の全体像が明らかにされる、いわゆる「仕事の視える化」を図るものであること。 
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 ③ プロジェクトに携わる者の役割と権限及び責任が明確であること。 

 プロジェクトマネジメントにおいては、仕事の設計と同時に、それを誰が、何時、ど

のように実施するかなど、役割と権限と責任が明確にされること。 

 

 ④ リーダーはプロジェクトの進行に大きな役割と権限を有していること。 

 プロジェクトリーダーは、当該プロジェクトの目標を確実に達成するため、プロジェ

クトの設計、リスクやステークホルダーへの対応など、その方針の立案と実行をマネジ

メントするという大きな役割と責任を有していること。 

 

⑤ プロジェクト管理においては、プロジェクトによる成果のみではなく、実行のプロセ

スの管理が重要であること。 

プロジェクト管理においては、目標を達成したかどうかはもちろん大事なことです

が、それをどのようにして達成したかというプロセスを大事にします。そして成功した

事例、失敗した事例を分析評価することによって、より確実で、効率的な達成方法を常

に追求していくという PDCA サイクルによってマネジメントすることが求められます。 

そして、プロジェクト実行のプロセスの中で得られたノウハウは、プロジェクトの成

果として、組織にプールされ知的財産として活用されることになります。 

 

（３）プロジェクトマネジメント手法の適用性について 

 Ⅰで述べた防衛施設建設業務の実施状況と課題、Ⅱで整理したプロジェクトマネジメン

トの概要と上記（１）及び（２）で述べたこれらの特徴を踏まえ、防衛施設建設業務へのプ

ロジェクトマネジメント手法の適用性について検証します。 

 

ア プログラムマネジメントへの適用性 

  仕事の仕組みづくりに関係する業務は、次の特徴を有しているものと考えられます。 

① 組織としての運営方針及び業務の処理方針等に基づく、業務の在るべき姿と現状を

評価し、在るべき姿の実現を図るものであること。 

 ② 仕事の仕組みづくりは、業務の執行体制、知的資源、人的資源の整備などとも深く関

連しているので、組織全般を俯瞰した複合的な対応が必要であること。 

 ③ 防衛施設建設業務の実施環境は、防衛に対する世論の動向、入札契約制度に対する国

民の厳しい目、建設業界における人手不足の問題など、目まぐるしく変化する要因が内

在しており、これらに柔軟に対応できる仕組みづくりが求められること。 

 ④ 完全な仕事の仕組みは、一朝一夕にできるものではなく、計画的かつ体系的に、そし

て継続して取り組む必要があること。 
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  このような特徴を考慮すると、「仕事の仕組みづくり」に係る業務は、「戦略型のプログラ

ムマネジメント」への適用性を有しているものと考えられます。 

   

  次に、普天間飛行場の代替施設建設事業のような新しい基地等を建設する大規模建設事

業に係る業務は次の特徴を有しているものと考えられます。 

 ① 基地等の新設事業は、比較的短期間での完成を求められることから、業務の効率的な

処理が不可欠であり、そのためには、当初に事業全体を俯瞰して、事業内容、必要な予

算、配置職員、実施上の課題などをできるだけ正確に把握して、全体の計画を策定する

必要があること。 

 ② 事業計画については、関係者が目標、処理方針などを共有して、一致して取り組む必

要があること。 

 ③ 事業の実施過程においては、全体経費の過不足、全体工程の進捗度など、事業の進捗

に合わせた見直しなどが必要になること。 

などであり、これらの特徴を考慮すると、基地を新設するような「大規模建設事業」に係る

業務は、オペレーション型のプログラムマネジメントへの適用性を有しているものと考え

られます。 

 なお、各地方防衛局の建設事業を、一つにまとめてプログラムマネジメントの対象とする

ことも可能と考えられます。 

 

イ プロジェクトマネジメントへの適用性 

  建設事業については、プロジェクトマネジメントの要素を本質的に有しているものであ

り、諸外国においては、これを適用することが一般的であり、在日米軍においても一般的に

採用されている手法です。我が国においては、建設分野におけるマネジメントを特に「コン

ストラクションマネジメント＝CM」として、国交省等が普及を図ろうとしています。 

   

ウ プロジェクトマネジメントを行うための基盤 

  プロジェクトマネジメントを行うためには、それを行うための人的、知的、及び技術的基

盤が整備されている必要があります。建設部署におけるこれら基盤の評価を行うと概ね次

のことが言えるものと考えます。 

 ① イで述べたととおり、建設事業は本来的にプロジェクトマネジメントの要素を持っ

ており、これに従事する職員は潜在的にその能力を有するものと考えられること。 

② 従って、これまでに行ってきた業務を体系的に整理することで、防衛施設建設事業に

おけるプロジェクトマネジメントの手法を取得できると考えられること。 

③ 民間コンサルタント及び建設業者は、プロジェクトマネジメントの能力を有するも

のも多いので、これを活用することができること。 
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  建設部署におけるプロジェクトマネジメントについては、その知識が一般的になってい

