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11 発注者側企業と受注者側企業における
リスクマネジメントの差異と PMO 組織変革への提言
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概要：PMO 研究会では、PMO のあるべき姿の研究や、PMO 実践に関する情報発信などの活動を通して、会員自身の
研鑽・スキルアップ・情報交流、最終的には日本の PMO の発展・拡大に貢献することを目指している。
本稿では、事例／実践ワーキンググループの PMO 研究における研究目的、研究対象、研究成果を報告する。
最近 2 年間においては、リスクマネジメントに着目して研究を行っている。今回、研究成果として、発注者側企業
と受注者側企業のリスクマネジメントの違いを分析し、デジタルトランスフォーメーション(DX)等の新しいビジ
ネスモデル創出に向けた課題を提示し、双方の PMO 組織変革へのアクションを提言としてまとめた。
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Abstract: At the PMO Study Group, through activities such as researching the ideal form of PMO and disseminating information
on PMO practice, we will contribute to the study, skill improvement, information exchange of members themselves, and
ultimately to the development and expansion of PMO in Japan.
This paper reports on the research objectives, research subjects, and research results of PMO research by the Case / Practice
Working Group.
In the last two years, I have been conducting research focusing on risk management. This time, as a research result, we will
analyze the difference in risk management between the ordering company and the contractor company, present issues for
creating new business models such as digital transformation (DX), and take actions for PMO organizational change on both
sides. I summarized it as a recommendation.
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1. はじめに

課題提起があった。自社でサービスやプロダクトを展
開している発注者側企業のPMOとSIerに代表される受
注者側企業のPMOのリスクマネジメントを比較するこ
とで、その違いや今後目指すべきポイントが見えてく
るのではないかと考えた。

PMO研究会 事例／実践ワーキンググループでは、日
本のPMO組織を保有する企業に対し、18機能をベースに
各企業が有するPMO機能について、調査（ヒアリング）・
分析を進めてきた。図1に日本のIT企業のPMO組織が有
する機能について一覧を示す。
日本のPMO組織の多くで実装されている機能が存在
しており、これらはPMOとして必須の機能であると考え
られる。その中でリスクマネジメントに着目し、最近2
年間にわたり研究を行ってきた。
最近の傾向として、受注側のITベンダー（SIer）が自
社のサービスやプロダクトを展開する事例も多くなっ
ている。その結果、従来のリスクマネジメントの視点
だけでは物足りない局面も増えているのではないかと

図 1 日本の IT 企業の PMO 組織が有する PMO 機能比較
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本稿ではその研究成果として、発注者側企業と受注
者側企業におけるリスクマネジメントの差異分析を行
い、新しいビジネスモデル創出を目的とした経営資源
シフトへの課題提示、課題解決へ向けて今後のPMO組織
変革に向けての提言としてまとめた。

2. PMO事例/実践WGの紹介
本ワーキンググループにおける研究目的および研究
対象について、紹介する。
2.1 研究目的
主に IT 業界を中心とした日本国内の PMO に関する
情報について実際の事例を収集し、日本の PMO が実践
すべき役割や対応すべき課題について整理し、発信を
行う。過去、PMI 日本支部で発行した「戦略的 PMO[1]」
の内容について理解を深め、現在の日本の PMO で、ま
だ実践できていないテーマについて、どのように取り
組んでいくべきか意見をまとめ、提言を行うことを目
的としている。
2.2

図 2 部門 PMO・全社 PMO の対象領域

研究対象

2.2.1 PMO 組織形態について
本ワーキンググループでは、PMO 組織形態として以
下の 3 つの代表的な PMO 形態を定義している。
(1) PO（プロジェクト内の PMO）
・ある特定のプロジェクトの中で組成される
・PM の補佐
(2) 部門 PMO
・部門直轄として組成
・部門配下のプロジェクトを横断的に管理／検
証／フォロー
(3) 全社 PMO
・経営層直下で組成される（経営層のサポート）
・保持する機能は経営企画部門に近い
・日本での実装事例は少ない
本ワーキンググループでの研究対象は、(2)部門 PMO
と(3)全社 PMO（経営・組織戦略の実行を支援する PMO）
をメインターゲットとしている。図 2 に部門 PMO・全
社 PMO の対象領域を示す。

