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コーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガン

「「「「「「「「Why SORUNWhy SORUNWhy SORUNWhy SORUNWhy SORUNWhy SORUNWhy SORUNWhy SORUN？」「？」「？」「？」「？」「？」「？」「？」「How Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUNHow Come SORUN？」？」？」？」？」？」？」？」

――なぜなぜなぜなぜソランソランソランソランなのかなのかなのかなのか、、、、どうしてどうしてどうしてどうしてソランソランソランソランでなければならないのかでなければならないのかでなければならないのかでなければならないのか。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの存在意義存在意義存在意義存在意義そのものをそのものをそのものをそのものを問問問問うこのうこのうこのうこのコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンコーポレートスローガンこそがこそがこそがこそが、、、、ソランソランソランソランのののの「「「「おおおお客客客客さまさまさまさま第一第一第一第一のののの経営経営経営経営」」」」のののの原点原点原点原点ですですですです。。。。

ソランソランソランソランはははは、、、、「「「「Why SORUN?Why SORUN?Why SORUN?Why SORUN?」「」「」「」「How Come SORUN?How Come SORUN?How Come SORUN?How Come SORUN?」」」」にににに自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって答答答答えられるえられるえられるえられる企業企業企業企業でありでありでありであり、、、、自分自分自分自分であるかをであるかをであるかをであるかを私私私私たちたちたちたち一人一人一人一人

ひとりがひとりがひとりがひとりが常常常常にににに自身自身自身自身にににに問問問問いかけいかけいかけいかけ、、、、おおおお客客客客さまのさまのさまのさまの更更更更なるなるなるなる価値向上価値向上価値向上価値向上をををを目指目指目指目指してしてしてして日日日日々々々々努力努力努力努力をををを重重重重ねねねね、、、、おおおお客客客客さまさまさまさまとととと共共共共にににに成長成長成長成長してしてしてして

まいりますまいりますまいりますまいります。。。。

企業理念企業理念企業理念企業理念企業理念企業理念企業理念企業理念

ソランソランソランソランはははは、、、、卓抜卓抜卓抜卓抜したしたしたした創造力創造力創造力創造力とととと高度高度高度高度なななな情報技術情報技術情報技術情報技術をををを

もってもってもってもって、、、、人人人人々々々々がががが豊豊豊豊かにかにかにかに暮暮暮暮らせるらせるらせるらせる社会社会社会社会のののの発展発展発展発展にににに

貢献貢献貢献貢献しますしますしますします

ソランソランソランソランはははは、、、、おおおお客様客様客様客様にはにはにはには優優優優れたれたれたれた価値価値価値価値をををを、、、、株主様株主様株主様株主様にににに

はははは利益利益利益利益のののの還元還元還元還元をををを、、、、社員社員社員社員にはにはにはには輝輝輝輝かしいかしいかしいかしい成果成果成果成果をををを、、、、

社会社会社会社会にはにはにはには豊豊豊豊かなかなかなかな生活環境生活環境生活環境生活環境をもたらすべくをもたらすべくをもたらすべくをもたらすべく努努努努めるめるめるめる

ことをことをことをことを宣言宣言宣言宣言しますしますしますします

行動指針行動指針行動指針行動指針行動指針行動指針行動指針行動指針

【【【【【【【【ソラングループソラングループソラングループソラングループ憲章憲章憲章憲章ソラングループソラングループソラングループソラングループ憲章憲章憲章憲章】】】】】】】】
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北京北京北京北京・・・・西安西安西安西安・・・・天津天津天津天津

札幌

仙台

松本・長野

浜松
名古屋

大阪

ソランソランソランソラン北陸株式会社北陸株式会社北陸株式会社北陸株式会社

ソランソランソランソラン西日本西日本西日本西日本
株式会社株式会社株式会社株式会社

ソランソランソランソラン株式会社株式会社株式会社株式会社
関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部

ソランソランソランソラン株式会社株式会社株式会社株式会社
東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部

金沢

ソランソランソランソラン東北株式会社東北株式会社東北株式会社東北株式会社

ソランソランソランソラン北海道株式会社北海道株式会社北海道株式会社北海道株式会社

WebWebWebWebｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ゙゙゙
ネットイヤーグループネットイヤーグループネットイヤーグループネットイヤーグループ株式会社株式会社株式会社株式会社

BPOBPOBPOBPOｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ
ウェブオフィスウェブオフィスウェブオフィスウェブオフィス株式会社株式会社株式会社株式会社

東京

全国全国全国全国ををををサポートサポートサポートサポートするするするする地域会社網地域会社網地域会社網地域会社網 およびおよびおよびおよび
専門分野専門分野専門分野専門分野にににに特化特化特化特化したしたしたした事業会社事業会社事業会社事業会社をををを展開展開展開展開

全国全国全国全国ををををサポートサポートサポートサポートするするするする地域会社網地域会社網地域会社網地域会社網 およびおよびおよびおよび
専門分野専門分野専門分野専門分野にににに特化特化特化特化したしたしたした事業会社事業会社事業会社事業会社をををを展開展開展開展開

サービスエリアマップサービスエリアマップサービスエリアマップサービスエリアマップ

ﾌｧｰｽﾄﾏﾈｰｼﾌｧｰｽﾄﾏﾈｰｼﾌｧｰｽﾄﾏﾈｰｼﾌｧｰｽﾄﾏﾈｰｼﾞ゙゙゙
ｿﾗﾝﾋｿﾗﾝﾋｿﾗﾝﾋｿﾗﾝﾋﾟ゚゚゚ｭｱｭｱｭｱｭｱ
ｷｬﾘｱｻｰﾋｷｬﾘｱｻｰﾋｷｬﾘｱｻｰﾋｷｬﾘｱｻｰﾋﾞ゙゙゙ｽｽｽｽ北九州

ＨＰＨＰＨＰＨＰ http://www.sorun.co.jp/http://www.sorun.co.jp/http://www.sorun.co.jp/http://www.sorun.co.jp/

■■■■設設設設 立立立立

1970197019701970年年年年6666月月月月5555日日日日

■■■■本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地

東京都港区三田東京都港区三田東京都港区三田東京都港区三田3333----11111111----24 24 24 24 

■■■■従業員数従業員数従業員数従業員数

約約約約3,0003,0003,0003,000名名名名（（（（ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚約約約約4,2004,2004,2004,200名名名名））））

■■■■設設設設 立立立立

1970197019701970年年年年6666月月月月5555日日日日

■■■■本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地

東京都港区三田東京都港区三田東京都港区三田東京都港区三田3333----11111111----24 24 24 24 

■■■■従業員数従業員数従業員数従業員数

約約約約3,0003,0003,0003,000名名名名（（（（ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾙｰﾌﾟ゚゚゚約約約約4,2004,2004,2004,200名名名名））））

本社本社本社本社

■■■■事業内容事業内容事業内容事業内容

システムコンサルティングシステムコンサルティングシステムコンサルティングシステムコンサルティング

エンジニアリングサービスエンジニアリングサービスエンジニアリングサービスエンジニアリングサービス

アウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービス

eeee----ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート

情報情報情報情報セキュリティサービスセキュリティサービスセキュリティサービスセキュリティサービス

パッケージパッケージパッケージパッケージ販売販売販売販売、、、、他他他他

■■■■事業内容事業内容事業内容事業内容

システムコンサルティングシステムコンサルティングシステムコンサルティングシステムコンサルティング

エンジニアリングサービスエンジニアリングサービスエンジニアリングサービスエンジニアリングサービス

アウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービスアウトソーシングサービス

eeee----ビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポートビジネスサポート

情報情報情報情報セキュリティサービスセキュリティサービスセキュリティサービスセキュリティサービス

パッケージパッケージパッケージパッケージ販売販売販売販売、、、、他他他他

経産省経産省経産省経産省認定登録認定登録認定登録認定登録【【【【 ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞ゙゙゙ﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝ((((ＳＩＳＩＳＩＳＩ))))、、、、特定特定特定特定ｼｽﾃﾑｵﾍｼｽﾃﾑｵﾍｼｽﾃﾑｵﾍｼｽﾃﾑｵﾍﾟ゚゚゚ﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝﾚｰｼｮﾝ企業企業企業企業(SO)(SO)(SO)(SO) 】】】】／Ｐﾏｰｸ／Ｐﾏｰｸ／Ｐﾏｰｸ／Ｐﾏｰｸ認定認定認定認定
国際規格認証取得国際規格認証取得国際規格認証取得国際規格認証取得【【【【 ISO9001ISO9001ISO9001ISO9001、、、、ISO/IEC27001ISO/IEC27001ISO/IEC27001ISO/IEC27001、、、、ISO14001ISO14001ISO14001ISO14001、、、、 BS25999BS25999BS25999BS25999----2222 】】】】／／／／CMMCMMCMMCMMﾚﾍﾚﾍﾚﾍﾚﾍﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ３３３３

山口

福岡

長崎
宮崎

ＩＴホールディングスＩＴホールディングスＩＴホールディングスＩＴホールディングス
グループグループグループグループ

2010201020102010年年年年4444月月月月1111日付日付日付日付

ＩＴホールディングスＩＴホールディングスＩＴホールディングスＩＴホールディングス
グループグループグループグループ

2010201020102010年年年年4444月月月月1111日付日付日付日付

IT-HDグループ
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【民間企業初】小型人工衛星開発プロジェクト ～ かがやきかがやきかがやきかがやき ～

ふれあいふれあいふれあいふれあいミッションミッションミッションミッション

宇宙宇宙宇宙宇宙キャンバスキャンバスキャンバスキャンバス

オーロラオーロラオーロラオーロラ写真撮影写真撮影写真撮影写真撮影

相乗り小型副衛星相乗り小型副衛星77機が、機が、
「いぶき」と共に「いぶき」と共に宇宙に宇宙に
向かってＧＯ！向かってＧＯ！

～～～～未来未来未来未来をををを担担担担うううう学生学生学生学生・・・・子供子供子供子供たちのたちのたちのたちの夢夢夢夢をををを宇宙宇宙宇宙宇宙につなげるにつなげるにつなげるにつなげる～～～～

JaxaJaxaJaxaJaxaののののHPHPHPHPよりよりよりより

最近のトピックス～ 社会への取り組み ～
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目目目目 次次次次目目目目 次次次次

１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程

２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略

３３３３．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭとはとはとはとは

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

６６６６．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題／／／／展望展望展望展望

５５５５ページページページページ

９９９９ページページページページ

１３１３１３１３ページページページページ

２５２５２５２５ページページページページ

４６４６４６４６ページページページページ

５６５６５６５６ページページページページ
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１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程
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１１１１－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程

CCPMCCPMCCPMCCPM推進推進推進推進WGWGWGWG

CCPMCCPMCCPMCCPM有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証
フェーズフェーズフェーズフェーズ
※※※※部門部門部門部門のののの全対象全対象全対象全対象プロプロプロプロ
ジェクトジェクトジェクトジェクトでででで評価評価評価評価

2002002002009999年度年度年度年度2002002002008888年度年度年度年度2007200720072007年年年年度度度度

CCPMCCPMCCPMCCPM適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル
評価評価評価評価
※※※※適用適用適用適用モデルプロジェモデルプロジェモデルプロジェモデルプロジェ
クトクトクトクト3333案件案件案件案件

ステップステップステップステップ

▲7777月月月月：：：：ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ導入提案導入提案導入提案導入提案をををを思思思思いいいい立立立立つつつつ

▲8888月月月月：ＣＣＰＭ：ＣＣＰＭ：ＣＣＰＭ：ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの起案提示起案提示起案提示起案提示

▲9999月月月月～～～～10101010月月月月：：：：適用部門適用部門適用部門適用部門のののの選定選定選定選定、、、、提案書提案書提案書提案書のののの作成作成作成作成

▲11111111月月月月：：：：提案書提案書提案書提案書のののの審査審査審査審査＆＆＆＆承認承認承認承認

▲3333月月月月：：：：適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル評価評価評価評価のののの報告報告報告報告

12121212月月月月～～～～3333月月月月

7777月月月月～～～～3333月月月月

▲5555月月月月：：：：本社本社本社本社にてにてにてにて成果発表成果発表成果発表成果発表 （（（（継続決定継続決定継続決定継続決定））））

▲6666月月月月：：：：2008200820082008年度活動提案年度活動提案年度活動提案年度活動提案のののの承認承認承認承認

▲11111111月月月月：：：：有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証フェーズフェーズフェーズフェーズのののの報告報告報告報告

▲11111111月月月月：：：：社内社内社内社内コンベンションコンベンションコンベンションコンベンション発表発表発表発表

▲1111月月月月：：：：社外事例発表社外事例発表社外事例発表社外事例発表

年年年年1111回回回回。。。。11111111本部代表本部代表本部代表本部代表がががが競競競競いいいい合合合合うううう（（（（特別枠出場特別枠出場特別枠出場特別枠出場）。）。）。）。・・・・・・・・・・・・

コンサルコンサルコンサルコンサル会社会社会社会社のののの賀詞交換会賀詞交換会賀詞交換会賀詞交換会 ・・・・・・・・・・・・

１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程

3333事業本部事業本部事業本部事業本部（（（（関西関西関西関西、、、、首都圏首都圏首都圏首都圏、、、、東海信濃東海信濃東海信濃東海信濃））））

▲8888月月月月：：：：社外事例発表社外事例発表社外事例発表社外事例発表

▲9999月月月月：：：：PMPMPMPMシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム

▲11111111月月月月：：：：社外事例発表社外事例発表社外事例発表社外事例発表

CCPMCCPMCCPMCCPM協賛協賛協賛協賛セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・・・・・・・・・

事例出展事例出展事例出展事例出展・・・・・・・・・・・・

CCPMCCPMCCPMCCPM協賛協賛協賛協賛セミナーセミナーセミナーセミナー・・・・・・・・・・・・2002002002004444年年年年2222月月月月

2020202006060606年年年年4444月月月月

2020202006060606年年年年12121212月月月月

2020202007070707年年年年3333月月月月～～～～

2002002002004444年年年年2222月月月月

2020202006060606年年年年4444月月月月

2020202006060606年年年年12121212月月月月

2020202007070707年年年年3333月月月月～～～～

：「チェンジ：「チェンジ：「チェンジ：「チェンジ・・・・ザザザザ・・・・ルール」ルール」ルール」ルール」ででででゴールドラットゴールドラットゴールドラットゴールドラット博士博士博士博士をををを知知知知るるるる

：「：「：「：「PMAJPMAJPMAJPMAJ主催主催主催主催ののののCCPMCCPMCCPMCCPMセミナー」セミナー」セミナー」セミナー」をををを受講受講受講受講 ・・・・・・・・・・・・「「「「これはこれはこれはこれは面白面白面白面白いいいい！」！」！」！」

：：：：関西本部関西本部関西本部関西本部にてにてにてにて「「「「CCPMCCPMCCPMCCPMセミナーセミナーセミナーセミナー企画企画企画企画」（」（」（」（外部講師外部講師外部講師外部講師、、、、40404040名参加名参加名参加名参加））））

：：：：社内研修社内研修社内研修社内研修「「「「PMPMPMPM実践実践実践実践セミナー」セミナー」セミナー」セミナー」へのへのへのへの一部取一部取一部取一部取りりりり込込込込みみみみ

：「チェンジ：「チェンジ：「チェンジ：「チェンジ・・・・ザザザザ・・・・ルール」ルール」ルール」ルール」ででででゴールドラットゴールドラットゴールドラットゴールドラット博士博士博士博士をををを知知知知るるるる

：「：「：「：「PMAJPMAJPMAJPMAJ主催主催主催主催ののののCCPMCCPMCCPMCCPMセミナー」セミナー」セミナー」セミナー」をををを受講受講受講受講 ・・・・・・・・・・・・「「「「これはこれはこれはこれは面白面白面白面白いいいい！」！」！」！」

：：：：関西本部関西本部関西本部関西本部にてにてにてにて「「「「CCPMCCPMCCPMCCPMセミナーセミナーセミナーセミナー企画企画企画企画」（」（」（」（外部講師外部講師外部講師外部講師、、、、40404040名参加名参加名参加名参加））））

：：：：社内研修社内研修社内研修社内研修「「「「PMPMPMPM実践実践実践実践セミナー」セミナー」セミナー」セミナー」へのへのへのへの一部取一部取一部取一部取りりりり込込込込みみみみ

導入導入導入導入のきっかけのきっかけのきっかけのきっかけ
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2009200920092009年度年度年度年度「「「「CCPMCCPMCCPMCCPM推進推進推進推進ＷＧＷＧＷＧＷＧ活動活動活動活動へへへへ進展進展進展進展」」」」・・・・・・・・・・・・他本部参画他本部参画他本部参画他本部参画。。。。がしかしがしかしがしかしがしかし？？？？？？？？？？？？2009200920092009年度年度年度年度「「「「CCPMCCPMCCPMCCPM推進推進推進推進ＷＧＷＧＷＧＷＧ活動活動活動活動へへへへ進展進展進展進展」」」」・・・・・・・・・・・・他本部参画他本部参画他本部参画他本部参画。。。。がしかしがしかしがしかしがしかし？？？？？？？？？？？？

