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経済・産業／トピックス人材／人材育成の視点

上級MOT短期集中研修
「戦略的技術マネジメント研修」について（第8回）
プロジェクトマネジメントとリーダーシップ　―ありふれた業務をプロジェクトに―
東レ経営研究所 客員研究員、COMEL株式会社 代表取締役社長 上窪 政久氏 インタビュー
インタビュアー：MOTチーフディレクター　宮木 宏尚
取材・写真：フリーランス・ライター　山崎 阿弥

東レ経営研究所客員研究員、COMEL 株式会社代表取締役社長

上窪 政久（うわくぼまさひさ）
早稲田大学人間科学部卒業。アーサーアンダーセン、プライスウォーターハウスクーパースな
どの外資系経営コンサルティング会社シニアマネジャーとして、事業戦略、組織改革、企業統
合などの大規模プロジェクトに参画。また、フランクリンコビージャパンのスターティングメ
ンバーとして「7つの習慣」などの研修やPMI 教育委員会としてプログラムプロジェクトマネ
ジメント研修を担当。現在、北海道大学非常勤講師、COMEL株式会社代表取締役社長など。主
な著書に『図解プロジェクトマネジメント』 （東洋経済新報社）、『実践ナレッジマネジメント』
（東洋経済新報社）

宮木 宏尚（みやきひろひさ）
東レ経営研究所特別研究員MOTチーフディレクター
東京農工大学大学院技術経営研究科非常勤講師

1968 年早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了。東レ（株）入社。13 年間工場におい
て合成繊維原料・エネルギープラント等の計画・管理担当の後、全社の技術戦略企画、新事
業企画、経営企画、情報システム企画などを担当。2002 年 12 月退社。2003 年 3 月から東レ
経営研究所特別研究員。2006 年 8 月東京農工大学大学院非常勤講師。現在、ミヤキ（株）代
表取締役社長、（社）化学工学会経営システム研究委員会委員長、日本技術者教育認定機構
（JABEE）審査員　など

山崎 阿弥（やまさきあみ）
フリーランス・ライター

繊維メーカーやWEBのプランニング会社での企画・デザイン、デジタル・デザイン系の専門
学校講師、企業グループが発行する新聞の記者等を経て現在に至る。環境関連の専門誌での
ライティング、各種デザインのクリエイティブ・ディレクターのほか、企業のブランディン
グに関わるリサーチャーとしてマーケティングに携わる。2006 年から「戦略的技術マネジメ
ント研修」の講義記録を担当。

Point
1 プロジェクトは、ゼロから新しいものを生み出すクリエーティブでチャレンジングな活動。ありふ

れた業務でも見方を変えることにより、一生忘れられないような“面白いプロジェクト”として扱

うことができる。
2 従来の建設プロジェクトやシステム開発プロジェクトのように、あらかじめ決まっているゴールに

向かって時間や費用をコントロールするプロジェクトマネジメントと違い、最近は技術や事業の開

発プロジェクトのように不確実性の高いプロジェクトをいかにマネジメントするかが課題になって

いる。東レ経営研究所の研修では、このようなプロジェクトマネジメントを学習する。
3 プロジェクトを成功させるには、プロジェクトメンバー全員がプロジェクトの目標を共有し、真の

コラボレーションができる環境作りが重要。その意味で、リーダーの役割が大きい。
4 リーダーには、ぶれない強い決意と状況の変化に対応できる柔軟さ、及びそれらのバランス感覚、

そしてリーダー自身の行動が伴うことが必要。
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このシリーズは東レ経営研究所が主催する上級