図 3 PMO 18 機能モデル

3. 発注者側／受注者側におけるリスクマネジメン
トの差異
本章では、発注者企業と受注者側企業における、事
業目的、プロジェクトに対する考え方を示した上で、
発注者企業と受注者側企業のリスクマネジメントの違
いについて整理する。
3.1 企業の事業目的とプロジェクトの考え方
発注者側企業は、全社における将来の投資効果の最
大化を狙い、事業活動の拡大や効率化などの目的のた
め投資し、ITシステム開発を行う。
受注者側企業は、全社における会計年度単位の利益
の最大化を狙い、ITシステム開発をユーザ側企業から
受注し、開発を行う。ITシステム開発において、ユー
ザ側は「発注者側」、ベンダー側は「受注者側」と呼ば
れる。図4に発注者企業と受注者企業の事業目的とITシ
ステム開発プロジェクトの関係性について示す。

2.2.2 PMO 組織の機能
「戦略的 PMO[1]」では、「PMO 組織」は、PMO の機能
体系として、5 つの機能グループ（業務区分）に分類さ
れ、18 の PMO 業務機能を持つ。図 3 に PMO 18 機能モ
デルを示す。
図 4
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3.2 発注者側／受注者側企業のリスクマネジメントの
差異
企業の事業目的とプロジェクトについて、発注者側
企業と受注者側企業において、差異が存在する。それ
に伴い、リスクマネジメントについても複数の観点に
おいて差異が存在する。
①マネジメント期間
発注者においては、プロジェクトの開始前の投資
判断の段階から、プロジェクト終了後の投資効果ま
でをリスクマネジメントの期間として考えるが、受
注者においてはプロジェクト期間中に発現するリス
クをマネジメントする。
②評価観点
発注者においては、リスクの影響およびその対策・
許容の範囲は広く、プロジェクトの範囲内にとどま
らず、全社や社会的な影響など外部に広がることも
多い。受注者においては、リスクの影響・対策・許容
範囲はプロジェクト内でとどまることが多く、それ
を超える場合でも事業範囲を超えていくことは少な
い。
③対策実施タイミング
発注者・受注者においてもプロジェクト期間中に
リスク対策を実施する。発注者においては、それに
加えて投資検討時および業務運営時に対策を実施す
る。
以上のように、発注者側は、受注者側と比べると、
マネジメント期間、評価観点、対策実施タイミングに
ついて、広範囲のリスクマネジメントを実施している
ことが明らかになった。
発注者側と受注者側企業のリスクマネジメントの差
異について、図5の表に取りまとめた。

が予想される。
最近の傾向として、受注者側でも自社におけるプロ
ダクトやサービスがプロジェクトに組み込まれる割合
が増えており、発注者側の視点・考え方が求められる
場面も増えてくると考えられる。
発注者側においても、受注者側は単なる受注者とし
ての位置づけではなく、協同のビジネスパートナーと
して関係構築する必要があり、発注者側の視点をもっ
て、事業を推進してもらう必要が出てくると考えられ
る。
結果として、発注者側と受注者側の垣根は低くなっ
ていくと考えられる。
既存のITシステム開発や保守を各社のコア・コンピ
タンスを実現する為のものと考えると、各社のコア・
コンピタンス事業領域は、市場が飽和状態であり、他
社との競争が激化している状況となっている。競争力
を高めるため、DX等による新しいビジネスモデルやそ
れを実現するための新しいITシステムを創出する必要
があり、経営資源（ヒト・モノ・カネ）をシフトするこ
とが課題となる。
図6にコア・コンピタンス事業と新しいビジネスモデ
ル創出のための、経営資源のシフトのイメージを図に
示す。

図 6

図 5

新しいビジネスモデルへの経営資源のシフト

発注者側は、コア・コンピタンス事業への投資や維
持・運営の対応により、経営資源を新しいビジネスモ
デル構築へ振り向けることが難しい状況となっている。
課題を解決するためには、従来発注者側で担当してい
た役割の一部を受注者側に担ってもらうことを要求す
る必要がある。
それを受ける受注者側において、従来はプロジェク
ト立ち上げ時に、「ヒト」や「モノ」を社外から調達す
ることも多いため、発注者側が求めるような経営資源
「ヒト」・「モノ」は、発注者側に比べ少ない現状があ
り、今後はそこを強化していく課題が生まれる。
図7に、発注者側から受注者側への要求とそれに伴う
受注者側の経営資源の強化の関係性について示す。