るものではありませんが、上記のように、建設事業の有する特性から、マニュアルの作成と

その集中的な教育の実施などによって、比較的短期間で基本的な基盤の整備は可能と考え

られます。 

  そして、実践を重ね、データを集積することなどによって、能力の向上を図っていけるも

のと考えます。 

 

（４）プロジェクトマネジメント手法の導入による期待効果について 

   上記で述べたように、防衛施設建設業務の殆どのものは、プロジェクトマネジメント手法

の適用が可能であり、これを導入した場合の効果としては、次のものが上げられます。 

 ① 発注者として何を行うかが明確になること 

  プロジェクトの実行計画の作成等により、プロジェクト実行に必要な作業、 その作

業を誰が、どのようにしておこなうのか、更に、必要な期間・経費等が明らかにされま

す。これに基づいて、発注者として行うこと、外部委託して行うことが明確になり、職

員が自ら行う業務について、確実に処理する体制をつくることができます。 

 

 ② 外部委託業務の位置づけ、役割が明確になり、有効活用を図れる。 

①と同様に、外部委託として行う業務の範囲、その役割、権限と責任が明確になるの

で、発注者から受注者に対する指示や協議が円滑に進められることが期待されます。ま

た、受注者の業務の評価が統一的に行えるようになることから、受注者の業務処理能力

の向上にも資することとなり、有効活用を図ることができると考えられます。 

  

 ③ 防衛施設建設事業の確実かつ効率的な執行に資することができる 

      一連のプロジェクトメネジメントによって、的確な事業計画を作成し、その実行プロ

セスが確実に進行するように管理する体制をつくることができることなど質の高い防

衛施設建設業務を行うことができることから、防衛施設建設事業の確実かつ効率的な執

行が可能となります。 

  

 ④ 職場環境の改善に資することができる。 

     プロジェクトマネジメントは、プロジェクトに関する情報を共有し、全体最適となる

ように自らの役割を果たすことが基本であり、これを実行することによって、職員相互

のコミュニケーションが進み、職場環境も好転することが考えられます。 

  

 ⑤ 人材育成に資することができること 

 プロジェクトマネジメント手法による業務処理は、全体を計画して、実行し、プロセ

スを評価して修正し、実行するという PDCA サイクルの中で、職員に対して質の高い
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業務経験を提供することができるので、人材の育成にとっては最適の環境を提供するこ

とになるものと考えられます。 

 特に、発注者として、プロジェクトリーダーを務めることは、人の活用、コミュニケ

ーションのスキルを向上させ、将来の組織リーダーを育てることに大きく貢献するもの

と考えられます。 

 

２ 防衛施設建設業務におけるプロジェクトマネジメント手法 

 

（１）プロジェクトマネジメント手法と適用業務 

 主要な防衛施設建設業務にどのようにプロジェクトマネジメント手法を適用するのかに

ついての類型に区分したものを表２２に示します。 

 

表２２ プロジェクトマネジメントの類型 

類型 実施区分  要 件 概 要 備考 

PRⅠ 本省 仕事の仕組み等の整備に関する業務

で、本省又は地方局における複数のプ

ロジェクトで構成されるプログラム 

戦略型プログラム 

人材育成制度の創設等、組織改編、新

たな仕事の仕組みの導入、ＩＴの導入

など 

PRⅡ 本省 

地方局 

駐屯地新設等の大規模建設工事の実施

を確実にかつ効率的に進めるためのプ

ログラム 

オペレーション型プログラム 

新駐屯地、新規装備導入に伴う整備 

局における計画課が行うプログラムな

ど 

PJⅠ 本省 仕事の仕組作り、規準等の制定などの

単独のプロジェクト 

契約制度、技術基準など 

PJⅡ 地方局 個々の施設の建設工事の実施に関する

プロジェクト 

施設ごと、工種ごとなどの区分 

PJ-RⅠ 本省 

地方局 

PRⅠ構成するプロジェクト PRⅠで定められたミッションに従うも

の 

PJ-RⅡ 地方局 PRⅡを構成するプロジェクト PRⅡで定められたミッションに従うも

の 

  

 防衛施設建設業務に適用するプロジェクトマネジメントについて、複数のプロジェクト

を統合的にマネジメントするプログラムマネジメントと単独のプロジェクトのマネジメン

トに区分し、プログラムマネジメントは、戦略型とオペレーション型に区分し、更に、実施

するのが本省か、地方防衛局かによって類型化したものです。更に、プログラムに組み込ま

れたプロジェクトについても、プロジェクトとしての自律性は確保されることから、それぞ

れ区分しました。 
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ア 防衛施設建設業務におけるプログラムマネジメントの概要 

