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ISO標準化を支え 

実質担保型マネジメントシステムの 

ビジネス開発について 

         

 特定非営利活動法人 CeFIL 

 デジタルビジネス・イノベーションセンター 

        理事、DBIC副代表 西野 弘 
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特定非営利活動法人 CeFILについて 

【名称】 
特定非営利活動法人 CeFIL   : NPO Center For Innovation Leaders 

【設立】 
日本経団連の高度情報通信人材育成部会の実行機能を引き継ぎ、有志企業によ
り２００９年７月に設立 

【理事長】 
横塚裕志 

【目的】 
デジタル化により社会・事業環境が激変する時代を踏まえ、ICTを利活用し、社会・
産業システムを変革していく人材を育成し、日本の成長戦略の推進に貢献します。 

【ミッション】 
国の成長戦略や人材育成方針、経団連の提言に協力し、下記を具現化・推進する
活動に取り組みます。 
１）デジタル化時代にふさわしい人材育成の仕組みや研修・教育カリキュラムの調査研究、こ
れに基づいた人材育成支援活動 
・経営、組織改革を担う経営層／経営企画人材 
・ICT利活用社会を牽引する人材 
・ICT利活用社会を支える人材 

２）デジタルビジネスに関する最新の事例・動向調査と情報発信 
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DBICの趣旨 

日本において、組織がデジタル技術を駆使して、ビジ
ネスにイノベーションを起こし、グローバルな競争力を
つけることを実現する。特に、エコシステム、オープン
イノベーションの考え方に基づいて推進する。 

本趣旨に賛同する有志企業が集まり、日本企業がイノ
ベーションを起こし続けることができる場と仕組みを構
築し運営する。 

グローバルの最新情報と有志企業のイノベーションに
かける熱意を受けて、常に進化し続けるセンターとす
る。 
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デジタルビジネス・イノベーション
センター（DBIC） 

リサーチ 

教育 

イベント 

アドバイザリ
等 

シンポジウム 

レディメイド型 
機能支援 

従来のリサーチ研究機関、 

コンサルティング企業 

プラットフォーム型
事業創造 

ソリューションセンター 

コアコンセプト 

●イノベーションへの支援を確実に行う 
●イノベーション・エコシステムを作る 

複数の会員企業が集まり、多
様な技術・技能・ノウハウを持
つ外部の企業等も加えて、事

業創造をするための 
プラットフォームを提供する。 

↓ 

オープンイノベーションモデル 

イノベーションセンター 

DBICコアコンセプト 
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DBICメンバー企業一覧 

1 日本たばこ産業株式会社 
2 栗田工業株式会社  
3 コニカミノルタ株式会社  
4 株式会社日立製作所  
5 日本電気株式会社  
6 富士通株式会社 
7 マツダ株式会社  
8 東京ガス株式会社  
9 ヤマトホールディングス株式会社  
10 全日本空輸株式会社  
11 日本航空株式会社 
12 ＴＩＳ株式会社 
13トレンドマイクロ株式会社  

14 株式会社構造計画研究所  
15 日本ユニシス株式会社 
16 株式会社ＮＴＴデータ  
17 三菱商事株式会社  
18 株式会社三菱東京 UFJ 銀行  
19 株式会社三井住友銀行  
20 株式会社みずほフィナンシャルグループ 
21 マネックスグループ株式会社 
22 東京海上日動火災保険株式会社  
23 明治安田生命保険相互会社  
24 日本郵政グループ 
25 アビームコンサルティング株式会社 

その他2社 計27社 
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オープンイノベーションガーデンの様子 
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  クラウドに期待される価値の違い 

IPA人材白書・2012／日経SYSTEMS 2012/8を参考に作成 

ITエンジニア 

の人数 

ユーザー 

企業 

ITベンダー企業 

75% 
ユーザー企業 

72% 

ITベンダー 

企業 

ITベンダー企業の生産性向上 
+ ベンダーがリスクを背負わされる 

ユーザー企業の生産性向上 
+ ユーザーが自らリスクを担保 

セルフ・サービス・ポータルによる調達の自動化 
クラウド・リソースの調達や構成の変更を自ら行うことができる仕組み 

102万6000人 330万3000人 
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BOK構築、人財育成事業/資格制度構築に関する実績（１） 

