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概要：SDGs が示す持続可能な社会の醸成のために、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進が必要であ
る。DX の浸透に伴い、プロジェクトと組織（ポートフォリオ／プログラム）の関係が今まで以上に強まると言わ
れている。しかし、プロジェクトの成功／失敗はプロジェクトのみにフォーカスして論じられるケースが多く、ポ
ートフォリオ／プログラムも考慮されるケースは多くない。本研究は、DX プロジェクトを対象にポートフォリオ
／プログラムを含めた多様な観点で成否を定義し、評価を試行した。試行の結果、プロジェクトのみならずポート
フォリオ／プログラムも考慮した評価では、従業員の意識、および組織の投資の仕組みと言った根本的かつ全体最
適につながる改善課題に至ることが確認された。本研究より得られた成果を活用することで、今後、増加が期待さ
れる DX プロジェクトの改善に寄与することを期待する。
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Abstract: It is said that promoting of the digital transformation (DX) is required in order to foster the sustainable society which
SDGs advocates. It is also thought the relationship between projects and an organization (portfolio/program) will be
strengthened with promotion of DX. However, there are only a few cases discussing project performance considering not only
project but also program and portfolio. In this study, the definition of project performance including viewpoints of program and
portfolio is developed focusing on a DX project, and the DX project is evaluated using the definition. As a result, it was
confirmed that the evaluation from the viewpoint of project/program/portfolio leads to the fundamental and holistic
improvement issues such as the employee consciousness and the investment mechanism of the organization. It is expected that
the results of the study contribute to improving DX projects which will increase in the future.
Keywords: Digital Transformation, Project Performance, Program and Portfolio
ると言える。実際に Horlach ら[2]は、DX の推進におけ
るポートフォリオの関与の重要性を指摘している。な
お、プログラムとは、共通の目標を持った複数のプロ
ジェクトの集合体であり、ポートフォリオは資源を共
有するこれらのプログラムとプロジェクトの集合体で
ある（図 1）。プログラムは製品開発・販売のような複
数プロジェクト（企画・研究開発・製造・販売、など）

1. はじめに
SDGs などで提唱される持続的発展を目指す社会の
構築には、デジタルトランスフォーメーション（DX）
の推進が不可欠であると言われている。経済産業省[1]
によると、DX とは「企業がビジネス環境の激しい変化
に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や
社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデ
ルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロ
セス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確
立すること。」と述べている。つまり、DX を推進する
プロジェクトの成果は、プロジェクトが属する組織、
顧客、および社会とのつながりが今まで以上に強まる
ことを示唆している。
筆者らが所属するポートフォリオ／プログラム研究
会は、プロジェクトが属する組織に相当するポートフ
ォリオ／プログラムを研究対象としている。よって、
DX の推進に伴いさらなる研究が求められる領域であ

図1
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からなる活動、そしてポートフォリオは企業や部門な
どの組織全体をイメージしていただければ理解が容易
と思われる。
研究会の関心毎の一つとして、「ポートフォリオ／
プログラムの成否とは何であるか？」が議論されるこ
とがある。これはプロジェクトに限らず、ポートフォ
リオ／プログラムにおいても活動の改善のために適宜
振り返りを行う必要があり、振り返りの実施のために
成功／失敗が重要な入力の一つになるためである。し
かしながら、ポートフォリオ／プログラムも考慮した
成否の調査・研究は多くない。例えば、日経コンピュ
ータが実施している日本の ICT 開発プロジェクトの成
否の調査[3]ではプロジェクトのコストや納期をもと
に成否を判定しており、プロジェクトの考慮に留まっ
ている。
以上、
「DX 時代のプロジェクトは組織とのつながり
が強くなること」および「組織視点でのプロジェクト
の成否の研究が少ないこと」を考慮して、本研究では
DX プロジェクトにおいて組織観点を含めた成否を定
義・評価し、新たな知見を得ることで、DX の推進に寄
与することを目的とする。本章に続く第 2 章では、成
否に関する先行研究を紹介する。第 3 章では、第 2 章
の成果をもとに実際の DX プロジェクトにおいて成否
を定義し、評価を試行する。そして、第 4 章ではこれ
らの成果をまとめる。

