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13 ソーシャル・プロジェクトマネジメント：
10 年間の研究開発
高橋 正憲※1
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※1 PMI 日本支部 ソーシャル・プロジェクトマネジメント研究会
概要：東日本大震災からの復興プロジェクト支援の経験から、社会課題の解決を目的とするプロジェクトマネジメ
ント手法の必要性を痛感した。社会課題への取組みには多様なステークホルダーが関係し、その要求事項が多岐に
わたるため合意形成が難しい。そのような困難を克服するため、デザイン思考のアプローチをベースにしたプロジ
ェクトマネジメント手法を構築し、実際の社会的プロジェクトにおいてその有効性を確認した。
この手法を個人のパラレルキャリアまたはセカンドキャリアのデザイン、および企業の CSV 活動ないし SDGs ビジ
ネスの企画の方法論として提言する。
キーワード：ソーシャル・プロジェクト、デザイン思考、パラレルキャリア、セカンドキャリア、CSV、SDGs

13 Social Project Management:
10 Years of Research and Development
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Abstract: From our experience of supporting reconstruction projects from the Great East Japan Earthquake, we keenly realized
the need for unique project management methods aimed at solving social issues. It is difficult to reach consensus because
various stakeholders are involved in tackling social issues and their requirements are extremely different. To overcome such
difficulties, we constructed a project management method based on the design thinking approach and confirmed its
effectiveness in actual social projects.
We propose this method as a methodology for designing individual parallel careers or second careers and planning corporate
CSV activities or SDGs businesses.
Keywords: Social Project, Design Thinking, Parallel Career, Second Career, CSV, SDGs

1. はじめに
2011 年 3 月の東日本大震災の発生直後、PMI 日本支
部は「災害復興支援プログラム」を開始し、被災地の
復興活動のプロジェクトマネジメント支援を行った。
初めの 1～2 年、主として三陸沿岸地域の被災状況調査、
被災施設の復興計画、など数件のプロジェクトに関わ
ってきたが、必ずしも我々が持っている PM 標準の活用
だけで活動を円滑に推進し、関係者を満足させること
が出来なかった。
そこで改めて「社会課題の解決を目的とする活動」
を「ソーシャル・プロジェクト」と定義して、その特性
を研究し、そのマネジメントに適した手法（以下、ソ
ーシャル PM と呼ぶ）を開発することとした。

図 1 ソーシャル PM 研究の経緯

2. 第1期：現場体験期（2011-2013）
社会課題に取り組んでいる現場に入って一緒に活動す
ることにより、デザイン思考の基本であるステークホ
ルダーの共感を得た段階である。

図 1 に示すように 3 年ごとに第 1 期から第 3 期に亘
って段階的に取り組んできた経緯を以下に解説する。

68

プロジェクトマネジメント研究報告 2021 vol.1 no.1 p.68–73
2.1 災害復興支援プログラムの体験
はじめに我々が取り組んだのは、復興活動支援者の
ためのプロジェクトマネジメント研修の準備とプロジ
ェクト実行のインフラ整備であった。それと並行して
パイロット・プロジェクトとして被災者を直接支援す
る団体またはそうした活動団体を後方で支える中間支
援団体のサポートを行った。
主要な支援先の一つは「情報支援プロボノ・プラッ
トフォーム」である。情報社会学の専門家や阪神・淡
路大震災後の復興活動で中心的な役割を果たしてきた
実践者のグループで、災害対応の本質的課題である被
災状況や救援要請などの情報活動を専門にする中間支
援団体である。この団体は震災直後に活動を開始し、
情報行動調査（2011/8）
、IT 利活用課題調査（2012/9）
、
復興支援検証調査（2012/12）などの成果は関係者に広
く活用された。
東日本大震災では数多くの団体が被災地の支援に入っ
たが、互いの連携はなくばらばらに活動していたため
成果が十分に上がっていなかった。そこで主として情
報支援関係の団体が集まって「IT×災害会議」（2013）
が開かれた。そうした動きの一環として「情報支援レ
ス キ ュ ー 隊 」 が 組 成 さ れ、 レ ス キ ュ ー 隊 要 件 収 集
（2013/6）を組織的・継続的に行った。それらの結果を、
後に、石巻シミュレーション（2014/12）にて検証し、
国連防災世界会議（2015/3）において発表した。
いくつかの復興プロジェクトには直接参加し、マネ
ジメント支援を行った。活動主体やテーマが異なるプ
ロジェクトを意図的に選び、パイロット・プロジェク
トとして行ったが、成果を十分に上げられたものと、
そうでないものがあった。
そこで「ソーシャル・プロジェクト勉強会」
（2013/4）
を開始し、社会活動の実態を理解する取組みを始めた。
2.2 ソーシャル・プロジェクトからの教訓
これら実プロジェクトの経験から、復興プロジェク
トに限らず、社会課題を解決する活動には、共通して
以下のような困難があることがわかった。
① 多様なニーズがあって、焦点を絞れず議論が
堂々巡りして前に進まない。
② 目標やスコープがあいまいで、実行計画がまと
まらず、走り出せない。
③ 思いのままに進めるが、成果を出せない。
④ 制度的な規制が障害となって、計画変更を余儀
なくされる。
⑤ マネジメント体制が弱く進捗管理ができない。