• 1998年 PMP（プロジェクトマネジメントプロフェッショナル）試験の日本語版作成と試験実施 
 

• 1998年 コールセンターのパフォーマンスマネジメントの国際規格であるCOPC-2000®規格
 の日本における唯一の審査・教育機関となる。以来400箇所に渡るコールセンターの
 現場の監査および3000人以上のコールセンターマネジメント人材の資格認定を行って
 いる。 
 

• 1999年 マイクロソフトMOS試験の構築と試験事業展開企画（累積資格者200万人） 
 

• 2001年 マイクロソフトMCA資格の構築（全3科目） 
 

• 2001年 テスト学会の設立準備 
 

• 2001年 ITサービスマネジメントの世界標準であるITILのオランダの国際テスト機関(EXIN社)
 の認定試験機関となる 
 

• 2004年 地方公共団体に対するIT調達の教育設計、教材作成および講師派遣 
 

• 2005年 テスト学会を設立テストスタンダード開発（テスト学会） 
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BOK構築、人財育成事業/資格制度構築に関する実績（２） 

• 2005年 府省共通業務システム最適化計画（国家試験業務の業務システム最適化計画策定コン
 サルティング） 

 

• 2007年 総務省行政管理局 中央省庁および独立行政法人向けIT人材に関するスキルマップ
 およびコース体系開発、講師育成 

 

• 2007年～2008年 沖縄県コールセンター人材資格制度構築（コールセンター高度人材供給体
  制構築産学官事業）、資格制度整備事業（OCQBOKコールセンター人材 
  知識体系・スキル標準の構築、試験制度と試験の構築）受託 

 

• 2009年 経済産業省「サービスイノベーション創出支援事業（サービス能力評価システム構築
 支援事業）において、コールセンター人材能力評価システム事業受託、OCQBOKを
 基にCMBOK（コンタクトセンターマネジメント知識スキル体系）およびプロフェッ
 ショナル向け２資格の構築 

 

• 2010年 一般社団法人日本コンタクトセンター教育検定協会を設立、西野 弘が初代理事長に
 就任し事業推進 

 

• 2016年 インターポールのサイバーセキュリティ捜査官向けのBOKであるCIBOKの調査設計
 構築を実施 
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マネジメントOSの必要性 

ICTインフラ 

KKD（勘と経験と度胸）仕様書、マニュアルなど 

テクノロジーOS（Windows、Unix、・・・・・） 

軟弱！ 
個人属性化！ 
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マネジメントOSの適用 

ICTインフラ 

テクノロジーOS（Windows、Unix、Android・・・・・） 

マネジメントインフラ（BOK） 

マネジメントOS（ISO、ベストプラクティス。ガイドライン・・） 

シャキッ！ 
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マネジメントシステムの導入で前提とすべきこと 

 どこに行きたいのかどうなりたいのか判らない組織に、プロセスの継続的な改善や
改良はできない。 

 

 業務オペレーションだけの問題でなく、経営の問題であることを認識することが重
要。 

 

 発注責任はグループ内であろうと外部であろうと必須。アウトソースすると｢アウト
オブマインド」になる組織が多い。 

 

 ICTだけでなくマネジメントシステムも進化している現実を理解すべき。 

 オペレーションマネジメントについては1995年以降とそれ以前は大きく違う。 

 IT、ネットワーク、マネジメントシステム 

 

 強靭な組織作りにはマネジメントOSの構築（PDCA）が必須となる。 
その基盤の上にマネジメントフレームワークを構築する。 

 

 導入のアウトプットだけでなく実践後のアウトカムを重視すること。 
→「どのように」だけでなく、成果・結果（アウトカム）をそれぞれの利害関係者
が注視するモデルが重要。 
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マネジメントシステムとマネジメントシステム認証 

 マネジメントシステムとは 

 

 メリット（標準化） 
関連するステークホルダー（利害関係者）は、個々の企業の製品・サービス・活
動等を自分で調べる代わりに、この登録証をもってマネジメントシステムにおけ
るその目標を達成していることを確認し、信頼することができる。 組織の競争力
を示すものではなく、担保されていることを証明するもの。 

 

 課題 

– 制度の信頼性 

– 認証審査の信頼性 

– 自己の競争力を標準化レベルにしてしまう。 
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BOKとは 

 BOK（Body Of Knowledge) 
職能団体や業界によって知識体系、知識スキル体系関連する職能団体などによっ
て定義される専門領域を構成する概念、用語、および活動などのセットを表す。 

 