図2

ライフサイクルとプロジェクトの評価範囲の関係

図3

満足度を考慮すべきステークホルダー

（Parsanejad ら[4]をもとに筆者が作成）

コープ（S）の計画と実績の差異で評価が行われるケー
スがある。

2.2 ステークホルダー満足度を考慮した定義
QCD に続いて古くから良く利用される成否の定義
は、ステークホルダーの満足度を考慮した定義である。
この定義では、プロジェクトの実行に関与するステー
クホルダー、およびプロジェクトによって生み出され
る成果に関連するステークホルダーの満足度の程度で
評価される。
Parsanejad ら[4]は彼らが調査した 173 件の研究のう
ち 133 件が本定義を利用しており、図 3 に示すユーザ
ー、顧客（オーナー）、プロジェクトが属する組織、プ
ロジェクトメンバー、およびサプライヤ／コントラク
タの満足度が重要であると述べている。これらのステ
ークホルダーの中でも、特に顧客（オーナー）の満足
度を重視するべきとの意見が多い。また、これら以外
のステークホルダーとして、政府、投資家、銀行、親組
織（親会社）、組織内の他部署、規制、メディア、およ
び関心を持っている人々、などの考慮の重要性も述べ
られている[6] [7]。

2. 成否の定義
プロジェクトの成否の定義に関しては古くから議論
される事が多く、実務・研究において様々な成否の定
義が用いられている。本章では、数多くの成否の定義
の中でも、主要な 4 つの成否の定義を紹介する。

2.1 QCDを考慮した定義
最も古くから、そして最も多くの実務・研究で利用
されている成否の定義が、QCD（品質・コスト・スケ
ジュール）を考慮した定義である。これは、製品やサ
ービスの構想検討～廃棄までの一連のライフサイクル
において、構築時のプロジェクトに適用されることが
多く（図 2）、QCD の計画と実績の差異をもとに評価
が行われる（計画に対して実績のコストが超過した場
合は失敗、など）。
Parsanejad ら[4]によると、彼らが調査した 173 件の
研究のうち 163 件が本定義を利用していると述べてお
り、良く使われる定義であることから Iron Triangle（鉄
の三角形）と呼ばれることがある[5]。また、プロジェ
クトのマネジメントの良好さに対する評価であること
から、プロジェクトマネジメントの成否と呼ぶことも
ある[6]。さらに拡張した定義として、QCD に加えてス

2.3 プロダクトを考慮した定義
2000 年頃からプロダクトを考慮した定義が見られる
ようになってきた。この定義は、製品やサービスなど
のプロダクトの一連のライフサイクル全体を通して成
否を評価するもので（図 4）[8]、「ユーザーの利用状
況」および「プロダクトから得られる利益」など比較
的短期の組織戦略の達成の程度をもとに評価する。
プロダクトの成否の定義として、Delone ら[9]の EC
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サービスを対象としたフレームワークがしばしば参照
される（図 5）。このフレームワークは 6 要素から構成
され、プロダクトが扱う情報の良好さ（情報品質）、プ
ロダクトの欠陥等の品質（システム品質）、および運
用者のサービスレベル（サービス品質）の 3 要素が、
プロダクトの利用状況（ユーザー利用状況）と利用者
の満足度（ユーザー満足度）に影響を与え、さらにこ
の 2 要素がプロダクトから生み出される利益（利益）
に影響を与えることを示している。この関連を理解し
て各要素の成否を評価することが推奨されている。

図4

ライフサイクルとプロダクトの評価範囲の関係

2.4 ポートフォリオ／プログラムを考慮した定義
近年、ポートフォリオ／プログラム（図 1）を考慮し
た成否の定義が論じられることがある。前述のプロダ
クトは共通の目的を持つプロジェクトの集合体となる
ことが多いので、プログラムの一形態と理解いただい
て良いと思う。
ポートフォリオ／プログラムの成否は、中長期の組
織戦略の達成で評価され、組織戦略にはビジネスプラ
ンの達成、事業利益の達成、および市場へのインパク
トなどが含まれると言われている[10]。組織戦略は、組
織毎に大きく異なるため、市場環境等の分析を通して
組織毎に具体的な内容を決定する必要がある。組織戦
略の検討には、PMI のビジネスアナリシス・ガイド[11]
およびバランススコアカード[12]などの知識体系・フ
レームワークが参考になる。バランススコアカードは、
組織戦略とビジョンをもとに「学習と成長」、「ビジネ
スプロセス」、「顧客」、および「財務」の 4 視点を
考慮して目標値を設定するフレームワークであり、広
く利用されている。