 

（ア） ＰＲⅠ 

 仕事の仕組作りなどの整備に関する業務であって、本省及び地方防衛局等における複数

のプロジェクトで構成されるものをマネジメントするプログラムマネジメントであり、そ

の概要は以下のとおりです（図４４参照） 

 

 ⅰ 組織運営方針 

 組織の運営方針は、企業における経営理念等に相当するもので、組織の舵取りの方向

性を定めるものです。プログラムの実施によって作り出される価値は、組織の運営方針

に適合したものであることが不可欠です。この組織の運営方針が明確になっていない場

合には、プログラムの実行による成果の評価が定まらないことになります。 

   防衛施設建設業務を担う建設部署において、このような運営方針を定め、それに向か

って組織を運営して行くことは、業務の質的向上、人材の育成等種々の分野でプラスの

効果をもたらすものと考えます。 

 

 ⅱ 業務実施方針 

   組織の運営方針をどのように実現するかの組織の活動

方針であり、防衛施設建設業務のあるべき姿を示すもので

す。そして、プログラムマネジメントにおいては、現状の

「ありのままの姿」を把握するための基準となるもので

す。 

 

 ⅲ プログラムミッション 

   プログラムミッションは、組織の「あるべき姿」と現状

の「ありのままの姿」のギャップを埋めるための課題など

の解決などを設定します。 

 例えば、防衛施設建設業務については、「職員の広域異

動を最小限にする執行体制の構築」、「職員の業務負担の軽

減」、「人材育成」というのもプログラムミッションとして

取り扱うことのできるものであると考えられます。 

 

 ⅳ プログラムマネジメントオフィスの設置 

 プログラムは、ミッションが与えられただけでは何も動

くことはできませんので、ミッションに基づく、ミッショ

ンプロファイリング、プログラムデザイン、プログラム組

図４４ PRⅠ・Ⅱの概要 
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織の編成及びプログラムの統合管理を担うプログラムマネジャーとそれをサポートす

る組織を立上げる必要があります。 

 プログラムマネジメントオフィスは、プログラム毎に設置することが原則だと考えま

すが、継続的に業務改善に取組み、同様のプログラムを継続的に実施する様な場合には

常設の組織とすることも考えられます。 

 

 ⅴ ミッションプロファイリング 

 ミッションプロファイリングは、抽象的で多義的なプログラムミッションを、組織の

知的、人的基盤、業務実施上の制約等を踏まえて、実行可能なシナリオを構築する作業

です。 

   ミッションプロファイリングは、ミッション表現、関係性分析、シナリオ展開で構成

されています。 

  ① ミッション表現 

 プログラムミッションをより具体的な目標、指標を設定して記述することであり、

あわせて、組織にとってどのような価値があるのか、ステークホルダーにとっての価

値はどのようなものであるかなどを併せて記述します。 

    このことは、ここで取り扱っている「業務へのプロジェクトマネジメント手法の導

入」も目標であり、その結果、建設部署にとってどのような効果があるか、部隊等に

どのような影響や利益が生じるかなどを記述するということを意味しています。 

  ② 関係性分析 

    プログラムの実施によって創造する価値の全体と部分及び価値創造に係るステー

クホルダーの協力や利害関係等を分析します。 

 例えば、新たな仕事の仕組みを創ることによって、組織全体にとっての利益と、組

織を構成する職員への影響の分析、また、部隊等の協力が必要な事項などを分析する

ことを意味しています。 

  ③ シナリオ展開 

 「あるべき姿」と「ありのままの姿」のギャップをどのような解決策で埋めていく

のかという道筋を検討するもので、複数のシナリオを用意して最適なものを実行シナ

リオとして選定します。 

    シナリオ展開は、ミッション表現で示されたより具体的な目標や指標を更に、シナ

リオのストーリーに合わせて分解し、その実現性を検証すること、人、技術、情報、

金などの制約と環境の変化を予測した複数案の作成、更に、ステークホルダーへの利

益付与をどのように図るかなどを踏まえて行います。 

 

 ⅵ プログラムデザイン 

 プログラムデザインは、ミッション表現と実行シナリオに基づいてプログラムのアー
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キテクチャー（実行シナリオに描かれたミッション達成のプロセスを複数のプロジェク

