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日本アイ・ビー・エム

社会貢献活動が
もたらす社員の学び

　日本アイ・ビー・エム株式会社
は、社会貢献活動の一環として、
主に、東北で復興支援に携わる
NPO 法人を対象に、プロジェクト
マネジメントの方法論について教
えるワークショップ（以下、PM ワー
クショップ）を実施している。この
取り組みにより、プロジェクトマネ
ジメント学会から 2016 年度 PM
実施賞奨励賞を受賞するなど、
社外からも評価を得ている。
　しかし、その成果は対外的なも

NPO対象のPMワークショップが
講師役の社員の気づきを生む
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  POINT

①�社会貢献活動の一環として、東北の復興支援NPOを対象に、プロジェクトマネジメント（PM）ワークショップを実
施。同社の社員を講師として派遣する継続的な取り組み。

�②�１回あたり４～７人のプロジェクト・マネジャーが参加し、演習を中心とした１日ワークショップを行う。団体ごとに自
分たちの実課題を持ち込んでグループワーク。各グループに１人ずつアドバイザーを配置。

③�参加した社員たちにとっては、自らの経験やスキルが社会課題の解決に役立つことを実感できる場となり、リピー
ターが続出。仕事に対する誇りやモチベーション、スキル向上への意識など、多くの気づきと学びが生まれる。

のだけではなく、この活動に参加
した同社社員にとっても大きな意
義があるという。ワークショップ全
体の講師や NPO からの各参加
グループをサポートするアドバイ
ザーとして派遣されるのは、同社
のプロジェクト・マネジャーたち。
一定の経験を積んでからでないと
担うことができないポジションであ
るため、年齢的には 30 代後半か
ら 50 代が中心だ。
　社会貢献担当部長の塚本亜紀
さんは、この取り組みが「参加し
たミドル、シニア層の社員の気づ
きや学びにつながっている」と考

えている。震災を 1 つのきっかけ
として人材育成部門から社会貢
献部門にキャリアチェンジしたとい
う塚本さんは、とくにミドル・シニ
ア層の社員にとって、PM ワーク
ショップ参加は、自己肯定感や会
社へのロイヤリティを高める機会
にもなっているとする。
　以下では、同社の PM ワーク
ショップの取り組みと、その教育
効果について取り上げてみたい。

ＰＭワークショップを
東北のＮＰＯに提供

　そもそも同社は、1911 年の創
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業以来、社会貢献やダイバーシ
ティ施策に力を入れてきた会社で
ある。米国本社では、創立者兼
会長のトーマス・J・ワトソン・シニ
アが「良き企業市民たれ（Be a 
good corporate citizen.）」という
言葉を残しており、1914 年に障
がいのある社員の雇用を開始し、
1935 年には人種や性別による格
差のない給与制度を実現するな
ど、企業の社会的責任を果たす
先進的な取り組みを進めてきた。
　社会貢献活動については、現
在は、金銭や物品の寄付よりも、
同社がもつ技術やノウハウ、社員
のスキルを有効活用して社会課
題解決を支援することをグローバ
ル共通の方針として、多彩なプロ
グラムを実施している（図表１）。
　PM ワークショップは、同社が
世界中で展開する「インパクト・
グランツ」というプログラムの 1 つ
である。インパクト・グランツは、社
会課題の解決に取り組む非営利
組織・団体（以下、NPO）に対
して、リーダーシップ開発の機会
や戦略コンサルティング、各種 IT
ツールなど、社内で実施している、
あるいはビジネスとして顧 客に
提供しているサービスを、それぞ
れの専門性を有する社員が無償
で提供するというものだ。主なプ
ログラムは図表２のとおりである。
　近年、NPO の社会的役割は
ますます大きくなり、日本でも一定
の規模をもち、継続的に活動す

る団体が増えている。そこでは、
課題解決の効果を高めていくた
めにも、効率的な組織運営が重
要課題となっている。同社の PM
ワークショップは、NPO のメンバー
が、プロジェクトを成功に導くため
のマネジメント手法を、スペシャリ
ストから直接学べる場として、世
界各地で開催され、好評を博し
ている。
　日本においては、2013 年 12
月に第１回のワークショップが開催
され、2014 年度から本格的に展
開してきた。2017 年 4 月末まで
に合計 12 回開催され、受講者
は延べ 36 団体、220 人にのぼっ
ている。

プロジェクト・マネジャー
がグループワークを支援

　PM ワークショップは、講義と
演習を組み合わせた 1 日間の研
修プログラムである（図表３）。世
界標準の手法として浸透している
PMBOK（Project Management 

