
プロジェクト審査制度の構築と改善
※

　システム開発プロジェクトにおいて、トラブルを未然に防止することを目的に、組織的かつ体系的にプロジェクト

を支援するためのプロジェクト審査制度を構築した。この制度は、見積段階で行う「見積時審査」、プロジェクトの

実施段階でリスクマネジメントを強化するための「リスク審査」、およびプロジェクトマネジメントプロセスを継続

的に改善するための「プロセス監査」からなる。

　本論文では、まずプロジェクト審査制度の構築で工夫した点、制度の概要、実績と効果および改善策の検討結果に

ついて述べる。また、プロジェクトマネジメント成熟度モデルを参考に、プロジェクト審査の更なる改善の方向性に

ついても考察する。

※本文は、「第41回IBMユーザー・シンポジウム」で発表した内容を抜粋・加筆したものである。 exa review　No.3（2004）27
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 1．はじめに

　近年、業務プロセスの革新、業界の再編成が加速される

中で、ＩＴの活用はますます不可欠になってきている。一

方で、開発側から見れば、新規技術の導入や短納期のプロ

ジェクト、あるいは大型化プロジェクトなどが増加し、シ

ステム開発におけるプロジェクトマネジメントの難しさを

指摘する声が多くなってきた。そのなかで、プロジェクト

マネジメントの力量（Competence）は、プロジェクトマ

ネージャ個人（Individual）から組織（Organizational）

としての力量へシフトしていると言われるようになってい

る1）。

　従来から、組織的にプロジェクトを支援する方法には、

プロジェクトオフィスとして支援する方法、あるいはプロ

ジェクトの審査（プロジェクト診断、プロジェクト検定な

どと呼ぶ例もある）により第三者的にチェックを行う方法

が報告されている2)3)。

　当社では2001年１月から、全社レベルで組織的にプロ

ジェクトを支援する業務の抜本的な見直しを行い、第三者

チェックの必要性を認識し、計画的かつ体系的なプロジェ

クト審査制度を構築した。

　2001年７月からこの制度の運用を開始し、営業部門の受

注活動レベルの向上、リスクマネジメントに対する意識の

高揚など、効果が現れるようになってきた。　　　　　

　本論文では、まず、当社の実体に即した新しいプロジェ

クト審査制度構築にあたっての工夫、プロジェクト審査制

度の概要、実績と効果について述べる。さらに、現在進め

ているプロジェクト審査の改善について紹介する。　

 2．プロジェクト審査導入の背景

 2.1. プロジェクト審査の必要性の背景

　2000年に実施した主要プロジェクトの課題を整理した。

図１は、プロジェクトのトラブルの原因として指摘した事

項の件数を段階別の比率で表したものである。これより以

下のことがわかった。

　①見積・契約段階：この段階の課題はプロジェクトの計

　　画以降で顕在化しても対応が難しく、結局はプロジェ

　　クトの成否を決定づけた。

　②プロジェクトの計画段階：ISO9001の品質システムに

　　準じたプロジェクト計画および品質計画に基づいて作

　　業することが定着し始めていた。

　③プロジェクト実施段階：実施段階で新たに発生するリ

　　スクを事前に特定できなかった、あるいはリスクが特

　　定できても対応が十分ではなかった。

　④プロジェクトの完了段階：プロジェクトの教訓を全社

　　レベルで収集して共有する仕組みが不十分であった。

　上述の結果を踏まえ、新しいプロジェクト審査制度の基

盤整備の検討を行った。

　　　　図１　プロジェクトの段階別課題の比率

 2.2. プロジェクト審査の目的と導入のための考慮点

（１）プロジェクト審査の目的

　①予防的な仕組み：　プロジェクトをライフサイクルで

　　チェックすることにより、プロジェクトのトラブル（コ

　　スト超過、納期遅延など）を未然に防止する。

