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概要：企業では、DX への取り組みが進んでいる。市場や技術が急速に変化する中、この実現には、デジタルによ
る新規ビジネスと全社の変革が必要である。本稿では、DX を進める企業における、PMO 組織のあり方、PMO の機能、
PMO のコンピテンシーを考える。PMO が DX 推進の役割を果たすためには、従来の機能やコンピテンシーの拡張が
求められる。このために、PMO は自己変革をすることが必要である。
キーワード：DX、PMO、組織、機能、コンピテンシー、自己変革

4

PMO that Challenges DX
Keiichiro KOYAMA※1

※1

PMO Study group, PMI Japan Chapter

Abstract: Companies are working on DX. With rapidly changing markets and technologies, this requires new digital businesses
and company-wide transformation. In this paper, we consider the ideal PMO organization, PMO functions, and PMO
competency in companies that promote DX. In order for the PMO to play a role in promoting DX, it is necessary to expand
conventional functions and competency. To this end, the PMO needs to undergo self-transformation.
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1. はじめに

争上の優位性を確立すること」。
2.2 企業にとって重要なこと
DX を追求する企業にとって、具体的には以下の 3 点
が重要である。
・デジタル技術により、今まで顧客が味わったこと
のない製品やサービスを創出する
・デジタル技術により全社の業務、組織、プロセス、
文化等の社内変革を実施する
・上記により、競争優位性を確保する
そして、これらはアジリティを発揮して実現する必
要がある。

多くの企業でデジタルトランスフォーメーション
(DX)への取り組みが進みつつある。これを成し遂げる
ためには、新規ビジネスと全社変革を推進する全社DX
推進組織が必要である。PMOは、経営層の意向に沿っ
てDX推進組織や関連組織を支援するとともに、全社の
環境整備が大切な役割となる。PMOは、DX推進の役割
を果たすためには、現在の位置づけや機能から自己変
革が必要である。
本稿では、DXに取り組む企業におけるPMO組織のあ
りかた、およびPMOが能力を発揮するための既存機能
や視点からの自己変革の必要性、その上での新たな取
り組み方としてDXのPMOに必要な機能体系、コンピテ
ンシーについて述べる。

3. DXの現状と課題
3.1 世界から見た日本のデジタル競争力の評価
日本のデジタル力調査結果[1]によると、「世界デジ
タル競争力ランキング 2019」（スイスの IMD 世界競争
力センター発表）の発表では、日本のデジタル競争力
は主要 63 ヵ国中 23 位に留まるということである。そ
して、国際経験や事業変革の機敏性、デジタル技術ス
キルといった人材面が日本の弱みとして指摘されてい
る。
3.2 初期段階にある日本の DX
日本の DX に関する取り組み状況の調査結果[2]によ
ると、社内で DX という用語を使用している企業は 1/3
程度に留まっている。また、現在取り組んでいる DX の

2. DXとは
2.1 定義
DX の定義は、本稿では、一般によく用いられている
以下の IDC による定義を用いる。
「企業が外部エコシステム（顧客、市場）の破壊的
な変化に対応しつつ、内部エコシステム（組織、文化、
従業員）の変革を牽引しながら、第 3 のプラットフォ
ームを利用して、新しい製品やサービス、新しいビジ
ネスモデルを通して、ネットとリアルの両面で顧客エ
クスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競
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4. DX推進企業に向けたPMO組織の提案

内容については、最も多いのは取り組みやすい「業務
の効率化による生産性の向上」であり、本来の目標で
ある「ビジネスモデルの変革」、「新規製品・サービス
の創出」は 4～5 割程度に留まっている。このことから、
日本の DX の普及状況は、初期段階と言える。
3.3 DX を推進する上での課題
日本の DX に関する取り組み状況の調査結果[2]によ
ると、DX を推進する際の課題として重要度の高いもの
の上位 3 つは以下の通りである。
・DX の前提となる将来への危機感が企業全体に浸透
しない
・ビジネスや組織の変革に対する社内の抵抗感が強
い
・DX を担う能力のある人材が社内で育成できない
このことから、組織の DX 推進基盤が未成熟である課
題が多いことがわかる。
PMO は、従来、IT システムに関するプロジェクトの
ガバナンスや統制組織として、企業により多様な形態、
機能を担ってきた。PMO は、DX 時代において、DX シス
テムに関するプロジェクトのガバナンスや統制組織に
変革していく必要がある。この場合、PMO には、企業内
DX 推進環境整備が重要な機能として期待される。
3.4 DX 専門組織の設置状況
情報処理推進機構による DX 推進専門組織の設置状
況についての調査結果[2]を図 1 に示す。
これから、約 4 割の企業で、DX 推進専門組織を設置
していることがわかる。

