
 

  

 1.ソフトウェア・ 

プロジェクト管理概要 

 
 

 システムやソフトウェア開発におけるプロジェクト管理は，いつの時代においても困難な仕

事である。それは，システムやソフトウェア開発の仕事そのものに，決まった手順やコンセ

ンサスの取れた開発の方法論がないためである。たしかに世の中にはいくつもの方法論が

存在し，それぞれがそのメリットを主張している。また，最近は情報処理技術の進歩により，

ツールおよび支援システムの構築や，発表も盛んである。しかし，それらの中で世の中一般

に認められたものはない。この原因は，システムやソフトウェアの開発作業そのもの，特に

プロジェクトと言われるものの中に内在する一過性の性質にあると考えられる。 

 ハードウェアや物の製造は，ほとんど同一製品の生産である。形や色の違いはあっても，

その違いはあらかじめ見通された範囲に入っている。ところがシステムの開発においては，

その最終的な姿はそれまでのシステムと同一の物ではない。しかもその姿は，単純にあら

かじめ見通された範囲に入っているわけではない。ほぼ同じにするためだけでも，当初の企

画段階や基本設計段階においてユーザ/ベンダー双方の意志が一致しなければならない。

少なくとも最終のシステムイメージを強く意識しない限り，明確にはならない。そして，シス

テムイメージが明確にならない限り，システム開発プロジェクトの効率化はあり得ない。この

一過性の性質を踏まえ，プロジェクト管理とは何か，その目的，およびその大原則について

述べる。 
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1. ソフトウェア・プロジェクト管理概要 

1.1 プロジェクト管理とは 

 プロジェクトとは何かについては，明確な定義は見当たらない。語源的に定義すれば1， 

 

「将来に向かって，ある実存の典型として思考を，計画を，設計を，長期的に表現し，

投影し，投げ上げ，主観的存在を客観的存在に転換する作業」 

 

となる。すなわち，「こんなことができればよい」「こうなったらいいだろう」という思いや組織に

おける目標などを現実に実現することである。したがって，これは必ずしも複数の人間が必

要ということではない。1 人でもプロジェクトは成立する。現在の思いを，将来の一時点で現

実に存在するように働きかける作業であるならば。 

 しかし現実の世の中では，社会または企業や組織におけるオーソライズされた目標を達

成するためや課題を解決するためにプロジェクトを起こすことが一般的である。よって，ここ

ではプロジェクトを平易に， 

 

「ある目的を実現するためにチームを組み，活動すること」 

 

と定義する。 

 プロジェクトは，ある目的を実現するためにあるのだから，その作業には繰り返しを伴う

ルーチンワーク的な作業はない。これが一般の作業と大きく異なる点である。この観点をき

ちんと認識したうえで，その目的に沿うように作業を組み立て，その中で過去の手順，ノウ

ハウ，情報を活用できる部分があれば，それを活用することも含めて全体を見通すことが

肝要である。 

 管理という言葉は，いろいろな意味で解釈されている。ある人は，締め付けとか，上位の

人間の命令そのものと思っている。ある人は，各種(管理)データを集めたり， 

作ったりすることと考えている。しかし，これらは管理における一断面でしかない。 

 「管理」について辞書を引くと2， 

                                                  
1 ラテン語(PRO＋JACERE) → PROJICERE → PROJECTUS → PROJECT 
 PRO：in front of，in time，on behalf of 
 JACERE：throw up，externalize，contrive，plan，design 
 文献 1)参照。 
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1.1 プロジェクト管理とは 

 

「管理とは，よい状態であるように気を配り，必要な手段を(組織的に)使って取り
さば

捌くこ

と」 

 

と出ている。すなわち管理とは，物事があるべきだと思う方向に対して望ましい状態にある

ように気を配り，その状態にするため，またはその状態が続くようにするために必要だと思う

手段を使って，場合により関連する組織も使い，捌き，まとめることである。言い換えると， 

 

「管理とは，リソース(人，物，金，情報，時間)3を，組織の課題，または要求されるシス

テムのニーズに合わせてまとめていくことであり，目標に対してリソースのベクトルを効

率的に合わせるために状況を整理し，見通しをつけ，作業方向を明示し，作業を評価

し，リソースを常に目標方向に沿うようにフォローすること」 

 