　②ノウハウの蓄積：審査結果から得られるプロジェクト

　　マネジメントの技術やノウハウを組織横断的に蓄積し

　　て伝承する。

　③継続的改善のプロセス：各事業部署における品質マネ

　　ジメントシステムのＰＤＣＡ（Plan Do Check Action）

　　サイクルを円滑に回すため、第三者チェック機関とし

　　て支援し、全社品質保証プロセスの継続的改善を図る。

（２）プロジェクト審査制度構築の考慮点

　①全社スタッフ部門の役割の明確化：　第三者の視点か

　　らチェックする機能とする。

　②実現可能な審査：　各プロジェクトで採用する標準が

　　さまざまなため、その実態に即した審査にする。

　③審査能力：　プロジェクトの経験、審査能力、システ

　　ム開発の対象業務、ＩＴ技術、開発方法論など、幅広

　　い知識と経験が必要である。



図２　プロジェクト審査の目的と考慮点に対する実現手段の関係
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　④契約形態の多様性：　提供するソリューションが多岐

　　にわたるため、契約形態もソリューションやその開発

　　体制などにより、一括請負契約や工数契約などの複数

　　の形態がある。したがって、リスクマネジメントの方

　　法やその程度は、契約形態に応じて異なってくる。

 3. プロジェクト審査の基本的な考え方

 3.1. ３種類の審査

　プロジェクトをライフサイクルでチェックするために、

プロジェクトの審査を見積段階、プロジェクトの実施段階、

プロジェクト完了段階に対応した３種類の審査を行うこと

とした。これらを総称して「プロジェクト審査」という。

 3.2. プロジェクト審査委員会の設置

　第三者チェックとして、審査の独立性と幅広い審査能力

を確保するために、審査は「委員会方式」とした。以下に

その要点を述べる。

　①審査委員は、予め全社スタッフ部門のメンバーおよび

　　プロジェクトマネジメントや固有技術、固有業務に精

　　通したメンバーとして登録する。

　②個々の審査では、対象プロジェクト固有の課題や技術

　　に精通した審査委員を指名し、プロジェクト審査委員

　　会を審査案件ごとに編成する。

　③審査結果を受けて対象プロジェクトをどう処置するの

　　かの最終判断は各事業部署とする。

 3.3. チェックリストの作成

　チェックリストは、各事業部署における開発の標準や運

用の多様性を吸収するとともに、プロジェクトマネジメン

トのノウハウを組織横断的に収集して蓄積し、審査の中で

伝承していく重要な手段である。今回、チェックリストは

３種類の審査に対応して作成することとし、これらを総称

してチェックリストという。

 3.4. プロジェクト審査の概略フロー

　プロジェクト審査の目的と考慮点に対する実現方法の関

係を図２に示す。また、プロジェクト審査の概略フローを

図３に示す。



図３　プロジェクト審査の概略フロー
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 4. プロジェクト審査の内容

 4.1. 見積時審査

　ＰＭＢＯＫ4)では「プロジェクトの開始時点ではプロジェ

クトが成功裏に完了する確率は最小で、それ故、リスクと

不確実性は最大である」と述べている。見積提出前をプロ

ジェクトの開始時点と位置付け、ソリューションと価格を

最終的にお客様へ提示する段階で、受注までに既に顕在化

している課題と受注以降に発生する可能性のあるリスクを

明確にして事前に対策を立てることを目標とする。

（１）審査対象

　　　審査対象の選定に当たっては、重点管理を目的に、

　　開発規模、契約条件、技術の新規性などを考慮する。

（２）チェックリスト（見積時審査用）

　　　以下の内容について、評価する。

　　　①見積活動に関わる基本的な事項

　　　②工数（金額）の見積りに関わる根拠

 