図5

プロダクトの成否の定義

（Delone ら[9] をもとに筆者が作成）

部門 A は顧客企業向けに先進的な ICT 技術を活用した
製品群を提供することで、作業効率化とビジネス変革
を推進している。この製品群は多様な機械学習の技術
を活用して開発されたサブスクリプションサービス
（製品を販売せずに、製品の利用頻度に応じて課金す
る）で構成される。また、アジャイル型開発プロセス
を適用することで、利用者の反応を適宜確認しながら
製品の継続的な改善を実施している。
製品群は現状 3 つの製品で構成されている（製品 1、
製品 2、製品 3）。製品 1 は初期の開発プロジェクト
（プロジェクト X）を終了しサービス提供を開始した
ところであり、製品 2 および製品 3 は既にサービスを
提供している。これらの関係を、前章で述べたプロジ
ェクト、プロダクト、プログラム、およびポートフォ
リオに照らして整理すると図 6 の関係となる。つまり、
部門 A がポートフォリオ、製品群それぞれがプロダク
ト（またはプログラム）、プロジェクト X がプロジェ
クトに相当する。本試行では、部門 A、製品 1、および
プロジェクト X に注力して成否の定義および評価を行
う。

以上、先行研究に示されている主要な 4 つのプロジ
ェクトの成否の定義を紹介した。この 4 つの定義以外
にも様々な定義が研究されているため、興味がある方
は De Wit[6]および Parsanejad ら[4]の論文を参照いただ
けると幸いである。また、多くの研究が、プロジェク
トの成否を一律に定義するのは困難であるため、組織・
プロジェクトの特性を考慮して個別に定義を行うこと
が重要である、と述べている。この意見を考慮し、続
く第 3 章では実際の DX プロジェクトを事例として成
否を定義し、評価を試行する。

3.2 成否の定義
「成否の観点の整理」および「評価基準の作成」の 2
つの作業を通して成否を定義した。まず「成否の観点
の整理」では、第 2 章の成果から、「評価範囲：どの
活動範囲を評価するのか？」および「評価内容：どの
内容を評価するのか？」の 2 つの観点が重要であると
考えた。評価範囲は、図 6 に示した部門 A の組織構造

3. DXプロジェクトにおける試行
本章では、実際の DX プロジェクトを対象に、成否
の定義を行い、活動結果の評価を行う。

3.1 DXプロジェクトの概要
ある日本企業の部門 A にご協力いただき試行した。
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を考慮してプロジェクト、プロダクト（プログラム）、
およびポートフォリオの 3 つの範囲をそれぞれ評価す
る。一方で、評価内容は、主要な評価内容全てを網羅
することを考慮し、QCDS、ステークホルダーの満足度、
および組織戦略とした。
これら 2 つの観点を軸として表現し、後述する「評
価基準の作成」を実施する箇所を「〇」で記した（表
1）。なお、「〇」で記していない箇所は、本試行では
成否の定義および評価の実施は不要と判断したが、他
の組織・プロジェクトでは考慮が必要となるケースが
ある。例えば、政府が主導するような大規模開発プロ
ジェクトでは、プロジェクトにおいても組織戦略の考
慮が重要になるケースが多い。
次に表 1 の内容をもとに「評価基準の作成」を実施
した。評価基準は部門 A の責任者と筆者らが議論し作
成した（表 2）。まず、「評価範囲：プロジェクト（プ
ロジェクト X）」では、QCDS とステークホルダーの
満足度を検討した。QCDS に関しては、それぞれの計
画と実績の差異を基準とした。ステークホルダーの満
足度は、プロジェクト X と製品 1 の関係者がほぼ同じ
ため、後述するプロダクトの評価に包含されると判断
し、省略した。
「評価範囲：プロダクト（製品 1）」は、ステークホ
ルダーの満足度と組織戦略を検討した。2.2 節よりステ
ークホルダーとしてユーザー、顧客（オーナー）、プロ
ジェクトが属する組織、プロジェクトメンバー、およ
びサプライヤ／コントラクタを考慮すると良い。ユー
ザーの満足度は後述するユーザー利用状況に含まれる
点、プロジェクトが属する組織の満足度は後述するポ
ートフォリオの評価にある程度含まれる点、製品 1 で
はサプライヤおよびコントラクタを利用していない点
を考慮し、顧客（オーナー）およびプロジェクトメン
バーの満足度を評価基準とした。
一方で、2.3 節より組織戦略として、情報品質、シス
テム品質、サービス品質、ユーザー利用状況、ユーザ
ー満足、および利益が基準の候補となる。情報品質、
システム品質、およびサービス品質は、前述の QCDS
の基準にある程度包含されることから省略した。そし
て、ユーザー満足とユーザー利用状況は相関が高いこ
とを考慮し、ユーザー利用状況を評価基準として定義
した。利益については、後述するポートフォリオで評
価を行う。
「評価範囲：ポートフォリオ（部門 A）」は、バラン
ススコアカードを参照して組織戦略の評価基準を作成
した。詳細な目標数値は省略するが、DX を推進する組
織であることを考慮し、「機械学習を中心とした AI 人
材の強化（学習と成長の視点）」と「価値重視プロセス
であるアジャイル型開発プロセスの定着（ビジネスプ
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図6