Body of Knowledge）をベースに、
グループワーク中心のプログラム
が組まれている。
　講師役を務めるのは、同社の
各部門で働く、現役のプロジェク
ト・マネジャーたちだ。さらにアド
バイザーとして、別のプロジェクト・
マネジャーが各グループに１人ず
つ付き、グループワークをサポー
ト。1 回のワークショップで４～７
人の社員が参加する。
　講義では、プロジェクトのプロ
セスに沿って基本的なマネジメン
ト手法をわかりやすく解説する。
　たとえば、プロジェクトの「立
ち上げ」にあたっては、このプロ
ジェクトの目的やゴールを明文化
したプロジェクト憲章を作成する。
「計画」の段階では、プロジェク
ト全体のマスター・スケジュールを
作成し、ポイントとなる「マイルス
トーン」については、いつまでに
何をすべきかを具体的に書き出し
ていく、といった具合いだ。
　「NPO は、目の前の課題にス

図表１　IBM社の社会貢献活動の方針 

支援金、寄付金の提供でなく、IBM の技術や社員の持つスキル、専門性を活用する
ことにより、社会が抱える課題解決のためのソリューションを提供し、支援する

・社会に対するインパクトの最大化 

　　解決を支援する社会課題 

　　　教育 & スキル  

　　　ヘルス

　　　レジリエントなコミュニティー 

・社員の成⻑の機会 

・ビジネス戦略との合致 

・日本の抱える社会課題の解決支援

　　理数教育の強化 

　　グローバル人材育成  

　　災害被災地支援 
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ピーディに対応しなければならな
い場面も多いですし、どちらかと
いうと、『形を整える前にまず行
動する』カルチャーがあります。
そのため、大きなビジョンは共有
していて、それに向けて情熱をもっ
て取り組んでいるけれども、個々
の活動のゴールについては十分
にすり合わせができていない、と
いったことも少なくありません。
　PM ワークショップでカバーして
いるのはごく基本的な知識やスキ
ルですが、『あらためて言われる
と考えていなかった、言語化でき
ていなかった』ということも多いよ
うです」（塚本さん）
　その後は、グループに分かれ
ての演習となる。
　PM ワークショップのもう1 つの
特徴は、受講者たちの団体が実
際に取り組んでいるプロジェクトを
題材にする点だ。ワークショップ
にはプロジェクトのメンバーで参加
してもらい、グループごとに自分た
ちが日々取り組んでいるなかでの
課題を考えてもらうのだ。受講す
る人たちからすると、リアルなテー
マで専門家からアドバイスを受け
られることは、身近で具体的な学
びとなるだろう。
　あるとき、こんなことがあったそ
うだ。「起業支援イベントの開催」
プロジェクトをテーマとしてワーク
ショップに参加した団体が、プロ
ジェクトの「成功」について話し
合っていた。よくよく話してみると、

現場のメンバーは「イベントに人
を集めることが成功」だと考えて
奔走していたのに対し、リーダー
は「イベントをきっかけに何人の
人が起業するか」が成功の評価
ポイントだと考えていたという。そ
の後、プロジェクトの目的や「ど
んな状態が成功か」を徹底して
話し合った結果、お互いのギャッ
プが明らかになり、集客以上にイ
ベント後のフォローアップに比重を
置くなど、効率的な資源配分が
できるようになったということだ。
　受講した団体からの感想は総
じて好評だ。全員で共有すべき目
的やスケジュール、作業などを「可
視化」することや、マイルストーン、
ステークホルダーなどというPM
の基本用語を「共通言語」とし
て学び、それを用いて議論できる
ようになったことなどが、効率的
な運営につながると喜ばれている。

ＮＰＯニーズを理解し
徐々に実績を重ねる

　PM ワークショップはいままでに

ない取り組みで、当初は手探り状
態だったという。
　「プロジェクトマネジメントは IT
業界では必須スキルですが、ソー
シャルセクターにどれだけ適用で
きるのか、当初は確信がもてませ
んでした。このワークショップも、
すでにグローバルでは多くの実績
がありましたが、日本では前例が
なく、まずは NPO のニーズを探
ることから始めました」（塚本さ
ん）
　そこで最初は、以前からお付
き合いのある中間支援 NPO（企
業の社会貢献部門等とNPOと
を結びつけることを活動目的とす
る NPO）にパイロット的に実施し
たところ、評判はよく、手応えを
つかむことができた。そして、そ
の団体からのアドバイスもあり、
東北で復興支援にかかわる NP 
O を対象にこのワークショップを実
施していくという方向性もみえてき
た。
　「当時は東日本大震災から 3
年が経ったところで、被災地から