苦境苦境苦境苦境にににに負負負負けないけないけないけない戦略戦略戦略戦略

■ボランティア■ボランティア■ボランティア■ボランティア精神精神精神精神

■■■■対外的対外的対外的対外的アピールアピールアピールアピール

・・・・ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（導入事例発表導入事例発表導入事例発表導入事例発表：：：：8888月月月月、、、、11111111月月月月））））

・・・・PMPMPMPMシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム2009200920092009（（（（展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナー事例出展事例出展事例出展事例出展））））

■■■■他管理他管理他管理他管理手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

■■■■他本部他本部他本部他本部ののののＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ試行支援試行支援試行支援試行支援（（（（2222案件案件案件案件：：：：首都圏首都圏首都圏首都圏、、、、東海東海東海東海））））

■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ社内研修企画社内研修企画社内研修企画社内研修企画（（（（研修実施研修実施研修実施研修実施：：：：9999月月月月、、、、1111月月月月））））

苦境苦境苦境苦境にににに負負負負けないけないけないけない戦略戦略戦略戦略苦境苦境苦境苦境にににに負負負負けないけないけないけない戦略戦略戦略戦略

■ボランティア■ボランティア■ボランティア■ボランティア精神精神精神精神

■■■■対外的対外的対外的対外的アピールアピールアピールアピール

・・・・ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（ＣＣＰＭセミナー（導入事例発表導入事例発表導入事例発表導入事例発表：：：：8888月月月月、、、、11111111月月月月））））

・・・・PMPMPMPMシンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム2009200920092009（（（（展示展示展示展示コーナーコーナーコーナーコーナー事例出展事例出展事例出展事例出展））））

■■■■他管理他管理他管理他管理手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

■■■■他本部他本部他本部他本部ののののＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ試行支援試行支援試行支援試行支援（（（（2222案件案件案件案件：：：：首都圏首都圏首都圏首都圏、、、、東海東海東海東海））））

■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ■ＣＣＰＭ社内研修企画社内研修企画社内研修企画社内研修企画（（（（研修実施研修実施研修実施研修実施：：：：9999月月月月、、、、1111月月月月））））

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ
予算凍結予算凍結予算凍結予算凍結

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ
予算凍結予算凍結予算凍結予算凍結

１１１１－－－－２２２２．．．． ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ導入展開導入展開導入展開導入展開のののの危機危機危機危機

本社予算削減本社予算削減本社予算削減本社予算削減のののの波波波波をををを受受受受けてけてけてけて、、、、

横展開横展開横展開横展開のののの道道道道がががが危危危危ういういういうい状況状況状況状況となるとなるとなるとなる！！！！

１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程

社内システム
再構築最優先

社内システム
再構築最優先
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・東海信濃本部の試行・東海信濃本部の試行

→継続中→継続中

・社内外のセミナー実施・社内外のセミナー実施

・・・・ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ報告会報告会報告会報告会でのでのでのでの披露披露披露披露・・・・ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ報告会報告会報告会報告会でのでのでのでの披露披露披露披露

・・・・来期来期来期来期のののの予算化確定予算化確定予算化確定予算化確定・・・・来期来期来期来期のののの予算化確定予算化確定予算化確定予算化確定

・東海信濃本部の試行・東海信濃本部の試行

→検討＆実施→検討＆実施

・他ツールとの比較検討・他ツールとの比較検討

・ＥＶＭとのコラボ検討・ＥＶＭとのコラボ検討

・ソラン流仕様の検討・ソラン流仕様の検討

・産業通信Ｓ本部の試行・産業通信Ｓ本部の試行

→結果レポート→結果レポート

・メーカー協賛のＣＣＰＭ・メーカー協賛のＣＣＰＭ

セミナーで事例発表セミナーで事例発表

・社内セミナー実施・社内セミナー実施

・・CCPMCCPM理解理解

・有効性評価の把握・有効性評価の把握

・社内セミナー企画・社内セミナー企画

ＱＱＱＱ４４４４（（（（2010201020102010年年年年1111月月月月～～～～3333月月月月））））ＱＱＱＱ３３３３（（（（2009200920092009年年年年10101010月月月月～～～～12121212月月月月））））ＱＱＱＱ２２２２（（（（2009200920092009年年年年7777月月月月～～～～9999月月月月））））ＱＱＱＱ１１１１（（（（2009200920092009年年年年4444月月月月～～～～6666月月月月））））

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ勉強会勉強会勉強会勉強会 他本部他本部他本部他本部へのへのへのへの展開展開展開展開１１１１ 他本部他本部他本部他本部へのへのへのへの展開展開展開展開２２２２ 来期普及来期普及来期普及来期普及のののの検討検討検討検討

【【【【２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度】】】】

活動活動活動活動プロセスプロセスプロセスプロセス

生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室 関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部関西事業本部

産業通信産業通信産業通信産業通信ソリューションソリューションソリューションソリューション事業本部事業本部事業本部事業本部産業通信産業通信産業通信産業通信ソリューションソリューションソリューションソリューション事業本部事業本部事業本部事業本部

東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部東海信濃事業本部

〔〔〔〔2222名名名名〕〕〕〕

〔〔〔〔主幹主幹主幹主幹：：：：1111名名名名〕〕〕〕
〔〔〔〔2222名名名名〕〕〕〕

〔〔〔〔1111名名名名〕〕〕〕

体制体制体制体制

※※※※少数精鋭少数精鋭少数精鋭少数精鋭のののの体制体制体制体制

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理管理管理管理のののの一手法一手法一手法一手法としてとしてとしてとしてＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭをををを捉捉捉捉ええええ、、、、普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけたＷＧＷＧＷＧＷＧ活動活動活動活動をををを開始開始開始開始。。。。プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理管理管理管理のののの一手法一手法一手法一手法としてとしてとしてとしてＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭをををを捉捉捉捉ええええ、、、、普及普及普及普及にににに向向向向けたけたけたけたＷＧＷＧＷＧＷＧ活動活動活動活動をををを開始開始開始開始。。。。

方針方針方針方針 ：：：： 「「「「 根気良根気良根気良根気良くくくく、、、、草草草草のののの根活動根活動根活動根活動でででで、、、、裾野裾野裾野裾野をををを拡拡拡拡げていくげていくげていくげていく 」」」」方針方針方針方針 ：：：： 「「「「 根気良根気良根気良根気良くくくく、、、、草草草草のののの根活動根活動根活動根活動でででで、、、、裾野裾野裾野裾野をををを拡拡拡拡げていくげていくげていくげていく 」」」」

１１１１－－－－３３３３．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ推進推進推進推進ＷＧＷＧＷＧＷＧ活動活動活動活動
１１１１．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの道程道程道程道程



Copyright © 2010 SORUN CORPORATION 9

２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略
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執行役員会議執行役員会議執行役員会議執行役員会議執行役員会議執行役員会議執行役員会議執行役員会議

「「「「全社全社全社全社ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ方針方針方針方針」」」」のののの決定決定決定決定「「「「全社全社全社全社ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ方針方針方針方針」」」」のののの決定決定決定決定

「「「「重点重点重点重点QCDQCDQCDQCD目標目標目標目標」」」」のののの設定設定設定設定「「「「重点重点重点重点QCDQCDQCDQCD目標目標目標目標」」」」のののの設定設定設定設定

各事業本部各事業本部各事業本部各事業本部各事業本部各事業本部各事業本部各事業本部

「「「「部門部門部門部門ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ目標目標目標目標」」」」のののの設定設定設定設定「「「「部門部門部門部門ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ目標目標目標目標」」」」のののの設定設定設定設定

部門部門部門部門ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ活動活動活動活動部門部門部門部門ＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ活動活動活動活動

承認承認承認承認・・・・評価評価評価評価

本社統括機能本社統括機能本社統括機能本社統括機能本社統括機能本社統括機能本社統括機能本社統括機能

総務人事室総務人事室総務人事室総務人事室

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理室管理室管理室管理室

生産技術室生産技術室生産技術室生産技術室

□教育・・・ヒューマン系・技術系、ＰＭﾒﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、□教育・・・ヒューマン系・技術系、ＰＭﾒﾝﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、ITCITCｽｶｲｳｫｰｶｰｽﾞなどｽｶｲｳｫｰｶｰｽﾞなど
□リスク管理・・・リスクアセスメント、プロセス監査、ＰＭプロセス標準など□リスク管理・・・リスクアセスメント、プロセス監査、ＰＭプロセス標準など
□生産技術・・・□生産技術・・・QCDQCD向上活動支援、向上活動支援、QCDQCD実績収集／実績統計提供、作業工程実績収集／実績統計提供、作業工程標準など標準など

QCDQCDQCDQCD活動報告活動報告活動報告活動報告

各事業本部に各事業本部に
・教育担当・教育担当
・リスク管理者・リスク管理者
・ＳＱＡ担当・ＳＱＡ担当
・生産技術担当者・生産技術担当者

の体制を配置。の体制を配置。

～～～～変革変革変革変革～～～～
考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えるえるえるえる
やりやりやりやり方方方方をををを変変変変えるえるえるえる

～～～～変革変革変革変革～～～～
考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えるえるえるえる
やりやりやりやり方方方方をををを変変変変えるえるえるえる

教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練教育訓練

ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ管理者会議管理者会議管理者会議管理者会議ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ管理者会議管理者会議管理者会議管理者会議

生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議生産技術推進会議

２２２２－－－－１１１１．ソラン．ソラン．ソラン．ソランののののＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ向上施策向上施策向上施策向上施策

生産性生産性生産性生産性・・・・品質向上品質向上品質向上品質向上のためののためののためののための技法技法技法技法ややややツールツールツールツール導入導入導入導入
提案提案提案提案にににに対対対対してしてしてして、、、、予算化予算化予算化予算化してくれるしてくれるしてくれるしてくれる有有有有りりりり難難難難いいいい組織組織組織組織

２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略

【【【【 2007200720072007年度戦略答申年度戦略答申年度戦略答申年度戦略答申】】】】
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チェンジチェンジチェンジチェンジ ！！！！

強強強強いいいい信念信念信念信念（（（（使命感使命感使命感使命感））））！！！！

強強強強いいいい絆絆絆絆（（（（和和和和のののの力力力力））））！！！！

『『『『 何何何何をををを変変変変えるのかえるのかえるのかえるのか 』』』』 プロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメントプロジェクトマネジメント

『『『『 何何何何にににに変変変変えるのかえるのかえるのかえるのか 』』』』 シンプルシンプルシンプルシンプルななななマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

『『『『 どのようにどのようにどのようにどのように変変変変えるのかえるのかえるのかえるのか 』』』』 ＴＯＣ－ＣＣＰＭＴＯＣ－ＣＣＰＭＴＯＣ－ＣＣＰＭＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入

タスクタスクタスクタスク重視重視重視重視ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント →→→→ ヒューマンヒューマンヒューマンヒューマン重視重視重視重視ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

状況状況状況状況のののの悪悪悪悪いときにいときにいときにいときに コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン志向志向志向志向

⇒⇒⇒⇒ 変革志向変革志向変革志向変革志向ののののトーンダウントーンダウントーンダウントーンダウン

「「「「やればやればやればやれば成長成長成長成長、、、、やらないとやらないとやらないとやらないと衰退衰退衰退衰退」」」」

状況状況状況状況のののの悪悪悪悪いときにいときにいときにいときに コストダウンコストダウンコストダウンコストダウン志向志向志向志向

⇒⇒⇒⇒ 変革志向変革志向変革志向変革志向ののののトーンダウントーンダウントーンダウントーンダウン

「「「「やればやればやればやれば成長成長成長成長、、、、やらないとやらないとやらないとやらないと衰退衰退衰退衰退」」」」

変革変革変革変革ののののジレンマジレンマジレンマジレンマ変革変革変革変革ののののジレンマジレンマジレンマジレンマ

変革変革変革変革にはにはにはには「「「「単純化単純化単純化単純化」」」」がががが必要必要必要必要だだだだ！！！！

シンプルシンプルシンプルシンプルであればであればであればであれば協力協力協力協力するするするする

複雑複雑複雑複雑であればであればであればであれば抵抗抵抗抵抗抵抗するするするする

変革変革変革変革にはにはにはには「「「「単純化単純化単純化単純化」」」」がががが必要必要必要必要だだだだ！！！！

シンプルシンプルシンプルシンプルであればであればであればであれば協力協力協力協力するするするする

複雑複雑複雑複雑であればであればであればであれば抵抗抵抗抵抗抵抗するするするする混乱混乱混乱混乱させたさせたさせたさせた
ないねんないねんないねんないねん！！！！

上手上手上手上手くいわけくいわけくいわけくいわけ
ないやんけないやんけないやんけないやんけ！！！！

今忙今忙今忙今忙しいねんしいねんしいねんしいねん！！！！

２２２２－－－－２２２２．．．．変革変革変革変革ののののジレンマジレンマジレンマジレンマ

「「「「考考考考ええええ方方方方をををを変変変変えるえるえるえる！！！！ やりやりやりやり方方方方をををを変変変変えるえるえるえる！」！」！」！」

２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略
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・・・・ マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの属人化属人化属人化属人化

・・・・ 短納期短納期短納期短納期、マルチタスク、マルチタスク、マルチタスク、マルチタスク

・・・・ 失敗失敗失敗失敗のののの連鎖反応連鎖反応連鎖反応連鎖反応

⇒⇒⇒⇒ 組織組織組織組織全体全体全体全体のののの生産性低下生産性低下生産性低下生産性低下

⇒⇒⇒⇒ メンバーメンバーメンバーメンバーのののの疲弊疲弊疲弊疲弊

・・・・ マネジメントマネジメントマネジメントマネジメントのののの属人化属人化属人化属人化

・・・・ 短納期短納期短納期短納期、マルチタスク、マルチタスク、マルチタスク、マルチタスク

・・・・ 失敗失敗失敗失敗のののの連鎖反応連鎖反応連鎖反応連鎖反応

⇒⇒⇒⇒ 組織組織組織組織全体全体全体全体のののの生産性低下生産性低下生産性低下生産性低下

⇒⇒⇒⇒ メンバーメンバーメンバーメンバーのののの疲弊疲弊疲弊疲弊

・ プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの可視化可視化可視化可視化

・・・・ 先手管理先手管理先手管理先手管理のののの仕組仕組仕組仕組みみみみづくりづくりづくりづくり

・ プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの可視化可視化可視化可視化

・・・・ 先手管理先手管理先手管理先手管理のののの仕組仕組仕組仕組みみみみづくりづくりづくりづくり

組
織
組
織
組
織
組
織
のののの
現
状
現
状
現
状
現
状

組
織
組
織
組
織
組
織
のののの
課
題
課
題
課
題
課
題

<<<<<<<<課題解決課題解決課題解決課題解決のののの目的目的目的目的>>>>>>>>

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの導入導入導入導入ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの導入導入導入導入
期
待
効
果

期
待
効
果

期
待
効
果

期
待
効
果

・・・・ 遅遅遅遅れのれのれのれの見見見見えるえるえるえる化化化化によるによるによるによる先手管理先手管理先手管理先手管理

・・・・ 組織組織組織組織ののののチームチームチームチーム力向上力向上力向上力向上

・・・・ メンバーメンバーメンバーメンバーののののモチベーションモチベーションモチベーションモチベーション向上向上向上向上

・・・・ 遅遅遅遅れのれのれのれの見見見見えるえるえるえる化化化化によるによるによるによる先手管理先手管理先手管理先手管理

・・・・ 組織組織組織組織ののののチームチームチームチーム力向上力向上力向上力向上

・・・・ メンバーメンバーメンバーメンバーののののモチベーションモチベーションモチベーションモチベーション向上向上向上向上

多数多数多数多数ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトををををマルチタスクマルチタスクマルチタスクマルチタスクでででで運営運営運営運営しているしているしているしている組織組織組織組織のののの

管理手法管理手法管理手法管理手法をををを改善改善改善改善しししし、、、、失敗失敗失敗失敗プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの撲滅撲滅撲滅撲滅とととと収益収益収益収益のののの向上向上向上向上

多数多数多数多数ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトををををマルチタスクマルチタスクマルチタスクマルチタスクでででで運営運営運営運営しているしているしているしている組織組織組織組織のののの

管理手法管理手法管理手法管理手法をををを改善改善改善改善しししし、、、、失敗失敗失敗失敗プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの撲滅撲滅撲滅撲滅とととと収益収益収益収益のののの向上向上向上向上

２２２２－－－－３３３３．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入提案導入提案導入提案導入提案のののの骨子骨子骨子骨子
２２２２．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの戦略戦略戦略戦略
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３３３３．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭとはとはとはとは３３３３．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭ．ＴＯＣ－ＣＣＰＭとはとはとはとは
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従来従来従来従来のののの工程管理工程管理工程管理工程管理でででで様様様様々々々々なことがなことがなことがなことが科学的科学的科学的科学的にににに議論議論議論議論されてきたがされてきたがされてきたがされてきたが、、、、

