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力で３つのテーマを1レイヤ下の30

項目くらいに落とし込みました。結

局、開発の検証試験をやると、コン

ポーネントの技術的リスクはすべて

消えますが、システムの場合は消え

ません。それは境界条件が、実際に

衛星を宇宙に打ち上げてみないと分

からないため、実環境での事前確認

ができないからです。小さなコンポ

ーネントについては、境界条件をシ

ステムからマージンをもって設定し

ていますから、その条件を与えて試

験することで、ベリフィケーション

マトリクスを一応埋めることができ

ます。そこで、リスク管理表による

照合は一旦終了しましたが、こうい

ったことに初めてトライしてみま

した。

J A X A 内で

は、NASAから

教わった方法が

あるということ

で、なかなか新

しいことに手を

出さないという

雰囲気がありま

した。私は、何

か新しいことにチャレンジしてみよ

うということで、取り組みましたが、

リスク管理表のレベルで一時停止し

ましたが、ALOS（だいち）プロジ

ェクトでは、リスク管理表を結果的

にフォーローする形で、もう少し細

かいレベルの懸念事項管理表による

リスクマネジメントを実施しました。

山本 リスク管理表と懸念事項管理

表の２つを使われたわけですね。

富岡 そうですね。

山本 細分化する際には、分類をさ

れましたか。

富岡 いえ、ランダムな内容です。

分類という入口論をしているとなか

なか前に進まないので・・・・。

山本 JAXAで最初に、リスク管理

表によってリスクの洗い出しと照合

を行ったというのは、すごいですね。

富岡 技術的リスクはメーカーの協
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山本 私もそのほうが良いと思いま