発注者側と受注者側企業のリスクマネジメントの差異

4. 新しいビジネスモデル創出に向けた発注者側／
受注者側企業が抱える課題
今後、発注者側／受注者側企業を取り巻く事業環境
は、AIやIoTを利用したデジタルトランスフォーメーシ
ョン(DX)に向けての対応等、大きく変化していくこと
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状況の監視を強化する。

図 7

5.2 受注者側 PMO 組織変革へのアクション
① 発注者側の事業戦略の情報収集を行い、理解
を深める。
② 発注者側との協力関係が重要となるため、発
注者側の経営層を巻き込むよう調整する。
（ス
テアリング・コミッティなどの推進）
・ 発注者側の経営層と受注者側の経営層との
パイプ役になる。
・ 定期的なステアリング・コミッティの調整
窓口となる。
・ 発注者側の経営層に対して、プロジェクト
状況を定期的に報告することにより信頼関
係を強化する。
③ 新規支援領域（投資や投資効果）の支援内容や
契約内容の妥当性確認（アジャイル領域での
支援案件の増加、AI、IoT、クラウド等のデジ
タルトランスフォーメーション(DX)領域での
価値提供機会の増大）

受注者側への役割の要求に伴う経営資源の強化

5. PMO組織変革への提言
本ワーキンググループで研究対象としている部門
PMO、および全社PMOは、組織・企業の戦略目標達成の
ため、複数のプロジェクトの状況を常に監視し、経営
陣にエスカレーションや、個々のプロジェクト状況に
応じた対策の提言や推進を行う役割を担っている。
4章で提示した課題を解決するために、今後は受注者
側および発注者側のPMOが課題解決の推進役を担うこ
とが必要と考える。
そのためには PMO 組織の在り方（視点・立ち位置）
やふるまいに変革が求められる。
3 章の発注者側／受注者側企業のリスクマネジメン
トの差異分析では、発注者側は、受注者側と比較して、
マネジメント期間、評価観点、対策実施タイミングに
ついて、広範囲のリスクマネジメントを実施している
ことが明らかになった。このことを踏まえて、発注者
側 PMO および受注者側 PMO が変革するための具体的な
アクションを以下に示す。

6. おわりに
本稿では発注者側企業と受注者側企業におけるリス
クマネジメントの差異分析を行い、新しいビジネスモ
デル創出を目的とした経営資源シフトへの課題提示、
課題解決へ向けて今後のPMO組織変革に向けての提言
としてまとめた。今後、企業を取り巻く事業環境は、
AIやIoTを利用したデジタルトランスフォーメーショ
ン(DX)に向けて大きく変化していくことが予想され、
それに伴い企業およびPMOをはじめ、各組織の改革の必
要性が増してくると考えられる。
本ワーキンググループでは、「戦略的PMO[1]」で定
義された18機能について、
・各組織（企業）の保有している機能
・時代の変化に伴う、18 機能の補完、新機能定義
の要否検討
を今後の研究テーマとし、PMO 研究会本体の活動と連
携を取りながら進めていく。

5.1 発注者側PMO組織変革へのアクション
① 事業戦略の正確な把握のため、経営層と連携
を強化する。
・ 経営会議などの情報を、経営層に対して開
示を請求する。
・ 事業戦略等の会議に聴衆参画する。
・ 経営層（取締役、執行役員など）との定期的
なミーティングを設定する。
② 受注者側での自社事業戦略等の理解不足を防
止するため、受注者側ステークホルダーへの
情報・認識の共有を図る。
③ 受注者側との協力関係が重要となるため、受
注者側の経営層を巻き込むよう調整する。
（ス
テアリング・コミッティなどの推進）
④ 投資（ヒト・モノ・カネ）を新規事業へシフト
させるため、従来担当していた役割を受注者
側へ同時にシフトさせることにより、リスク
が高くなることが想定される。定期的な受注
者側とのミーティングなどを設定し、リスク
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