 職能とコンピテンシー 

– 知識とスキルを活用してどのように該当する職能で活躍できるかのレベル別人財競争
力を示す。 

 

 代表的なBOK 

– PMBOK Project Management Body of Knowledge 

– BABOK Business Analysis Body of Knowledge  

– CMBOK Contact Centre Body Of Knowledege 

 

14 



Copyright © 2017 CeFIL 

プロジェクトマネジメントと 
PMBOK 

（プロジェクトマネジメント知識体系ガイド） 
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プロジェクトとは 

■ PMBOK®における「プロジェクト」の定義： 

独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される

有期性の業務 
PMBOK® 第４版, p.5  

プロジェクトとは 

  決められた期間の内に 
  明確な目的を達成するための 
  日常業務とは異なる活動 

       ↓ 

プロジェクトの３つの特徴 

有期性、独自性（新規性）→段階的詳細化 

未知の課題を解決しながら、 
目的を達成する 
↓ 
プロジェクトでは、 
リスクに対する準備が重要 

PMBOK®は、米国PMIの登録商標です。 
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目的・目標達成のためのフェーズドアプローチ 

構想 
事業化検討 

建設計画 
基本設計 
詳細設計 

調達 
建設 

操業準備 
商業生産 

ゴールに向け必要な要素をフェーズ(段階）ごとに分解し、各フェーズをさらに作業として分解するこ
とで具体的なアクションプランになる。プロジェクトのライフサイクルは、複数のフェーズから構成され
ており、フェーズの定義がプロジェクトの特性によって異なる 

(時間) 

(

コ
ス
ト) 
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PMのISO化の狙いと影響 

プロジェクト活動がグローバル化し、共通の用語・仕事の進め方・管理が必要となってきた。
今回は、イギリス、ヨーロッパ、IPMAの働きかけにPMIが協力する形でISO化に着手した。 
但し、ISO化といっても認証規格ではなく、用語・プロセスの統一が主眼。 

プロセスの統一に加え、作業概要、入出力、用
語が整理・統一される。 

現在微妙に違いのある各団体の標準類もISOを
意識して改訂される。 

PMI 

PMBOK 

BSI 

BS6079 

DIN 

DIN69901 

IPMA 

ICB3.0 

ISO21500 

狙い 

内容 

ISO21500が勧告されると発注側⇔受注側に影響 

  ＜例＞ ・発注側の発注条件が「作業管理はISO21500準拠」となる。 

 ・受注側も「作業管理はISO21500準拠」となり、受注側のサブコンの内部作業管理もISO21500準拠となる。 

 ・各企業で行われる組織内教育もISO21500準拠となる。 

影響 

効果 

国際プロジェクトマネジメント協会 

ドイツ工業規格協会 

英国規格協会 

プロジェクトマネジメント協会（米国） 
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PMBOK®４つのプロセス群／９種類の知識エリア 

             プロセス群 

 知識エリア 

立ち上げ 

プロセス群 

計画 

プロセス群 

実行 

プロセス群 

監視・コントロール 

プロセス群 

終結 

プロセス群 

プロジェクト統合マネジメント 
・プロジェクト憲章作成 

 

・プロジェクトマネジメント計画書作成 ・プロジェクト実行の指揮・
マネジメント 

・プロジェクト作業の監
視コントロール 

・統合変更管理 

・プロジェクトや
フェーズの終結 

プロジェクト・スコープ・マネジメント 
・要求事項収集 

・スコープ定義 

・WBS作成 

・スコープ検証 

・スコープコントロール 

プロジェクト・タイム・マネジメント 
・アクティビティ定義 

・アクィビティ順序設定 

・アクティビティ資源見積り 

・アクティビティ所要期間見積り 

・スケジュール作成 

・スケジュール・コント
ロール 

プロジェクト・コスト・マネジメント 
・コスト見積り 

・予算設定 

・コスト・コントロール 

プロジェクト品質マネジメント 
・品質計画 ・品質保証 ・品質管理 

プロジェクト人的資源マネジメント 
・人的資源計画書作成 ・プロジェクト・チーム構成 

・プロジェクト・チーム育成 

・プロジェクト・チームのマ
ネジメント 

 

 