図1

4.1 DX を推進する企業に求められる組織形態
自社内の変革に取り組む組織形態を図 3 に示す。

図3

DX は、新規ビジネスの創出、全社レベルの社内変革
を目的としており、図 3 において右上の領域の全社横
断改革組織というような形態による取り組みが必要で
ある。DX に取り組む企業では、全社横断的な視点で改
革に取り組む組織の構築が必要である。
4.2 PMO に求められる変革
図 4 に、現在見られる PMO の組織と役割の概念図を
示す。

図 4

DX 推進専門組織の設置状況[2]

現在の PMO の組織と役割

現在の PMO の重要な役割は、以下の通りである。
・組織のプロジェクトマネジメント領域の統制
・個別プロジェクト状況の把握と支援
・経営層へのプロジェクト状況の報告
DX 時代の PMO は、現在の役割では十分とは言えず、
企業の DX を推進するために新たな機能や視点が必要
であり、自ら変革をすることが必要である。現状の PMO
に対して、DX 時代の PMO に求められる変革を、図 5 に
示す。

情報処理推進機構による DX による成果のレベルと
推進専門組織の設置状況についての調査結果[3]を図 2
に示す。
これによると、成果を上げている企業ほど、DX 専門
組織の設置割合が高いことがわかる。

図2

変革の度合いと組織形態

図 5

DX 推進レベルと設置状況[3]
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全社 DX プロジェクトと全社 DX-PMO は、以下の機能
を持つ。
・全社 DX プロジェクト
・全社 DX 推進戦略立案
・実際の DX プロジェクト実行
・利益の創出
・全社 DX-PMO
・経営層の経営方針遂行支援
・DX プロジェクトの推進支援
・全社の DX 推進課題の調整と解決
・全社 DX 推進環境の整備
DX-PMO は、経営層、DX プロジェクトと密接な関係を
持つことは従来と同じく必要であるが、
DX においては、
全社的な取り組みのハブとしての機能が重要であり、
全社 DX 推進環境の整備や、全社の DX システム推進に
あたり、関連部門の課題調整や解決が、新たに重要な
役割となる。

ここで、DX 時代の PMO に求められる重要な視点は以
下の通りである
・経営層とプロジェクトの橋渡しから、全社横断視
点へ拡張する
・IT システム構築視点からデジタルシステム構築視
点へ拡張する
・成果物創出からビジネス価値創出視点へ拡張する
4.3 DX 推進組織の例
DX 推進組織は、全社横断的視点から DX の推進と組
織の変革に取り組む必要がある。このための組織形態
はさまざまな形態が考えられるが、典型的な組織形態
として、図 6 のように、DX 推進組織を全社のハブとし
て位置づけることが考えられる。このとき、全社 DX 推
進組織は、以下を考慮して考える。
・全社の関係各部門から選抜する
・DX の意思決定権限を持つ
・迅速な対応が可能である

5. DXに取り組むPMOの機能
5.1 全社 DX-PMO の機能体系
3 章 DX の現状と課題で見てきたように、企業では DX
の推進基盤が未成熟である。従って、PMO は、「DX シ
ステム推進と支援」に取り組むことだけでなく、同時
に「企業内の環境整備」に取り組むことが重要である。
図 8 に全社 DX-PMO の機能体系を示す。

図6

全社 DX 推進組織の例

全社 DX 推進組織は、図 7 のように、全社 DX プロジ
ェクトと全社 DX-PMO から構成される。全社 DX-PMO と
は、全社 DX 推進の視点とスキルを持った PMO のことで
ある。以下では、DX プロジェクト、および全社 DX-PMO
について説明する。