１１１１つだけつだけつだけつだけ取取取取りりりり残残残残されたされたされたされた議論議論議論議論があるがあるがあるがある。。。。

それはそれはそれはそれは 「タスク「タスク「タスク「タスクをををを行行行行うのはうのはうのはうのは人間人間人間人間であるであるであるである。」。」。」。」

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭとはとはとはとは、、、、人間人間人間人間のののの心理心理心理心理をををを中心中心中心中心にににに理論化理論化理論化理論化されたされたされたされたプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理手法管理手法管理手法管理手法

であるであるであるである。。。。

全体最適化の視点で開発されたプロジェクトマネジメント手法。

従来の「クリティカルパス」の代わりに「クリティカルチェーン」を用い、

各タスクから除去した安全余裕を「バッファ」に集約して管理する。

全体最適化の視点で開発されたプロジェクトマネジメント手法。

従来の「クリティカルパス」の代わりに「クリティカルチェーン」を用い、

各タスクから除去した安全余裕を「バッファ」に集約して管理する。

■ ＣＣＰＭの概念■ ＣＣＰＭの概念

３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ（ｸﾙﾃｨｶﾙ．ＣＣＰＭ（ｸﾙﾃｨｶﾙ．ＣＣＰＭ（ｸﾙﾃｨｶﾙ．ＣＣＰＭ（ｸﾙﾃｨｶﾙ・・・・ﾁｪｰﾝﾁｪｰﾝﾁｪｰﾝﾁｪｰﾝ・・・・ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄ・・・・ﾏﾈｼﾏﾈｼﾏﾈｼﾏﾈｼﾞ゙゙゙ﾒﾝﾄ）ﾒﾝﾄ）ﾒﾝﾄ）ﾒﾝﾄ）とはとはとはとは

TOCとは_参考
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（（（（１１１１））））納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因

①①①①①①①① サバサバサバサバをををを読読読読むむむむ（バッファ（バッファ（バッファ（バッファをををを入入入入れるれるれるれる））））納期納期納期納期サバサバサバサバをををを読読読読むむむむ（バッファ（バッファ（バッファ（バッファをををを入入入入れるれるれるれる））））納期納期納期納期

あるあるあるある仕事仕事仕事仕事をををを要請要請要請要請されるとされるとされるとされると、、、、念念念念のためにのためにのためにのために余裕余裕余裕余裕（サバ）（サバ）（サバ）（サバ）をををを見見見見ておこうとておこうとておこうとておこうと答答答答えるえるえるえる

A B D

?

C

10日 20日以上?確
率

10日 30日

できるかできるかできるかできるか出来出来出来出来ないかないかないかないか
５５５５割割割割のののの納期納期納期納期

ギリギリギリギリギリギリギリギリ詰詰詰詰めるとめるとめるとめるとギリギリギリギリギリギリギリギリ詰詰詰詰めるとめるとめるとめると
これくらいかなこれくらいかなこれくらいかなこれくらいかな～～～～これくらいかなこれくらいかなこれくらいかなこれくらいかな～～～～

８８８８割割割割できそうなできそうなできそうなできそうな
納期納期納期納期

遅遅遅遅れるとれるとれるとれると怒怒怒怒られるしられるしられるしられるし、、、、いつもいつもいつもいつも必必必必ずずずず何何何何遅遅遅遅れるとれるとれるとれると怒怒怒怒られるしられるしられるしられるし、、、、いつもいつもいつもいつも必必必必ずずずず何何何何
かあるからかあるからかあるからかあるから、、、、念念念念のためにのためにのためにのために時間時間時間時間をををを取取取取っっっっかあるからかあるからかあるからかあるから、、、、念念念念のためにのためにのためにのために時間時間時間時間をををを取取取取っっっっ
ておかないとておかないとておかないとておかないと。。。。早早早早めにやってめにやってめにやってめにやって、、、、次回次回次回次回ももももておかないとておかないとておかないとておかないと。。。。早早早早めにやってめにやってめにやってめにやって、、、、次回次回次回次回もももも

そのそのそのその納期納期納期納期をををを要求要求要求要求されてもされてもされてもされても困困困困るしるしるしるしそのそのそのその納期納期納期納期をををを要求要求要求要求されてもされてもされてもされても困困困困るしるしるしるし

３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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②②②②②②②② 予算予算予算予算とととと時間時間時間時間をあるだけをあるだけをあるだけをあるだけ使使使使うううう予算予算予算予算とととと時間時間時間時間をあるだけをあるだけをあるだけをあるだけ使使使使うううう ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕

最初最初最初最初はゆっくりとはゆっくりとはゆっくりとはゆっくりと始始始始めてめてめてめて、、、、予定日予定日予定日予定日がががが来来来来るのにあわせてるのにあわせてるのにあわせてるのにあわせて、、、、仕事仕事仕事仕事のののの仕方仕方仕方仕方をををを

調整調整調整調整してしまうしてしまうしてしまうしてしまう ⇒⇒⇒⇒ パーキンソンパーキンソンパーキンソンパーキンソンのののの法則法則法則法則

工期スタート 完成予定日

もうすぐもうすぐもうすぐもうすぐ予定日予定日予定日予定日

ぜぜぜぜーーーーんぶんぶんぶんぶぜぜぜぜーーーーんぶんぶんぶんぶ
つかっちゃえつかっちゃえつかっちゃえつかっちゃえーーーーつかっちゃえつかっちゃえつかっちゃえつかっちゃえーーーー

（（（（１１１１））））納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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③③③③③③③③ 一夜漬一夜漬一夜漬一夜漬けけけけ一夜漬一夜漬一夜漬一夜漬けけけけ ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕

最初最初最初最初はゆっくりとはゆっくりとはゆっくりとはゆっくりと始始始始めてめてめてめて、、、、締切締切締切締切りりりり間際間際間際間際にににに頑張頑張頑張頑張るるるる。。。。しかししかししかししかし、、、、締締締締めめめめ切間際切間際切間際切間際のののの

一番一番一番一番タイミングタイミングタイミングタイミングのののの悪悪悪悪いときにいときにいときにいときに問題問題問題問題がががが起起起起こるこるこるこる ⇒⇒⇒⇒ 学生症候群学生症候群学生症候群学生症候群、マーフィー、マーフィー、マーフィー、マーフィーのののの法則法則法則法則

（（（（１１１１））））納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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④④④④④④④④ 遅遅遅遅れはれはれはれは伝播伝播伝播伝播するするするする遅遅遅遅れはれはれはれは伝播伝播伝播伝播するするするする ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕

各工程各工程各工程各工程のののの間間間間ではではではでは、、、、遅遅遅遅れだけがれだけがれだけがれだけが伝播伝播伝播伝播してしてしてして、、、、早早早早くくくく終了終了終了終了してもしてもしてもしても、、、、ほとんどほとんどほとんどほとんど進進進進みはみはみはみは

伝播伝播伝播伝播しないしないしないしない。。。。

タスクＡタスクＡタスクＡタスクＡ

タスクＢタスクＢタスクＢタスクＢ

タスクＣタスクＣタスクＣタスクＣ

タスクＤタスクＤタスクＤタスクＤ

予定時間予定時間予定時間予定時間

－－－－３３３３時間時間時間時間

±±±±００００時間時間時間時間

遅遅遅遅れれれれ

＋＋＋＋２２２２時間時間時間時間

遅遅遅遅れれれれ

＋＋＋＋２２２２時間時間時間時間

成功確率成功確率成功確率成功確率５０５０５０５０％％％％

成功確率成功確率成功確率成功確率５０５０５０５０％％％％

成功確率成功確率成功確率成功確率５０５０５０５０％％％％
タスクＤタスクＤタスクＤタスクＤがががが予定通予定通予定通予定通りりりり始始始始まるまるまるまる可能性可能性可能性可能性はははは１２１２１２１２．．．．５５５５％％％％

００００．．．．５５５５××××００００．．．．５５５５××××００００．．．．５５５５＝＝＝＝００００．．．．１２５１２５１２５１２５

（（（（１１１１））））納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤⑤ 早早早早くくくく終終終終わってもわってもわってもわっても報告報告報告報告しないしないしないしない早早早早くくくく終終終終わってもわってもわってもわっても報告報告報告報告しないしないしないしない ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ 活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕活活活活かされないかされないかされないかされない安全余裕安全余裕安全余裕安全余裕

私達私達私達私達はははは損得勘定損得勘定損得勘定損得勘定でででで動動動動くくくく人間人間人間人間だからだからだからだから、、、、早早早早くくくく終終終終わってもわってもわってもわっても、、、、自分自分自分自分のののの損損損損になるようなになるようなになるようなになるような

報告報告報告報告はしないはしないはしないはしない、、、、丁寧丁寧丁寧丁寧にににに仕上仕上仕上仕上げるげるげるげる ⇒⇒⇒⇒ 早期完了早期完了早期完了早期完了のののの未報告未報告未報告未報告

（（（（１１１１））））納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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（（（（２２２２））））進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議でのでのでのでの根性論根性論根性論根性論

マジマジマジマジちょっとちょっとちょっとちょっとヤバヤバヤバヤバくくくく
なってきたなってきたなってきたなってきた。。。。進捗会進捗会進捗会進捗会
議議議議どうどうどうどうごまかそうごまかそうごまかそうごまかそう

部長部長部長部長にはにはにはには内緒内緒内緒内緒
だがだがだがだが相当相当相当相当余裕余裕余裕余裕
があるぞがあるぞがあるぞがあるぞ。。。。

もうもうもうもう酷酷酷酷いいいい有様有様有様有様だだだだ・・・・・・・・
「「「「GIVE UPGIVE UPGIVE UPGIVE UP」」」」 助助助助けてけてけてけて！！！！

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト毎毎毎毎にににに
個別最適個別最適個別最適個別最適

親方親方親方親方マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトAAAA

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトBBBBプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトCCCC

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトDDDD

なぜなぜなぜなぜ全部全部全部全部ののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが遅遅遅遅れれれれ
ているのだているのだているのだているのだ！！！！！！！！

気合気合気合気合いがたりんいがたりんいがたりんいがたりん！！！！！！！！

初初初初めからめからめからめからムリムリムリムリなななな
計画計画計画計画なんだよなんだよなんだよなんだよ・・・・・・・・・・・・

部長部長部長部長

３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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不確実性不確実性不確実性不確実性のののの高高高高いいいいプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトではゆとりをなくすではゆとりをなくすではゆとりをなくすではゆとりをなくす事事事事はできないはできないはできないはできない。。。。

（（（（３３３３）ＣＣＰＭ）ＣＣＰＭ）ＣＣＰＭ）ＣＣＰＭによるによるによるによるプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理管理管理管理のののの考考考考ええええ方方方方
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは

個個個個々々々々ののののタスクタスクタスクタスクにににに入入入入れていたれていたれていたれていたバッファバッファバッファバッファをををを集集集集めてめてめてめて、、、、

納期納期納期納期のののの直前直前直前直前にににに集中配備集中配備集中配備集中配備しししし、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー

ジャージャージャージャーががががバッファバッファバッファバッファをををを管理管理管理管理するするするする。。。。

→→→→手遅手遅手遅手遅れになるれになるれになるれになる前前前前にににに手手手手をををを打打打打つつつつ先手管理先手管理先手管理先手管理にににに

活用活用活用活用するするするする。。。。

個個個個々々々々ののののタスクタスクタスクタスクにににに入入入入れていたれていたれていたれていたバッファバッファバッファバッファをををを集集集集めてめてめてめて、、、、

納期納期納期納期のののの直前直前直前直前にににに集中配備集中配備集中配備集中配備しししし、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー、プロジェクトマネー

ジャージャージャージャーががががバッファバッファバッファバッファをををを管理管理管理管理するするするする。。。。

→→→→手遅手遅手遅手遅れになるれになるれになるれになる前前前前にににに手手手手をををを打打打打つつつつ先手管理先手管理先手管理先手管理にににに

活用活用活用活用するするするする。。。。

納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延をををを引引引引きききき起起起起こすこすこすこす

５５５５つのつのつのつの人的要因人的要因人的要因人的要因にににに対処対処対処対処

するにはするにはするにはするには？？？？
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遅れへの対処法を考える

遅れへの対処法を実施

出来高％でなく、
あと何日で管理する

（（（（４４４４））））残日数残日数残日数残日数によるによるによるによる進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理
３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは

プロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファ

緑色緑色緑色緑色：：：：順調順調順調順調

黄色黄色黄色黄色：：：：対策検討対策検討対策検討対策検討

赤色赤色赤色赤色：：：：対策実施対策実施対策実施対策実施

プロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファ

緑色緑色緑色緑色：：：：順調順調順調順調

黄色黄色黄色黄色：：：：対策検討対策検討対策検討対策検討

赤色赤色赤色赤色：：：：対策実施対策実施対策実施対策実施
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（（（（５５５５）バッファ）バッファ）バッファ）バッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフ

バッファバッファバッファバッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフバッファバッファバッファバッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフ

対策実施対策実施対策実施対策実施ゾーンゾーンゾーンゾーン

対策検討対策検討対策検討対策検討ゾーンゾーンゾーンゾーン

順調順調順調順調ゾーンゾーンゾーンゾーン

100100100100

90909090

80808080

70707070

60606060

50505050

40404040

30303030

20202020

10101010

0000
0000 10101010 20202020 30303030 40404040 50505050 60606060 70707070 80808080 90909090 100100100100

進捗率進捗率進捗率進捗率（％）（％）（％）（％） *2

バ
ッ
フ
ァ

バ
ッ
フ
ァ

バ
ッ
フ
ァ

バ
ッ
フ
ァ
消
費
率

消
費
率

消
費
率

消
費
率
（％
）

（％
）

（％
）

（％
）

プロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファ

傾斜傾斜傾斜傾斜のののの例例例例（バッファ（バッファ（バッファ（バッファ消費率消費率消費率消費率））））
順調順調順調順調ゾーン：ゾーン：ゾーン：ゾーン：15151515－－－－75757575
対策実施対策実施対策実施対策実施ゾーン：ゾーン：ゾーン：ゾーン：30303030－－－－90909090

３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは

進捗率進捗率進捗率進捗率 ＝＝＝＝ １１１１－（－（－（－（残日数残日数残日数残日数÷÷÷÷初期計画日数初期計画日数初期計画日数初期計画日数））））

*1 バッファバッファバッファバッファ消費率消費率消費率消費率・・・・・・・・・・・・ＰＢ（プロジェクトバッファ）ＰＢ（プロジェクトバッファ）ＰＢ（プロジェクトバッファ）ＰＢ（プロジェクトバッファ）消費率消費率消費率消費率

*2 進捗率進捗率進捗率進捗率・・・・・・・・・・・・ＣＣ（クリティカルチェーン）ＣＣ（クリティカルチェーン）ＣＣ（クリティカルチェーン）ＣＣ（クリティカルチェーン）進捗率進捗率進捗率進捗率

*１１１１

バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポートでででで、ＰＪ、ＰＪ、ＰＪ、ＰＪのののの現在現在現在現在のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況がががが、、、、一目瞭然一目瞭然一目瞭然一目瞭然（シンプル）（シンプル）（シンプル）（シンプル）
にわかるようになりにわかるようになりにわかるようになりにわかるようになり、、、、先手先手先手先手ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント対策対策対策対策がががが打打打打てるようになるてるようになるてるようになるてるようになる

バッファ傾向グラフ
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従来型従来型従来型従来型
「「「「予測予測予測予測できることをできることをできることをできることを管理管理管理管理するするするする」」」」

従来型従来型従来型従来型
「「「「予測予測予測予測できることをできることをできることをできることを管理管理管理管理するするするする」」」」

（（（（６６６６））））従来型従来型従来型従来型とのとのとのとのＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡＰＤＣＡ比較比較比較比較

ＰｌａｎＰｌａｎＰｌａｎＰｌａｎ

タスクタスクタスクタスクをををを計画計画計画計画するするするする

ＤｏＤｏＤｏＤｏ

タスクタスクタスクタスク実施状況実施状況実施状況実施状況をををを
把握把握把握把握するするするする（（（（進捗率等進捗率等進捗率等進捗率等））））

ＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋ

計画計画計画計画からのからのからのからの乖離乖離乖離乖離
をををを確認確認確認確認するするするする

ＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎ

計画計画計画計画をををを修正修正修正修正するするするする

ＰｌａｎＰｌａｎＰｌａｎＰｌａｎ
バッファバッファバッファバッファをををを
計画計画計画計画するするするする

ＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎＡｃｔｉｏｎ

バッファバッファバッファバッファ回復策回復策回復策回復策
をををを実施実施実施実施するするするする

ＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋＣｈｅｃｋ

バッファバッファバッファバッファ状況状況状況状況
をををを確認確認確認確認するするするする

ＤｏＤｏＤｏＤｏ

バッファバッファバッファバッファ侵食侵食侵食侵食をををを
把握把握把握把握するするするする

不確実性不確実性不確実性不確実性へのへのへのへの対処方法対処方法対処方法対処方法

＝バッファ＝バッファ＝バッファ＝バッファによるによるによるによるフィードバックフィードバックフィードバックフィードバック

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ
「「「「不確実性不確実性不確実性不確実性をををを管理管理管理管理するするするする」」」」

