技術解説 2
■

グローバル・プロジェクトを支える
IBMプロジェクトマネジメント・システム
プロジェクト自体のグローバル化とともに、複数プロジェクトが相互に関連するプログラムマネジメントの必要性
が増してきています。このような環境の変化に対応するために、IBMではグローバル共通のプロジェクトマネジメン
ト統合管理ツールを展開して、標準化や効率化を図っています。本稿では、プロジェクトの統合管理ツールである
IBM Program Work Center の機能と活用のメリットについてご紹介します 。

1. はじめに

3. グローバル・プロジェクトを支える
IBMプロジェクトマネジメント手法とツール

IT環境やIT技術が急速に変化し、プロジェクトの複雑

IBM のグローバル・ ビジネス・ サービス事業（以

化、グローバル化が避けられない状況にあります。プロ

下、GBS）では、国や言語を超えてより高品質なデリバ

ジェクトの特性やプロジェクト間の相互関連、そしてプ

リーを実現するために、IGSDF
（IBM Global Solution

ログラム全体を考慮すると、従来のExcelやWord文書

Delivery Framework）というグローバル共通の開発

によるマネジメント方法では限界があります。プロジェ

標準フレームワークを展開しています。IGSDFは主に、

クトやプログラム全体を俯瞰し、整合性の取れたマネジ

プロジェクトの特性に合わせて選択可能な開発手法のほか、

メントを行う必要性が高まっています。また、プロジェ

プロジェクトマネジメントに必要となるプロセスとそれ

クト体制も日本国内で日本人が行うことが前提ではなく、

をサポートするツール群などから構成されています。こ

最適な要員を確保するためにグローバルな要員で構成す

のIGSDFをプロジェクト実施における「グローバル共通

ることが多くなってきました。コミュニケーションや情

の言語」として全世界のGBS社員が活用しており、その

報共有も以前にも増して重要になってきています。

中でIBM Program Work Center［1］
（以下、IPWC）

IBMではこのような環境の変化に対応するために、プ
ロジェクト&プログラムマネジメント・システムの展開

をプロジェクト＆プログラムマネジメントをサポートす
る標準ツールとして位置付けています。

にいち早く取り組んでいます。

4. IPWC概要
2. グローバル・プロジェクトの特徴と考慮点
グローバル・プロジェクトでは、ステークホルダーが多

IPWCは、プロジェクト＆プログラムマネジメントに
必要な機能を持つWebアプリケーションです（図1）
。

岐にわたり、言葉や文化の異なる環境下でプロジェクト

タスク管理、文書管理、課題管理、変更管理、リスク管

を遂行することになります。そのため、共通言語や共通

理は、相互に関連する情報にリンクを付けることができ効

のプロセス、標準化、テンプレートにより、品質の確保

率的にアクセスすることができます（図1の矢印参照）
。また、

やコミュニケーション・ロスを防ぐ必要があります。日

新規のタスク、課題、変更、リスクにアサインされた担当

本人だけの“阿吽の呼吸”による意思伝達、コミュニケー

者には、アサインと同時に自動でメールが通知され、効率

ションは通用しません。明確に伝達する技術と、情報を

的なコミュニケーションをサポートします。

共有し理解するためのシステム環境が必要となります。

全ステークホルダーは、Webブラウザーのみでリア
ルタイムに情報を更新し共有することが可能で、所属す
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るグループやロールに合わせてアクセス権が制御されま