図 8

図 7

DX-PMO の機能体系

以下、DX-PMO の重要な機能について機能体系ごとに
説明する。
5.2 DX システム推進と支援
(1)DX プロジェクト支援
DX-PMO の典型的な機能である。DX 開発プロジェクト
に対して以下の対応を行う。
・プロジェクト状況、リスクをタイムリーに把握
・開発フェーズの評価、意思決定を支援
(2)経営層支援

全社 DX 推進組織内の構造例
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DX システム開発及び運営に関して経営層を支援する。
・経営層の経営方針をプロジェクト、関係部門に反
映
・プロジェクト状況を経営層に報告
(3)案件評価への参画
新規ビジネスの創出には、多様な部門が関与する。
PMO も段階を分けた評価に参画する必要がある。
「デジ
タル時代のイノベーション戦略」による新規ビジネス
の案件評価の事例[4]を図 9 と表 1 に示す。

図 9
表 1

段階

得る会社に生まれ変わる必要がある。このため、企業
では、DX の全体像を描き、経営者や全従業員が供する
ことが必要である。図 10 に全社 DX 戦略策定と PMO の
支援領域を示す。
具体的には、社長（経営層）が DX のビジョンを制定
し、PMO は、ビジョンに基づく DX 戦略の策定の支援を
行う。全従業員は、戦略に基づく DX 定常業務やプロジ
ェクトの遂行をする。PMO は、企業内で DX が進められ
るように、以下の取り組みを行う。
・組織の壁を越えて協働できる風土作り
・スピーディな意思決定、迅速な行動の仕組み作り
・アイディアを創発し、育てる共創の場を作る

案件評価の事例[4]

案件評価の各段階の位置づけ[4]

位置づけ

判断の主眼

1

アイディアの起案、企画
策定の承認

ビジョンの明
確さ

2

PoC 実施、プロジェクト化
の判断

有益性

3

PoB 実施、システム化検討
開始の判断

事業性、実現性

4

事業化、本番システム開
発の判断

採算性、投資対
効果

5

半期または年度ごとに事
業継続の判断

成果の経過

図 10

全社 DX 戦略策定支援

(3)新たなビジネス開発手法の提案
DX では、新サービスや新ビジネスをできるだけ早期
に市場へ投入することが重要である。
「デジタル時代のイノベーション戦略」によると、
このような方法論の一つに、
「リーンスタートアップ」
があり、図 11 に示す[5]。

(4)全社関係部門との調整
・DX システム開発や運営に関し、企画や営業部門等
の多数の関係部門との課題調整や解決
5.3 企業内の環境整備
(1)調査・研究
DX-PMO は、新規ビジネスの開発や社内変革の促進のた
めに、日頃から以下の研究領域に取り組む。
・デジタル技術に関する調査・研究
・自社の業界動向
・社会・産業全般の動向
・市場や顧客の動向
研究成果は、以下のように活用を行う
・最新のデジタル技術活用の提案
・自社に適した新規ビジネスや社内変革案件の提案
・異業種、異分野との連携の提案等
(2)全社 DX 戦略策定の支援
DX に取り組む企業のゴールは、全社が DX で利益を

図 11

新たなビジネス開発手法の提案[5]

新サービスや新ビジネスの立ち上げの過程における
無駄を排除する考え方である。需要に応じた製品、サ
ービスを迅速に投入し、短期サイクルで意思決定する
ことを先行者優位に立つことができる。
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実用最小限の製品を構築し、計測、学習をする。これ
を何度も高速で繰り返す。
DX-PMO は、新ビジネスに関してアジリティを発揮して
実現する方法を提案、推進することが重要である。
(4)企業内変革
企業が DX を推進するためには、全社がデジタルイノ
ベーションを基盤とした組織に変革する必要がある。
「デジタル時代のイノベーション戦略」によると、
主要な 5 つの変革要素[6]は表 2 の通りである。DX-PMO
は、以下の要素を変革するために、経営層、関連組織
に対して提案、働きかけ、推進を行う。
表 2

表 3

企業内変革要素[6]