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ
「「「「不確実性不確実性不確実性不確実性をををを管理管理管理管理するするするする」」」」

バッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリングバッファスケジューリング

残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理

バッファバッファバッファバッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフをををを
中心中心中心中心としたとしたとしたとした進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議

バッファバッファバッファバッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフをををを
中心中心中心中心としたとしたとしたとした進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議

レッドゾーンレッドゾーンレッドゾーンレッドゾーン対策対策対策対策からからからから
継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善へへへへ

レッドゾーンレッドゾーンレッドゾーンレッドゾーン対策対策対策対策からからからから
継続的改善継続的改善継続的改善継続的改善へへへへ

３３３３－－－－１１１１．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭとはとはとはとは
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４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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４４４４－－－－１１１１．ＣＣＰＭモデル．ＣＣＰＭモデル．ＣＣＰＭモデル．ＣＣＰＭモデル評価評価評価評価でわかったことでわかったことでわかったことでわかったこと

マネージャー配下のプロジェクト数が多いため、全てのプロジェクトを管理

することが難しい。＝マルチ・プロジェクト・マネジメント

その管理が漏れたプロジェクトで、赤字や低利益になっているプロジェクト

が多い

⇒ 遅れを見える化でき、シンプルに状況を把握できる

マネジメントツールが必要

先先先先ずはずはずはずは
やってみようやってみようやってみようやってみよう

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例



Copyright © 2010 SORUN CORPORATION 27

作業時間作業時間作業時間作業時間 余裕余裕余裕余裕 作業時間作業時間作業時間作業時間 余裕余裕余裕余裕 作業時間作業時間作業時間作業時間 余裕余裕余裕余裕

作業時間作業時間作業時間作業時間 作業時間作業時間作業時間作業時間 作業時間作業時間作業時間作業時間 バッファバッファバッファバッファ

バッファサイズはクリティカルチェーンの合計の長さの半分とする

タスクタスクタスクタスク１１１１ タスクタスクタスクタスク２２２２ タスクタスクタスクタスク３３３３

５０５０５０５０％％％％はははは遅遅遅遅れるがれるがれるがれるが、、、、５０５０５０５０％％％％はははは早早早早くくくく
終終終終わるためわるためわるためわるため、、、、遅遅遅遅れとれとれとれと進進進進みがみがみがみが打打打打
ちちちち消消消消しあうしあうしあうしあう（（（（分散分散分散分散のののの加法性加法性加法性加法性））））

マネジメントアクションマネジメントアクションマネジメントアクションマネジメントアクション
がががが迅速迅速迅速迅速にににに行行行行われるわれるわれるわれる
→バッファ→バッファ→バッファ→バッファのののの消費量消費量消費量消費量ををををグラフグラフグラフグラフ化化化化したしたしたした

バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポートのののの出力出力出力出力がががが可能可能可能可能となるとなるとなるとなる

各タスクから取り出している安全余裕（バッファ）を一括して重要ポイントの

前に集中配置する（タスクの半分を安全余裕とみなす）

４４４４－－－－２２２２．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ活用活用活用活用のののの着目点着目点着目点着目点

ここにここにここにここに着目着目着目着目
→→→→先先先先ずはずはずはずは

シンプルシンプルシンプルシンプル導入導入導入導入

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例



Copyright © 2010 SORUN CORPORATION 28

「そうすることにより嬉しいのは」

バッファレポートで、ＰＪの現在の進捗状況が、一目瞭然（シンプル）

にわかるようになり、先手のマネジメント対策が打てるようになる。

⇒⇒⇒⇒ 遅遅遅遅れをれをれをれを見見見見えるえるえるえる化化化化できるようになるできるようになるできるようになるできるようになる

⇒ マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント対策対策対策対策ツールツールツールツールとしてとしてとしてとして活用活用活用活用

４４４４－－－－２２２２．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ活用活用活用活用のののの着目点着目点着目点着目点
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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全体全体全体全体最適最適最適最適

プロジェクトA プロジェクトB

プロジェクトC
プロジェクトD

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトAAAAととととCCCCははははププププ
ロジェクトロジェクトロジェクトロジェクトBBBBをををを助助助助けられけられけられけられ
んかねんかねんかねんかね？？？？

４４４４－－－－２２２２．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ活用活用活用活用のののの着目点着目点着目点着目点
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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■ プロジェクトのゴールを定義するＯＤＳＣ■ プロジェクトのゴールを定義するＯＤＳＣ

・・・・適用部門適用部門適用部門適用部門からからからから、「、「、「、「今後適用今後適用今後適用今後適用していこうしていこうしていこうしていこう！」！」！」！」のののの声声声声がががが聞聞聞聞こえてくるこえてくるこえてくるこえてくる。。。。

・・・・将来将来将来将来、、、、外部発信外部発信外部発信外部発信によりによりによりによりソランソランソランソランのののの知名度知名度知名度知名度をををを向上向上向上向上させるためのさせるためのさせるためのさせるための礎礎礎礎をををを
築築築築くくくく。。。。

Success CriteriaSuccess CriteriaSuccess CriteriaSuccess Criteria

（（（（成功要件成功要件成功要件成功要件））））

・・・・適用適用適用適用プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの工程進捗状況工程進捗状況工程進捗状況工程進捗状況、、、、問題解決状況報告問題解決状況報告問題解決状況報告問題解決状況報告、、、、

評価結果報告評価結果報告評価結果報告評価結果報告

・・・・今後今後今後今後のののの活動計画活動計画活動計画活動計画

・・・・ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ運営方法運営方法運営方法運営方法のののの実施手順実施手順実施手順実施手順

・・・・CCPMCCPMCCPMCCPM推進推進推進推進ののののファシリテータ（ファシリテータ（ファシリテータ（ファシリテータ（２２２２名名名名））））

DeliverablesDeliverablesDeliverablesDeliverables（（（（成果物成果物成果物成果物））））

・・・・ＰＭＰＭＰＭＰＭ以上以上以上以上がががが、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクトのののの状況状況状況状況をををを一元的一元的一元的一元的にににに視視視視えるえるえるえる化化化化できるできるできるできる

ようになることでようになることでようになることでようになることで、、、、問題問題問題問題のののの兆候兆候兆候兆候をををを早期早期早期早期にににに把握把握把握把握、、、、先手対策先手対策先手対策先手対策をををを行行行行

えるえるえるえる仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作るるるる。。。。

・・・・組織内組織内組織内組織内ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを活性化活性化活性化活性化しししし、、、、中長期的中長期的中長期的中長期的なななな視点視点視点視点でででで

思考思考思考思考をするをするをするをする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを作作作作るるるる。。。。

・・・・利用部門利用部門利用部門利用部門ののののプレプレプレプレ運用評価運用評価運用評価運用評価によりによりによりにより、、、、現場現場現場現場でででで使使使使えるというえるというえるというえるという観点観点観点観点でででで

評価評価評価評価するするするする。。。。

ＯＯＯＯbjectivesbjectivesbjectivesbjectives（（（（目的目的目的目的））））

４４４４－－－－３３３３．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの目的目的目的目的（ＯＤＳＣ）（ＯＤＳＣ）（ＯＤＳＣ）（ＯＤＳＣ）
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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・・・・モデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトモデルプロジェクトをををを３３３３つつつつ選定選定選定選定しししし、ＣＣＰＭ、ＣＣＰＭ、ＣＣＰＭ、ＣＣＰＭをををを活用活用活用活用してしてしてしてプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを運営運営運営運営したしたしたした。。。。

・・・・チームマネージャーチームマネージャーチームマネージャーチームマネージャー以下以下以下以下のののの組織組織組織組織でででで検証検証検証検証したしたしたした。。。。

・・・・事務局事務局事務局事務局（（（（2222名名名名））））にてにてにてにて、ファシリテータ、ファシリテータ、ファシリテータ、ファシリテータ資格資格資格資格をををを取得取得取得取得したしたしたした。。。。

→ＣＣＰＭ→ＣＣＰＭ→ＣＣＰＭ→ＣＣＰＭのののの理論理論理論理論、ＣＣＰＭソフト、ＣＣＰＭソフト、ＣＣＰＭソフト、ＣＣＰＭソフトのののの活用方法活用方法活用方法活用方法をををを把握把握把握把握。。。。

→バッファレポート→バッファレポート→バッファレポート→バッファレポートでででで、、、、現在現在現在現在のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況がががが、、、、一目瞭然一目瞭然一目瞭然一目瞭然にわかるようになりにわかるようになりにわかるようになりにわかるようになり、、、、

先手先手先手先手ののののマネジメントマネジメントマネジメントマネジメント対策対策対策対策がががが打打打打てるところにてるところにてるところにてるところに価値価値価値価値があることがわかったがあることがわかったがあることがわかったがあることがわかった。。。。

■ 2008200820082008年年年年1111月月月月～～～～2008200820082008年年年年3333月月月月 ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル評価評価評価評価■ 2008200820082008年年年年1111月月月月～～～～2008200820082008年年年年3333月月月月 ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル評価評価評価評価

■ 2008200820082008年年年年7777月月月月～～～～2008200820082008年年年年11111111月月月月 ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証■ 2008200820082008年年年年7777月月月月～～～～2008200820082008年年年年11111111月月月月 ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証

・運用手順書を作成し、基準（請負契約案件の金額設定）に合致する全てのプロ

ジェクトでプロジェクトマネージャーにＣＣＰＭを実践した。

・グループ長以下の組織で検証した。

・運用手順書と事務局のファシリテートにより、他事業部にて横展開実施。

→→→→大大大大きなきなきなきな問題問題問題問題もなくもなくもなくもなく、、、、対象対象対象対象プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトがががが完了完了完了完了するするするする。。。。

４４４４－－－－４４４４．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ導入導入導入導入のののの進進進進めめめめ方方方方
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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４４４４－－－－５５５５．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ導入推進体制導入推進体制導入推進体制導入推進体制

事業部長事業部長事業部長事業部長事業部長事業部長事業部長事業部長

グループグループグループグループ長長長長グループグループグループグループ長長長長

ＸＸＸＸＸＸＸＸ ＹＹＹＹＹＹＹＹ ＺＺＺＺＺＺＺＺ

ＡＡＡＡＡＡＡＡ ＥＥＥＥＥＥＥＥ

ＢＢＢＢＢＢＢＢ

関西第三関西第三関西第三関西第三システムシステムシステムシステム事業部事業部事業部事業部

プロダクトソリューションＧプロダクトソリューションＧプロダクトソリューションＧプロダクトソリューションＧ

チームチームチームチーム
マネージャマネージャマネージャマネージャ

チームチームチームチーム
マネージャマネージャマネージャマネージャ

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
マネージャマネージャマネージャマネージャ

2008/72008/72008/72008/7～～～～2002002002009999////3333

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証

ＧＧＧＧＧＧＧＧ

ＣＣＣＣＣＣＣＣ

ＦＦＦＦＦＦＦＦ

ＤＤＤＤＤＤＤＤ

ＨＨＨＨＨＨＨＨ

ＩＩＩＩＩＩＩＩ

2007/122007/122007/122007/12～～～～2008/32008/32008/32008/3

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル評価評価評価評価

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
マネージャマネージャマネージャマネージャ

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
マネージャマネージャマネージャマネージャ

チームチームチームチーム
マネージャマネージャマネージャマネージャ

本部本部本部本部ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ本部本部本部本部ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ

取締役会取締役会取締役会取締役会

技術統括本部技術統括本部技術統括本部技術統括本部

首
都
圏

首
都
圏

首
都
圏

首
都
圏
（（（（７７７７
本
部
本
部
本
部
本
部
））））

関
西
事
業
本
部

関
西
事
業
本
部

関
西
事
業
本
部

関
西
事
業
本
部

信
濃
事
業
本
部

信
濃
事
業
本
部

信
濃
事
業
本
部

信
濃
事
業
本
部

東
海
事
業
本
部

東
海
事
業
本
部

東
海
事
業
本
部

東
海
事
業
本
部

関西第三関西第三関西第三関西第三システムシステムシステムシステム
事業部事業部事業部事業部

１１１１部門部門部門部門ででででモデルモデルモデルモデル検証検証検証検証

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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①CCPM
概論研修
（２日）

①CCPM
概論研修
（２日）

②CCPM
適用ＷＳ
（２日）

②CCPM
適用ＷＳ
（２日）

③進捗管
理ＷＳⅠ
（１日）

③進捗管
理ＷＳⅠ
（１日）

④進捗管
理ＷＳⅡ
（１日）

④進捗管
理ＷＳⅡ
（１日）

⑤課題抽
出ＷＳ
（１日）

⑤課題抽
出ＷＳ
（１日）

⑥解決策
検討ＷＳ
（２日）

⑥解決策
検討ＷＳ
（２日）

⑦戦略構
築ＷＳ
（２日）

⑦戦略構
築ＷＳ
（２日）

⑧CCPM
総括
ＷＳ（1日）

⑧CCPM
総括
ＷＳ（1日）

1111２２２２月月月月 1111月月月月 ２２２２月月月月 ３３３３月月月月

課題抽出

課題抽出

戦略検討会ＷＳ

CCPM適用ＷＳ
本
格
導
入
の
検
討

本
格
導
入
の
検
討

ＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣ思考思考思考思考
プロセスプロセスプロセスプロセスをををを活用活用活用活用

ＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣ思考思考思考思考
プロセスプロセスプロセスプロセスをををを活用活用活用活用

２００７２００７２００７２００７年年年年 ２００８２００８２００８２００８年年年年

４４４４－－－－６６６６．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ適用適用適用適用モデルモデルモデルモデル評価評価評価評価スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

進め方全体像
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４４４４－－－－７７７７．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの運用方法運用方法運用方法運用方法（（（（計画計画計画計画：ＰＬＡＮ：ＰＬＡＮ：ＰＬＡＮ：ＰＬＡＮ編編編編））））

①①①① タスクの粒度・・・中日程レベルとした。

→小日程管理、要員管理、コスト管理は今までの運用通りとした。

→あくまで、マネジメント対策ツールの位置づけ（シンプルに考えた）。

サブシステム単位や担当者単位に分割

バッファは予定工数の５０％見積

基本設計基本設計基本設計基本設計１１１１ 基本設計基本設計基本設計基本設計２２２２

詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計１１１１

詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計２２２２

詳細設計詳細設計詳細設計詳細設計３３３３

単体単体単体単体テストテストテストテスト１１１１

単体単体単体単体テストテストテストテスト２２２２

単体単体単体単体テストテストテストテスト３３３３

単体単体単体単体テストテストテストテスト４４４４

単体単体単体単体テストテストテストテスト５５５５

単体単体単体単体テストテストテストテスト６６６６

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

ＰＭの仕事なので
現場の負担は無い。
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ＣＣＰＭ市販ソフトのBM-Plannerを利用
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

スケジューリングスケジューリングスケジューリングスケジューリング

■プロジェクト■プロジェクト■プロジェクト■プロジェクトののののゴールゴールゴールゴールをををを定義定義定義定義（（（（ＯＤＳＣＯＤＳＣＯＤＳＣＯＤＳＣ））））
↓↓↓↓

■ネットワーク■ネットワーク■ネットワーク■ネットワーク工程表工程表工程表工程表のののの作成作成作成作成
↓↓↓↓

■クリティカルチェーン■クリティカルチェーン■クリティカルチェーン■クリティカルチェーン・・・・スケジューリングスケジューリングスケジューリングスケジューリング
・・・・・・・・・・・・山崩山崩山崩山崩しししし、バッファ、バッファ、バッファ、バッファをををを取取取取るるるる

CCPMｽｹｼﾞｭｰﾘﾝｸﾞ



Copyright © 2010 SORUN CORPORATION 36

４４４４－－－－８８８８．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの運用方法運用方法運用方法運用方法（（（（進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理：ＤＯ：ＤＯ：ＤＯ：ＤＯ編編編編））））

②②②②バッファバッファバッファバッファをををを担当者担当者担当者担当者にににに見見見見せないせないせないせない

③③③③プロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャはははは最低限週最低限週最低限週最低限週にににに１１１１回回回回、、、、進捗入力進捗入力進捗入力進捗入力するするするする

④④④④残日数残日数残日数残日数でででで管理管理管理管理するするするする→→→→担当者担当者担当者担当者のののの作業見積能力作業見積能力作業見積能力作業見積能力がががが向上向上向上向上するするするする