図表2　Impact Grants（インパクト・グランツ）

IBM が、ビジネスでお客様向けに提供するテクノロジー、社員のスキルを活用した
ソリューションを「寄付」することで、社会課題の解決に取り組む非営利団体の活
動を支援するプログラム

スキル開発メニュー
・ リーダーシップ・ワー

クショップ
・ プロジェクトマネジ

メント・ワークショ
ップ

・ Web コラボレーショ
ンツールの活用

戦略策定メニュー
・ マーケティング戦略
・ 戦略策定コンサルテ

ィング
・ テクノロジーロード 

マップ策定

プレミアムメニュー
・ 統計解析 (SPSS) 
・ ソーシャルメディア

でのブランド分析
・ アナリティクス・コ

ンサルティング
　など
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だんだんお金や人が引き上げられ
ていく状況がありました。そうした
なかで NPO が成果を出し、持
続的な活動につなげていくには、
プロジェクトマネジメントのスキル
が有効なのではないかとアドバイ
スを受けました。そこで、この中
間支援 NPO にコーディネートを
お願いし、東北で活動している
団体向けに実施しはじめたので
す」（塚本さん）
　2014 年には宮城県仙台市で
2 回ほど開催。その後も、岩手
県釜石市、宮城県石巻市など、
東北を中心にワークショップを実施
していった。回数を重ねるごとに
新たな展開が開け、運営にもさま
ざまな工夫が加えられてきた。最
初のうちは、単発の 1 日研修だっ
たが、内容を理解するだけでなく、
実際に自分たちの活動に活用し、
定着させていくためには、継続的
なサポートが必要ではないかとい
うことになり、2015 年度からは、
原則としてワークショップの数カ月

後にフォローアップを行う形にし
た。ワークショップの実施から約
半年間にわたって、メンタリング
や報告会など継続的なサポートを
行い、着実な浸透までを支援し
たケースもあったという。

参加した中堅層社員
の気づきと学び

　前述のとおり、この活動は、講
師やアドバイザーとして参加する
社員にも、さまざまな影響を与え
ている。多くの社員が自らの経験・
スキルに対する認識を新たにし、
仕事に対するモチベーションを向
上させているという。
　プロジェクト単位で業務が行わ
れることが多い同社では、プロジェ
クト・マネジャーは特定の部門に
だけ存在するわけではなく、さま
ざまな部門、事業所に散らばって
いる。そのため、部門を越えた
バーチャルな組織として「PM コ
ミュニティ」が形成されており、
従来から情報交換・交流が盛ん

に行われている。日本では、グルー
プ会社の社員を含め約 3,000 人
が、このコミュニティに所属してい
るという。
　PM ワークショップへの参加募
集は、この PM コミュニティを通
じて、呼びかけが行われた。興
味をもった人が自主的に手をあ
げ、説明会に参加して正式登録
という流れになるが、初回の呼び
かけで 53 人がエントリーしたとい
う。
　「社内では“Give Back”といっ
ていますが、PM コミュニティは自
分たちの知識・スキルを社内外に
還元することを奨励しており、日
ごろからメンバーは、たとえば若
手のメンターになったり、論文を
発表したりしています。
　今回の PM ワークショップにつ
いても、コミュニティリーダーに協
力要請に行ってみると、『社外で、
しかもソーシャルセクターに対して
講師として貢献できる機会はそう
はないことで、ぜひやりましょう』

図表３　ワークショップで取り上げるプロセスと演習の成果物 

• PMBOK® ベースのプロジェクトマネジメ
ント手法の講義と、NPO が実際に関わ
るプロジェクトを事例とした演習から構成
される1日のワークショップ

• 2 〜 6 名程度の、実際に遂行しているプ
ロジェクトチーム単位での取り組み

• 講義 : 演習は 1:2 の比率で、実際のプロ
ジェクトを用いた演習が中心

• IBM からは、PMP® を持つメイン講師 1
名、サブ講師 1 名に加え、演習時にはチー
ムに 1 人ずつアドバイザーを配置

ワークショップのスケジュール
時間 内容
午前 ご挨拶、IBM 社会貢献ご説明、講師自己紹介

チーム作業 : 参加者自己紹介プロジェクトの悩み一言
講義 : プロジェクトマネジメントの概要、PMBOK® プロセス群 / 立ち上げ
チーム作業 : プロジェクト憲章