トに割当てた構造形式）を設計するものであり、次のもので構成されています。 

  ① プログラムライフサイクルの設定 

 シナリオに具体的な日程を当てはめ、プログラムの開始日と終了日、及びと竜のフ

ェーズを設定します。 

  ② プロジェクト群の設計 

    プログラムの各フェーズの目的を達成するためのプロジェクト群を設計すること

です。 

  ③ プロジェクト群の構造化 

 プロジェクト間の依存性と相互の影響を考慮し、投下可能な資源を踏まえ、各プロ

ジェクト間の関係が、並列的、逐次的及びサイクル的であるかの結合関係を決めるも

のです。 

  ④ 各プロジェクトへの役割の付与 

    個別プロジェクトへの役割を具体的に付与して必要な資源を割当てます。この枠

割り付与に当たっては、プロジェクトの具体的な使命、目標とする成果、期限及び権

限などを明確にする必要があります。 

  ⑤ プログラムの操作性と実現性の検証 

 個別プロジェクトの実現性を検証し、プログラム全体の操作性を考慮し、ロードマ

ップや運営ルールを作成します。 

    いわゆる、プログラム組織内のルールを作成することを意味します。 

  ⑥ プログラム構想計画書 

    プログラムデザインに係る上記の検討結果を文書化し、プログラムオーナー及び

関連部門の責任者の承認を得るものです。 

 

 ⅶ プログラム組織の設置 

 プログラムマネジャーは、プログラム実行の統合マネジメントを担当するコアメンバ

ーを組織化し、次に、プログラムを構成する各プロジェクトを担当するプロジェクトマ

ネジャーを決定して、各プロジェクトの立ち上げを指示します。 

 併せて、プログラム実行組織におけるガバナンスのルール、共有するリスクと評価価

値を明確にします。 

 

 ⅷ プログラムの実行 

   各プロジェクトで設定した目標（機能、コスト、資源、期限など）達成への進捗を定

期的にプロジェクト実行組織から報告を受け、プログラム全体の目標達成への進捗の監

視を行います。そして、各プロジェクトに対して必要な対応を適宜判断して指示するこ

となどによってプログラム全体をコントロールします。 
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 ⅸ プログラムの終結 

 プログラムの目標マネジメントが完了し、計画どおりの成果がえられた場合、これ以

上継続しても計画どおりの成果が得られないと判断される場合には、プログラムを正式

に終了させます。 

 プログラムの終結に際してプログラムマネジャーは、成果及びプロセスの評価を行う

と共に、得られた教訓を整理して、プログラムの上位ステークホルダーに報告します。 

 

（イ）PRⅡ 

 新駐屯地等の開設、装備の更新に伴う全国的な施設の整備など、多数の施設を建設する大

規模事業等について、所要の品質のものを所要の期限内に確実かつ効率的に整備できるよ

うにプログラムとしてマネジメントするものであり、その概要は以下のとおりです。 

  

 ⅰ 組織の運営方針 

   組織の運営方針は、どの事業にも適用できるものであり、PRⅠと同様です。 

 

 ⅱ 業務実施方針 

 業務実施方針についても、全ての業務を網羅するものを設定する必要がありますので

PRⅠのそれと同様のものです。 

 

 ⅲ プログラムミッション 

   事業の特性と業務の実施方針等から、対象となっている事業について、期限、品質及

びプロセスの在り方などをミッションとして設定します。 

 

 ⅳ プログラムマネジメントオフィスの設置 

 プログラムミッションに基づき、ミッションプロファイリング、プログラムデザイン

及び統合マネジメントをプログラムマネジャーの下で担う組織を設置するものです。 

 本プログラムを地方防衛局において実施する場合には、現行の組織で行うとすれば、

例えば、調達部次長をプログラムマネジャーとして、調達計画課の中に当該組織を設置

することなどが考えられます。 

 

 ⅴ ミッションプロファイリング 

   事業の実施に係る予算、人的、技術力等の内部資源、地方自治体等の関係機関、法規

制などを踏まえて、事業実施上の課題を抽出し、その課題を解決し、ミッションを実現

するためのシナリオを描きます。    

  ① ミッション表現 
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 プログラムミッションをより具体的な目標、指標を設定して表現し、建設部署及び

部隊等のステークホルダーにとっての価値を明らかにします。 

  ② 関係性の分析 

プログラムの実施によって創造する価値の全体と部分及び価値創造に係るステー

クホルダーの協力や利害関係等を分析します。 

    例えば、新しい業務を外部委託により実施しようとする時、それが組織全体にとっ

てどのような影響があるのか、建設部署が実施する他の業務への影響などについて分

析することなどを意味しています。 

  ③ シナリオ展開 

    「あるべき姿」と「ありのままの姿」のギャップをどのような解決策で埋めていく

のかという道筋を検討するもので、複数のシナリオを用意して最適なものを実行シナ

リオとして選定します。 

 現行の体制では、在るべき姿を実現できないと考えられる場合には、外部委託など

によりそれを補い、実行のシナリオを構築します。 

 