要素

内容

意識

経営層や現場の危機感と変革に対する意識
付け

組織

専門組織の設置や既存組織の役割の再定義

制度

DX を促進させる制度の採用と阻害する制度
の緩和

権限

予算、人事、組織連携等に関する権限移譲

人材

DX 推進人材の確保と育成

人材育成タイプ[7]

人材の呼称例

人材の役割

プロデューサ
ー

DX やデジタルビジネスの実現を主
導するリーダー格の人材（CDO 含
む）

ビジネスデザ
イナー

DX やデジタルビジネスの企画・立
案・推進等を担う人材

アーキテクト

DX やデジタルビジネスに関するシ
ステムを設計できる人材

データサイエ
ンティスト／
AI エンジニア

DX に関するデジタル技術（AI・IoT
等）やデータ解析に精通した人材

UX デザイナー

DX やデジタルビジネスに関するシ
ステムのユーザー向けデザインを
担当する人材

エンジニア／
プログラマ

上記以外にデジタルシステムの実
装やインフラ構築等を担う人材

② イノベーションの推進能力
新ビジネスや新サービスを起こすためには、それら
に対する価値の変革が必要である。DX-PMO は、企業に
とって必要なイノベーションの方向やイノベーション
の実現の方法論を提案する。
③ 組織変革の推進能力
DX 実現のためには、企業の文化、風土、従業員一人
一人の意識、組織、制度、権限、人材等企業の根幹にか
かわる多岐にわたる変革が必要である。DX-PMO は、こ
れらの変革に地道に取り組む必要がある。
④ アジリティの推進能力
DX では、新ビジネスや新サービスに関してアジリテ
ィを発揮して市場へ投入することが重要である。組織
のチェンジマネジメントの推進やアジャイルによる取
り組みが重要になる。
⑤ 組織内ステークホルダーとの調整能力
DX では、
従来の PMO の主要な対応先の経営層と IT 部
門のみならず、企画部門、事業部門、営業部門、人事部
門等との連携が重要になる。これらのステークホルダ
ーとの調整能力が重要となる。
⑥ 経営戦略の実現への取り組み能力
DX では、プロジェクトが経営戦略の実現、ベネフィ
ットの実現に効果を上げていることが重要になる。DXPMO は、これらの成果が上がるように、評価方法や体制
を整備し、経営層への報告に取り組む。

(5)人材育成
DX を推進していくためには、多様な人材タイプが必
要である。企業では全ての人材タイプが不足している
状況である。DX 推進人材の育成は、次の方針で取り組
むことが必要である
・中長期的な視点で計画に基づく育成を行う
・外部からの採用だけでなく、既存人材の DX 人材へ
の転換
DX-PMO は人材育成計画、人材育成プログラムの制定
と実施を行う。情報処理推進機構の調査によれば、育
成する人材タイプ[7]は表 3 の通りである。

6. DX-PMOメンバーに求められるコンピテンシー
企業の DX を成功に導くために、DX-PMO は企業のコ
ア組織の位置づけとして、関係するステークホルダー
の調整と課題解決を実施する。このためには、DX-PMO
には、従来の PMO とは異なる以下のコンピテンシーが
求められる。
PMO は、従来の PMO に求められるコンピテンシーと
は識別してこれらの必要性を理解し、DX の領域で DXPMO として成果を上げるように変革する必要がある。
① デジタル技術の理解能力
DX を進めるための主要なデジタル技術を理解し、採
用、推進をする能力が必要である。重要なデジタル技
術は、AI と IoT である。

7. おわりに
本稿では、DX に取り組む企業における PMO 組織のあ
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りかた、および PMO が能力を発揮するためには既存の
機能や視点から自己変革が必要であり、その上で新た
な取り組みとして DX-PMO 機能の実践とコンピテンシ
ー向上の必要性について述べた。
DX-PMO は、全社の DX 推進役として、全社 DX 推進組
織において、DX プロジェクトの支援、経営層や DX に
関わる多数組織の調整、そして全社の DX 推進の環境整
備に力を発揮することが期待される。これには従来の
IT システムの PMO より拡張したコンピテンシーが必要
となる。
PMO は、DX 時代に必要なコンピテンシーを獲得し、
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