遅遅遅遅れへのれへのれへのれへの対処法対処法対処法対処法をををを考考考考えるえるえるえる

遅遅遅遅れへのれへのれへのれへの対処法対処法対処法対処法をををを実施実施実施実施

出来高出来高出来高出来高％％％％でなくでなくでなくでなく、、、、
あとあとあとあと何日何日何日何日でででで管理管理管理管理するするするする

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

ProblemProblemProblemProblem

TryTryTryTryKeepKeepKeepKeep

⑤⑤⑤⑤遅遅遅遅れのれのれのれの原因原因原因原因・・・・対処策対処策対処策対処策はははは記録記録記録記録しししし
ておきておきておきておき組織的組織的組織的組織的なななな改善改善改善改善にににに役立役立役立役立てるてるてるてる
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４４４４－－－－９９９９．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの運用方法運用方法運用方法運用方法（（（（進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議：ＣＨＥＣＫ：ＣＨＥＣＫ：ＣＨＥＣＫ：ＣＨＥＣＫ編編編編））））

⑥⑥⑥⑥ 進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議

ⅰⅰⅰⅰ））））月例進捗会議月例進捗会議月例進捗会議月例進捗会議（（（（1111回回回回／／／／月月月月））））

組織組織組織組織のののの責任者責任者責任者責任者（（（（事業部長事業部長事業部長事業部長、グループ、グループ、グループ、グループ長長長長））））参加参加参加参加でででで、、、、月月月月にににに１１１１回進捗会議回進捗会議回進捗会議回進捗会議をををを行行行行うううう。。。。

進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議ではではではでは、、、、バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポートだけでだけでだけでだけで、、、、プロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャプロジェクトマネージャはははは報告報告報告報告するするするする。。。。

人人人人のののの行動行動行動行動がががが
変変変変わってきたわってきたわってきたわってきた

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

ⅱⅱⅱⅱ））））週間進捗会議週間進捗会議週間進捗会議週間進捗会議（（（（1111回回回回／／／／週週週週））））

チームチームチームチーム内内内内でででで実施実施実施実施。。。。 責任者責任者責任者責任者はははは参加参加参加参加しないがしないがしないがしないが、、、、週週週週にににに１１１１回回回回ははははバッファバッファバッファバッファ傾向傾向傾向傾向グラフグラフグラフグラフをををを

確認確認確認確認しししし、、、、赤赤赤赤バッファバッファバッファバッファののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトをををを中心中心中心中心にににに状況確認状況確認状況確認状況確認、、、、対策対策対策対策をををを指示指示指示指示するするするする。。。。

→→→→進捗報告進捗報告進捗報告進捗報告のののの時間時間時間時間がががが減減減減りりりり、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクトのののの問題問題問題問題にににに集中集中集中集中してしてしてして議論議論議論議論できるできるできるできる時間時間時間時間

がががが増増増増えたえたえたえた。。。。

→→→→日日日日々々々々ののののコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションがががが生生生生まれまれまれまれ、、、、上司上司上司上司とととと部下部下部下部下のののの信頼関係信頼関係信頼関係信頼関係がががが深深深深まるまるまるまる。。。。
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先手対策先手対策先手対策先手対策をををを実施実施実施実施
協力会社協力会社協力会社協力会社にににに納期納期納期納期をををを２２２２週間早週間早週間早週間早めてもらうようめてもらうようめてもらうようめてもらうよう
にににに交渉交渉交渉交渉したしたしたした

進捗進捗進捗進捗がががが遅遅遅遅れているときでもれているときでもれているときでもれているときでも、Ｐ、Ｐ、Ｐ、Ｐ
ＭＭＭＭととととＰＬＰＬＰＬＰＬががががバッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポートをををを見見見見
ながらながらながらながら、コミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーション、コミュニケーションがががが
取取取取れてれてれてれて、、、、危機感危機感危機感危機感をををを共有共有共有共有できたできたできたできた

先手対策先手対策先手対策先手対策をををを実施実施実施実施

要員要員要員要員のののの追加追加追加追加をををを行行行行ったったったった

予定通予定通予定通予定通りりりり
検収完了検収完了検収完了検収完了

バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移

事例事例事例事例：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクトAAAA
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移

8/278/278/278/27 進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理ＷＳＷＳＷＳＷＳ

協力会社協力会社協力会社協力会社のののの品質管理品質管理品質管理品質管理やややや構成構成構成構成
管理管理管理管理にににに問題問題問題問題ありとありとありとありと評価評価評価評価。。。。部門部門部門部門
長長長長からからからから協力会社協力会社協力会社協力会社にににに品質強化品質強化品質強化品質強化
のののの指示指示指示指示

リスクリスクリスクリスクであったであったであったであった協力会社協力会社協力会社協力会社
ののののプログラムプログラムプログラムプログラム品質不良品質不良品質不良品質不良にににに
よりよりよりより、、、、結合試験前結合試験前結合試験前結合試験前のののの受入受入受入受入
試験試験試験試験でででで進捗進捗進捗進捗がががが進進進進まないまないまないまない

事例事例事例事例：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクトBBBB
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移バッファレポートバッファレポートバッファレポートバッファレポート推移推移推移推移

○○○○全体最適化全体最適化全体最適化全体最適化

順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しておりしておりしておりしており、、、、

余裕余裕余裕余裕がががが出出出出ているためているためているためているため、、、、

他他他他のののの対策対策対策対策がががが必要必要必要必要ななななプロプロプロプロ
ジェクトジェクトジェクトジェクトにににに要員要員要員要員ををををスポッスポッスポッスポッ
トトトトでででで対応対応対応対応させたさせたさせたさせた

事例事例事例事例：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクト：モデルプロジェクトCCCC
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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４４４４－－－－１０１０１０１０．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの運用方法運用方法運用方法運用方法（（（（振振振振りりりり返返返返りりりり：ＡＣＴＩＯＮ：ＡＣＴＩＯＮ：ＡＣＴＩＯＮ：ＡＣＴＩＯＮ編編編編））））

⑥⑥⑥⑥ 振振振振りりりり返返返返りのりのりのりの実施実施実施実施・・・・・・・・・・・・進捗会議進捗会議進捗会議進捗会議のののの場場場場でででで、、、、併併併併せてせてせてせて振振振振りりりり返返返返りをりをりをりを実施実施実施実施するするするする。。。。

現時点現時点現時点現時点でででで検検検検
収収収収をををを頂頂頂頂けるけるけるける
予定予定予定予定がががが立立立立っっっっ
たたたた。。。。

検収完了検収完了検収完了検収完了
見込見込見込見込

3333月月月月31313131日日日日3333月月月月17171717日日日日3333月月月月2222月後半月後半月後半月後半～～～～3333月中旬月中旬月中旬月中旬2222月月月月19191919日日日日1111月月月月22222222日日日日11111111月月月月

予定通予定通予定通予定通りりりり納品納品納品納品
完了完了完了完了。。。。おおおお客様検客様検客様検客様検
収収収収とととと並行並行並行並行してしてしてして品品品品
質質質質をををを強化強化強化強化しししし、、、、
3333月月月月24242424日日日日にににに最終最終最終最終
納品予定納品予定納品予定納品予定。。。。

納品納品納品納品

①①①①ＰＭＰＭＰＭＰＭととととＰＬＰＬＰＬＰＬがががが
レッドゾーンレッドゾーンレッドゾーンレッドゾーン対対対対
策策策策をををを実施実施実施実施。。。。
②②②②ＰＬＰＬＰＬＰＬががががバッファバッファバッファバッファ
ァレポートァレポートァレポートァレポートをををを見見見見
ることでることでることでることで危機感危機感危機感危機感
をををを持持持持てたてたてたてた。。。。

要員要員要員要員のののの追加追加追加追加

モバイルテストモバイルテストモバイルテストモバイルテスト
端末端末端末端末のののの搬入遅搬入遅搬入遅搬入遅
延延延延によりによりによりにより、、、、進捗進捗進捗進捗
がががが遅遅遅遅れれれれ気味気味気味気味。。。。
１１１１月時点月時点月時点月時点ののののリスリスリスリス
クククク顕在化顕在化顕在化顕在化。。。。

進捗管理進捗管理進捗管理進捗管理ＷＳＷＳＷＳＷＳ

顧客顧客顧客顧客のののの受入検受入検受入検受入検
査時期査時期査時期査時期をををを意識意識意識意識
せずせずせずせず納期納期納期納期をををを設設設設
定定定定していたしていたしていたしていた。。。。

協力会社協力会社協力会社協力会社にににに納納納納
期期期期をををを２２２２週間早週間早週間早週間早
めてもらうようめてもらうようめてもらうようめてもらうよう
にににに交渉交渉交渉交渉したしたしたした。。。。

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ作成作成作成作成

2008200820082008年年年年

①①①①開発言語開発言語開発言語開発言語：：：：ルクローンルクローンルクローンルクローン
のののの不具合不具合不具合不具合
②②②②外注一括発注外注一括発注外注一括発注外注一括発注のためのためのためのため、、、、
技術問題技術問題技術問題技術問題がががが発生発生発生発生してもしてもしてもしても対対対対
応応応応がががが取取取取れないれないれないれない
③③③③ノウハウノウハウノウハウノウハウがないがないがないがないプラットプラットプラットプラット
フォームフォームフォームフォームのののの上上上上、、、、社内社内社内社内テステステステス
トトトト環境整備環境整備環境整備環境整備のののの遅延遅延遅延遅延でででで進捗進捗進捗進捗
がががが遅遅遅遅れるれるれるれる
④④④④ＰＬＰＬＰＬＰＬがががが中途採用社員中途採用社員中途採用社員中途採用社員のののの
ＯＪＴＯＪＴＯＪＴＯＪＴととととマルチタスクマルチタスクマルチタスクマルチタスク

ＰＭＰＭＰＭＰＭととととＰＬＰＬＰＬＰＬががががレッドゾーンレッドゾーンレッドゾーンレッドゾーンをををを
認識認識認識認識。。。。

新技術新技術新技術新技術にににに戸惑戸惑戸惑戸惑うううう。。。。
（レッドゾーン（レッドゾーン（レッドゾーン（レッドゾーンにににに突入突入突入突入））））
１１１１月時月時月時月時ののののリスクリスクリスクリスク顕在顕在顕在顕在。。。。

要件定義要件定義要件定義要件定義
開始開始開始開始

2007200720072007年年年年
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４４４４－－－－１１１１１１１１．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ適用適用適用適用をををを考考考考えるえるえるえる上上上上でのでのでのでのポイントポイントポイントポイント

■ 実際のプロジェクトで使えるか？

最初から現場の実際のプロジェクトで検証し、現場で使えるという観点で評価。

■ 事務局（ファシリテータ）の配置

モデル組織を選定し、現場を把握している社員を事務局として配置。

人選ポイント・・・前向きで元気が良く、目立ちたがり屋（実力もある）。

■ 考え方の理解

ツールありきではなくて、最初からコンサルタントを活用して、考え方を理解

するようにした。・・・「道具の使い方ではなく、考え方の習得！」

■ 段階的ステップアップ

導入期

担当者担当者担当者担当者ににににバッファバッファバッファバッファをををを見見見見担当者担当者担当者担当者ににににバッファバッファバッファバッファをををを見見見見
せないせないせないせないせないせないせないせない

ＰＭＰＭＰＭＰＭのののの考考考考ええええ方方方方をををを醸成醸成醸成醸成ＰＭＰＭＰＭＰＭのののの考考考考ええええ方方方方をををを醸成醸成醸成醸成

担当者担当者担当者担当者ににににバッファバッファバッファバッファをををを見見見見担当者担当者担当者担当者ににににバッファバッファバッファバッファをををを見見見見
せるせるせるせるせるせるせるせる

担当者担当者担当者担当者のののの考考考考ええええ方方方方をををを醸成醸成醸成醸成担当者担当者担当者担当者のののの考考考考ええええ方方方方をををを醸成醸成醸成醸成

成長期

おおおお客様客様客様客様とととと共有共有共有共有おおおお客様客様客様客様とととと共有共有共有共有

おおおお客様客様客様客様にににに理解理解理解理解してしてしてして頂頂頂頂くくくくおおおお客様客様客様客様にににに理解理解理解理解してしてしてして頂頂頂頂くくくく

成熟期

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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■■■■ 現場現場現場現場のののの抵抗感抵抗感抵抗感抵抗感へのへのへのへの打開策打開策打開策打開策

今今今今までのまでのまでのまでのプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト管理方法管理方法管理方法管理方法とはとはとはとは相違点相違点相違点相違点がががが多多多多くくくく、、、、発想発想発想発想のののの転換転換転換転換がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。

現場現場現場現場、、、、経営層経営層経営層経営層のののの抵抗抵抗抵抗抵抗にににに立立立立ちちちち向向向向かうにはかうにはかうにはかうにはボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップ方式方式方式方式にはにはにはには限界限界限界限界があるがあるがあるがある。。。。

→ファシリテータ→ファシリテータ→ファシリテータ→ファシリテータがががが根気根気根気根気よくよくよくよく、、、、現場現場現場現場をををを動動動動かすかすかすかすリーダーシップ（リーダーシップ（リーダーシップ（リーダーシップ（ボトムアップボトムアップボトムアップボトムアップ））））

→→→→組織組織組織組織のののの責任者責任者責任者責任者（（（（部長級部長級部長級部長級））））がががが率先率先率先率先してしてしてしてトップダウントップダウントップダウントップダウン方式方式方式方式でででで推進推進推進推進

「シンプル「シンプル「シンプル「シンプルにににに物事物事物事物事をををを考考考考えることがえることがえることがえることが必要必要必要必要（（（（先先先先ずはやってみるずはやってみるずはやってみるずはやってみる！）」！）」！）」！）」

４４４４－－－－１２１２１２１２．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ導入評価導入評価導入評価導入評価でででで苦労苦労苦労苦労したしたしたした点点点点

双方向双方向双方向双方向双方向双方向双方向双方向

■■■■ 新新新新しいしいしいしい手法手法手法手法へのへのへのへの挑戦挑戦挑戦挑戦

現場現場現場現場はははは、、、、ただでさえただでさえただでさえただでさえ顧客要求顧客要求顧客要求顧客要求、、、、納期納期納期納期、、、、原価管理原価管理原価管理原価管理にににに追追追追われておりわれておりわれておりわれており、、、、新新新新しいしいしいしい手法手法手法手法にににに挑戦挑戦挑戦挑戦するするするする

余裕余裕余裕余裕がないがないがないがない。。。。

→→→→ファシリテータファシリテータファシリテータファシリテータののののプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでででで試試試試みてみてみてみて苦労苦労苦労苦労をををを共有共有共有共有しししし、、、、効率的効率的効率的効率的なやりなやりなやりなやり方方方方でででで現場現場現場現場ををををサポートサポートサポートサポート

■■■■ 導入導入導入導入のののの定量的評価定量的評価定量的評価定量的評価のののの難難難難しさしさしさしさ

経営層経営層経営層経営層にににに導入前導入前導入前導入前・・・・後後後後ののののコストコストコストコスト評価評価評価評価をををを示示示示すことがすことがすことがすことが容易容易容易容易でないでないでないでない。。。。

■ 自分自分自分自分のののの業界業界業界業界にににに適合適合適合適合できるできるできるできる方法方法方法方法のののの模索模索模索模索

ＩＴＩＴＩＴＩＴ業界業界業界業界でのでのでのでの実績実績実績実績がまだがまだがまだがまだ少少少少ないないないない。。。。・・・・・・・・・・・・研究開発研究開発研究開発研究開発、、、、製品開発製品開発製品開発製品開発、、、、建設業界建設業界建設業界建設業界でのでのでのでの実績実績実績実績がががが多多多多いいいい。。。。

→ＩＴ→ＩＴ→ＩＴ→ＩＴ業界業界業界業界にににに今後普及今後普及今後普及今後普及のののの余地余地余地余地ありありありあり。。。。自分自分自分自分のののの業界業界業界業界・・・・組織組織組織組織へのへのへのへの運用方法運用方法運用方法運用方法をををを模索模索模索模索

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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４４４４－－－－１３１３１３１３．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭ．ＣＣＰＭのののの効果効果効果効果

先手管理先手管理先手管理先手管理 納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延
ゼロゼロゼロゼロ

赤字撲滅赤字撲滅赤字撲滅赤字撲滅

納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延 →→→→ １１１１件件件件（（（（顧客要因顧客要因顧客要因顧客要因によりによりによりにより納期調整納期調整納期調整納期調整））））

目標利益率目標利益率目標利益率目標利益率のののの達成状況達成状況達成状況達成状況（（（（赤字赤字赤字赤字＝ゼロ＝ゼロ＝ゼロ＝ゼロ））））

・・・・ほぼほぼほぼほぼ達成達成達成達成10101010件件件件（（（（----3333％～＋％～＋％～＋％～＋3333％）％）％）％）

・・・・未達成未達成未達成未達成１１１１件件件件（（（（目標値目標値目標値目標値－－－－10101010％）→（％）→（％）→（％）→（要因要因要因要因））））新技術新技術新技術新技術