 ⅵ プログラムデザイン 

 プログラムデザインは、ミッション表現と実行シナリオに基づいてプログラムのアー

キテクチャーを設計するプロセスです。 

  ① プログラムライフサイクルの設定 

    シナリオに具体的な日程を当てはめ、プログラムの開始日と終了日、及び途中のフ

ェーズを設定します。 

    建設事業の場合のフェーズは、計画立案（施設全体の整備計画、所要経費、期限、

関連する法手続きなど）、調査・設計、計画の評価・見直し、工事、計画の評価・見

直し、終結というプロセスとなります。 

  ② プロジェクト群の設計 

    プログラムの各フェーズの目的を達成するためのプロジェクト群をデザインしま

す。 

    建設事業の場合のプロジェクト群は、環境アセス等の法手続き、設計（工区ごと、

工種ごとに区分することもある）、工事（工区毎、工種ごとに区分することもある）

などが考えられます。 

  ③ プロジェクト群の構造化 

    法手続き、調査・設計及び工事等のプロジェクトを計画から工事完成までの最適の

スケジュール（工程）を考慮し、各プロジェクトの結合関係を定めます。 

  ④ 各プロジェクトへの役割付与 

    法手続き、調査設計、工事等の各プロジェクトに対して具体的な役割を付与して必

要な資源を割り当てます。外部に委託するプロジェクトについては、特に獲得すべき
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成果と期限などを明確に、契約図書に明記する必要があります。 

  ⑤ プログラムの操作性と実現性の検証 

    個別プロジェクトの実現性の確認を行い、プログラム全体の操作性を考慮したロ

ードマップや運営ルールを作成します。 

  ⑥ プログラム構想計画書 

    プログラムデザインの上記内容を文書化し、関係部署の責任者の承認を得ます。 

 

 ⅶ プログラム組織の設置 

 プログラムマネジャーは、プログラム実行の統合マネジメントを担当するコアメンバ

ーを組織化します。次に、プログラムを構成する各プロジェクトを担当するプロジェク

トマネジャーを決定して、各プロジェクトの立ち上げを指示します。 

   併せて、プログラム実行組織におけるガバナンスのルール、共有するリスクと評価価

値を明確にします。 

   なお、プロジェクトを外部委託により実施する場合には、監督官等をプロジェクトリ

ーダーに指名すること、又は、契約に基づき受託者を指名することも可能と考えられま

す。 

 

 ⅷ プログラムの実行 

   各プロジェクトで設定した目標（機能、コスト、資源、期限など）達成への進捗を定

期的にプロジェクト実行組織から報告を受け、プログラム全体の目標達成への進捗の監

視を行います。そして、各プロジェクトに対して必要な対応を適宜判断して指示するこ

となどによってプログラム全体をコントロールします。 

 

 ⅸ プログラムの終結 

   プログラムの目標マネジメントが完了し、計画どおりの成果がえられた場合、これ以

上継続しても計画どおりの成果が得られないと判断される場合には、プログラムを正式

に終了させます。 
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 プログラムの終結に際してプログラムマネジャーは、成果及びプロセスの評価を行う

と共に、得られた教訓を整理して、プログラムの上位ステー

クホルダーに報告します。 

 

イ 防衛施設建設業務におけるプロジェクトマネジメントの概

要 

 

（ア）ＰＪⅡの概要 

 防衛施設建設の単独事業を例（PJⅡ）に、プロジェクトマネジ

メントの概要を説明します。（図４５参照） 

 

 ⅰ 対象業務 

 地方防衛局における防衛施設建設業務であり、 

① 個別の施設毎の、計画から工事・引き渡しまでを一体の

プロジェクトとして行う場合 

② 計画、設計、工事という工種に区分して行う場合 

 ③ 環境アセスメントのような特別な業務 

 などをプロジェクトとして行うことが考えられます。 

 

 ⅱ プロジェクトミッション 

プロジェクトミッションは、所期の予算の範囲内で、所定

の品質のものを工期内に完成させることですが、業務のプロ

セスに課題を設定し、その課題解決をミッションとすること

で、業務の改善を図っていくことなどが考えられます。 

 

 ⅲ プロジェクトマネジメント組織の設置 

プロジェクトの目標や実行条件などを明確にして、プロジェクトの立上げ、実行段階

における変更管理などを担うと共に、プロジェクトマネジャーの相談組織であり現行組

織にその役割を付与すること、職場の上司等がその役割を担うことも可能であると考え

られます。 

 

 ⅳ プロジェクトチャーターの作成 

当該プロジェクトの目標（どのような品質の施設を、何時までに、予算の範囲内で、

どのようなプロセスでなど）を概要レベルで明確にすると共に、プロジェクトの制約条

件、実行課題、リスクなどを洗い出し、プロジェクトの実行計画、マネジメント計画策

定の条件を明示するものです。 

図４５PＪⅡの概要 
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これにより、プロジェクトの発足の正式な承認を受け、プロジェクトマネジャーの任