ということができる。管理で重要なことは，管理する人がまず自分の頭を整理し，自分が状

態をどのように認識しているかを明確に把握することである。これを明確に認識せずに，な

かば無意識に思いつきや不安から一貫性のない指示や命令を次々と出し，組織を多忙と

混乱に陥れ，いかにも頑張っているかのような印象を与えている管理者も世の中にはよく

見られる4。 

 プロジェクト管理は，これまでに述べたプロジェクトと管理の定義から考えられるように，プ

ロジェクトをその目標の方向に対して「良い状態にある」ようにすることである。システム開

発の観点から言い直すと， 

 プロジェクト管理とは， 

「システムのイメージ(機能，性能，操作性)を作り，そのイメージを現実に実現するため

の目標として品質，工期，予算を設定し，その目標を達成するための具体的実施計画

を作成し，その計画に沿ってプロジェクトの推進をコントロールすることの全活動」 

                                                                                                                
2 岩波国語辞典(第三版) 
3 リソースは 3 種類に分けられる。第 1 は人，物，金であり，使えば無くなるし，使わなければ無くならな

い。第 2 は情報であり，使っても使わなくても無くならない。第 3 は時間であり，使っても使わなくても

なくなる。これからの管理は，使っても使わなくても無くならない情報をうまく使って，使っても使わなく

ても無くなってしまう時間をいかにセーブするかがポイントである。 
4 文献 2)にいくつかの例が出ている。 
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1. ソフトウェア・プロジェクト管理概要 

である。

 

 システムを開発する場合，まず開発するシステムのイメージが必要である。システムのイ

メージを開発する側から単純化すると，まず実現すべき機能を決めることである。次に，そ

の機能を動かすにあたって，システム運用者が許容できるだけの性能と操作性を決める。

この機能，性能，操作性を決めることにより，最終のシステムイメージを明確化する。次に，

このシステムイメージを現実の妥当な範囲内で達成するために，品質5，工期，予算を設定

する。ここで設定した機能，性能，操作性，品質，工期，予算の関係がプロジェクトの目標に

なる。ここで注意しなければならないことは，このような目標を設定することを，個々の断片

的な，細かい機能や性能を決めることと思ってしまうことである。そうではなく，それらの

個々の細かい仕様を決定するための判断基準になるものを設定することである。 

 次に，この目標を達成するための具体的実行計画を作成する。ここで決めることは，リ

ソースの具体的な活用の仕方である。例えば人について考えてみると，目標を達成するた

めには少なくとも， 

 

① どのような能力が，どのくらいのレベルで，何人程度，いつから必要か。 

② それらの能力をどのように関連付けるか(体制図/関連図)｡ 

③ その能力をどのように集めるか，不足すると推定される部分はどこか。そ 

の部分についてどのような手を打つか。 

④ ③で検討した結果で設定した工期を満たす，具体的な工程を検討する｡ 

⑤ 具体的な体制と工程を決定する。 

程度は明確にする必要がある。物，金，情報，時間についても同様の検討が必要である。

特に，これら要素の実際の関係のバランスに留意することが重要である。 

 次に，立てられた実行計画通りに推進する。常に計画に沿ってプロジェクトが進んでいる

か，このままの状態で最終的に目標を達成できるかの観点から進捗状況をフォローし，問

題があれば手を打って，あくまでも目標の方向へコントロールすることである。 

 

                                                  
5 品質特性には機能(性)，性能，操作性が入っている。しかし，ここではこれらの項目は重要であるの

で外出しにし，3 項目を除いた信頼性，保守性などの残りの項目を総称して品質と呼んでいる。品質

特性については，例えば文献 3)参照。 
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1.2 プロジェクト管理の目的 