部門 A／製品 1／プロジェクト X の関係
表1

成否の観点の整理
QCDS

プロジェクト
○
（プロジェクトX）
評価
プロダクト
範囲
（製品1）
ポートフォリオ
（部門A）
「○」に対して評価基準を作成する。

評価内容
ステーク
組織戦略
ホルダー
○
○

○
○

ロセスの視点）」を実現しながら、「部門 A の既存顧
客に製品群を利用していただき、顧客のビジネスを改
善する（顧客の視点）」戦略である。なお、新規性・不
確実性が高いことを考慮し、「投資回収額は低めの目
標値（財務の視点）」としている。これら 4 つのバラ
ンススコアカードの視点を評価基準とした。

3.3 成否の評価
プロジェクト X の開発が終了し、製品 1 のサービス
開始後に表 2 の定義に従い活動を評価した。評価結果
は表 3 の通りである。
まず、従来からプロジェクトの成否として定義され
ることの多い、「評価範囲：プロジェクト（プロジェク
ト X）」の QCDS を評価した。その結果、コストに関
して計画値を多少超過したものの、品質、スケジュー
ル、およびスコープが良好であった。これより、プロ
ジェクト X 全体としては概ね良好な結果であったと言
える。プロジェクト X の関係者と議論した結果、コス
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表2
評価範囲

部門 A の成否の定義

評価内容

評価基準
S：予定範囲の開発
プロジェクト
Q：期待品質の達成
QCDS
（プロジェクトX）
C：計画コストの達成
D：計画納期の達成
プロジェクトメンバー満足
プロダクト
ステークホルダー
顧客（オーナー）満足
（製品1）
ユーザーの利用状況
組織戦略
財務：低めの投資回収額
顧客：既存顧客のビジネス改善に利用
ポートフォリオ
組織戦略
（部門A）
ビジネスプロセス：アジャイル型開発プロセスの定着
学習と成長：AI人材の強化

表3
評価範囲

評価内容

プロジェクト
（プロジェクトX）

QCDS

プロダクト
（製品1）

ステーク
ホルダー
組織戦略

ポートフォリオ
（部門A）

組織戦略

評価方法
計画値と実績値の比較

インタビュー
計画値と実績値の比較
計画値と実績値の比較
（中期）
インタビュー

部門 A の成否の評価結果

評価基準
S：予定範囲の開発
Q：期待品質の達成
C：計画コストの達成
D：計画納期の達成
プロジェクトメンバー満足
顧客（オーナー）満足
ユーザーの利用状況
財務：低めの投資回収額
顧客：既存顧客のビジネス
改善に利用
ビジネスプロセス：アジャ
イル型開発プロセスの定着
学習と成長：AI人材の強化

