第 55 回

プロジェクト・マネジャーの匠

走り抜くために。
「高校、大学とラグビーやって
いました。きっかけはテレビドラマの
『スクールウォーズ』。単純ですよ

のメンバーそれぞれに、役割があり、
その役割によって体形も、求められ
るスキルも大きく違う。

てくるチャンスはそう多くはない。
「コンタクト・ポイントに最初に行く
のもバックスリー。だから次のプレー

ね ( 笑 )。でも格好良かったんです

フォワードとバックスで違うのはも

よ。あの時代の子どもたちはみん

ちろんだが、フォワードの中でも第

な、あこがれたんじゃないかなあ」

一列と呼ばれるプロップやフッカー

もちろん戦術やチーム全体のバラ

今はすっかりラグビーからは離れ

と、玉置がプレーしたフォワードの

ンスを深く理解することが求められ

たけれど、この時に身に付けたこと

最後列を担う「バックスリー」と呼

るポジションでもある。それでも、自

や体験したことが、玉置の原点とし

ばれるフランカー、ナンバー 8 では

分の裁量で自由に行動できる範囲

て、
また、プロジェクト
・マネジャー（以

求められることは大きく違う。

が多いこの役割が、性に合ってい

下、PM）としてプロジェクトに取り組
む上での姿勢に生かされている。

「バックスリーは、いつでもボール
と一緒にいるのが仕事です。その

を自分で選択できるし、比較的自
由にプレーできるんです」

たのだろう。
だが、
「全体を統括する管理者」

分運動量は多くなり、タフなポジショ

のイメージがある PM の仕事。ナ

ンですが、結構試合の中で、チャ

ンバー 8としての役割とずいぶん違

メンバー全員が肉弾をぶつけ合

ンスに遭遇することが多いんです」

うように思える。

う。それがラグビーのイメージかも

バックスは華やかなトライの場面

「いえ、PM はプロジェクトをマネ

しれない。しかしラグビーは 15 人

で登場するが、実はボールが回っ

ジメントする仕事であって、アドミニ

◆

ストレーション的に管理する仕事で
玉置 龍也（たまき たつや）
日本アイ・ビー・エム株式会社
GBS 事業．アプリケーション開発事業
Electronics Solutions 第 1 デリバリー
マネージャー
Certiﬁed Professional, Senior PM

［プロフィール］
生命保険、都市銀行、製造業などのさまざま
なシステム構築にかかわる。2003 年、日本
IBM のシニア PM 認定制度「ICP-PM」に
認定。 部門マネージャーとしてお客様提案ソ
リューションの最適化プロセスの全社的な立
ち上げを担当。プロジェクトを推進する中で、
MDD などの新しい取り組みを実践し、社内
アセットを創出。 社内 PM コミュニティーにて
次世代開発手法の確立、社内 PM 向けの
メッセージ発信、実践研修実施などを担当。
2011 年 6 月 よ り、GBS PM/CoE（PM
Center of Excellence）のリーダーを担当。
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はない、とわたしは考えています」
PM は、お客様への提案から入
るケースが多い。そうでない場合も、
プロジェクト・プランの作成は PM
の責務である。するとそのプロジェ
クトのアーキテクチャーや何を実現
するかという点においては、PM の
理想や理念が大きく反映される。
「プロジェクトのスタートでボール
を拾いに行くのは PM なんです。
お客様と会話して何を望まれている
のか、自分たちは何をしなければ
いけないのか。つまり、
まずプロジェ
クトをどうデザインすべきかが最初