1.2 プロジェクト管理の目的 

1.2.1 管理の必要性 

 世の中はめまぐるしく変化している。インフラになるハードウェアの進歩は素晴らしい。プロ

セッサ，メモリ，ハードディスク，通信機器，ネットワークは日進月歩の発展である。そして

オープン化の世界となり，標準インタフェースの基準の下に各機器は作られ，システム構築

者はそれらを自由に選択して構築できるようになってきている。 

 ソフトウェアの世界では，オブジェクト指向開発6や 3 層システム構築法7など，開発方法・

設計方法の進歩があり，それに基づいたツールなども整備されつつある。そしてこれらの技

術を活用したコンポーネントウェアも提唱され，現実の世界では，Delphi8や OCX9が動き

はじめている。それぞれの方法論を採用したツールが次々と開発され，一般のアプリケー

ションソフトを開発するための支援環境はますます充 

実してきている。 
 このオープン化された世界では，その知識においてアマチュアとプロとの境界は曖昧にな

りつつある。ちょうど，スポーツの世界でアマとプロの境界がはっきりしなくなってきたのと軌

を一にしている。事実，パソコンを窓口として，Windows10や Oracle11については平均の

SE やプログラマーよりも数段高い知識を持っているアマチュアは多い。現在の技術とそれ

を知っている人間を使えば，誰でも簡単にシステムを組むことができるように思われる。そ

のような世界では，これまで重要だと騒がれてきた管理などは本当に必要なのであろうか。 

 たしかに，これまでの経験では，製作するのに1カ月もかかっていた画面が1～3日ででき

                                                  
6 オブジェクト指向開発：オブジェクト指向とは，現実のモデルのあり方に着眼し，データと手続きを一

体化して扱う考え方であり，この考え方を使って開発することをオブジェクト指向開発という。 
7 3 層システム構築法：クライアント/サーバ型のアプリケーションを 3 つの機能モジュールに分けて開

発する手法。①ユーザインタフェース部分を実現する「プレゼンテーション層」，②データの加工処理

を実行する「ファンクション層」，③データベースにアクセスする「データ層」を明確に区別することで，

システム性能や開発･保守効率向上を狙う。 
8 Delphi：米ボーランド社のアプリケーション開発ツール。ネイティブ・コード・コンパイラとビジュアル開

発環境，データベース・エンジンを統合した。 
9 OCX：Windows のオブジェクト間連携機構である OLE を用いて作成したカスタム・コントロール。カ

スタム・コントロールとは，第三者ベンダーやユーザが独自に作成した Windows 用のプログラム部

品の総称 
10 Windows：Microsoft 社が開発した PC 用 OS，Windows3.1，NT，95 の総称。 
11 Oracle：ORACLE 社が開発した RDBMS。 
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1. ソフトウェア・プロジェクト管理概要 

ることも珍しくない。簡単なシステムであれば 1 カ月で動かすことも可能である。 

 一方，大規模なクライアント/サーバ・システムの開発で従来以上に開発期間もかかり，ト

ラブルも予想外に数多く発生している，という例も報告されている。 

 趣味の世界や1人だけの世界では現在の技術を活用して楽しめばよいし，できてもできな

くても目的は達成できる。しかし，多くの人間や組織が関係するシステムでは，個別に，部

分的に動いても，それら全体が有機的に整合性が取れていなければ有効にはならない。ま

た，他と競合関係にある場合には，より目的に合い，より使いやすいシステムが，より早く稼

動できるようにする必要がある。このような場合，何が重要であろうか。それは，開発するシ

ステムの目的を明確にすることである。HOW TO や個別技術が進歩すればするほど，何

(WHAT)を何のために(WHY)開発するのかを明確にし，その目的に合わせて利用できる

技術やツールの効果的な活用手順を計画し，その計画に沿って開発を推進していくことが

肝要である。すなわち，多様な手段があればあるほど，目標の明確化と目標へ向けてのベ

クトルを合わせる管理(マネージメント)が必要になる。 

 交通機関を例に挙げると，江戸時代には，移動する手段は徒歩か，馬か，
 か ご  

駕籠ぐらいしか

なかった。したがって，どれを選択してもそれほどの差はなかった。また，手段を間違えたと

しても，後で変更して取り返しができることも多い。京都へ行くはずであったのに，間違えて

仙台の方向へ行ってしまい，1 日目の泊まりの大宮辺りで間違いに気がついた場合，それ

から引き返して東海道を急げば，最終的には予定通りに目的地に着く可能性が高い。 

 現在は，車もあるし新幹線もある。そして飛行機もある。東京－大阪間は，車でも 10 時間

はかからないであろう。新幹線ならば 3 時間であり，飛行機ならば 1 時間である。したがって，

昔ならば半月から 1 カ月かかっていた東海道も最大 1 日である。 

 ここで，東京から大阪までどちらが早く着くかの競争をしたとする。一方が間違えて仙台行

きの東北新幹線に乗ってしまった場合，20 分後に大宮辺りで間違いに気がついたとしても，

多分取り返しはできないであろう。また，交通手段として車や飛行機もあり，どれを選択した

ら最適かを判定することは難しい。しかも，どこかでは必ず徒歩が必要になる。この場合，交

通手段のスピードだけが判定基準ではなく，飛行機や新幹線ならば便数や発車時刻，飛行

機ならばそれに加えて出発何分前までにチェックインする必要があるか，そして出発地から

空港や駅までをどうするか，空港や駅に着いた後，目的地まではどうするかなど，検討すべ

き事項は非常に多い。これらの検討もせずに慌てて行動に走っても，競争に勝てることはな

いだろう。この競争では，目的を明確にして(仙台ではなく，大阪であるということ)，多様な手

段をどのように組み合わせたら最も早く着けるかを検討し，具体的な計画を作り，それに
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1.2 プロジェクト管理の目的 