午後 講義 : プロジェクトマネジメントの計画
チーム作業 : マイルストーン・マスタースケジュールの作成
講義 : 作業計画作成、人的資源管理
チーム作業 : 作業計画の作成
講義 : ステークホルダー管理
チーム作業 : ステークホルダー・マップの作成
講義 : 実行、監視・コントロール（課題管理・リスク管理）
チーム作業 : リスク管理マトリクスの作成
講義 : 終結、研修のまとめ
研修振り返り : 今回学んだことを今後どのように使っていけるか
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ということになり、思いのほかス
ムーズに協力体制をつくることが
できました」（塚本さん）
　現在、登録者は 71 人。案件
が生じるたびに登録者に募集を
かけているが、それぞれ多忙な
業務を抱えながら、毎回 10 人ほ
ども応募があり、「なるべく多くの
人に参加してもらえるよう調整して
いる」状態だという。
　主にシステム開発の分野で、
プロジェクト・マネジャーとして 20
年近いキャリアをもつ、グローバル・
ビジネス・サービス部門アソシエイ
ト・プロジェクト・マネジャーの石
塚幸夫さんも、そのうちの一人だ。
それまでボランティア活動などの
経験はなかったが、興味を感じて
応募した。きっかけは東日本大震
災だったという。
　「私も、あの災害に大きなショッ
クを受けた一人です。当時、多く
の人が支援のため東北に駆けつ
けましたが、私自身は何の役に立
てるのかわからず、結局、募金く
らいしかできませんでした。以来、
心の片隅に何か自分にできること
はないかという思いが残ってい
て、PM ワークショップの話を聞
いたときは、そういう場であれば
自分のスキルが活かせるのではな
いかと思いました」（石塚さん）
　最初に参加したのは 2014 年
12 月、宮城県仙台市でのワーク
ショップだった。前日に仙台に入り、
石巻市や南三陸町も見てまわっ

た。ワークショップ当日は、地域
で活躍する複数の NPO が受講
するなか、アドバイザーとして 1
つのグループをサポート。担当し
た NPO は、 代 表をはじめメン
バーにも子どもをもつ女性が多く、
皆、熱心に取り組んでいた。
　「パワフルなお母さんたちが多く
て、いちばんにぎやかなグループ
でした。演習では、予定している
イベントの計画をつめていったの
ですが、とても真剣に取り組んで
いました。自分たちがやらなくては
という使命感をもって、一生懸命
がんばっている姿を見ていて、だ
んだん自分も一緒に参加している
気持ちになりましたし、できるかぎ
りプロジェクトの成功を応援したい
と思いました」（石塚さん）
　自分としては、ふだん当たり前
のように使っているプロジェクトマ
ネジメントのスキルが、社会課題
解決の現場で実際に役立つこと
を目の当たりにし、「自分にできる
こと」を確信することができた。
　その後も案件が発生したら、
業務の事情が許す範囲で応募
し、２回目に参加したときはワーク
ショップ全体の講師役も務めた。
　また、最初に参加したワーク
ショップで出会った NPO の受講
者たちとはその後もやりとりが続
き、NPO からの「学んだことを
着実に実践するために、再度ワー
クショップを実施してほしい」との
要望を受け、ボランティアで東北

に赴いたりもしたという。交流はい
まも続いているそうだ。
　石 塚さんはまた、PM ワーク
ショップ参加を機に、一般社団法
人 P M I（P r o j e c t  M a n a g e -
ment Institute）日本 支 部の
自主的な研究会にも参加するよう
になった。現在は「社会的課題
の解決を目的とする活動のマネジ
メントに適するプロジェクトマネジメ
ント手法を開発し、普及すること
により社会の発展に貢献する」こ
とをミッションに掲げるソーシャル・
プロジェクトマネジメント研究会に
所属し、副代表、ソーシャル PM
実践ワークショップ講師なども務め
ている。
　「研究会の活動を通じて、また
新たな NPOとの接点も生まれて
います。こうした活動を通じて、
業務上ではあまり接点のないソー
シャルセクターの人たちと交流す
る機会も増えてきました。そうした
人たちの考えに触れて刺激を受
けることが多いですね」（石塚さん）