MOT 短期集中「戦略的技術マネジメント研修」で

主要科目を担当される講師の方に、講議の内容や

MOT（技術経営）についてインタビューするもの

です。またこのインタビューを通して、各講師の

先生とプログラムディレクターの間で、研修の狙

いや進め方などについて、より深い擦り合わせを

行なうものです。

今回は（株）東レ経営研究所 客員研究員の上窪

政久さんにお話を伺いました（2007 年 9 月 28 日、

COMEL（株）にて）。上窪先生には「プロジェク

トマネジメントとリーダーシップ」と題して講義

題目を担当していただいています。この講義は研

修の最後を締めくくる重要なプログラムでもあり

ます。

スポーツを産業に

宮木：上窪さんは、早稲田大学人間科学部スポー

ツ科学科の 1期生として同大学を卒業後、外資系

コンサルティング会社で経営コンサルタントとし

て様々な分野の経営革新プロジェクトに携わら

れ、現在はスポーツを一大産業（ビジネス）に成

長させることに力を注いでおられますね。日本で

はまだ誰も到達していない領域だと思いますが、

在学当時からスポーツを産業にまで高めていくこ

とを意識しておられたのでしょうか？　

上窪：学生のころは、単純にスポーツが好きだっ

たんです。でも、早稲田に入ると周りの選手たち

は全国区レベル、果てはオリンピックで金メダル

を獲得し世界から注目される同級生もいる。選手

としては叶わないので、マネジメントの分野でス

ポーツにかかわっていくんだろうな、と早い時期

から思っていました。

また、当時はちょうど「体育からスポーツへ」

「根性論から科学へ」と、従来のスポーツの概念

が変化する時期でした。しかし、私の視点は当時

から「スポーツをエンターテインメント産業へ成

長させる」ことにありましたから、スポーツその

ものの現場というよりも、広くビジネスの現場で

磨くべきものがあると判断しました。

宮木：最近では大学院にも通われていましたね？　

上窪：はい。偶然立ち寄った母校のキャンパスで

社会人対象の「トップスポーツマネジメント」の

修士課程が夜間と土曜に開講されることを知りま

した。その案内を見たとき、「スポーツをエンタ

ーテインメント産業へ成長させる」ことに少しで

も貢献したいというみずみずしい希望と夢が蘇っ

たように感じました。

経営コンサルタントとして、幸運にも製造業

を始めとした様々な分野の経営者や現場の皆さん

と新規事業などのプロジェクトを企画し実現して

きましたが、40 歳を目前に、これまでの自分自

身を見つめ直し、今後どのような分野で自分を活

かしていけるのかを考えていたところでした。

ビジネスの世界で得た経験や能力をスポーツ

と結びつけ、1 つの産業として確立する、そんな

仕事ができる時期に来たのだとも思いました。
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宮木：スポーツの世界にどっぷりと浸かり、経験