納期遅延納期遅延納期遅延納期遅延 →→→→ １１１１件件件件（（（（顧客要因顧客要因顧客要因顧客要因によりによりによりにより納期調整納期調整納期調整納期調整））））

目標利益率目標利益率目標利益率目標利益率のののの達成状況達成状況達成状況達成状況（（（（赤字赤字赤字赤字＝ゼロ＝ゼロ＝ゼロ＝ゼロ））））

・・・・ほぼほぼほぼほぼ達成達成達成達成10101010件件件件（（（（----3333％～＋％～＋％～＋％～＋3333％）％）％）％）

・・・・未達成未達成未達成未達成１１１１件件件件（（（（目標値目標値目標値目標値－－－－10101010％）→（％）→（％）→（％）→（要因要因要因要因））））新技術新技術新技術新技術

適用対象適用対象適用対象適用対象プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの実績実績実績実績

ＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデル評価評価評価評価：：：：3333案件案件案件案件（（（（2002002002007777年年年年11112222月月月月～～～～2008200820082008年年年年 3333月月月月））））

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証：：：：8888案件案件案件案件（（（（2008200820082008年年年年 7777月月月月～～～～2009200920092009年年年年 3333月月月月））））

適用対象適用対象適用対象適用対象プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの実績実績実績実績

ＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデルＣＣＰＭモデル評価評価評価評価：：：：3333案件案件案件案件（（（（2002002002007777年年年年11112222月月月月～～～～2008200820082008年年年年 3333月月月月））））

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ有効性検証有効性検証有効性検証有効性検証：：：：8888案件案件案件案件（（（（2008200820082008年年年年 7777月月月月～～～～2009200920092009年年年年 3333月月月月））））

【【【【定量的効果定量的効果定量的効果定量的効果】】】】【【【【定量的効果定量的効果定量的効果定量的効果】】】】

■■■■ 全体全体全体全体のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況ががががシンプルシンプルシンプルシンプルなななな方法方法方法方法でででで把握把握把握把握できるできるできるできる。。。。

■■■■ 「「「「あとあとあとあと何日何日何日何日」」」」というというというという残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理（（（（進捗精度向上進捗精度向上進捗精度向上進捗精度向上）。）。）。）。

■■■■ 作業作業作業作業がががが遅遅遅遅れるれるれるれる前前前前にににに手手手手がががが打打打打てるてるてるてる（（（（先手管理先手管理先手管理先手管理）。）。）。）。

■■■■ 進捗報告進捗報告進捗報告進捗報告のののの時間時間時間時間がががが減減減減りりりり、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決のののの議論議論議論議論がががが増増増増えるえるえるえる。。。。

■■■■ ＰＰＰＰ・・・・ＤＤＤＤ・・・・ＣＣＣＣ・・・・ＡサイクルＡサイクルＡサイクルＡサイクルをををを回回回回してしてしてして、、、、常常常常にににに振振振振りりりり返返返返りができるりができるりができるりができる。。。。

■■■■ 問題点問題点問題点問題点（ボトルネック（ボトルネック（ボトルネック（ボトルネックなどなどなどなど））））のののの根本解決策根本解決策根本解決策根本解決策のののの検討検討検討検討にににに、、、、

TOCTOCTOCTOC思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスというというというという問題解決手法問題解決手法問題解決手法問題解決手法がががが活用活用活用活用できるできるできるできる。。。。

■■■■ 全体全体全体全体のののの進捗状況進捗状況進捗状況進捗状況ががががシンプルシンプルシンプルシンプルなななな方法方法方法方法でででで把握把握把握把握できるできるできるできる。。。。

■■■■ 「「「「あとあとあとあと何日何日何日何日」」」」というというというという残日数管理残日数管理残日数管理残日数管理（（（（進捗精度向上進捗精度向上進捗精度向上進捗精度向上）。）。）。）。

■■■■ 作業作業作業作業がががが遅遅遅遅れるれるれるれる前前前前にににに手手手手がががが打打打打てるてるてるてる（（（（先手管理先手管理先手管理先手管理）。）。）。）。

■■■■ 進捗報告進捗報告進捗報告進捗報告のののの時間時間時間時間がががが減減減減りりりり、、、、問題解決問題解決問題解決問題解決のののの議論議論議論議論がががが増増増増えるえるえるえる。。。。

■■■■ ＰＰＰＰ・・・・ＤＤＤＤ・・・・ＣＣＣＣ・・・・ＡサイクルＡサイクルＡサイクルＡサイクルをををを回回回回してしてしてして、、、、常常常常にににに振振振振りりりり返返返返りができるりができるりができるりができる。。。。

■■■■ 問題点問題点問題点問題点（ボトルネック（ボトルネック（ボトルネック（ボトルネックなどなどなどなど））））のののの根本解決策根本解決策根本解決策根本解決策のののの検討検討検討検討にににに、、、、

TOCTOCTOCTOC思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスというというというという問題解決手法問題解決手法問題解決手法問題解決手法がががが活用活用活用活用できるできるできるできる。。。。

【【【【定性的効果定性的効果定性的効果定性的効果 】】】】【【【【定性的効果定性的効果定性的効果定性的効果 】】】】

４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例

リーダリーダリーダリーダのののの育成育成育成育成にににに繋繋繋繋がるがるがるがる
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A A A A 共通目的共通目的共通目的共通目的
PSPSPSPSのののの業績業績業績業績をををを永続的永続的永続的永続的にににに上上上上げたいげたいげたいげたい

・・・・コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューションをををを作作作作るるるる時間時間時間時間がないがないがないがない ・・・・コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューションにににに関関関関するするするする個人個人個人個人レベルレベルレベルレベルのののの考考考考えがえがえがえが、、、、GGGGでででで取取取取りまとめられていないりまとめられていないりまとめられていないりまとめられていない
・・・・コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューション育成制度育成制度育成制度育成制度ははははアイディアレベル（ボトムアップ）アイディアレベル（ボトムアップ）アイディアレベル（ボトムアップ）アイディアレベル（ボトムアップ）ではではではでは出出出出せないせないせないせない ・・・・営業営業営業営業、、、、管理工数管理工数管理工数管理工数のののの予定予定予定予定がががが少少少少ないないないない ・・・・空空空空きききき時間時間時間時間をををを減減減減ららららすすすす必要必要必要必要ありありありあり

・・・・コアコアコアコアがないとがないとがないとがないと営業部隊営業部隊営業部隊営業部隊がががが売売売売ってくれないってくれないってくれないってくれない ・・・・コアコアコアコアがないとおがないとおがないとおがないとお客様客様客様客様がががが我我我我々々々々をををを見見見見つけてくれないつけてくれないつけてくれないつけてくれない
・・・・他他他他部門部門部門部門にににに比比比比べてべてべてべて小小小小規模顧客規模顧客規模顧客規模顧客がががが多多多多いのでいのでいのでいので、、、、待待待待っていてはっていてはっていてはっていては仕事仕事仕事仕事がこないがこないがこないがこない ・・・・オーダーオーダーオーダーオーダー開発開発開発開発はははは不確実性不確実性不確実性不確実性がががが高高高高いのでいのでいのでいので、マネジメント、マネジメント、マネジメント、マネジメント体制体制体制体制がががが必要必要必要必要
・・・・コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューションにににに対応対応対応対応できるできるできるできる人材人材人材人材をををを確保確保確保確保したいしたいしたいしたい（（（（計画的計画的計画的計画的なななな人材育成人材育成人材育成人材育成をするをするをするをする必要必要必要必要があるがあるがあるがある））））
・・・・見積見積見積見積ののののブレブレブレブレをををを少少少少なくしたいなくしたいなくしたいなくしたい ・・・・コストコストコストコスト以外以外以外以外ををををアピールアピールアピールアピールしなければしなければしなければしなければ利益利益利益利益をををを出出出出せないせないせないせない

■対立解消図対立解消図対立解消図対立解消図■対立解消図対立解消図対立解消図対立解消図

B B B B 理由理由理由理由
間接費間接費間接費間接費、、、、投資投資投資投資をををを増増増増やさずにやさずにやさずにやさずに、、、、

短期的短期的短期的短期的なななな利益利益利益利益をををを確保確保確保確保するするするする

C C C C 理由理由理由理由
受注受注受注受注をををを増増増増やしてやしてやしてやして、、、、中中中中・・・・長期長期長期長期

的的的的なななな利益利益利益利益をををを確保確保確保確保するするするする

D D D D 行動行動行動行動
コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューションにににに投資投資投資投資せずにせずにせずにせずに、、、、

目目目目のののの前前前前のののの仕事仕事仕事仕事をををを優先優先優先優先しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない

DDDD’’’’ 行動行動行動行動
コアソリューションコアソリューションコアソリューションコアソリューションにににに投資投資投資投資してしてしてして、、、、

先先先先をををを見据見据見据見据えたえたえたえた仕事仕事仕事仕事をしなければならないをしなければならないをしなければならないをしなければならない

ＴＯＣＴＯＣＴＯＣＴＯＣ問題解決思考問題解決思考問題解決思考問題解決思考プロセス（プロセス（プロセス（プロセス（戦略検討会戦略検討会戦略検討会戦略検討会ＷＳＷＳＷＳＷＳ風景風景風景風景））））
４４４４．ソラン．ソラン．ソラン．ソラン流流流流ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの実践事例実践事例実践事例実践事例
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５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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５５５５－－－－１１１１．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ達成達成達成達成をををを支支支支えるえるえるえるリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの提案提案提案提案・・・・見積見積見積見積～～～～完了完了完了完了までのまでのまでのまでの各各各各マイルストンマイルストンマイルストンマイルストンでででで、リスク、リスク、リスク、リスクのののの数値化数値化数値化数値化（リスク（リスク（リスク（リスク値値値値のののの推移推移推移推移、リスク、リスク、リスク、リスク度数度数度数度数のののの特性特性特性特性
などなどなどなど））））によるによるによるによる客観的客観的客観的客観的ななななリスクリスクリスクリスク度度度度のののの把握把握把握把握とととと、リスク、リスク、リスク、リスクにににに対対対対するするするする先手管理先手管理先手管理先手管理によってによってによってによって、、、、顧客顧客顧客顧客ののののＱＣＤＱＣＤＱＣＤＱＣＤ要求要求要求要求をををを達成達成達成達成するするするする。。。。

初期初期初期初期フェーズフェーズフェーズフェーズ リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント
実施要領実施要領実施要領実施要領

第第第第2222版版版版

リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント
実施要領実施要領実施要領実施要領

第第第第2222版版版版

１１１１．．．．本書本書本書本書のののの目的目的目的目的

２２２２．．．．PMOPMOPMOPMOのののの設置設置設置設置

３３３３．ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ．ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ．ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ．ﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ対象対象対象対象ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄ

４４４４．．．．監視対象監視対象監視対象監視対象ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄのののの選定選定選定選定

５５５５．．．．見積会議見積会議見積会議見積会議におけるにおけるにおけるにおけるﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄﾘｽｸｱｾｽﾒﾝﾄ

６６６６．ﾘｽｸ．ﾘｽｸ．ﾘｽｸ．ﾘｽｸ対策会議対策会議対策会議対策会議（（（（工程会議工程会議工程会議工程会議））））のののの運用運用運用運用

７７７７．ﾌ．ﾌ．ﾌ．ﾌﾟ゚゚゚ﾛｾｽﾛｾｽﾛｾｽﾛｾｽ監査監査監査監査のののの運用運用運用運用

８８８８．ﾌ．ﾌ．ﾌ．ﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄ状況状況状況状況のののの報告報告報告報告

９９９９．．．．見積総額見積総額見積総額見積総額5555億円以上億円以上億円以上億円以上のののの案件案件案件案件のののの

活動項目補足活動項目補足活動項目補足活動項目補足

ﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸ票票票票

ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ管理一覧表管理一覧表管理一覧表管理一覧表 ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ回避回避回避回避のためのためのためのため

のののの予防策予防策予防策予防策ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｲﾄｲﾄｲﾄｲﾄﾞ゙゙゙

ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ回避回避回避回避のためのためのためのため

のののの予防策予防策予防策予防策ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ｲﾄｲﾄｲﾄｲﾄﾞ゙゙゙
ﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸ票票票票

記入要領記入要領記入要領記入要領

ﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸﾘｽｸﾁｪｯｸ票票票票

記入要領記入要領記入要領記入要領

主主主主ななななリスクリスクリスクリスク管理帳票管理帳票管理帳票管理帳票のののの関連関連関連関連

生
成

抽出
参照

参
照

提案提案提案提案・・・・見積見積見積見積見積会議見積会議見積会議見積会議

ＰＪＰＪＰＪＰＪ計画書作成計画書作成計画書作成計画書作成計画会議計画会議計画会議計画会議

実施実施実施実施フェーズフェーズフェーズフェーズ

完了完了完了完了フェーズフェーズフェーズフェーズ完了報告完了報告完了報告完了報告

出荷判定出荷判定出荷判定出荷判定

リスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント

ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ評価結果評価結果評価結果評価結果
ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ値値値値のののの推移推移推移推移
ﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸﾘｽｸ度数度数度数度数のののの各特性値各特性値各特性値各特性値

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク
対
策
会
議

対
策
会
議

対
策
会
議

対
策
会
議

工程会議工程会議工程会議工程会議

重
点
監
視

重
点
監
視

重
点
監
視

重
点
監
視
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プロセスプロセスプロセスプロセス

監査監査監査監査シートシートシートシート

ＥＶＭ（カクＥＶＭ（カクＥＶＭ（カクＥＶＭ（カクさんさんさんさん））））

ＳＰＩ、ＣＰＩＳＰＩ、ＣＰＩＳＰＩ、ＣＰＩＳＰＩ、ＣＰＩ

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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2.032.86

工程
2

工程
1

ｼｽﾃﾑの重要性(Ｓ特性)/ｼｽﾃﾑの約定特性(Ａ特性)

M3-1～M3-4変更管理M3

M2-1～M2-6実行管理M2

M1-1～M1-13PJ計画M1

PJ管理（M特性）

R3-1～R3-2変更管理R3

R2-1～R2-5制約条件R2

P3-1～P3-7業務委託P3

R1-1～R1-8仕様・要求条件R1

実現機能の管理（R特性）

P2-1～P2-2開発形態P2

P1-1～P1-6体制P1

ＰＪ特性（P特性）

C1-1～C1-6お客様特性C1

お客様特性（C特性）

A1-1～A1-12約定特性A1

S1-1～S1-3ﾐｯｼｮﾝ・ｸﾘﾃｨｶﾘﾃｨS1

リスクチェック項目

リスク値

2.032.86ﾘｽｸ値

1.081.08A特性

1.00S特性 1.00

1.561.10M特性

1.222.25R特性

1.822.45P特性

1.00

工程2

1.27

工程1

C特性

2.86
2.03

工程１ 工程2

C特性

M特性 P特性

R特性

リスクチェックリスクチェックリスクチェックリスクチェック票票票票
リスクリスクリスクリスク値値値値のののの推移推移推移推移

リスクリスクリスクリスク評価結果評価結果評価結果評価結果

リスクリスクリスクリスク度数度数度数度数のののの各特性値各特性値各特性値各特性値

完
了
日

予
定
日

対応方針

経過／結論

顧客

担当

担
当

発
生
日

評
価

ﾘｽｸ項目
ﾘｽｸ
№

工
程

項
番

リスクリスクリスクリスク管理一覧表管理一覧表管理一覧表管理一覧表

【【【【 リスクリスクリスクリスク管理帳票管理帳票管理帳票管理帳票イメージイメージイメージイメージ 】】】】

５５５５－－－－１１１１．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ達成達成達成達成をををを支支支支えるえるえるえるリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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５５５５－－－－１１１１．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ達成達成達成達成をををを支支支支えるえるえるえるリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント

そのそのそのその策策策策とはとはとはとは、、、、本社本社本社本社ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ主催主催主催主催のののの会議会議会議会議****1111のののの報告資料報告資料報告資料報告資料にににに

“バッファ“バッファ“バッファ“バッファ傾向傾向傾向傾向グラフ”グラフ”グラフ”グラフ”をををを出出出出してしてしてして、アピール、アピール、アピール、アピールすることであったすることであったすることであったすることであった。。。。

定型定型定型定型フォームフォームフォームフォームにはにはにはには「リスク「リスク「リスク「リスク値値値値のののの推移推移推移推移」」」」とととと「ＥＶＭ「ＥＶＭ「ＥＶＭ「ＥＶＭののののＳＰＩＳＰＩＳＰＩＳＰＩととととＣＰＩ」ＣＰＩ」ＣＰＩ」ＣＰＩ」のののの