　　　③現状想定されるリスク

　　　④ 見積書に記載事項の考慮点

（３）審査の方法

　　　価格または工数を含む見積書をお客様へ提示する前

　　に、チェックリスト、見積書および見積付帯資料に基

　　づきミーティング形式でヒアリングを行う。

（４）審査結果の評価と対応策

　　①審査委員会は「問題」、「リスク」、「指摘」事項

　　　を特定して影響度を評価する。評価結果に対応して、

　　　「問題」の是正勧告および「リスク」の軽減策を被

　　　審査部署と協議・決定し、関連事業部署に実施を通

　　　知する。「指摘」は記録に残し、後日「プロセス監

　　　査」へと継承していく。

　　　　ここで、「問題」「リスク」「指摘」は以下のよ

　　　うに区分する。

　　　(a)「問題」：　課題が明確で、至急是正を必要と

　　　　　するもの。是正案の策定を被審査側と協議して



図４　リスク審査用チェックリストの例
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確定する。

　　　(b)「リスク」：　潜在的な課題として対応策を必

　　　　　要とするもので、対応策の策定を被審査側と協

　　　　　議して決定し、リスク審査でフォローする。

　　　(c)「指摘」：　プロセスに関する課題で、後述す

　　　　　るプロセス監査で扱う。

　　②被審査側と「問題」の対策、「リスク」の対策計画

　　　を協議する。

 4.2. リスク審査

　本審査は、受注直後からプロジェクト完了までを対象期

間とし、すでに特定されているリスクのフォローと、顕在

化している課題、および今後発生し得るリスクを明確にし、

その対応を事前に取ることを目標とした審査である。

（１）審査対象

　　　見積時審査でリスクを特定したプロジェクトが対象

　　である。また、見積時審査対象外のプロジェクトでも、

　　実施段階で、チェックリストを用いてリスクを評価し、

　　リスクが大きいと判断された場合は、リスク審査の対

　　象とする。

（２）チェックリスト（リスク審査用）

　　①プロジェクトマネージャが自己評価を行う。項目ご

　　　との有無、あるいは評価レベルを記入することで客

　　　観的かつ容易に評価が可能である。

　　②プロジェクトの進捗に応じ、開発フェーズごとに、

　　　個別チェック項目をＡ～Ｄの４段階でリスクレベル

　　　を定量評価する（図４参照）。

（３）審査方法

　　　リスクの対策計画に従い、見積時審査において「リ

　　スク」と指摘した事項、あるいは「問題」と指摘した

　　がプロジェクト開始までには解決できなかった事項に

　　ついて、チェックリストへの自己評価記載内容、プロ

　　ジェクトの計画あるいは実績の資料などに基づき、ミ

　　ーティング形式で審査を行う。

（４）審査結果の評価と対策

　　　見積時審査と同様である。

 4.3. プロセス監査

　「プロセス」とは、「品質納期保証のプロセス」のこと

で、組織や標準化の活動および事業部署の活動そのものを

指す。したがって、プロセス監査では「プロセス」が審査

対象となり、審査結果を各事業部署のプロセス改善に反映

する。

（１）プロセス監査のねらい

　　　プロセス監査の結果を、各事業部署業務の改善およ

　　びプロセス審査の仕組みの改善につなげるために、プ



図５　プロジェクト審査体系とプロセス監査の位置づけ
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　　ロセス上の課題は、各事業部署に対して是正処置を要

　　求し、その対象部署は是正処置を実施することとした。

（２）プロセス監査の実施手順

　　　見積時審査、リスク審査からプロセス監査を経て各

　　事業部署の活動およびプロジェクト審査の改善へつな

　　げるサイクルを図５に示す。

　　①見積および実施段階：　個々のプロジェクトにおい

　　　て、見積時審査、リスク審査の中で、「問題」、「リ

　　　スク」を特定すると同時に、各事業部署活動におけ

　　　るプロセス上の課題も「指摘」として抽出する。

　　②完了段階：　個々のプロジェクトについてライフサ

　　　イクルでプロセスを評価し、課題があれば是正処置

　　　要求を行う。

　　③プロセスの総合評価：　個々のプロジェクトの課題

　　　を集め、総合的にプロセスを評価し、各事業部署あ

　　　るいは全社的な観点からプロセスの課題を抽出する。

　　　その結果を基に、各事業部署の活動およびプロジェ

　　　クト審査の改善に結びつける。

（３）監査の基準とチェックリスト

　　　是正処置が必要かどうかを監査側が判断する拠り所

　　として、ISO9001、ＰＭＢＯＫ、社内諸規定に準拠し

　　たチェックリストを作成した。

 5. プロジェクト審査の実績と効果

　新しいプロジェクト審査制度は、2001年７月に運用開始

し、約１年半が経過した。この間を以下の２期に分けて審

査結果を分析した。

　①2001年７月～2002年３月（見積時審査、リスク審査の

　　浸透、定着化）

　②2002年４月～2002年12月（チェックリストの大幅改訂、

　　見積書作成ガイド作成、プロセス監査の実施）



図６　見積時審査で「問題」として指摘した主な内容の内訳
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　以下に、プロジェクト審査の結果から得られる主な知見