企業が社会貢献の
機会を提供する意味

　PM ワークショップに参加した
社員のアンケートでは、総じて満
足度が高く、実際に再び参加す
る社員も多い（図表４）。PM ス
キルの有用性が理解できた、自
分の仕事に誇りをもてるようになっ
た、モチベーションが高まったと
いったコメントが多く寄せられ、ま
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た、受講者にわかりやすく説明す
ることで PM の知識の整理・復
習ができたという声もあがってい
る。
　「プロジェクト・マネジャーという
職種の特性上、比較的経験を積
んだ社員が多く、これまでは仕事
一筋で社会貢献に目を向ける機
会がなかった人がほとんどなので
すが、そういう社員が、業務とは
また違うところで、『自分たちも、
これまで培ってきたスキルを活かし
て、社会に貢献できる』と実感で
きることは、非常に大きいと思いま
す。
　それに、彼らのような年齢層の
社員がアドバイザーとして参加す
ると、やはり経験に裏打ちされた
落ち着きや包容力があって、グ
ループに寄り添ってサポートしてく

れている感じがあります。一方で、
彼らからすると、親子ほども離れ
た NPO の若者たちがひたむきに
取り組んでいる様子から刺激を受
けることも多いようです」（塚本さ
ん）
　「NPO 支援の活動では、日常
業務ではできないようなチャレンジ
が、あまり制約を感じることなくで
きることが魅力なのだと思います。
いろいろな人に会えることも楽しい
し、新鮮に感じます」（石塚さん）
　「ただそれは、テコになるスキ
ルがきちんとあることが大事で、
だからこそ会社として取り組む意
味があると思っています。職種別
の人事管理をしている当社は、
軸になるスキルがはっきりしている
という点で、取り組みやすいとい
えるかもしれません」（塚本さん）

　社会貢献活動といっても一方
的な支援ではなく、社員の満足
度が高く、会社にとってもメリット
がある双方向の活動になっている
からこそ、継続的に運営でき、さ
らなる広がりも期待できるのだ。
　純粋なボランティアであれば、
個人の自主性に委ねてもよいのか
もしれない。しかし、一人ひとりが
キャリアを通じて培った専門的な
スキルを活かせる場を、個人でみ
つけることは簡単ではないだろう。
仕事とは異なるシチュエーション
で個々の能力を発揮できる場を、
会社が提供する意義はそこにあ
る。スキルをベースにした活動を
設計するからこそ、社会貢献と
人材育成の両立が期待できるの
だろう。
� （取材・文／瀬戸友子）

図表４　PMワークショップに参加した社員へのアンケート結果

項目 %

1. PM ワークショップの参加経験に満
足している 99

2. 他の PM にもワークショップへの参
加を勧めたいと思う。 97

3. 参加することで、プロジェクト・マ
ネジャーとしてのスキルアップ、成
長の機会につながった

93

4. ワークショップに参加することに
よって、日常の PM 業務へのモチ
ベーションが上がった

90

5. ワークショップに参加することに
よって、社内のネットワークが広
がった

88

6. ワークショップに参加することに
よって、社外のネットワークが広
がった

82

≪主なコメント≫

• PMBOK の講義を聞き、アドバイザーとして補足説明を担当することが、自分自身にとって
いい復習の機会となった

• 実際にレクチャーで話をしたり、アドバイザーとして説明するなかで、各手段の有用性・重要
性や工夫点を再確認できた

• できるだけ平易なことばで説明しようとすると深い理解をしていないとできないので、PMP
受験のときよりも深く PMBOK を読み込むこととなりました

• プロジェクトマネジメント手法について、NPO の方々から質問を受けることで基本的なこと
でも改めて考え直し、自分のなかで整理をする良い機会となりました

• PM スキルを説明する際のよい例とするため、仕事内容を整理して行うように意識している .
• プロジェクトマネジメントは自分達にとっては普通のことであるが、一般には知っていること

と、実践していることのギャップが大きく、PM をはじめとするプロジェクトマネジメントを
生業とする職種の重要性を再認識した

• PM 手法が一般社会でも活用できることがわかり、プロジェクトマネジメントのスキルを身に
つけていることで、社会に役立てられることがあると知り、自己肯定感が高まりモチベーショ
ンにつながった

• PM を知っていることで、世の中の他の仕事で、プロジェクトタイプの仕事には適用できるこ
とがわかったので、自分のスキルに磨きをかけようという気になりました

• 自己研鑽が社会貢献につながるという手ごたえが大きい . 次の機会に向けて自分の経験値を
上げ、引き出しを増やしておきたいと思っている

• どんな業界や分野でも PM としての能力は必要であり、強みとしてさらなる成長をさせるべ
きスキルなのであるという意識がリマインドされた