で全世界のGBSのメンバーは、どのプロジェクトにおい

す。また、上記の各機能を使用したユーザーの更新処理

ても同じプロセスと使用感ですぐにIPWCを使い始める

はすべて履歴として残るため、監査証跡として活用する

ことができるため、プロジェクトごとに新たなプロジェク

ことも可能です。

トマネジメント・ツールの教育を行う必要がありません。
しかし、テンプレートを提供するだけでは、標準化は

5. IPWC活用のメリット

徹底できません。プロジェクト特性を考慮せず、ガチガ

■クラウドによるコラボレーション

チのプロセスや必須項目ばかりのテンプレートでは作業

GBSでは、プロジェクトの開発環境や管理環境をス

効率を下げる恐れもあります。そのため、GBSのテン

ピーディーに立ち上げ、低コストでプロジェクトを運営

プレートはプロジェクト特性に合わせて柔軟にカスタマ

するために、グローバル全体でクラウド環境を積極的に

イズできるよう、ある程度の自由度を持たせて展開して

活用しています［2］
。その一つはGaIN（GBS Globally

います。日本IBMでは、これまでさまざまなお客様プ

Integrated Network）
というRational Toolsを活用し

ロジェクトをサポートしてきた経験を元に、入力項目の

た設計開発用のクラウド環境で、もう一つがIPWCによ

コード化や評価基準を詳細に決めた日本独自のガイドを

るプロジェクト＆プログラムマネジメント用のクラウド

展開して標準化の徹底を推進しています。

環境です。この二つのクラウド環境は相互に接続された

これらのテンプレートや標準化のガイドをプログラム

全世界6カ所のデータセンターでサービスが提供されて

全体に展開することで、複数プロジェクトやプログラム

おり、社内ネットワークおよびインターネットから24

を同じ指標で評価／分析することが容易となり、正確な

時間利用可能です。グローバル・プロジェクトの各ステー

状況把握と迅速な対応、および継続的な改善につなげる

クホルダーは各拠点から必要なクラウド環境やデータに

ことを目指しています。

アクセスし、お互いにコラボレートしながらリアルタイ
ムに情報共有をしてプロジェクトを遂行しています（図2）
。

■ダッシュボードによる可視化
前述した正確な状況把握と迅速な対応をサポートす

■プロセスの標準化とガバナンス強化

る機能として、IPWCのダッシュボード機能があります。

図1に示すように、IPWC上にはプログラム・テンプレー

IPWCのダッシュボードには、タイムリー、もしくはあ

ト機能があり、課題管理やリスク管理といった各プロセス

らかじめ定義しておいたサイクルと時間で自動集計され

の管理画面や各種レポートなどをテンプレートとして実

たグラフやリストなどを表示させることができ、プロジェ

装できます。GBSでは、IGSDFの中でプロジェクトマネ

クトやプログラムの状況を可視化してステークホルダー

ジメント標準と位置付けるOPAL
（OnDemand Process

と容易に共有することができます（図3）
。

Asset Library）
をサポートするプログラム・テンプレー

各プロジェクトは、標準化に従ったプロジェクト運

トを開発してIPWC上に展開しています。そうすること

用をすることで、プロジェクト・マネジャーは上位管理

図 1. IPWC の機能構成概要

図 2. GBS におけるクラウドの活用
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者への報告用に情報集計することが不要となり、上位管

以上に重要になります。

理者もいつも決まった形式とタイミングで状況を正確に

これまでのプロジェクトマネジメントでは、例えばExcel

把握して、迅速かつ的確なサポートをすることでプロジェ

などで課題管理票を起票し、メールで関係者に転送して、

クト・リスクを下げ、プロジェクトの実行可能性を高め

リーダーが担当者に作業状況を確認して課題管理一覧を

ることが可能となります（図4）
。

更新する、
といった運用が行われていました。それらの管

図4のようなIPWCのダッシュボードは、個人単位に

理にIPWCを活用することで、情報はIPWCで一元管理さ

カスタマイズすることができるため、プロジェクト・マ

れリアルタイムに可視化されるとともに、前述したExcel

ネジャーやチーム・リーダー、あるいは担当者がおのお

ファイルによるやり取りや集計・転記といった作業が一切

ののスコープで必要な情報を表示させ状況把握や管理作

不要になり、効率的なプロジェクト運営が可能となります。

業の効率化に活用しています。ダッシュボードに表示

また、グローバルの要員とも言語の壁を越えてリアル

させる一覧やグラフなどは、ExcelやPDFへの出力、お

タイムに情報共有するために、前述のプログラム・テン

よび外部のツールと連携させてPowerPointなどに定型

プレートを日本語・英語の併記ができるようカスタマイ

フォーマットで出力することも可能ですので、お客様へ

ズするなどの工夫をしています。例えば、課題管理画面

の報告書作成も効率的に実施できます。

における課題のタイトルや課題内容を日本語フィールド
と英語フィールドの両方に入力し、英語圏の人は英語

■リアルタイムの一元管理と情報共有

フィールドのデータのみから生成されるレポートやダッ

グローバル・プロジェクトでは、設計チームと開発・

シュボードを使い、日本語を使うメンバーは日本語のレ

テストチームが地理的に分散してプロジェクトを遂行す

ポートとダッシュボードを活用しています。このような

ることが当たり前になっていますし、グローバルの要員

工夫をして言語表記が異なる同じ情報をリアルタイムで

がプロジェクト・マネジャーやリーダーを担当すること

共有しています。

も珍しくありません。そのため、グローバル・プロジェ
クトでは、地理的な壁や言語の壁を越えてリアルタイム

■ステークホルダー別の依存関係とマイルストーンの管理

に情報共有してコミュニケーションすることがこれまで

昨今のプロジェクトは、異なるタイプの複数プロジェ

図 3. クロス・プロジェクト・ダッシュボードと各プロジェクトの関係

プログラムマネジメント

クロス・プロジェクト・ダッシュボード

プロジェクトマネジメント

プロジェクト健全性
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プロジェクト・リスク

プロジェクト課題
プロジェクト・マイルストーン

図 4. エグゼクティブ・ダッシュボードの例

クトが並行して実施され相互に依存・関連するプログラ
ムとして実行されることが多く、プログラムマネジメン
トは複雑化する傾向があります。そのような環境下では、

6. おわりに
IBM では今後も IPWC の機能を拡張するとともに、

プロジェクト間の依存関係とマイルストーンの管理がこ

Rational製品と効果的に組み合わせることで、プロジェ

れまで以上に重要となります。

クトとプログラムを統合的に管理する仕組みを展開して

IPWCのタスク管理機能では、タスクの依存関係や複

いきます。今後ますます加速するグローバル化に向けて、

数レベルでのマイルストーンを管理することが可能です。

グローバルに展開可能な管理ツールの適用を推進してま

依存関係は、プロジェクト内はもちろん、プロジェクト

いります。

間のタスクについても設定が可能です。またマイルス
トーンについては、例えば以下のようなレベルで複数レ
ベルのマイルストーンを設定することが可能です。
＜マイルストーンの設定例＞
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当するとともに、プロジェクト・マネジャーの育成などの活動も行う。
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