ト超過の原因は、プロジェクト X 開始当初のスコープ
の明確化不足が起因して最終的にスコープが大幅に増
加した、と述べていた。よって、今後、初期のスコープ
の明確化と精緻なコスト見積もりが改善点である、と
の結論に至った。
一方で、今まで成否の定義として利用されることが
少なかった「評価範囲：プロダクト（製品 1）」および
「評価範囲：ポートフォリオ（部門 A）」を評価した。
その結果、「プロジェクトメンバー満足」および「アジ
ャイル型開発プロセスの定着」に関して懸念があった
ものの、プロダクトおよびポートフォリオ全体として
良好な結果であったと言える。関係者と議論したとこ
ろ、プロジェクトメンバーの満足度に懸念がある理由
は、プロジェクト X の終盤に近付くにつれ当初想定し
ていなかった開発機能追加に伴う残業増加・疲弊が原
因であった。また、アジャイル型開発プロセスの定着
に関しては、顧客の価値に合わせて柔軟にスコープの
追加・削除をできなかったことが原因である。
アジャイル型開発プロセスでは、活動の初期に想定
したスコープを必ずしも全て開発する必要はなく、顧
客のニーズとプロジェクトメンバーのリソースを考慮
しながら、価値の高いスコープから段階的に開発して

評価結果（○：良好、△：懸念あり、×：要改善）
○ 予定以上の範囲を開発。
○ 特に品質面の問題は出ていない。
△ 少し超過。（アジャイルでは超過しないはずだが）
○ 予定通り終了。
△ 全体的には満足だが、作業量が増加し残業多い。
○ ほぼSQCDを達成。ユーザー利用状況も良好。
○ 想定より利用数が伸びている。
○ 計画通り。（もともと低めの計画値だが）
計画より利用先が増加傾向にある。
○
顧客価値に合わせてスコープを柔軟に調整できてい
ない。
○ 予定通り育成している。

△

いく。しかし、プロジェクト X では、初期に想定した
スコープにプロジェクト途中に発見した顧客ニーズを
追加して作業を進めたため（優先順位の低い初期のス
コープを対象外とせず開発した）、終盤に作業負荷が
非常に高まった。この原因として、プロジェクトメン
バーが初期計画を達成する意識が強いこと、そして部
門 A の投資の意思決定の仕組みが堅固であるため、初
期スコープやリソースの変更に柔軟に対応できないこ
とが原因である。よって、今後の改善点として、従業員
意識の改善と投資の仕組みの改善の 2 点が課題として
提起された。
以上の成否の評価より、従来利用されることの多い
プロジェクトの QCD に着目した成否の評価では、初期
のスコープの明確化と精緻なコスト見積もりの改善と
いう結論に至った。しかし、この改善は組織戦略であ
る顧客のニーズに合わせてスコープを柔軟に変更する、
アジャイルを活用した価値重視プロセスの定着と相反
する個別最適につながる可能性がある。一方で、プロ
ダクトおよびポートフォリオも考慮した成否の評価で
は、価値を重視した従業員の意識、および組織の投資
の仕組みの改善と言った根本的な解決につながり、プ
ロジェクト、プロダクト、およびポートフォリオを含
29

プロジェクトマネジメント研究報告 2021 vol.1 no.1 p.25–30
Wirtschaftsinformatik (MKWI), 2016.
[3] 日経コンピュータ, “ITプロジェクト実態調査
2018,” 2018年3月1日号, pp.26-39.
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めた全体最適を実現することが可能である。

4. まとめ
本研究は、「DX 時代のプロジェクトは組織とのつな
がりが強くなること」および「組織観点でのプロジェ
クトの成否の研究が少ないこと」を考慮して、DX プロ
ジェクトにおいて組織観点を含めた成否を定義・評価
し、新たな知見を得ることで、DX の推進に寄与するこ
とを目的とした。
まず、先行研究で論じられることの多い主要な 4 つ
の成否の定義を紹介した。そしてこれらの定義を参考
に、実際の DX プロジェクトにおいて成否を定義し、
評価を試行した。その結果、従来利用されることの多
い成否の定義であるプロジェクトの QCD による評価
では、組織方針と相反する個別最適に至る改善が実施
される可能性が示唆された。しかし、プロジェクトの
みならず、ポートフォリオ／プログラムも考慮した評
価では、従業員の意識、および組織の投資の仕組みと
言った根本的かつ全体最適につながる改善策に至るこ
とが確認された。
今後の予定として、多様な DX プロジェクトにおい
て成否の定義と評価を試行することで、一定レベルで
の定義の汎用化、および評価による効果の確認を実施
したいと考える。これらの成果を活用することで、DX
を推進する多くの組織において意義のある改善の機会
が得られることを期待する。
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