ない。小規模なプロジェクトであればリーダーが頭の
中で考えて進めていくことになるが、それでも方向が
ずれて協力体制が得られないこともある。まして規模
が大きくなると、価値観の異なるいろいろなステーク
ホルダーが絡んできて合意形成がうまくいかない。
このような状況では、必ずしもトップダウンではコ
ントロールできない。通常の企業であればミッショ
ン、ビジョンから展開して戦略計画を策定するところ
であるが、ソーシャル活動を進めようという組織では
ミッション、ビジョンどころか、集まった人々の思い
もばらばらであることも多い。

3. 第2期：研究開発期（2014-2016）
現場のプロジェクトの体験から得られた教訓に基づ
いてソーシャル PM の研究に取組んだ。様々な視点か
ら検討を進めたが、最も大きなポイントは「デザイン
思考」をベースにしたことである。
3.1 ソーシャル PM 研究会の創設
ソーシャル・プロジェクトに適したマネジメントの
手法を開発、普及するために「ソーシャル・プロジェ
クトマネジメント研究会」（2014/1）を創設した。
東日本大震災の復興に向けた課題定義をもとに取り
掛かった研究であったが、ソーシャル・プロジェクト
の実態を調べるうちに、社会課題の解決を目的とする
活動全般のマネジメントに適用し得るプロジェクトマ
ネジメント手法を開発しようということになった。理
論的な調査研究に基づいて手法の体系を構築し、社会
課題に関心があるプロジェクト・マネジャーと社会活
動家を交えてのワークショップの数を重ね、手法の完
成度を高めた。
また、その有効性を現場の普及活動で検証し、検証
結果を手法開発にフィードバックするために、復興支
援プログラムのパイロット・プロジェクトを継承し活
用した。
体系構築と検証を重ねた成果が「ソーシャル PM ア
プローチ」と「ソーシャル PM フレームワーク」であ
る。
3.2 ソーシャル PM アプローチ（デザイン思考）
ソーシャル PM では、トップダウンのアプローチで
はなく、現場の問題に即した取組みをする必要がある。
現場に入って、現場を理解し、問題を把握し、一緒に
考えるアプローチが必要である。多様なステークホル
ダーの価値観、ニーズを汲み取ってゴールを共有し、
解決策を探りながら、ときには試行錯誤を繰り返すこ
とも必要となる。
ケース・バイ・ケースでアプローチも異なるため、

既存の手法をそのまま適用しても、なかなか定着し
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いろいろな事例を参照し、簡便かつ臨機応変に使える
手法とツールを開発して提供した。
最初に着手したのが、ソーシャル PM 手法への要求
分析である。トップダウンのアプローチでなく、ボト
ムアップでも合意形成が難しい状況の中で、サイドイ
ンという考え方で解決策（戦略施策）の体系をポート
フォリオマネジメントの手法を用いて可視化し、全体
最適を図る「ソーシャル・ポートフォリオ計画」
（後述）
の発想を得た。
これを実現可能としたのが「デザイン思考」である。
イノベーションを起こすため、現場の状況、人の行動
や思考を観察、体験して問題の本質を洞察する。課題
を再定義して解決策の仮説を作り、プロトタイピング
による検証を繰り返し、解決に導くアプローチが有効
と考えた。
デザイン思考のフレームワークについては、いくつ
かのスタイルが提案されているが、我々はイリノイ工
科大学のヴィジェイ・クーマー教授[1]のものをベース
として採用した（図 2）
。この想定の検証には、継承し
た復興支援パイロット・プロジェクトにおけるフィー
ルドワークやベネフィット・マップの活用が有効であ
った。

図 3 ソーシャル PM フレームワーク

ソーシャル・ポートフォリオ計画では、現場の理解
から始めて問題解決策を実行するまでのアプローチを
形成する5つのフェーズ（企画、調査・分析、統合、実
現、評価）を設定し、今回の目的に有効な手法を選定
した（図4）。