と効果を述べる。

 5.1. 見積時審査結果の分析

　見積時審査で取り上げた「問題」と「リスク」について

チェック項目ごとに分類した。例として図６に「問題」の

件数を示す。

（１）「問題」の分析

　①見積前提条件」というチェック項目が2002年には増大

　　した。これはチェックリストを大幅に改善し、チェッ

　　ク項目を細分化したことによる。これは、審査用の

　　チェックリストが有効に機能していることを示してい

　　る。

　②①とほぼ同じ時期に過去の指摘事項を反映させた「見

　　積書作成ガイド」を作成・発行した。これ以降では関

　　連する指摘事項が減少した。例えば、「作業分担」、

　　「再見積」という項目が該当する。

（２）｢リスク｣の分析

　　　注時点で既に想定されるリスクが、チェックリスト

　　の改善および審査のレベルアップに伴って確実に特定

　　されるようになり、その対応策も事前に取ることが可

　　能になった。ただし、この時点（受注時点）での想定

　　「リスク」は、プロジェクトが開始されてから発生す

　　る「リスク」と比べて大局的にならざるをえない。

 5.2. リスク審査結果の分析

　リスク審査で新たに特定した「問題」と「リスク」の主

な内容は、以下のとおりである。

（１）「問題」：　仕様変更・追加、作業遅延、他社開発

進捗の影響、当初想定した生産性が確保できないなど。

（２）「リスク」：　他システムとのインターフェース、

　　　要員関連など。上記「問題」は、対策内容によって

　　は「リスク」でもある。

　これらの内容は、見積時審査で特定したリスクとは異

なったメッシュで指摘されている。すなわち、同じ指摘項

目でも、各プロジェクトの実施段階で抱える課題が多岐に

わたっているため、「発生する」または「発生が予想され

る」課題がさらに細分化される。例えば、受注時点の見積

時審査では、「見積根拠」という大局的な問題が、リスク

審査では「当初想定した生産性が確保できない」という具

体的に発生した問題の指摘に変化していく。

 5.3. プロセス監査結果の分析

　プロセス改善のために指摘した主な内容を以下に示す。

　　①見積および実施段階：　部署内あるいはお客様との

　　　レビュープロセス

　　②完了段階：　開発標準に関すること

　　③プロセスの総合評価：　進捗報告のプロセス
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　指摘内容はISO9001の内部監査で指摘される内容とほぼ