の役割」
お客様の経営計画などからプラ

だからこそ、プロジェクトにその思
いを込めることができる。

「練習量的には大学の方が、泣
きながらやっていた高校のときと比

ンを立て、多彩なスキルを持つメ

そして、現在、玉置はこうした PM

べて倍以上。でも平気なんです。

ンバーたちとプロジェクトを実行す

像を、次の時代に伝承していく役割

やらされているのか、明確な目的

る。いろいろな意見を聞き、調整し

を担っている。GBS PM/CoE は、

意識を持ってやっているのか。これ

ながらではあるが最終的には PM

GBS（Global Business Service）

で得られる効果がまったく違う」

が決断する。コンタクト・ポイントで

事業の PM の Capability ならびに

の争奪戦に勝つための迅速な行動

Visibility の向上を図ることを目的

ているのか？ PM という仕事は、

とチャンス・メーク。それを勝利に

にしているが、その中で、新しい

自ら走らなければ得られる経験も、

結び付ける力と喜び。一線を引い

時代の「あるべき姿」を提唱して

楽しさも半減する。

て管理するのではなく、最前線で

いく役割も担っている。

気持ちと体を張る仕事。だから楽
しい。
そのために必要なこと。玉置は
「PMというロール（役割）につい

走らされているのか？ 自ら走っ

「夢を語る、じゃないですけれど、

スキルはもちろんだが、心意気

このプロジェクトでこうしたことを実現

の部分でも伝えたいことはたくさん

したいんだ、そのために何をすべき

ある。

か、ということをプロジェクト
・メンバー

「自分がすべてを経験していて、

とは常に話し合うようにしています」

て、PMというプロフェッション（職

新しい発見がない。そんなプロジェ

その共 通 認 識の中で若いメン

能）だけで語るのは不足を感じる」

クトはありえない。どんなプロジェ

バーが気付き、自らの思いで走り出

と言う。入社以来、「強烈な個性

クトでもユニークな点が必ずありま

すこと。それは彼らの真の経験にな

を持っていた先輩方」の背中を見

す。PM にアサインされた場 合、

り、チームをさらに強くする。

て、それを感じてきた。

常に新しいものを見つけ、改善点

もちろん、思いがそのまま美しく

「彼らに共通しているのは、プロ

を見つけ、向上心を持っていない

遂げられるわけではない。プロジェク

ジェクトマネジメントの能力も素晴ら

といけません。その気持ちが、自

トはそんなに簡単なものではない。

しく高いけれど、同時にソフトウェ

分を成長させるはずです」

だからこそ PMという仕事はある。

ア・エンジニアリングの大家であるこ
と。PM の技術はプロジェクトマネ

ここでも、ラグビーが教えてくれ
たことがある。

「予測して、手当てして、話し合っ
て、思いを実現していく。PM こそ

ジメントのスキルだけではなく、ソフ

「高校時代の監督は、元学生日

現場の第一線にいる面白さがある

トウェア・エンジニアリングのスキル

本代表の選手で、高度なラグビー

を持っていないと駄目。結局は IT

理論を持っていました。でも自分は

システムを作っているので、エンジ

高校生。まだ自分で考える力がな

ニアリング手法を理解していなけれ

かった。せっかくのいい練習も、結

走らされるのではなく、自ら走る。

ば自分のプロジェクトを進めていくこ

局はやらされている感覚。もったい

コンタクト・ポイントへ、ゲインライン

とはできないんです」

なかった」

を越え、トライを目指して。だが、

仕事なんです」
◆

「もちろん、理論だけの頭でっか

これを実感したのは大学に入っ

漫然と走っているのはつらいだけ。

ちな PM では務まりません。PM は

てから。同じように監督もコーチも

自分で考え、次の一手を予測しな

徹底した現場主義であることが必

いるが、おおむね選手の裁量に

がら走る。そのために自分だけの

要です。PM は評論家であっては

任されていた。磨かれたのは自主

武器を磨く。

ならないので、現場で実践して初

性。自分たちでリーグ優勝するた

自分だけではない。 す べての

めて意味を持ちます」

めに足りないのは何か？ そのため

PM が走り抜くために、PM/CoE の

には何をしなければいけないのかを

リーダーとして自分が先頭を走る。

技術者としての楽しさを持ってい
なければ得られない醍 醐味。PM

考え始める。
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