沿って行動することが競争に勝てるチャンスを最も大きくする。 

 多様な手段(徒歩/車/新幹線/飛行機)は技術であり，ツールであり，部品であり，支援シス

テムである。そして手段が多様になればなるほど，目的を誤らないようにし，多様な手段を

最適に組み合わせて目的を達成させるように努めること，すなわち，管理はますます重要

になるはずである。 

 

1.2.2 管理の目的 

 多様な手段を最適に組み合わせて目的を達成させるように努めることが管理である。した

がって，形式的にどのような管理様式を採っても，目的を明確に認識していないプロジェク

ト管理はほとんど失敗する。目的のない漠然としたプロジェクト管理は，常にプロジェクトの

最大の失敗要因になる。 

 プロジェクト管理の目的を図 1.1 に示す。プロジェクトスタート時点では，要求は大まかで，

また曖昧である。企業の中やある個人の中には，「このようにしたい」「こうあってほしい」と

いういろいろなニーズはあるが，実現できる形での具体的なものにまとまっていない場合が

多い。すなわち，本当の意味で「要求は何か」「それは誰のためか」「それは何のために？」

が明確になっていないのが通例である。 

 プロジェクト管理では，この要求を明確にすることが第 1 である。次に，世の中の現状およ

び動向を把握し，現時点の技術レベルでどの程度までのことが実現可能であるかを判断す

ることが第 2 である。同時に，今回の要求が出ている企業内，または組織の現状，そこでの

問題点の深刻度，緊急度などについて把握することが第 3 である。要求を明確にすること，

世の中の動向を把握すること，企業(組織)内の現状を把握すること，これら 3 つの観点を踏

まえて，実際に開発するシステムの目的と条件を設定することが「目的の明確化」である。 
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1. ソフトウェア・プロジェクト管理概要 

あいまいな要求

誰のためか 内外の環境

何のためか

目的条件の明確化

コンセンサス 管理

実現

 

図 1.1 プロジェクト管理の目的 

 

 目的を整理し明確にしたら，プロジェクト内外の関係者との間で，明確にしたこの目的につ

いてコンセンサスを取ることが重要である。たとえ目的が明らかであっても，関係者の間で

コンセンサスの取れていないプロジェクトの成功は考えられない。時間がないとか，余裕が

ないということで，上からの指示という形式のみで物事を進めても本当に効果的なプロジェ

クト推進はできないであろうし，出来上がった後，関係者間でのゴタゴタが発生し，きれいな

収束は望めないであろう。最悪は，完成しないまま廃棄処分になることもある。

 コンセンサスを取るということは，関係者と曖昧な妥協をすることではなく，関係者を巻き

込んで，より良い目的の設定ができるか，より良い考え方を作れるかという観点から検討し，

トレードオフをする場合も，関係者が共通の理解と認識の下にすることである。この共通の

理解と認識が，以後のプロジェクトを目的の方向へ推進していくための大きな力になる。コ

ンセンサスをおろそかにしたままプロジェクトを進めていくことは，基礎のできていない建築

をするようなものであり，最後まで破綻の危険を内包することになる。 

 関係者との間でコンセンサスが取れたならば，その目的を実現するためにプロジェクト内

における具体的な体制と役割をはっきりさせ，工程を設定し，設定した計画に基づいて作業

を進め，計画通りに進んでいるかどうかを確認し，計画からずれている場合は手を打ち，完
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1.3 プロジェクト管理の 3 大原則 

成までの間，プロジェクトの動きに目を配ることである。 

 要するに，管理の目的は， 

「プロジェクトの目的，条件を明確にし，目的，条件についてプロジェクト関係者のコン

センサスを取り，目的の実現へ向けてプロジェクトに対し，目配りをし，リーダーシップ

を取る」 

ことである。 
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