命などを行います。 

 

ⅴ プロジェクトチームの設置 

プロジェクトマネジャーは、付与された権限に基づき、プロジェクトの遂行に必要な

知識、業務処理経験などを有する職員からなるプロジェクトチームを編成し、夫々に役

割を付与し、運営方針などを示します。 

このプロジェクトチームには、設計等の受託者、工事の受託者及び監理業務の受託者

等外部の者を含みます。 

  

 ⅵ プロジェクト計画の作成 

 プロジェクトチャーターをベースに、プロジェクトの完了までの実現性を確保したロ

ードマップとしてのプロジェクト計画書を策定し、ステークホルダーの承認を得るもの

です。 

プロジェクト計画書には、①プロジェクト実行計画書、②プロジェクトマネジメント

計画書、③プロジェクト価値アセスメント計画書の 3 つがあります。これらの計画書に

ついては、標準的な計画書を定めておき、個別の事業に対してはそれを修正して使用で

きるようにすることなどが必要となります。 

  ① プロジェクト実行計画書 

プロジェクトの実行に必要な作業の洗い出し、ＷＢＳ（Work Breakdown 

Structure)からワーク・パッケージに詳細化して定義づけ、実行する組織・責任者、

スケジュール、コスト、資源、リスク対応などを明らかにし、各作業のベースライン

を示します。 

  ② プロジェクトマネジメント計画書 

プロジェクト遂行を円滑かつ効率的にする為のプロジェクト完了までのマネジメ

ントの仕組みの構築・運営をまとめた計画書を作成します。 

主要なものは、プロジェクトマネジメントプロセス、プロジェクトフェーズ、ステ

ークホルダーの役割と責任、マネジメント体制、マネジメントマイルストーンなどで

す。 

  ③ プロジェクト価値アセスメント計画書 

プロジェクトで創出を目指す価値に対する価値評価指標、評価方法及び評価のタ

イミングなどを定めるものです。 

 

 ⅶ プロジェクトの実行 

プロジェクト計画書に定義された作業を実行します。実行に際しては、スケジュール

の進捗、発生した工数、費用、成果物の品質計画に対する状況、要素成果物の作成状況



105 

 

に関する情報を収集し、プロジェクトのパフォーマンス状況を整理・把握します。 

実行プロセスでは、課題に対する是正措置、リスクに対する予防措置、成果物の欠陥

修正などを実行します。 

プロジェクトの実行段階では、設計、工事監理等を外部委託により実施するのが一般

的となっており、これら受注者の役割、発注者の役割が明確になっていることが、円滑

な事業の進捗に不可欠なこととなります。 

 

 ⅷ プロジェクト作業の管理 

プロジェクト作業の管理では、進捗の管理としてのベースラインとの差異の可視化

と今後の予測、状況把握・統制のための会議運営、作業の変更、発生した課題、リスク

案件の監視などを主として実施します。 

 

 ⅸ プロジェクトフェーズ又はプロジェクトの終結 

プロジェクト又はプロジェクトフェーズの終結報告書を作成します。完成した成果

物がステークホルダーの期待・要求を満たすものであること、成果物による創出価値が

活用又は運用状態に至ったことを確認し文書化します。 

また、プロジェクトの実行による直接的な成果物のみならずプロジェクトマネジメン

トのプロセスで作成した文書等も重要な成果品として取り扱う必要があります。 

 

（イ）各マネジメント領域の概要 

  防衛施設建設業務にプロジェクトマネジメント手法を適用する場合の、各マネジメン

ト領域の概要は、以下のとおりです。 

 ⅰ 統合マネジメント 

   プロジェクトを立ち上げ、計画・実行をコントロールし、全てのプロセスを統合的に

マネジメントするものです。 

   建設工事については、発注者としての役割、責任が会計法令等に規定されているので、

これらとプロジェクトマネジメントの整合性を図りつつ、統合マネジメントを通じて

事業が円滑に進捗するよう他のマネジメント領域をコントロールできるようにする工

夫が必要と考えられます。 

 

 ⅱ ステークホルダーマネジメント 

   プロジェクトに何らかの影響を与えるステークホルダーの期待をマネジメントする

ものです。  

   建設工事におけるステークホルダーは、防衛省内部と部外に大きく区分されますが、

次のような者が例として上げられます。 

  ① 防衛省内部 
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    建設部署：上司、同僚、関係する部課の担当職員、地方防衛局の場合の本省の担当

職員など 

    防衛省内：施設要求機関の職員、関係部隊等の隊員等、予算関係職員等 

  ② 部外 

    地方公共団体の関係部署、周辺住民、報道機関、工事等の受注者、関係業界など 

 