記述欄記述欄記述欄記述欄があるがあるがあるがある。。。。

そのそのそのその策策策策とはとはとはとは、、、、本社本社本社本社ＰＭＯＰＭＯＰＭＯＰＭＯ主催主催主催主催のののの会議会議会議会議****1111のののの報告資料報告資料報告資料報告資料にににに

“バッファ“バッファ“バッファ“バッファ傾向傾向傾向傾向グラフ”グラフ”グラフ”グラフ”をををを出出出出してしてしてして、アピール、アピール、アピール、アピールすることであったすることであったすることであったすることであった。。。。

定型定型定型定型フォームフォームフォームフォームにはにはにはには「リスク「リスク「リスク「リスク値値値値のののの推移推移推移推移」」」」とととと「ＥＶＭ「ＥＶＭ「ＥＶＭ「ＥＶＭののののＳＰＩＳＰＩＳＰＩＳＰＩととととＣＰＩ」ＣＰＩ」ＣＰＩ」ＣＰＩ」のののの

記述欄記述欄記述欄記述欄があるがあるがあるがある。。。。
****1111 各本部各本部各本部各本部のののの重点重点重点重点プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの状況状況状況状況をををを報告報告報告報告するするするする会議会議会議会議

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１月月月月のののの出来事出来事出来事出来事

「「「「来期来期来期来期ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭ予算予算予算予算ののののカットカットカットカットでででで横展開横展開横展開横展開がががが益益益益々々々々鈍化鈍化鈍化鈍化してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。

ここでここでここでここで起死回生起死回生起死回生起死回生、、、、思思思思いいいい切切切切ったったったった策策策策がががが必要必要必要必要だだだだ！」！」！」！」

ＥＶＭツールＥＶＭツールＥＶＭツールＥＶＭツールでのでのでのでの“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”とととと“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”はははは、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト全体全体全体全体のののの状態状態状態状態をををを表表表表すすすす。。。。

納期納期納期納期をををを左右左右左右左右するするするするクリティカルクリティカルクリティカルクリティカルななななタスクタスクタスクタスクのののの状態状態状態状態はははは“バッファト“バッファト“バッファト“バッファト傾向傾向傾向傾向グラフ”グラフ”グラフ”グラフ”でででで把握把握把握把握できるできるできるできる。。。。

このことにこのことにこのことにこのことに気気気気づいてづいてづいてづいて貰貰貰貰いたいいたいいたいいたい！！！！ 「「「「よしよしよしよし、チャンス、チャンス、チャンス、チャンスだだだだ！」！」！」！」

ＥＶＭＥＶＭＥＶＭＥＶＭととととＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭののののコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションでででで、「、「、「、「あっとあっとあっとあっと驚驚驚驚かせてやろうかせてやろうかせてやろうかせてやろう！」！」！」！」

ＥＶＭツールＥＶＭツールＥＶＭツールＥＶＭツールでのでのでのでの“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”“ＣＰＩ”とととと“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”“ＳＰＩ”はははは、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト、プロジェクト全体全体全体全体のののの状態状態状態状態をををを表表表表すすすす。。。。

納期納期納期納期をををを左右左右左右左右するするするするクリティカルクリティカルクリティカルクリティカルななななタスクタスクタスクタスクのののの状態状態状態状態はははは“バッファト“バッファト“バッファト“バッファト傾向傾向傾向傾向グラフ”グラフ”グラフ”グラフ”でででで把握把握把握把握できるできるできるできる。。。。

このことにこのことにこのことにこのことに気気気気づいてづいてづいてづいて貰貰貰貰いたいいたいいたいいたい！！！！ 「「「「よしよしよしよし、チャンス、チャンス、チャンス、チャンスだだだだ！」！」！」！」

ＥＶＭＥＶＭＥＶＭＥＶＭととととＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭののののコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションでででで、「、「、「、「あっとあっとあっとあっと驚驚驚驚かせてやろうかせてやろうかせてやろうかせてやろう！」！」！」！」

なんだかなんだかなんだかなんだか
良良良良さそうだねさそうだねさそうだねさそうだね！！！！

なんだかなんだかなんだかなんだか
良良良良さそうだねさそうだねさそうだねさそうだね！！！！あとであとであとであとで詳詳詳詳しくしくしくしく

教教教教えてえてえてえて！！！！

あとであとであとであとで詳詳詳詳しくしくしくしく
教教教教えてえてえてえて！！！！

反応反応反応反応はははは上上上上々！々！々！々！
良好良好良好良好ななななインパクトインパクトインパクトインパクトをををを与与与与えることになるえることになるえることになるえることになる

反応反応反応反応はははは上上上上々！々！々！々！
良好良好良好良好ななななインパクトインパクトインパクトインパクトをををを与与与与えることになるえることになるえることになるえることになる

遂遂遂遂にににに出出出出たかたかたかたか！！！！遂遂遂遂にににに出出出出たかたかたかたか！！！！

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

来期予算化来期予算化来期予算化来期予算化のののの
決定打決定打決定打決定打となるとなるとなるとなる
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□□□□進捗関連進捗関連進捗関連進捗関連（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ・・・・Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ）・・・・・・・・・・・・

□□□□品質関連品質関連品質関連品質関連（Ｑ）（Ｑ）（Ｑ）（Ｑ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□リスク□リスク□リスク□リスク関連関連関連関連（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）・・・・・・・・・・・・・・・・

分分分分
析析析析
／／／／
対対対対
応応応応

1.01.01.01.0

1.51.51.51.5

MMMMRRRRPPPPCCCCＡＡＡＡＳＳＳＳ

0.910.910.910.91

0.970.970.970.97

CPICPICPICPI

0.960.960.960.96

0.980.980.980.98

SPISPISPISPI

1.21.21.21.2

1.41.41.41.4

1.81.81.81.8

2.02.02.02.0

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

1.71.71.71.7

1.91.91.91.9

2.12.12.12.1

2.12.12.12.1

特性特性特性特性

3.553.553.553.55

3.953.953.953.95

リスクリスクリスクリスク
値値値値

XX.XX%XX.XX%XX.XX%XX.XX%

XX.XX%XX.XX%XX.XX%XX.XX%

見込見込見込見込
利益率利益率利益率利益率

XXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

見込見込見込見込
利益額利益額利益額利益額

XXXXXXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

受注額受注額受注額受注額

10/01/2010/01/2010/01/2010/01/20

09/12/2009/12/2009/12/2009/12/20

点検日点検日点検日点検日

設計設計設計設計～～～～結合結合結合結合

設計設計設計設計～～～～結合結合結合結合

点検点検点検点検ﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾞ゙゙゙

ＡＡＡＡ----PJTPJTPJTPJT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

プロジェプロジェプロジェプロジェ
クトクトクトクト情報情報情報情報

□□□□進捗関連進捗関連進捗関連進捗関連（Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ・・・・Ｄ）Ｄ）Ｄ）Ｄ）・・・・・・・・・・・・

□□□□品質関連品質関連品質関連品質関連（Ｑ）（Ｑ）（Ｑ）（Ｑ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□リスク□リスク□リスク□リスク関連関連関連関連（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）（Ｒ）・・・・・・・・・・・・・・・・

分分分分
析析析析
／／／／
対対対対
応応応応

1.01.01.01.0

1.21.21.21.2

MMMMRRRRPPPPCCCCＡＡＡＡＳＳＳＳ

0.980.980.980.98

0.990.990.990.99

CPICPICPICPI

1.001.001.001.00

0.980.980.980.98

SPISPISPISPI

1.51.51.51.5

1.91.91.91.9

1.41.41.41.4

1.81.81.81.8

1.31.31.31.3

1.31.31.31.3

1.41.41.41.4

1.41.41.41.4

1.51.51.51.5

1.51.51.51.5

特性特性特性特性

1.551.551.551.55

1.951.951.951.95

リスクリスクリスクリスク
値値値値

XX.XX%XX.XX%XX.XX%XX.XX%

XX.XX%XX.XX%XX.XX%XX.XX%

見込見込見込見込
利益率利益率利益率利益率

XXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

見込見込見込見込
利益額利益額利益額利益額

XXXXXXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX，，，，XXXXXXXXXXXX

受注額受注額受注額受注額

10/01/2010/01/2010/01/2010/01/20

09/12/2009/12/2009/12/2009/12/20

点検日点検日点検日点検日

設計設計設計設計～～～～結合結合結合結合

設計設計設計設計～～～～結合結合結合結合

点検点検点検点検ﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾌｪｰｽﾞ゙゙゙

ＢＢＢＢ----ＰＪＴＰＪＴＰＪＴＰＪＴ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

プロジェプロジェプロジェプロジェ
クトクトクトクト情報情報情報情報

ＰＢＰＢＰＢＰＢ消費率消費率消費率消費率：：：：９２９２９２９２．．．．００００％／％／％／％／ＣＣＣＣＣＣＣＣ進捗率進捗率進捗率進捗率：：：：８９８９８９８９．．．．６６６６％％％％

（（（（状況状況状況状況）クリティカル）クリティカル）クリティカル）クリティカル・・・・タスクタスクタスクタスクのののの遅延対策遅延対策遅延対策遅延対策がががが必要必要必要必要ななななレベルレベルレベルレベル

（（（（要因要因要因要因）））） ・・・・移行開発移行開発移行開発移行開発のののの遅延遅延遅延遅延

・・・・製品製品製品製品バグバグバグバグののののメーカメーカメーカメーカ調査待調査待調査待調査待ちによるちによるちによるちによるボトルネックボトルネックボトルネックボトルネック

⇒⇒⇒⇒SPISPISPISPI、、、、CPICPICPICPIではではではでは見見見見えないえないえないえないプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト状況状況状況状況のののの可視化可視化可視化可視化によりによりによりにより、、、、

納期遅納期遅納期遅納期遅れになるれになるれになるれになる前前前前にににに対策対策対策対策がががが打打打打てるてるてるてる（（（（先手管理先手管理先手管理先手管理）。）。）。）。

左側左側左側左側（（（（2222月月月月リリース）Ｐリリース）Ｐリリース）Ｐリリース）ＰBBBB消費率消費率消費率消費率：：：：１００１００１００１００％％％％／／／／CCCCCCCC進捗率進捗率進捗率進捗率：：：：１００１００１００１００％％％％

右側右側右側右側（（（（4444月月月月リリース）リリース）リリース）リリース）PBPBPBPB消費率消費率消費率消費率：：：：９２９２９２９２....９９９９％％％％／／／／CCCCCCCC進捗率進捗率進捗率進捗率：：：：１００１００１００１００％％％％

（（（（状況状況状況状況））））順調順調順調順調ににににプロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファプロジェクトバッファをををを消費消費消費消費

※※※※左側左側左側左側グラフグラフグラフグラフではではではでは前半一時的前半一時的前半一時的前半一時的にににに赤領域赤領域赤領域赤領域（（（（要件確定遅要件確定遅要件確定遅要件確定遅れれれれ））））

にににに達達達達しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその後回復後回復後回復後回復できているできているできているできている。。。。

⇒⇒⇒⇒SPISPISPISPI、、、、CPICPICPICPIはははは良好良好良好良好。クリティカルタスク。クリティカルタスク。クリティカルタスク。クリティカルタスクのののの進捗進捗進捗進捗もほぼもほぼもほぼもほぼ順調順調順調順調。。。。

【【【【報告事例報告事例報告事例報告事例】】】】５５５５－－－－１１１１．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ．ＱＣＤ達成達成達成達成をををを支支支支えるえるえるえるリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメントリスクマネジメント

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション
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５５５５－－－－２２２２．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスのののの応用例応用例応用例応用例

プロジェクトの問題分析プロジェクトの問題分析

課題解決課題解決課題解決課題解決をををを放置放置放置放置するとするとするとすると、リスク、リスク、リスク、リスクとなるとなるとなるとなる事象事象事象事象・・・・影響影響影響影響やややや想想想想
定結果定結果定結果定結果をををを記述記述記述記述するするするする

課題設定課題設定課題設定課題設定のののの背景背景背景背景となったとなったとなったとなった要要要要
因因因因をををを記述記述記述記述するするするする

要因要因要因要因

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

解決解決解決解決しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない課課課課
題題題題をををを設定設定設定設定するするするする

課題課題課題課題

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー ・・・・・・・・・・・・スコープ、スコープ、スコープ、スコープ、体制体制体制体制、、、、品質品質品質品質、タイム、コスト、タイム、コスト、タイム、コスト、タイム、コストなどなどなどなど

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトののののリスクリスクリスクリスク構造構造構造構造
をををを明明明明らかにしらかにしらかにしらかにし、、、、効果的効果的効果的効果的にににに
リスクリスクリスクリスク対策対策対策対策をををを実施実施実施実施するするするする

（（（（１１１１）リスク）リスク）リスク）リスク構造構造構造構造のののの明確化明確化明確化明確化ののののステップステップステップステップ１１１１～～～～３３３３（（（（１１１１）リスク）リスク）リスク）リスク構造構造構造構造のののの明確化明確化明確化明確化ののののステップステップステップステップ１１１１～～～～３３３３

STEPSTEPSTEPSTEP１１１１

問題を整理・集約してカテゴリー分け問題を整理・集約してカテゴリー分けSTEPSTEPSTEPSTEP２２２２

カテゴリー毎に課題・要因・リスクを整理カテゴリー毎に課題・要因・リスクを整理STEPSTEPSTEPSTEP３３３３

［［［［目的目的目的目的］］］］

発注側発注側発注側発注側とととと受注側受注側受注側受注側でででで、、、、課題課題課題課題

管理管理管理管理はできていてもはできていてもはできていてもはできていてもリスクリスクリスクリスク

共有共有共有共有ができていないができていないができていないができていない場合場合場合場合

がががが多多多多いいいい！！！！
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５５５５－－－－２２２２．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスのののの応用例応用例応用例応用例

リスクリスクリスクリスクのみのみのみのみ抽出抽出抽出抽出

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

課題解決課題解決課題解決課題解決をををを放置放置放置放置するとするとするとすると、リスク、リスク、リスク、リスクとなるとなるとなるとなる事象事象事象事象・・・・影響影響影響影響やややや想想想想
定結果定結果定結果定結果をををを記述記述記述記述するするするする

課題設定課題設定課題設定課題設定のののの背景背景背景背景となったとなったとなったとなった要要要要
因因因因をををを記述記述記述記述するするするする

要因要因要因要因

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

リ
ス
ク

解決解決解決解決しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない課課課課
題題題題をををを設定設定設定設定するするするする

課題課題課題課題

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー毎毎毎毎ににににリスクリスクリスクリスクのみをのみをのみをのみを記載記載記載記載したしたしたしたボックスボックスボックスボックスをををを作作作作りりりり、、、、現状構造現状構造現状構造現状構造ツリーツリーツリーツリーのののの手法手法手法手法をををを使使使使ってってってって

因果関係因果関係因果関係因果関係をををを整理整理整理整理するするするする。。。。

これによりこれによりこれによりこれによりリスクリスクリスクリスクのののの相関相関相関相関がががが見見見見えるのでえるのでえるのでえるので、、、、何何何何にににに最最最最もももも集中集中集中集中してしてしてしてリスクリスクリスクリスク対策対策対策対策をををを実施実施実施実施すればすればすればすれば良良良良

いかがいかがいかがいかが分分分分かるかるかるかる。。。。 このこのこのこのアクションアクションアクションアクションでででで他他他他ののののリスクリスクリスクリスクがががが消滅消滅消滅消滅またはまたはまたはまたは軽減軽減軽減軽減できることになるできることになるできることになるできることになる。。。。

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー毎毎毎毎ににににリスクリスクリスクリスクのみをのみをのみをのみを記載記載記載記載したしたしたしたボックスボックスボックスボックスをををを作作作作りりりり、、、、現状構造現状構造現状構造現状構造ツリーツリーツリーツリーのののの手法手法手法手法をををを使使使使ってってってって

因果関係因果関係因果関係因果関係をををを整理整理整理整理するするするする。。。。

これによりこれによりこれによりこれによりリスクリスクリスクリスクのののの相関相関相関相関がががが見見見見えるのでえるのでえるのでえるので、、、、何何何何にににに最最最最もももも集中集中集中集中してしてしてしてリスクリスクリスクリスク対策対策対策対策をををを実施実施実施実施すればすればすればすれば良良良良

いかがいかがいかがいかが分分分分かるかるかるかる。。。。 このこのこのこのアクションアクションアクションアクションでででで他他他他ののののリスクリスクリスクリスクがががが消滅消滅消滅消滅またはまたはまたはまたは軽減軽減軽減軽減できることになるできることになるできることになるできることになる。。。。

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

（（（（２２２２）リスク）リスク）リスク）リスク構造構造構造構造のののの明確化明確化明確化明確化ののののステップステップステップステップ４４４４（（（（２２２２）リスク）リスク）リスク）リスク構造構造構造構造のののの明確化明確化明確化明確化ののののステップステップステップステップ４４４４

STEPSTEPSTEPSTEP４４４４
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①エンドユーザ様のＩＴ戦略の目的が達成できない。