同じで、これはチェックリスト（プロセス監査用）がISO9001

やＰＭＢＯＫに準拠していることによる。

 5.4. プロジェクト審査の効果と課題

（１）見積時審査の効果と課題

　　　制度として定着し、以下の効果が得られている。

　　①見積段階でプロジェクトの潜在的なリスクを特定し

　　　て、事前に全社レベルでの対応策を立てることが可

　　　能になった。

　　②見積書の作成や受注後のリスク回避に関し、営業部

　　　門における受注活動のレベルアップが図れた。

　　③契約時の見積書記載漏れなどによるトラブルが減少

　　　した。

　　④見積仕様書作成ガイドを作成し、見積書作成の標準

　　　化、効率化が図れた。

　この段階での営業部門における受注プロセスは全社通じ

て一様であり、これに則った本審査制度は的を射たものと

評価できる。

（２）リスク審査の効果と課題

　　　リスク審査を通じ、リスクマネジメントが各事業部

　　署に徐々に浸透するとともに、プロジェクトリーダー

　　の意識が大幅に向上した。しかし、現実には、見積時

　　に予想したレベル以上のリスクの顕在化、あるいは見

　　積時に予想されなかった新たな問題の発生によりトラ

　　ブルがごくまれに発生している。

　　　このトラブルの根底には、５．２で述べたように各

　　プロジェクトが実施段階で抱える課題が多岐にわたっ

　　ているためである。これに対応できるようなリスク審

　　査に改善する必要がある。

（３）プロセス監査の効果と課題

　　　現時点では、見積時審査を経て完了したプロジェク

　　ト数が多くなく評価はできないが、プロジェクトを主

　　管する事業部署を含めたＰＤＣＡ仕組みの構築により、

　　プロジェクト審査を通してプロジェクト管理の強化改

　　善に活用できると期待できる。

 6. プロジェクト審査の改善に向けて

　ここでは、まず、前章で述べたリスク審査の当面の改善

実施状況について紹介し、次に、プロジェクトマネジメン

ト成熟度モデルと対比して、プロジェクト審査の更なる改

善の方向について考察する。

 6.1. リスク審査の改善

（１）リスク審査における課題の背景

　　①プロジェクトの多様性に対応したリスクの特定

　　　(a) 当社が扱うプロジェクトは、短期開発、新規技

　　　　　術導入に加え、ソリューションの対象業務がさ

　　　　　まざまである。開発プロセスを全社レベルで標

　　　　　準化し、共通の物差しでリスクを特定すること

　　　　　には限界がある。

　　　(b) プロジェクトが多様であるにもかかわらず、見

　　　　　積時審査段階で特定したリスクが大局的であり、

　　　　　リスク審査の段階で発生するリスクを現実の細

　　　　　かさで特定することが困難である。

　　②リスクトラッキング

　　　(a) チェックリストの内容を自己評価して申告する

　　　　　ため、リスクを認識する力量はプロジェクトリ

　　　　　ーダーの資質に頼るところが多い。

　　　(b) 進捗に関する客観的な情報を、審査委員会に報

　　　　　告する仕組みが未整備である。

（２）リスク審査の改善策

　　　リスク審査の課題は、プロジェクトにおけるリスク

　　マネジメントの難しさそのものを反映していると考え

　　られる。ところで、リスクマネジメントに関して、Ｐ

　　ＭＢＯＫの2000年版5）では、1996年版4）に比べて内容

　　が大幅に改訂され、リスクマネジメントの重要性が強

　　調されている。2000年版で強化された６つのリスクマ

　　ネジメントプロセスのうち、「リスクマネジメント計

　　画」、「リスクの特定」および「リスクの監視と管理」

　　の中に、リスク審査の課題の背景にある２つの問題へ

　　の対応の着眼点を見出すことができた。

　　　そこで、2003年度には、以下の改善を実施している。

　　①チェックリストの改善：　管理メッシュの見直し、

　　　各開発フェーズへの対応強化と多様性への対応を図

　　　り、リスク審査が適切かつ効果的に実行できるよう

　　　にする。

　　②リスクトラッキング：　従来の全社レベルの月例進

　　　捗報告制度を見直し、月次報告の評価レベルに基づ

　　　き、問題有りまたはリスクが高いと評価されたプロ

　　　ジェクトに対しては速やかにリスク審査を実施する。



図７　品質マネジメントシステム、開発標準およびプロジェクト審査の融合化
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 6.2. プロジェクト審査の更なる改善に向けて