 ⅲ スコープマネジメント 

   プロジェクトの成果物を創出する（施設を完成させる）ための作業範囲を特定するた

めのマネジメントです。 

   建設工事に係る業務の計画、調査・設計及び工事の各フェーズにおいて、プロジェク

トを円滑に進捗させるために必要な業務を網羅し、それを誰が、何時、どのようにして、

経費はいくらで、実施し、どのような成果を出すかを明確にすることです。 

   図４６にスコープマネジメントで行う WBS の例を示します。 

 

 ⅳ 資源マネジメント 

   プロジェクトを遂行するために必要となる資源を管理するマネジメントです。資源

には、人的資源、金銭資源及び知的資源などがあります。防衛施設建設事業における資

源の特徴は次のものが考えられます。 

  ① 人的資源 

    プロジェクトに投入される職員、外部委託により確保されている技術者等の質と

量の管理を行う必要があります。防衛省の建設部署の職員一人当たりの事業量は、他

省庁の数倍となっていることから、配置できる職員には大きな制約があり、外部委託

の活用が不可欠なものとなっています。 

  ② 金銭資源 

    防衛施設の建設事業は、国費によって実施されるので、予算及び訓令に基づく工事

基本計画で示された予算の範囲内で実施することが前提となっています。 

  ③ 知的資源 

    防衛施設建設に係る技術基準、仕様書、過去の事例、及び個人の経験などがこれに

図４６ ＷＢＳの例 
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含まれますので、これらを有効に活用できるようなマネジメントが求められます。 

 

 ⅴ タイムマネジメント 

   プロジェクトを期限までに終結するためのマネジメントです。 

   工事等の期限の設定は次のようなプロセスで行われます。 

  ① 部隊配備、機器の納入時期などを確認し、施設の完成・供用時期を設定します。 

  ② 工事の完了時期を踏まえ、調査及び設計の着手時期と完了時期を設定し、工事に必

要な期間、発注手続きに要する期間などを踏まえ、工事の発注時期を設定します。 

  ③ 以上に基づき、調査及び設計の工程管理、工事の工程管理を行い、遅れが想定され

る場合には、促進措置、代替の措置を講じるなどのマネジメントを行います。 

 

 ⅵ コストマネジメント 

   プロジェクトを予算どおりに完了するためのマネジメントです。 

   建設工事においては、調査、設計及び工事において、それぞれの内容を変更する必要

がある場合のコストのマネジメントを行う必要があります。工事の進捗に合わせて適

時・適切な変更を行うため、コストの増減の把握が重要となります。 

 

 ⅶ リスクマネジメント 

   プロジェクトを遂行する際のリスクを特定し管理するマネジメントです。 

   建設工事におけるリスクとしては、次のものが考えられます。 

   人的リスク：職員の能力不足、外部委託者の能力不足など 

   計画上のリスク：計画の未成熟、予算の過不足、期間の不足、職員の不足 

   設計上のリスク：設計ミス、関係者との未調整、法的不備など 

   自然的リスク ：災害の発生、天候不順など 

   社会的リスク  ：周辺環境への影響、人手不足、物資の高騰、建設反対運 動など 

   その他    ：工事に伴う事故の発生など 

 

 ⅷ 品質マネジメント 

   プロジェクト活動と成果物の品質を管理するためのマネジメントです。 

   建設工事においては、成果物の品質は設計図書に詳しく設定されています。一方、プ

ロジェクトのプロセスの品質も事業を円滑に進めるための重要な要素であり、プロセ

スの品質管理のための指標を定めマネジメントすることも必要となります。 

 

 ⅸ 調達マネジメント 

   プロジェクト活動を行うための契約や外部からの調達を管理するマネジメントです。 

   建設工事に係る業務及び工事の契約手続きについては、詳細に規定されていますの
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でこれを遵守して行う必要があります。マネジメントにおいて重要なことは、その前提

となる受注者の業務内容、権限と責任等が設計図書において明確にされていることで

す。 

 

 ⅹ コミュニケーションマネジメント 

   プロジェクトのステークホルダーとのコミュニケーションを円滑に行うためのマネ

ジメントです。 

   防衛施設建設業務においては、調査、設計及び工事監理等を外部委託により実施して

いるので、事業を円滑に進めるためには、関係者間のコミュニケーションが不可欠とな

っています。 

   設計については、実施段階の進捗に合わせて施設の要求部隊等の調整を密に行って

おり、工事についても、月に１回程度の現場での工程調整のための打ち合わせ等を行っ

ています。 

   そして、受注者との打合せ結果は、書面に残すことが原則とされています。 

 

３ プロジェクトマネジメントの実施体制について 

 防衛施設建設業務にプロジェクトマネジメントの手法を導入するためには、本調査研究

で取り上げたプログラムマネジメント手法等を活用して行う必要があると考えられますが、

その際には、次のことを検討する必要があるものと考えます。 

 