した。分類する時間がもったいない

し、分類が正しいか正しくないかと

いった議論になってしまいがちで

す。だから、とにかく全部あげてみ

て、その後で類似性とか因果関係と

かで整理するのが一番ですね。

富岡 一般の組織でいう課長代理に

相当する優秀な技術担当に懸念事項

管理表の維持管理をしてもらいまし

たが、その人のリソースの２割程度

を食ってしまいました。

山本 常に気懸かりとか、リスクを

ウォッチしているわけですから大変

ですね。

富岡 そうです。気になった事項は

すべて書きとめておいてもらう。そ

して彼がエビデンスを確認し、これ

は済みですねとか、記録しておかな

ければいけない。

山本 エビデンスと言われました

が、ある気懸かりがなぜ気懸かりで

なくなったのか。決着した理由をき

ちんと書いて管理されたのですか。

富岡 自分の勝手な解釈で、「はい

済みです」というわけにはいかない

ですからね。一般的に航空宇宙の場

合は、エビデンスの世界がやりすぎ

と言われるくらい、文化が浸透して

いるため、その辺の違和感はないで

すね。このため、お金と手間がかか

り過ぎるという問題があり、今後工

夫しないといけないという別の宿題

がありますね。

山本 気懸かりというのは、本来、

システムが満たさないといけないこ

となんですよね。裏返せば、出来て

いないといけないことが、気懸かり

なんですよね。それが出来た状態に

なるということは、そこでリスクが

なくなったということですね。だか

らこそ、すべての気懸かりをあげる

べきですね。システムが本来持つべ

き性質がそこにあげられるわけです

から・・・・。

富岡 顕在化し始めた気懸かりを、

ランダムでいいよというのが、最終

的に実行できたことの大きな要因だ

ったと思います。

この仕組みは積極的に他プロジェ

クトに展開をしませんでしたが、有

識者を活用し効率的・効果的な気懸

かり抽出、反映するプロジェクトが

出始めています。ナレッジの継承が

私のテーマでもあり現在、尻叩き係

りを始めています。

山本 ナレッジの継承については、

どのような点に注力されていますか。

富岡 プロジェクトマネージャ

（PM）へのナレッジに関するヒア

リングを奨励しています。若手技術

者には、PMや知見者のところに頭

を下げに行って、証言をとってこい

と常々言っています。各PMに勝手

に書かせると全部目線が違うので、

読みにくく、統一性がなくなります。

同じくらいの目線で複数のプロジェ

クトをチェックして、そのエキスを

“見える化”しようという作業に取り

組んでいます。例えば、Aさんの目

線、Bさんの目線、知見者で微妙に

違いますので、どこが一番ポイント

になるのかがずれますね。ずれても

いいわけですが、PMの喋った通り

だと、結局自慢話になりかねません。

読んでも面白くないというか、あま

り参考にならないわけです。なぜ上

手くいったのか、逆になぜ上手くい

かなかったのか、別の目線で分析し、

整理・記録することが重要です。そ

んなことにトライしています。

山本 私も、システム開発を成功に

導くためのベストプラクティスをま

とめるべきではないかと思っていま

す。私は、それをエンジニアリング

ケースと言っています。プロジェク

トがどういう理由で始まったのか、

その時の社会的な市場性、組織、技
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違いなく優れた知見が入っていま

す。正に良い研究テーマになるはず

のものが埋もれている。それを先ほ

ど富岡様がいわれたように、“見え

る化”しないといけないという話を

しています。そのことの価値はみな

さん認めてくださいますね。

富岡 成功事例について、なぜ成功

したのかということを客観的に担当

した人が言えないんですよ。こうい

う努力をしました。どんなところに

力点を置いてやりましたという事実

は、淡々と言えます。ところが、そ

れがどれだけ効果を及ぼしたかとい

うのが、自分では分からないんです。

山本 先ほどの話の流れでいくと、

なぜ成功したかを残すというより

は、どのような判断をしたのか。そ

ういった判断は、それぞれ合理的で

あったのかどうかを並べるだけでも

良いのではないかと思います。

富岡 判断項目のひな型みたいなも

のを示せると、比較的皆さんにやっ

ていただける可能性がありますね。

山本 それに、後で議論もできま

す。

その意味では、先ほどの懸念事項

管理表が残っていれば、懸念事項が

なぜコンプリートしたのかその理由

が残っていれば、それがそのままエ

ンジニアリングケースになるような

気がします。

富岡 なるほど、そういうことです

か・・・・。しかし、相関をとれる

ほどのデータ量はありません。

山本 私は、データで分析すること

はそれほど重要だとは思っていませ

ん。それよりも、どういう意思決定

を行ったのか、どんな意思決定が必

要だったのかということが、記録と

して残されていることが重要で、そ

れがあれば若い人たちが学べるんで

す。それがないと、PMがうろ覚え

のことしか残らないので、自慢話み

たいになってしまう。全部の意思決

定でなくても、最初は1つか2つでも

いいから最も重要な意思決定につい

ての記録があれば、それがストーリ

ーとしてすごく役に立つと思います。

富岡 山本様の言われるエンジニア

リングケースを作る作業はすでに始

められているのですか。

山本 今は、そういうアクティビテ

ィが妥当であるかどうかを、いろん

な方々に聞いている段階ですが、私

自身は自分が手掛けた ICカードシ

ステムや、Webとデータベースを

連携するシステムなどの開発の際に

行った重要な意思決定について整理

し始めているところです。これは、

若い人の役に立つと思っています。

富岡 そうだと思います。

山本 私の経験でも、将来的に世の

中で必要になるであろう技術のロー

ドマップを描いています。そういう

ことを想定していないと、そもそも

プロジェクトに着手できませんでし

た。しかし今の若い人は、そういう

技術ロードマップを描くことは難し

くてできませんと言う人が多くなっ

ています。これは、日本にとって大

変な危機だと思っています。例えば、

最近注目を集めているクラウドコン

ピューティングの一番の懸念事項

は、セキュリティであり、セキュア

なクラウドコンピューティングサー

術的な環境がどうだったかといった

項目を用意しておいて、そのプロジ

ェクトの中でどういう意思決定をし

たのか、その意思決定は合理的だっ

たのかそうでなかったのか、という

ことをまとめていけばいいのではな

いかという話をしています。

ところが、私の専門分野はソフト

ウェア工学なんですが、ソフトウェ

ア工学を研究している大学の先生の

多くは、システム開発を経験したこ

とがなく、ずっと学問の世界にひた

っているため、ソフトウェア工学の

研究はできてもシステム開発とは何

かが分かっていません。このため、

今いったようなエンジニアリングケ

ースは作れないとおっしゃるんで

す。逆にいうと、システム開発した

ことがない人の作った技術は、現実

のシステム開発に本当に使えるので

すかというのが問題です。

富岡 似たようなことで、耳学問と

実務は違うということで使い分ける

必要があるといった話が私どものと

ころでもたまに出ますね。

山本 遂行された実務の中には、間
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ビスを実現するための技術ロードマ