　カーツナーは、「プロジェクトマネジメントのエクセレ

ンス（excellence）は終わりのない旅（Never-ending 

journey）」とし、プロジェクトマネジメント成熟モデル

（ＰＭＭＭ：Project Management Maturity Model）を

提案して、プロジェクトマネジメントの継続的改善の必要

性を述べている6）。

　今回構築したプロジェクト審査制度も、エクセレンスを

追求する上では必ずしも完成されたものではない。現在、

これから起こり得る環境の変化にも十分追随できる制度と

するため、プロジェクトマネジメント成熟モデルの考え方

を拠り所として、本プロジェクト審査の改善に取り組んで

いる。プロジェクトマネジメント成熟モデルとして数種の

モデルが提唱されているが1)、ここでは上述のカーツナー

が提案するプロジェクトマネジメント成熟モデルの５つの

レベル6）と対比する形で今回のプロジェクト審査制度を評

価し、改善の方向を考察する。

（１）プロジェクト成熟モデルとプロジェクト審査

　　　表１は５つの達成レベルの要点である。これを用い

　　てプロジェクト審査の現状レベルを評価した。

　　①レベル１：　プロジェクト審査の重要性は認識され

　　　ている。

　　②レベル２：　プロジェクト審査では、共通のチェッ

　　　クリストを使ってプロジェクトを審査している。ま

　　　た、プロセス監査の仕組みを回し、各事業部署を横

　　　断的に見ることで全社の共通プロセス改善を推進し

　　　ている。

　　③レベル３：　プロジェクト審査にかかわる方法論は、

　　　ISO9001に基づく品質マネジメントシステムと各事

　　　業部署が採用する開発標準の２つである。これらの

　　　関係を図７に示す。

　　　(a) 品質マネジメントシステムではリスクマネジメ

　　　　　ントが明示的になっていないが、プロジェクト

　　　　　審査によりリスクマネジメントプロセスを補完

　　　　　し、各事業部署が行う品質マネジメントシステ

　　　　　ムとの融合を図っている。

　　　(b) 開発標準については、開発方法の違いや最新の

　　　　　技術導入などでプロジェクトが多様なため、審

　　　　　査の基準に完全には融合していない。

　　④レベル４：　プロジェクト審査の構築や改善を行う

　　　ために、ＰＭＢＯＫなどのプロジェクトマネジメン



�

　　　 レベル　　　　　　　　　　　　　　要　点　（抜粋）

１：共通言語　　　　　・プロジェクトマネジメントの重要性を認識

２：共通プロセス　　　・一つのプロジェクトの成功が他プロジェクトでも繰り返さ

　　　　　　　　　　　　れるよう、共通の方法論とプロセスの必要性を認識。

３：単一の方法論　　　・いくつかの開発プロセスを融合することで、相乗効果とプ

　　　　　　　　　　　　ロセスコントロールが実現できることを認識。

４：ベンチマーキング　・存在する方法論が改善されることを認識（継続的改善は継

　　　　　　　　　　　　続的なベンチマーキングを通して実現）。

５：継続的改善　　　　・ベンチマーキングを通して学んだ情報を評価し、プロジェ

　　　　　　　　　　　　クトマネジメントプロセスの改善に必要な変化を導入。

　　　　　　　　　　　・レベル３からレベル５の間を何回も繰り返して改善。

　　　　表１　カーツナーのプロジェクトマネジメント成熟モデル6）

exa review　No.3（2004） 36

プロジェクト審査制度の構築と改善

　　　トの考え方を活用してきた。ただし、同業の先行企

　　　業とのベンチマーキングに基づく改善は実施してい

　　　ない。

　　⑤レベル５：　プロジェクト審査の継続的な改善の仕

　　　組みはプロセス監査で対応しているが、ベンチマー

　　　クは今後の課題である。

（２）プロジェクト審査の改善の方向性

　　　上記の結果から、今後の改善の方向性について以下

　　のように考察した。

　　①各事業部署の開発標準との融合：　チェックリスト

　　　をさらに発展させて、各プロジェクト共通の開発標

　　　準にまでリンクできるよう改善する。

　　②ベンチマーキングによる改善への反映：　同業の先

　　　行企業に対するベンチマーキングを試みることで、

　　　良い点を吸収して改善に結びつける。

７．まとめ

　体系的かつ計画的なプロジェクト審査制度を構築した。

現在、順調に定着し、その効果も現れてきている。しかし

ながら、今後もシステム開発におけるプロジェクトの難し

さは、ますます加速することが予想される。プロジェクト

審査の継続的改善ためのＰＤＣＡサイクルを回し、プロジ

ェクトの成功を支援するプロジェクト審査に改善していく

所存である。

　なお、本論文は2003年５月15日に「第４１回IBMユーザー

・シンポジウム」で発表した内容を抜粋および加筆したも

のである。
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