を積まれた方は多いかと思いますが、上窪さんの

ようなお仕事をされてきた方にこそできる分野な

のではないでしょうか。

上窪：コンサルティング会社の仕事は、すべてい

わゆる“プロジェクト”です。言うなれば入社し

たときからプロジェクトにのみに邁進してきたの

で、経験は豊富な方だと思います。また、プロジ

ェクトマネジメントはゼロから新しいものを生み

出すクリエーティブでチャレンジングな世界です

から、そういう意味でも貢献できることは少なか

らずあると考えています。

日常業務を“プロジェクト”に

宮木：さて、そもそも上窪さんとの出会いは『図

解　プロジェクトマネジメント』（上窪政久・小

野弘貴著、東洋経済新報社、2003 年、131 頁、

1,680 円）という一冊の本がきっかけでした。東

レ経営研究所の研修では、従来の建設プロジェク

トやシステム開発プロジェクトとは違い、より不

確実性の高い技術開発や事業開発のプロジェクト

を取り扱う際のプロジェクトマネジメントについ

ての研修を目指していました。その点、この著書

に出会った時、 分かりやすく、かつ内容の深い

プロジェクトマネジメントの本で、「これだ！」

と思いました。そこで早速上窪さんにコンタクト

しようとしたのですが、既に著作当時の会社には

おられず、捜し当てるまで結構苦労しましたが、

苦労のし甲斐がありました。

上窪：この本は、業種を限らず広く一般のビジネ

スパーソンに向けて著したものです。日常的な業

務から新規事業開発や非常に困難な業務に至るま

で、様々な業務をプロジェクトの概念でマネジメ

ントしたくなるような内容の本を目指しました。

ありふれた業務であっても見方や考え方を変

えると、一生忘れられないような面白いプロジェ

クトに変えられるということでしょうか。特に研

究開発の分野に特化して書いたつもりはなかった

のですが、システム開発や建設など、あらかじめ

決められたゴールに到達するまでの過程を手ほど

きするような内容とは異なる視点です。

“プロジェクトの楽しみ”を伝えることにより、

プロジェクトに挑戦する意欲が増し、積極的に考

え方や手法を取り入れたくなるような内容を心掛

けました。

宮木：開発プロジェクトのようなものをいかにマ

ネジメントするか、そして、日々の仕事に対して

いかにプロジェクト的に当たるか。考え方 1つで

ビジネスのあらゆる場面が“プロジェクト”にな

るということですね。

上窪：「業務はするな、仕事をしろ」というよう

に言う方もいます。言われたことを工夫もしない

でただ受身でやる・やらされるのではなく、本人

の工夫と心掛けによって、たとえ“プロジェクト”

と銘打っていない業務であっても、モチベーショ

ンとやりがいを持って創造的に行えば、仕事は俄

然面白くなります。そういう“仕事”をより多く

行うきっかけになればと考えています。

宮木：とはいえ、やはり開発プロジェクトとなる

と、より不確実性が高くゼロから作っていく難し

さを持ちますね。

上窪：はい。そして、期限を守ることよりも、ク

リエーティブかどうかが重要だと思っています。

これは「プロジェクトの成功をどのように考

えるか」と言い換えることもできます。期限を守

ってそれなりのものを創るのか、もしくは、互い

にコラボレーションし業務のスコープを深化させ

ながら、その都度高まっていく不確実性をマネジ

メントすることでクリエーティビティの高いもの

を創り上げようとするのか。

東レ経営研究所の研修では、後者の視点で皆

さんがプロジェクトに取り組めるようになること



の“第一歩”だと考えています。私自身、現在も

プロジェクトと日々悪戦苦闘していますから、共

有できるところも多いと思います。

また、研修の進め方も、多くは「アウトプッ

トから入って、インプットを導き出す」という構

成をとっています。受講生の皆さんは経験を積ま

れてきた方ばかりですから、既に「暗黙知」をお

持ちなのです。普段から何気なくやっていること

をいくつかのワークを通じて認識し直し、「暗黙

知」を「形式知」に変え、これまでの経験を整理

できるような自然な流れを作ること、これが研修

での私の仕事と言えるでしょう。

やるべきことの明確化

宮木：プロジェクトマネジメントのツールとして

は、やはりWBS（Work Breakdown Structure ：

作業分割構成、作業分解図）を使いますが、プロ

ジェクトにおけるフェーズごとの成果物とそのた

めに行うべき作業（アクション）を細かく分割し

て把握することができるエクセルを使ったWBS

シートを先生に作っていただき、これを使ってご

指導いただいていますね。全体と細部を行き来す

ることのできる便利で有用なツールとして、研修

の受講者からも好評をいただいています。研修後

も各自のプロジェクトで使用する方が多いと伺っ

ています。

上窪：このツールを使用することによって、自分

が何を行うべきなのかを整理できますね。私自身

が携わるプロジェクトでも、まずは整理すること

を目的に、各作業のリーダーにWBS を作っても

らっています。その上で全体とのかかわりを把握

し、私との意識合わせなどを行っていきます。ス

ケジュール決めや途中の変更・修正にも役立ちま

すね。

宮木：私もこのツールを使ってプロジェクトを管

理することがありますが、プロジェクトがあまり

うまく動いていない時は、一応業務内容は整理さ

れていても、実際にはWBS において「アクショ

ン」のレベルまできちんと落とし込めていないこ

とが原因だったりすることがあります。漠然とし

た目標にとどまり、担当と期限が決定していない

といったことなのですが、こういう基本を押さえ

ているかどうかがプロジェクト全体の成果に響い

てきます。
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上窪：やはりツールは、所詮ツールにしか過ぎな