図4 ソーシャル・ポートフォリオ計画

参考にした文献中の手法は汎用化されているので、
個々の手法をソーシャルPM アプローチに即した形に
改めていった。手法の詳細な解説は省くが、一連のプ
ロセスの中でポイントになるのは、「フィールドワー
ク」による現場での問題発見、「プロトタイピング」に
よる試行錯誤、「ポートフォリオ」による代替案の評
価と資源配分の最適化である。
3.4 ソーシャル PM 手法体系
研究会は、ソーシャル・プロジェクトの６つ課題を
解決する手法を体系化した（図 5）
。

図 2 デザイン思考アプローチ

3.3 ソーシャル PM フレームワーク
上述のアプローチを具体化するために、まず全体的
な枠組みを検討した。一般企業とは違い、ソーシャル
活動組織ではミッションやビジョンが必ずしも明確に
されていないので、現場の問題把握から戦略計画へと
進める手法を新たに構築することが必要である。それ
を「ソーシャル・ポートフォリオ計画」と呼ぶことに
する（図 3）。

図 5 ソーシャル PM による解決

デザイン思考により現場の体験から社会課題の本質
をとらえ、独創的なアイデアによってソリューション
の仮説を提示する。アジャイル・マネジメントにより
短期間に最小限の成果物として社会・市場に提供して
フィールドワークを行う。
70

プロジェクトマネジメント研究報告 2021 vol.1 no.1 p.68–73
ステークホルダー・マネジメントによって多様な期
待・ニーズを識別整理し、ベネフィット・マネジメン
トによりビジョン、戦略計画を取りまとめる。
ポートフォリオマネジメントによって実現施策の投
資価値を最適化し、優先順位を設定する。ビジネスモ
デル・デザインにより持続可能なビジネスを構築する。
これらの手法の主要な論点および利用するツールと
技法を図 6 に示す。

図 7 業務改善プロジェクト事例

ソーシャルPMの支援によりソーシャル・デザイン思
考を活用し、属人的な業務フローを業務分析した一覧
から、潜在ニーズを把握したことで、支援先と取り組
む社会課題のインサイトを共有できた。また、ソーシ
ャル・アジャイル・マネジメントによる支援では、共
有したインサイトから、ゴールを仮説立案した業務改
善提案の実施に当たり、MVP（Minimum Viable Product）
を随時修正するイテレーションを回したことで、業務
フローを見える化できた。
（2）熊本地震の復興支援（2016–2017）において、被
災地支援団体への PMO 活動にて、支援に必要な情報
を共有するための見える化に取り組んだ。また、被災
地中間支援団体による被災地支援団体へのヒアリング
内容とロジックモデルの相関を検証できた（図 8）。

図 8 情報共有プロジェクト事例
図 6 ソーシャル PM 手法体系

ソーシャル・デザイン思考による支援では、取り組み
たい社会課題の現状を、地域内での信頼関係を欲求連
鎖分析したことで、支援に必要な情報を見える化でき
た。また、ソーシャル・ベネフィット・マネジメントに
よる支援では、被災地中間支援団体の活動結果と被災
者の期待との因果関係を明確にするために、ロジック
モデルによるバックキャスティングから、アウトカム
とKPI/KGIを明らかにしていった。加えて、ソーシャ
ル・ステークホルダー・マネジメントによる支援では、
支援に必要な情報を、被災地中間支援団体の活動への
タイムリーなインプットにするために、日常的なつな
がりの整理を行った。

3.5 ソーシャル PM 手法の実践
ソーシャルPM手法の実効性を検証するために行っ
た典型的な現場プロジェクト事例での適用結果を、各
ソーシャル・プロジェクトの「ソーシャルPMフロー図」
(※) により説明する。

(※)ソーシャル PM フロー図の凡例

（1）南三陸町の小学生を対象とする学習プログラム
「わらすこ探検隊」
（2016）の現行業務（AS-IS）の見え
る化と業務改善（TO-BE）を目的に、業務一覧/業務フ
ロー/業務改善提案 の策定に取り組んだ（図 7 ）。

（3）文京区 100 人カイギ（2019-2020）プロジェクト
にて、地域コミュニティ活性化活動の運営を支援。地
域に新たな人のつながりを生み出すプロセスを強化し
た（図 9）。
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決のスキルアップを図っておくことが、人脈つくりやフレキ
シブルな対応力の向上につながり本業にも好影響をもたら
すだけでなくリタイア後の実りある人生を保証することを訴
求した。
4.2 企業としての社会課題への取組み（2017/7）
企業価値向上のため、企業は社会課題へ取り組む必要
がある。マイケル・ポーター教授の CSV（Creating Shared
Value：共有価値創造）の提唱を待つまでもなく、日本には
「三方よし」の精神がある。企業経営における環境問題へ
の取組みは古く 1950 年代から存在するが、2000 年代にな
って社会課題を重視する CSR 経営が標榜されるようにな
った。しかしながら従来の経済合理性をベースにする企業
経営において社会貢献活動に継続的に取り組むことは難
しい。その実行にソーシャル PM 手法の有効性を提言した。