②先の見えないプロジェクトとなり、失敗を繰り返す（手戻り多発）。
リ

ス

ク

現行仕様の確認やドキュメント体裁
に時間を割き、本質の部分が後回し
になっている。また、ドキュメント品質
問題の指摘もあるが、要因について
は、「(7)品質管理」を参照。

要因

①システム化の目的・ねらい・品質要
求に沿った視点での仕様確定が必
要である。

②仕様確定のルールはあるが、機能
していない。再度周知徹底とレビュー
期間内に完了できるタイムマネジメン
トが必要である。

課題

スコープスコープスコープスコープ確定確定確定確定スコープスコープスコープスコープ確定確定確定確定スコープスコープスコープスコープ確定確定確定確定

先行タスクが後続タスクの影響を受け、手戻りが多発。その結果、工数
の増加、作業遅延とデグレードによる品質低下を誘発する。

・・・スケジュールの見直しを繰り返し、納期遅延となる。

リ

ス

ク

仕様確定が進まない中、納期を守る
前提で体制強化を図り、見切り発車
しなければならない苦肉の策を強い
られる状況がある。

要因

①設計・製造・テスト工程が無理な
五月雨式スケジュールとなっている
ため、手戻りを最小限にする進め方
の改善が必要である。

課題

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

問題の発生の都度解決するという場当たり的な管理となり、無駄作業、作業の中断が起
こる。

また、契約履行のための協議・交渉に時間が取られ、ＰＭやＰＬがプロジェクト遂行に集
中できなくなる。

・・・ＰＭやＰＬが日々の作業優先が頻繁に変わるモグラ叩き的なマネジメントに忙殺され
、メンバーの作業品質とモチベーション低下に繋がる。その結果、コストを度外視したマ
ネジメントの負のスパイラスに陥る。

リ

ス

ク

発注者側と受注者側の役割分担が不明確な
状態で進められており、本来発注者側の作
業を受注者側が補っているという責任回避の
体制になっている。

要因

①プロジェクトの管理体制（ユーザ、情報部
門、ベンダー）における役割分担と責任範囲
を明確にする必要がある。

課題

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント体制体制体制体制マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント体制体制体制体制マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント体制体制体制体制

ＱＣＤに影響を及ぼすリスクの顕在化で利害対立が生じ、プロジェクトの仕切
り直しに発展する懸念がある。

リ

ス

ク

各社が持っているリスクは直接的ある
いは間接的にプロジェクト全体に波及
するものが多いが、全体で共有すべき
リスクの仕組みが無い。

要因

①プロジェクト全体のリスクが、ユーザ
、情報部門、ベンダー間で共有できて
いない。何に最も集中すべきかのプロ
ジェクト全体のベクトルを合わす仕組み
が必要である。

課題

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト全体全体全体全体ののののリスクリスクリスクリスクプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト全体全体全体全体ののののリスクリスクリスクリスクプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト全体全体全体全体ののののリスクリスクリスクリスク

目的に沿わない無駄作業、成果物に直接関係のない作業の比率が多くなり
、見積コストが超過する。その結果を受けて、やってしまった作業に対する追
加交渉が決裂し、更に双方の関係が悪化する。

リ

ス

ク

信頼関係が崩れだしている現象が見
られる。お互いの立場の目線で、Win-
Winの関係になるような相談・提案の視
点が欠けている。

要因

①作業を進める前に、合意しないまま
進めている状況があるため、あとで問
題提起するという後ろ向きの議論が多
い。これを打破するための事前の合意
形成の場が必要である。

課題

合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成合意形成

変更による全体への影響を検証することなく進めるため、ＱＣ
Ｄが悪化し、交渉に労力が注がれることになる。

リ

ス

ク

レビュー期間中の仕様変更は
可能であるとのユーザ側の認
識がある。そのため設計書の
ベースライン化が長期化し、一
度確定した仕様への見直しが
多発している。

要因

①一度確定した仕様に変更が
生じた場合の変更管理手順の
徹底がされていない。

課題

変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理変更管理

メンバーの疲弊による作業効率の低下（コスト増、作業品
質低下）。キーマンのメンタル不調、病欠によって、プロジェ
クトの機能不全な状態になる。

リ

ス

ク

複合的要因。

要因

①1ヶ月100時間を越える残
業が続いている状況がある。

課題

そのそのそのその他他他他そのそのそのその他他他他そのそのそのその他他他他

設計の見直しが多発している状況から、業務間の整合性確認が不十分な
ことが想定されるため、業務シナリオテストで不具合が多発。再度設計品質
の強化が必要となり、最悪テストの中断、納期の見直しが必要となる。

リ

ス

ク

①レビューの目的・観点が不統一。

②仕様の前提・背景の理解不足。

③ソース解析による現行仕様の確認
作業や変更作業の対応に追われ、記
述レベルが統一できていない。

要因

①レビューアによって、レビューの深さ
・指摘事項が異なる。

②仕様面のレビューを期待しているが
、設計書の記述レベルの指摘に時間
を取られ、本来の仕様確認の時間が
割けていない。

課題

品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理品質管理

５５５５－－－－２２２２．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスのののの応用例応用例応用例応用例

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

STEPSTEPSTEPSTEP３３３３
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プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトののののリスクリスクリスクリスクのののの構造構造構造構造プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトののののリスクリスクリスクリスクのののの構造構造構造構造プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトののののリスクリスクリスクリスクのののの構造構造構造構造

５５５５－－－－２２２２．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ．ＴＯＣ思考思考思考思考プロセスプロセスプロセスプロセスのののの応用例応用例応用例応用例

ＱＣＤに影響を及ぼすリスクの顕在化で利害
対立が生じ、プロジェクトの仕切り直しに発
展する。

プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト全体全体全体全体ののののリスクリスクリスクリスク

メンバーの疲弊による作業効率の低下（コス
ト増、作業品質低下）。キーマンのメンタル不
調、病欠によって、プロジェクトの機能不全な
状態になる。

そのそのそのその他他他他

①ユーザのＩＴ戦略の目
的が達成できない（無
駄な投資となる）。
②先の見えないプロ
ジェクトとなり、失敗を繰
り返す（手戻り多発）。

スコープスコープスコープスコープ確定確定確定確定

目的に沿わない無駄作業、成果物に直接関係のな
い作業の比率が多くなり、見積コストが超過する。そ
の結果を受けて、やってしまった作業に対する追加
交渉が決裂し、更に双方の関係が悪化する。

合意形成合意形成合意形成合意形成

設計の見直しが多発している状況から、業務間の整
合性が十分に確認されていないことが想定される。
単体テストはクリアできても、業務シナリオテストで不
具合が多発し、再度設計品質の強化が必要となる。

品質管理品質管理品質管理品質管理

変更による全体への影
響を検証することなく進
めるため、ＱＣＤが悪化
し、交渉に労力が注が
れることになる。

変更管理変更管理変更管理変更管理

先行タスクが後続タスクの影響
を受け、手戻りが多発。その結
果、工数の増加、作業遅延と品
質のデグレードによる品質低下
を誘発する。
・・・スケジュールの見直しを繰り
返し、納期遅延となる。

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール

問題発生の都度解決するという場当たり的な
管理となり、無駄作業、作業の中断が起こる。
また、契約履行のための協議・交渉に時間が
取られ、ＰＭやＰＬがプロジェクト遂行に集中で
きなくなる。
・・・ＰＭやＰＬが日々の作業優先が頻繁に変
わるモグラ叩き的なマネジメントに忙殺され、
メンバーの作業品質とモチベーション低下に
繋がってしまう。その結果、コストを度外視し
たマネジメントの負のスパイラルに陥る。

マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント体制体制体制体制

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

邪道邪道邪道邪道なるなるなるなる現状構造現状構造現状構造現状構造ツリー（ツリー（ツリー（ツリー（思考思考思考思考プロセス？）プロセス？）プロセス？）プロセス？）STEPSTEPSTEPSTEP４４４４
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５５５５－－－－３３３３．．．．開発開発開発開発スケジュールスケジュールスケジュールスケジュールへのへのへのへの落落落落としとしとしとし込込込込みみみみ

分散の加法性からヒント！分散の加法性からヒント！分散の加法性からヒント！

５５５５．．．．他他他他マネジメントマネジメントマネジメントマネジメント手法手法手法手法とのとのとのとのコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション

このこのこのこの予備予備予備予備をををを食食食食いいいい潰潰潰潰してもしてもしてもしても、、、、まだまだまだまだリスクリスクリスクリスク予備予備予備予備があるがあるがあるがある。。。。

リスクリスクリスクリスク
予備工数予備工数予備工数予備工数

計画計画計画計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まないまないまないまない

このこのこのこのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール割当分割当分割当分割当分ののののコストコストコストコストををををＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの
ＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳにににに割当割当割当割当てててててててて計画計画計画計画するするするする。。。。遅延対策遅延対策遅延対策遅延対策ででででコストコストコストコスト増増増増

となってもとなってもとなってもとなってもプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト予備予備予備予備ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。
更更更更にににに、、、、想定外想定外想定外想定外ののののリスクリスクリスクリスクがががが発生発生発生発生したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしてもリスクリスクリスクリスク予予予予
備工数備工数備工数備工数ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。

このこのこのこのこのこのこのこのスケジュールスケジュールスケジュールスケジュール割当分割当分割当分割当分スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール割当分割当分割当分割当分ののののコストコストコストコストををををＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭののののののののコストコストコストコストををををＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭのののの

ＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳにににに割当割当割当割当てててててててて計画計画計画計画するするするする。。。。遅延対策遅延対策遅延対策遅延対策ででででコストコストコストコスト増増増増ＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳにににに割当割当割当割当てててててててて計画計画計画計画するするするする。。。。遅延対策遅延対策遅延対策遅延対策ででででコストコストコストコスト増増増増

となってもとなってもとなってもとなってもとなってもとなってもとなってもとなってもプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト予備予備予備予備プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト予備予備予備予備ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。

更更更更にににに、、、、想定外想定外想定外想定外ののののリスクリスクリスクリスクがががが発生発生発生発生したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしても更更更更にににに、、、、想定外想定外想定外想定外ののののリスクリスクリスクリスクがががが発生発生発生発生したとしてもしたとしてもしたとしてもしたとしてもリスクリスクリスクリスク予予予予リスクリスクリスクリスク予予予予

備工数備工数備工数備工数備工数備工数備工数備工数ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。ででででカバーカバーカバーカバーするするするする。。。。 コンティンジェンシー

計画計画計画計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込むとむとむとむと
全部使全部使全部使全部使っちゃうっちゃうっちゃうっちゃう！！！！

ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭののののＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳ割当割当割当割当コストコストコストコストのののの考考考考ええええ方方方方ＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭＣＣＰＭののののＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳ割当割当割当割当コストコストコストコストのののの考考考考ええええ方方方方

開発工数開発工数開発工数開発工数 リスクリスクリスクリスク
予備工数予備工数予備工数予備工数

見積見積見積見積りりりり見積見積見積見積りりりり

正味工数正味工数正味工数正味工数
既知既知既知既知

リスクリスクリスクリスク工数工数工数工数

スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール割当分割当分割当分割当分スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール割当分割当分割当分割当分
計画計画計画計画計画計画計画計画 計画計画計画計画にににに盛盛盛盛りりりり込込込込まないまないまないまないﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛｼﾛｼﾛｼﾛｼﾞ゙゙゙ｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄｪｸﾄ

予備予備予備予備

各各各各タスクタスクタスクタスクののののサバ（バッファ）サバ（バッファ）サバ（バッファ）サバ（バッファ）をををを取取取取るるるる

＝ＣＣＰＭ＝ＣＣＰＭ＝ＣＣＰＭ＝ＣＣＰＭののののＷＢＳＷＢＳＷＢＳＷＢＳ割当分割当分割当分割当分

２７２７２７２７ページページページページ
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■■ 厳しい経営環境を踏まえた活動計画案の提示厳しい経営環境を踏まえた活動計画案の提示

■■ 現行機能（リスクアセスメント、プロジェクト管理標準、損益管理）との連携現行機能（リスクアセスメント、プロジェクト管理標準、損益管理）との連携

■■ 他本部展開時に必要なファシリテータの育成（人選を誤ると失敗）他本部展開時に必要なファシリテータの育成（人選を誤ると失敗）

■■ 運用手順（ＰＤＣＡサイクル）の充実運用手順（ＰＤＣＡサイクル）の充実

６６６６．．．．今後今後今後今後のののの課題課題課題課題／／／／展望展望展望展望

「「「「 積極果敢積極果敢積極果敢積極果敢にににに内外内外内外内外へへへへ働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、
草草草草のののの根活動根活動根活動根活動とととと 組織組織組織組織のののの力力力力でででで裾野裾野裾野裾野をををを拡拡拡拡げていくげていくげていくげていく ！」！」！」！」

「「「「 積極果敢積極果敢積極果敢積極果敢にににに内外内外内外内外へへへへ働働働働きかけきかけきかけきかけ、、、、
草草草草のののの根活動根活動根活動根活動とととと 組織組織組織組織のののの力力力力でででで裾野裾野裾野裾野をををを拡拡拡拡げていくげていくげていくげていく ！」！」！」！」

方針方針方針方針方針方針方針方針

課課課課 題題題題
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おおおお客様客様客様客様 社会社会社会社会

ソランソランソランソラン

ソランソランソランソランののののミッションミッションミッションミッションソランソランソランソランののののミッションミッションミッションミッションソランソランソランソランののののミッションミッションミッションミッション

ＦｉｎＦｉｎＦｉｎＦｉｎ

ソランソランソランソランのののの誓誓誓誓いいいい

謙虚謙虚謙虚謙虚にににに学学学学ぶぶぶぶ

プロセスプロセスプロセスプロセスをををを重視重視重視重視するするするする

人人人人をををを育育育育てるてるてるてる

絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にするにするにするにする

感謝感謝感謝感謝のののの心心心心をををを忘忘忘忘れないれないれないれない

そしてそしてそしてそして

未来未来未来未来にににに凛凛凛凛としてとしてとしてとして誇誇誇誇れるれるれるれる企業企業企業企業をををを目指目指目指目指すすすす

常常常常にににに瞳瞳瞳瞳をををを輝輝輝輝かせてかせてかせてかせて

ソランソランソランソランのののの誓誓誓誓いいいいソランソランソランソランのののの誓誓誓誓いいいい

謙虚謙虚謙虚謙虚にににに学学学学ぶぶぶぶ

プロセスプロセスプロセスプロセスをををを重視重視重視重視するするするする

人人人人をををを育育育育てるてるてるてる

絆絆絆絆をををを大切大切大切大切にするにするにするにする

感謝感謝感謝感謝のののの心心心心をををを忘忘忘忘れないれないれないれない

そしてそしてそしてそして

未来未来未来未来にににに凛凛凛凛としてとしてとしてとして誇誇誇誇れるれるれるれる企業企業企業企業をををを目指目指目指目指すすすす

常常常常にににに瞳瞳瞳瞳をををを輝輝輝輝かせてかせてかせてかせて

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎ ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎ

ＷｉｎＷｉｎＷｉｎＷｉｎ
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情報提供情報提供情報提供情報提供

ゴール・システム・コンサルティング株式会社

株式会社ビーイング

情報提供情報提供情報提供情報提供

ゴール・システム・コンサルティング株式会社

株式会社ビーイング

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先

ソラン株式会社

地域事業統括本部 関西事業本部

（ＩＴホールディングスグループ）

樋口 高弘（ひぐち たかひろ）

ＴＥＬ：06-6251-7662 ＦＡＸ：06-6251-7668

Ｅ－ＭＡＩＬ：higuchi.takahiro@sorun.co.jp

おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先

ソラン株式会社

地域事業統括本部 関西事業本部

（ＩＴホールディングスグループ）

樋口 高弘（ひぐち たかひろ）

ＴＥＬ：06-6251-7662 ＦＡＸ：06-6251-7668

Ｅ－ＭＡＩＬ：higuchi.takahiro@sorun.co.jp

略歴略歴略歴略歴

独立系情報システム開発のＳＩ企業に所属。

現在、プロジェクトのリスク管理、品質保証、

開発標準策定、生産性品質向上技術導入推進、

プロジェクト管理系研修講師などを中心に活動。

重点案件ではＰＭＯ的立場でプロジェクト支援

を実施。



〈〈 社名ロゴ・デザイン意図社名ロゴ・デザイン意図〉〉

「大空を掛けるソラン」に相応しく「大空を掛けるソラン」に相応しく『『伸びやかで自由な精神伸びやかで自由な精神』』

伸びやかな文字ラインには伸びやかな文字ラインには『『なにものにも縛られないしなやかな発想なにものにも縛られないしなやかな発想』』

カラフルな色彩はカラフルな色彩は『『煌く個性の集団煌く個性の集団』』を表しています。を表しています。