いので、万能ではありません。当然ながらWBS

を作りようのないフェーズというのもあります。

例えばステークホルダーの承認を得るまでは動き

出すことができない時期や、ある方向性が決まる

までの混沌とした状態など、必ずしも業務の構造

を明確化していないことがプロジェクトの停滞原

因ということではない場合もありますね。

それを見極めて、どのように対処するのかは

経験によるところが大きいでしょう。硬直状態は

プロジェクトの進行過程で必ず起こるので柔軟さ

が必要です。常に現状との対話によって適切にツ

ールを活用すべきだと思います。

リーダーの役割

宮木：プロジェクトの成否を左右する大きな要

素はやはりリーダーの資質にあるということか

ら、上窪さんにはプロジェクトを統括し牽引す

るリーダーのあり方についても講義していただ

いています。歴史上の重要な人物や、先生ご自

身が携わられているプロジェクトの現場で出会

われた素晴らしい経営者などの話を通じ、リー

ダーには何が必要なのか具体的に理解すること

ができます。

上窪：それぞれのリーダーがそれぞれの現場で、

その人ならではの特性を活かしながらリーダーシ

ップを発揮していると思います。しかし、あえて

素晴らしいリーダーに共通して言えることがある

とすれば、ぶれない強い決意と状況の変化に対応

できる柔軟さ、それらのバランス感覚。そして、

リーダー自身の行動が伴うこと。これらが示され

れば、メンバーが闇雲に迷うこともなく、リーダ

ーが何を考えているのか、プロジェクトのテーマ

が一体何なのかが全体に伝わり、共有もしやすい

でしょう。

宮木：上窪さんご自身もプロジェクトのリーダー

でいらっしゃいます。どんなリーダーでありたい

とお考えですか？　

上窪：真のコラボレーションを実現する場作りに

対して感度高くありたいですね。ある程度メカニ

ズムに則って進めていける日常業務と違って、プ

ロジェクトはゼロからスタートします。本気で互

いの力を引き出し合えるような状況はスタート当

初にはありません。彼らが潜在的な力を発揮でき

るような場作りをいかに早く行えるかは、とても

重要です。自然に共鳴し合って…というのは、極

めて稀なことですから。

宮木：確かに「暗黙知」だけで仕事が進んでしま

うような環境のプロジェクトはうまく進まない場

合が多いですね。

上窪：今、発揮できている力以上に、その人がも

つ能力を信じ、上も下もなく、遠慮なく意見を言い

合い、お互いに厳しく、そしてプロフェッショナル

として尊重しあうような充実した関係ができれば、

プロジェクトはどんどん進化します。プロジェクト

は1人では実行できません。もし私1人で動かして

いたら、私が考えたこと以上は実現できない。自分

の枠の外へは出られないのです。メンバーとの知的

格闘によって、自分すらも知らなかった自分を知る

ことのできる場、それがプロジェクトの場ではない

でしょうか。

宮木：プロジェクトについて語る上窪さんの表情

を拝見していると、やはり、掛け値なしに「プロ

ジェクトが面白い！」と感じていらっしゃるので

すね。

上窪：プロジェクトは映画作りに似ていません

か。ストーリーを描き、キャスティングを決め、

撮影・編集して完成させ、人に広めて…困難も伴

いますが、とてもクリエーティブだと思います。

そして、プロジェクトに真剣にかかわること

で、新しい人とのつながりが生まれ、広がってい



く。最初は関心を持っていなかった人がどんどん

コラボレーションに加わっていく。仕事を通して

知り合う人たちは、かけがえのない仲間になると

思います。

宮木：研修を終えた受講生の皆さんは、まず同僚

や上司と新しい関係作りに漕ぎ出せるといいです

ね。そして、研修の場を通じて知り合った仲間が、

互いに助け合えるように、これからも続いていく

と良いと思います。

上窪：本を読むだけでは分からないこと、本当の

知識や知恵は、人との関係の中でこそ得られるの

ではないでしょうか。やはり、人なのだと思いま

す。

宮木：今後も、上窪さんが“今”かかわっておら

れるプロジェクトから得られる鮮やかな感覚と経

験を受講生に伝えていただければ幸いです。本日

はお忙しい中、貴重なお話を聞かせていただきあ

りがとうございました。
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