図 9 コミュニティ活性化プロジェクト事例

ソーシャル・ポートフォリオマネジメントによる支
援で、属人的実行プロセスであった活動の WP（Work
Package）を一覧化して地域のつながりへのインパクト
を優先判定し、潜在的な期待を見える化できた。また、
ソーシャル・ステークホルダー・マネジメントによる
支援では、イベント参加者へのインパクトを高めるた
めに、毎月の実行計画を KPT で振り返ることで、参加
者期待評価をアップデートし、計画更新内容を最適化
した。

4.3 デザイン思考から BRM へ展開（2017/9）
デザイン思考をベースにして開発してきたソーシャ
ル PM 手法を応用して、BRM（Benefit Realization
Management）を実行するため、3 つのコンポーネントに
よるサイクルを考察した（図 11）。このサイクルを繰
り返して、最終目標を達成していく。

（4）自治会への協力団体であるまちづくりネットワ
ークにおいて活用した（図 10）
。

図 10 社会課題の見える化プロジェクト事例

ソーシャル・デザイン思考による支援では、社会課
題の背景の見える化のためのフィールドワークを最適
化できた。また、ソーシャル・ステークホルダー・マネ
ジメントによる支援では、取り組みたい社会課題とそ
の背景との因果関係をロジックモデルで見える化した
も の を イ ン プ ッ ト と し て 、 SEAM （ Stakeholder
Engagement Assessment Matrix）による利害関係者への
働きかけを整理できた。

図 11 BRM サイクル

4. 第3期：普及実践期（2017～）

① ロジックモデル
事業活動が目標とする成果（アウトカム）につながる
因果関係を明確にする。
② ベネフィット・リスト
ロジックモデルの成果がステークホルダーに提供す
る価値を定義する。
③ ベネフィット実現計画
成果の優先順位、資源配分、作業工程を計画し、
実行、評価する。

2017 年からは普及実践期として、ウェブサイトや講演で
積極的にソーシャル PM の周知を図るとともに、いろいろな
局面で試行し、フィードバックを得て手法の完成度を高め
た。
4.1 個人としての社会課題への取組み（2017/2）
普及実践の対象として、まずは個人としての社会課題へ
の取組みについての提言を行った。100 年時代というこれ
からの人生を生き抜いていくために、若い人（現役世代）に
はパラレルキャリア、シニアの人（リタイア世代）にはセカン
ドキャリアの設計を勧めた。
そのための絶好の手段となり得るのがソーシャル PM で
ある。現役時代から社会活動の経験を持ち、社会課題解

4.4 ソーシャル PM 手法による日本版 CSV の実現
（2018/7）
企業が社会課題へ取り組む際の戦略として CSV があ
る。持続性を担保するために社会価値と経済価値を同
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時に実現する CSV 方法論が必要であるが、その実現を
ソーシャル PM 手法が可能にする。
CSV 戦略モデルとして、名和高司[2]において提示さ
れた日本版 CSV のコンセプト（図 12）を、ソーシャル
PM 手法によって具体化した。

の力によって斬新な事業プランが次々発生していく
創発型組織を構築する。
そのために現場の社員一人ひとりがビジョン達成の
ロジックを共有し、自律・協働・意欲の向上を図る。

図 12 日本版 CSV モデル
図 14 組織モデル

① ガバナンス・モデル（図 11）
ガバナンス・モデルとしては、上述の BRM サイクル
を用いる。

5. まとめ
デザイン思考をベースにして開発したソーシャル PM 手
法によって、実プロジェクトにおいて成果を検証し、個人と
しての社会活動への活用法とともに、企業における BRM
への取組み、CSV 戦略モデルの提言を行ってきた。
今後の取組みとして、CSV 実行プロセスを構築するため
に、リーン・スタートアップのアプローチを導入することが有
効であると思われるので、引き続き研究を進める。
本稿における記述は、それぞれ発表当時の表現をその
まま用いている。現在はすでに更新されているところもある
のでご留意いただきたい。

② ビジネスモデル（図 13）
日本版 CSV はどうあるべきか。社会価値と経済価
値を両立していくために、現場のオペレーション力
に加えて、「事業モデル構想力」と「市場開拓力」が
必要である。
自社の技術、リソースを生かして製品／サービスを
開発するとともに市場を作り出して、儲かる仕組みを
作り上げていく。
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図 13 ビジネスモデル

③ 組織モデル（図 14）
CSV 実現の組織体制はどうあるべきか。
経営者の信念として CSV ビジョンを設定し、構成員
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