（１）導入プロセス 

 プロジェクトマネジメント手法の導入は、職員の同手法に対する知識や経験が乏しく、ま

た、部隊等のステークホルダーの協力を得ることが不可欠であることから、次のプロセスに

より導入することが考えられます。 

 ① プロジェクトマネジメントに関する知識の普及 

   プロジェクトマネジメント手法に関する知識等が、これからの防衛施設建設業務に

とって重要な知識であり、ツールであると位置づけ、集合研修の集中的な実施、外部講

習会等の積極的受講を行い、同知識の普及に努める。３年間程度を普及強化期間として

実施することも考えられます。 

 ② パイロット事業の実施 

   知識の普及活動と併せて、同手法の導入の際の課題などを把握するため、パイロット

事業を選定し、実際にプロジェクトマネジメント方式を試行・適用します。パイロット

事業は、それぞれ課題を設定し数件程度を実施する必要があるものと考えられます。 

 ③ 制度設計等 

   パイロット事業での経験を踏まえ、防衛施設建設事業に適したプロジェクトマネジ

メント手法の制度設計を行います。 
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 制度設計には、プロジェクト組織に関すること、プロジェクトの承認の手続きに関す

ること、プロジェクトマネジャー等の指名及び権限に関すること、その他プロジェクト

マネジメントに必要な事項を定める必要があります。 

   また、プロジェクトマネジメントにおける各種文書類の作成方法・書式、その他マネ

ジメント方法等に関するマニュアルの整備を行う必要があります。 

 ④ 試 行 

 制定した制度、マニュアルに基づきプロジェクトマネジメントの試行を行い、実施結

果及びプロセスの評価を行い、制度等の必要な見直しを行います。 

 ⑤ 本格実施 

   同手法の導入後においても、PDCA サイクルにより、制度等の評価・見直しを随時行

い、制度の成熟化を図ります。 

 

（２）運営組織の設置 

 プロジェクトマネジメント手法の普及と、職員の教育及びノウハウの蓄積などによって、

防衛施設建設業務の質的向上を図るため、プロジェクトマネジメントの制度設計とその運

用、マニュアルの作成、事例の収集・分析を行う専門の部署の設置が必要となります。 

 

（３）資格制度 

 職員のプロジェクトマネジメントに関する知識及びノウハウの取得、マネジメント能力

の向上を促すため、プロジェクトマネジメントの能力に関する資格制度の創設が考えられ

ます。 

 能力の評価は、実際のマネジメントにおける成果等を評価し行うことが考えられます。 

 

（４）サポート機関の認定等 

 プロジェクトマネジメントに関する普及・教育、建設職員及び業務等の受注者に対する指

導・助言を担わせるため、防衛施設建設業務に係るプロジェクトマネジメント活動のサポー

トするための機関の認定制度等を創設することも考えられます。 

 防衛施設建設業務に精通していること、プロジェクトマネジメントに関する知識及びの

一定の経験を有することなどを認定の要件とすることで、有意な人材を防衛施設建設業務

に活用できるものと考えます。 

 

 

Ⅴ まとめ 

 本調査研究は、防衛施設建設業務について、出口の見えない職員不足の中で、現場経験等

の豊富なベテラン職員の退職に伴う世代交代、入札制度の変更など厳しい業務環境の中で、

如何にして発注者の役割を果たして行くかの方策として、プロジェクトマネジメント手法
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の導入について検討したものです。 

本調査研究の成果として上げられるものは次のとおりです。 

① プロジェクトマネジメント手法の導入によって、発注者、業務の受託者等の役割分担

が明確になり、更に、何を、誰が、何時、どのような方法で実施するかなど業務全般が

「視える化」されるので、効率的な業務の執行等、現状の防衛施設建設業務の抱える諸

課題の根本的な解決に資することが可能と考えられること。 

 

② 仕事の仕組みづくり等に係るマネジメントは、戦略型プログラムマネジメント手法

が、駐屯地の新設事業等の大規模な建設事業に係るマネジメントは、オペレーション型

プログラムマネジメント方式が適用できること。 

 

③ 単独の建設工事等に係るマネジメントは、プロジェクトマネジメントの手法を適用

できること。 

 

④ プログラムマネジメント及びプロジェクトマネジメントを、防衛施設建設業務に適

用する場合の概要を明らかにしたこと。 

 

⑤ 防衛施設建設業務にプロジェクトマネジメントを導入する場合には、職員への教育

や制度設計などの環境整備の進捗に合わせた段階的な導入を行うこと、専門の部署の設

置、プロジェクトマネジメント能力の評価制度及びサポート機関の認定制度と併せて円

滑な導入を図る必要があること。 

 

 

 

本報告書に掲載された意見等は、執筆者個人のもので、当協会の統一意見ではないことをお断りしておき

ます。 