プロジェクト・コミュニケーション・マ
ネジメント 

・ステークホルダー特定 ・コミュニケーション計画 ・情報配布 

・ステークホルダーの期待
のマネジメント 

・実績報告 

プロジェクト・リスク・マネジメント 
・リスクマネジメント計画 

・リスク特定 

・定性的リスク分析 

・定量的リスク分析 

・リスク対応計画 

・リスクの監視コント
ロール 

プロジェクト調達マネジメント 
・調達計画 ・調達実行 ・調達管理 ・調達終結 
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知識スキル体系と 
資格制度構築の手法 

20 
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資格制度構築のポイント 
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試験 

試験以外 

客観テスト 

業務経験 

履修履歴 

認定 

継続研修 

更新 

認定 

アセスメント 

現場実践 

受講者 

試験 

試験以外 

客観テスト 

業務経験 

履修履歴 

認定 

継続研修 

更新 

認定 

アセスメント 

現場実践 

アセッサー（養成） 

開発協力者 
（業務を知る専門家） 

＜資格の認定には以下の視点が必要＞ 

どのような分野であれ、高い実践性の専門資格を開発・運用していくためには以下のステップ
がある。 
 ①資格認定制度の構築 
 ②資格認定プログラムの開発と運用 
 ③資格認定機関の設置 

1. スキルやレベルを評価時点で証明するもの 

2. 「客観テスト」のみでなく、「業務経験」、 

「履修履歴」などを加味して評価 

3. 標準的な開発プロセス 

4. 経済合理性の担保 

5. 更新制度 

6. 継続研修 

7. 必要な業務経験の認定 

8. 専門性を有する将来の資格者の協力 

9. 企業現場などでの実務能力に対する 

アセスメント 
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国際的な基準に基づく資格制度の構築 

22 

技術職/管理職の区分や、職位レベルごとに「専門性」
を定義する。 

国内外の既存資格制度の調査 

知識体系＝BOK（Body of Knowledge）の作成 

調 査  

知識体系化 

スキル標準 
の開発 

ソフトウェア品質管理者の 
実態調査 

資格制度 
の開発 

評価者資格を含む評価検証プログラムの完成 

各レベルの専門性の重要度の調査 

資格制度設計 
（評価手法／教育ガイドライン／認定ガイドライン） 

共通性／業界・業種の特殊性の調査 

職種／職層別の 
適用ガイドライン作成 
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資格制度の運営体制の例 

教育開発グループ 
 

・企業の実務者、専門家
で構成される部会 

認定機関 
・事業主体 

・認定事業からの収益の管理 
・試験の実施 

教育機関 
・専修学校 
・研修機関 

・社内研修部門 

資格制度 
参加企業 

試験や評価に基づく個人認定
証の発行 
教育機関（講座）の認定 

ＯＪＴを中心に、資格取得者
個人の実務スキルを客観的基
準に基づき評価するアセッサ
の登録・認定等を行う。 

資格認定の社内評価制度
への適用と申請 

スキル標準に準拠した研修講
座の提供 
資格試験の実施と個人の認定 

認定委員会 

・スキル標準、認定基
準、試験テスト開発や

その運営 

外部評価機関 
 アセッサーの 
 登録認定/派遣 

•試験後、受講者の職場を
訪問し実務スキルの評価
を行う。 

スキル標準に基づく
「トレーニングガイド
ライン」の提示 
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試験構築の科学的アプローチ 

１ 

２ 

３ 

４ 

 
業務分析 

（ ジョブ、 
タスク分析） 

 

試験制度 
の概要設計 

テストの 
基本設計 

 
テスト項目 

の作成 
 

５ 

６ 
７ 

８ 

予備テスト 
(α)の実施 

 
項目分析 

 

質問項目 
の選択 

 
予備テスト 
(β)の実施 

 

９ 

10 

11 

12 

 
判断基準の 

設定 
 

 
本番テストの 
実施と検証 

 

テストの 
維持管理 

制度の 
維持管理 

試験の構築にあたっては、国際的に標準と認められる科学的なアプローチを採用します。 
業務分析を通じ、実際の業務とタスクを理解し、それらの業務で高いパフォーマンスを達成する人財の
コンピテンシーを分析します。その分析に基づき知識スキル体系を整備します。その後、問題の構築、
2回の予備テストを経た統計分析に基づく合否基準の策定を通じて、人材資格制度を構築します。 

•ヒアリング 
 調査結果 

•資格制度概要 

•試験問題の
構築 

•スキル表 
•知識表 
•出題基準 
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トータルな標準化を担保・向上させるエコシステムが必須 

