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The point of today’s topics

I share my some experiences about 
enterprise level management problems.

You can get some tips for managing 
enterprise level project managements.
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Case 1

Director of EPMO

EPMO needs 
objectivity!

(客觀的)
You should 

not care each 
project deeply!

We do not 
need just 

critic.
(不要評論家!)

What we really 
need is the man 
who works for 

our project.

EPMO
A certain Project 
manager



Case 2

Director of EPMO

A certain Project manager

Some part of 
your cost 
must be 
charged 
projects 

which you 
supported!! 

We don’t have 
your budget!

If you ask your 
cost, we don’t 

need your 
support any 

more!!
(No one ask 
you help!!)

EPMO



Director of EPMO

A certain Project 
manager

Case 3
You should 

make project 
manager 
submit a 
report 

according to 
our rules.

EPMO

Are you kidding 
me?

Don’t you 
understand that 

we are in the 
serious trouble!!

Please don’t 
bother our 

project!

「上有政策,下有對策」

We’ll create 
harmless and 
inoffensive 
report.
In any case they 
don’t come to
check our 
situations!

提交不痛不癢的
報告,大概沒問題



Director of EPMO

A certain Project 
manager

Case 4
As a EPMO, 

we can’t allow 
your project 
go to next 

phase.
Such a bad 
situation!!

What are you 
talking about 

now!? 
You rarely come to 

see our project!
This is your duty 
which prevents 

such a bad 
situations!!

I’ve given you 
escalations many 

times!

EPMO



Why these kinds of thing happen!?



Do we have to fight each other??

Why do we have to fight in the same company?



Project side point of view against EPMO
・Critic, Commentator

・A spy, An agent

・No flexibility

・They don’t know customer needs

・By halves (halfway)

・We can see their faces only when  we are in trouble

・They don’t give us any support, they give us many homework

・They pretend to be important

・An arrogant attitude



EPMO side point of view against each project side
・Don’t accept our advice

・They seem us as an enemy

・ Ignore rules

・They don’t know enterprise strategy

・They ask us too much / everything

・They ask help only when  they are in trouble

・They don’t reply any our request

・They always excuse us “ too busy!”

・A rebellious attitude



Project VS EPMO

・Don’t accept our advice

・They seem us as an enemy

・ Ignore rules

・They don’t know enterprise strategy

・They ask us too much

・They ask help only when  they are in 

trouble

・They don’t reply any our request 

us responsibility

・They always excuse us “ too busy!”

・A rebellious attitude

・Critic, Commentator

・A spy, An agent

・No flexibility

・They don’t know customer needs

・By halves (halfway)

・We can see their faces only when  

we are in trouble

・They don’t give us any support, they 

give us many homework

・They pretend to be important

・An arrogant attitude

Project side point of view EMPO side point of view

The two sides of a coin
一枚硬幣的兩面



The Silo Effect: The Peril of Expertise 
and the Promise of Breaking Down 
Barriers

This is a sectionalism!



It is not much between

“project side needs”

and

“the role of EPMO”



So？

Project Manager

Expectation Ａ ExpectationＢ

Enterprise PMO can not demonstrate their value 
when stakeholder have unmatched expectations.

EPMO

Director of EPMO
A≠B



How do we break these kinds of situations?



Why our company set up EPMO??

Why we need EPMO??

Do you know the mission of EPMO?

Return to our starting point



What expectations EPMO have?（例）

Of course, 
EPMO’s expectations are depends on company’s strategy.

For examples….
・ Audit projects
・ Coordinating the interests of multiple projects, divisions and stakeholders
・ Silo breaker
・ Change agent / Change leader
・ Standardizations
・ Portfolio Management
・ Mentoring for Project Managers
・ Making and sharing best practice from lessons and learned

EPMO need high performance employee.



So, what?

Top management

EPMO Project Manager
Clear expectations

Top management has to make understand the purpose 
of EPMO to all stakeholders.

Deeper understanding

Common purpose



1.Create EPMO’s purpose and value.
2.Communicate with project side and build 
common understanding.
3.Ask top-management to announce “Why EPMO 
need.”
4.Create collaboration process between PjMO and 
EPMO
5.Try one or two projects and improve processes.