ップが重要になります。それに基づ

く研究開発は欧米ではすでにトライ

していると思います。技術に関する

ロードマッピングの価値を理解して

いないと、なぜその技術の研究が必

要なのかといったことも分かりませ

ん。そうなると日本の技術開発力は

低下し、欧米で生まれた技術を買

ってくるだけの国になってしまい

ます。

富岡 長期間に及ぶ開発プロジェク

トの場合は、今山本様が言われたよ

うに、うろ覚えの世界になるので、

何があったか正確に言えないので

す。当然、何らかの形でエビデンス、

議事録を追いかけられる仕組みはあ

りました。しかし、ファイル間の紐

づけがうまく出来ておらず情報管理

が便利ではありませんでした。途中

からは電子化しましたが、半分以上

は手書きの議事録システムでしたか

らね。

山本 そういうものがきちんと残っ

ている組織はすごいですね。

富岡 だから書庫が膨れ上がっちゃ

うんですね。ただし、決定のエビデ

ンスは１ラックくらいに収まってい

ます。10年かかった超大規模プロ

ジェクトでも１ラックくらいです。

細かいのは、10数ラックに溢れる

ので倉庫に保管しました。紙ベース

の管理でしたが、頼めば１日の間に

引っ張り出してくれました。そこま

で恵まれている組織文化ではありま

すね。

私は衛星のPMをやる前に、日本

初の純国産ロケット「H-Ⅱ」の開

発に従事していました。最初の４～

５年は構造の開発を担当し、その後

プロジェクト管理で予算管理も担当

しました。その経験を踏まえ、今で

は、予算管理を経験してお金の捌き

ができないと、PMは絶対に務まら

ないと思っています。PM候補には、

プロジェクトの規模の大小を問わ

ず、必ず予算管理を一度は経験させ

ることが必要です。予算を獲得する

仕組み、予算を使う仕組みを体験さ

せることが重要です。

山本 確かにその通りですね。

富岡 予算を獲得するのも苦労しま

すし、使うにしても説明責任を求め

られますからね。

山本 チェックはPMの上司が行う

のですか。

富岡 宇宙開発は予定通りに開発が

進むことは稀で、計画の見直しが結

構発生します。スコープの見直し、

大幅な資金超過の場合は再審査が必

要ですが、それ以外の変更について

はPMの自由度がある程度認められ

ます。当然、上司である本部長、経

営トップへの説明・了解が必要とな

ります。また、国への予算要求の見

直し、説明と執行後の会計検査の受

検があります。その意味で、常に説

明責任を考えながら、お金を使って

いくということを意識せざるを得ま

せん。

それから、先ほどのエビデンスと

いう面で驚いたのは、「H-Ⅱ」ロケ

ットの担当メーカーと私との間で交

わされた電話をすべて担当メーカー

側が記録していたことです。一段エ

ンジンの開発で、試験中に何度も壊

れるなど難航しました。その際に、

開発全体をチェックしようというこ

とで、要求事項から設計・検証まで

の一連のプロセスを全てトレースす

る総点検を実施しました。後から聞

いた話では、私の電話は８年間で

1000回余に及び、調整・指示事項

はすべてメモとして残されていたそ

うです。

山本 すごいエビデンスですね。

富岡 良く解釈すれはそうですが、

悪く解釈すると、こういう指示を受

けたという逃げ口上に使われてしま

います。（笑い）

山本 私もNTT研究所でグループ

リーダを行っていた時に、所長から

何か言われた時のために、FACTを

全て残しておくことを実践していま

した。最近では、重要なメールにつ

いてはアーカイブしておき、何かあ

った時のエビデンスとして何時でも

出せるようにしています。

（以下、次号に続く）
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