電力業界として日本主導で世界標準ISO化に着手した事実を。重要なのはISOを組織と個人とし
て担保できるシステムが必要。それを超えてパフォーマンスを向上するシステムが必要。標準化
が目的では競争力として自らのさらなる向上と海外への展開はできない。 

• マネジメントシステムとして全体を担保向
上させるホリスティックアプローチが実施
できる。 

• 現在、違いのある各国、各社の標準類も新
標準をリフォレンスして改訂される。 

• それを具体的に実施できるシステム自身が
最大の付加価値であり、それを日本の電力
業界が構築することは実質担保型のマネジ
メトシステムとなり、このエコシステムを
日本の優位性として海外に進出する。 

BOK構築 

ガイドライン
構築 

ベストプラク
ティス 

試験資格制度 

IEC/TC123  

狙い 

内容 

１．世界のBOKやベストプラクティス、関連資格制度などの存在や蓄積状況の調査 

２．標準化ドラフトの概要を把握しBOKの設計を検討する。編集委員会の組成 

３．資格制度の初期設計 

構築ステップ2017年度 

効果 
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BOKと資格制度の市場性 

ISO認証関連の20倍以上の市場規模が生まれる 

BOK構築 
アセスメント 

BOK、その他出版 

コンサルティング 

教育 デジタルツール 

資格制度 

BOKを起爆に大きな市場が生まれる。 

知識ベースのビジネス開発環境を 
構築・提供 
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まとめ 

 人財育成のための知識スキル体系が持つべき視点・要件とは 

– 求める知識・スキル・コンピテンシーを明確にする 
• その人の業務やポジションによっても違ってくる 

• コンピテンシーの有意性、 

• メンテナンス（ビジネスの環境によるアップデート） 

– スキル・コンピテンシーを可視化する 

– なぜ、その知識・スキルが必要であるかを理解させる 

– 職能としての定義が重要 

– キャリアパスを明確にする 

– 評価の基準に客観性を確保する 

– 自らの現状を正確に評価できる、あるいはトレーニングの効果測定がで
きる 

– 個人独善主義やペーパードライバーを許さない仕組み 

– 実務に生かし続けることができる 
• 知識やスキルをどのように実践的に活用させるか（仕組み構築と人財確保） 

– 経済的合理性があるシステム設計 

– ベンチマーキング 
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まとめ 

 21世紀型マネジメントシステムが持つべき視点・要件とは 
– 目指すゴール・目標が明確に定義されている 

• それが共有されている 

• ゴール達成にむけてのトレードオフが理解されている 

– ステークホルダーが定義されている（顧客・クライアント・社内/社外の調達先
など） 

• 顧客視点 

• 調達側のマネジメント姿勢が問われる＝発注要件、SOW、SLA、可用性に関するス
テークホルダーの理解と協調 

• ステークホルダーのコミュニケーションマネジメントが重要 

– プロセスマネジメントが重要 

– リスクの可視化・関係者の合意 

– 結果のマネジメント 

• 成功判断基準の測定(精度など） 

– レビュー・内部監査システムの構築と実施、是正すべき点の発見と是正 

• マネジメントシステムのPDCAで、得られた教訓が生かされる。 

– 客観性の確保が求められる 

– 全体としてPDCAが回っている 

– 伝達可能である 
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ご参考資料：西野 弘 略歴 

株式会社プロシード代表取締役 
 

1979年 早稲田大学教育学部卒業（1975年スウェーデンヨーテボリ大学 
留学） 

全日空商事株式会社等を経て、1991年に株式会社プロシードを設立、現
在に至る。 
 

プロジェクトマネジメント研究所日本支部 初代会長および理事（1998-
2001年）、経済産業省 プロジェクトマネジメント研究会 事務局
（2001年）、 

2001年未来基金（ビルゲイツ印税基金）会長1998～2001年 

経済産業省「政府調達におけるサービスモデルアグリーメントガイドライ
ン研究会」委員（2004年）、総務省「ITサービスマネジメント研究会」
委員（2006年）、特定非営利活動法人ITサービスマネジメントフォーラ
ムJapan副理事長（2003年-）、一般社団法人日本コンタクトセンター教
育検定協会理事長、理事（2010年-）、経済産業省  

産業構造審議会情報経済小委員会 IT人材育成WG 委員（2014-2015
年）特定非営利活動法人CeFIL 理事（2016年-）等を歴任。 
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