This is an another approach

Top management EPMO Project manager

Build the same consensus at the beginning of the project

Expectation Ａ

ExpectationＢ



How to build common expectations?
Examples1: Gas company from Japan

13 品質
プロジェクトマネジメントプロセスの標準化の開
発

高
プロジェクトマネジメント標準のテーラメイドに対して標
準化の観点からのアドバイスを行う

プロジェクトマネジメント標準をプロジェクト用にテーラーメイドを行う

14 品質
プロジェクトの見える化（可視化）の仕組みづくり
と運営/改善

中
プロジェクトの見える化の仕組みと運営について品質、
生産性の面からの他のプロジェクトでの知見を元にテン
プレートの提示やや改善提示を行う

・プロジェクトの進捗、課題、リスク、コスト、品質、変更管理等の状況を可
視化するための仕組みづくりを行う
・仕組みの運営と改善を行う
・PgMOが作成したプロジェクトの見える化のルールを着実に現場に定着化
させ、改善点を全体PMOへ伝える

15 品質
ツール選定
ツール導入／運用や各種テンプレート等の提供

中

・PgMO内で保有している様々なプロジェクトから得た参
考資料やテンプレートをプロジェクトの要望に応じて提
供する
・必要なツール選定に対しての検討支援やアドバイス
を行う

・各チームリーダに対して、進捗管理、課題管理等の標準化のためのツー
ルやテンプレートの提供と使いこなすための説明会やトレーニングを行う
・必要なツールの開発や調達、運営を行う

16 品質
組織内へのプロジェクトマネジメントの浸透と定
着化

高
・客観的な視点からプロジェクトマネジメントにおける改
善ポイントをプロジェクト側にアドバイスを行う

・PgMOが立てたプロジェクトマネジメント標準にしたがい、各チームメン
バーに対してその意義やプロセスの説明を行い、現場に定着化させる
・全体PMOへの改善点の提案を行う

17 品質 プロジェクト品質指標の開発と運用 高
・プロジェクト側が設定した品質目標に対する妥当性の
確認を行う

プロジェクトが目指すべき品質指標を定義しその指標が取れる仕組みを構
築する。

18 品質 プロジェクト監査の実施（プロジェクト診断） 高
必要に応じて第３者的な視点から、プロジェクトを客観
的に分析し、プロジェクトの問題点を指摘し解決策の示
唆を与える

NO エリア 機能 PgMO重要度 PjMOEPMO PMO (Project side)Function



作業種別 担当領域
シ
ス
テ
ム

企
画
部

品
質
管
理
部

EQ
O

ＰＪ推進部 開
発
グ
ル
ー
プ

開
発
部

Ｐ
Ｊ

推
進
担
当

メ
ン
バ
ー

EPMO 1.計画 1-1. プロジェクト全体計画策定 ○
1-2. プロジェクト予算策定 ○
1-3. システム企画書作成 △
1-4. RFP作成/ベンダー選定 ○ ○ ○
1-5. 適切なリソースの割り当て ○
1-6. 適切な体制の構築 ○
1-7. プロジェクト実行のための標準プロセス/ルールの策定 ○
1-8. 監査実行のための標準プロセス/ルールの策定 △
1-9. プロジェクトマネジメント領域における人材育成計画策定と教育実施 ○ ○ ○
1-10. ナレッジや教訓の収集および展開プロセスの策定 ○

2.監査
/対応

2-1. プロジェクトで生成されたナレッジや教訓の収集 △
2-2. 費用対効果や重要リスクの把握、およびマネジメント層への説明 △
2-3. 期限遵守/品質向上のためのゲートレビュー実施、および問題発生時

の対応支援 ○

2-4. 複数組織/複数プロジェクトに影響する問題の対応 ○ ○ ○
2-5. 統合または整合を図りながら複数プロジェクトを管理することによる

コスト・スケジュール・リソースの最適化 ○ ○

PjMO 3.実行 3-1. プロジェクト実施計画の立案 ○ △
3-2. 各種管理プロセス構築、および実施の推進 ○ △

Examples2: Department store company from Japan
How to build common expectations?

（Function）



Menu 1

EPM
O

involvem
ent

（
小
）

EPM
O

 involvem
ent 

（
大
）

Degree of project difficulty(難)

Degree of project difficulty （易）

Menu 2

Menu
3

Menu4

Some company prepares the support menu of EPMO
How to build common expectations?



Sample of EPMO menu
TaskTask 種別

M
enu

4
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Do we (PMOs) have to separate?

部門ＰＭＯ 部門ＰＭＯ

Virtual 
(Cloud)

PMO

PMO Outsourcing



元嵩顧問管理股份有限公司（ＭＳＯＬ-ＴＷ）
台北市104中山区興安街91號2樓之5
ＨＰ : http://www.msol.tw/
TEL：02-2517-7132
serivce@msol.tw

Our Mission (使命)

我們致力於透過有效管理促進社會的幸福

We contribute to a happier society through management.

｢Managementを通じ、社会のHappinessに貢献する｣

謝謝
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