PLMソリューション導入事例

株式会社 IHI

日本を代表する総合重工業企業である IHI 様。ビジネスの一翼を担うエネルギー・プラント事業では、海外における大規模プロ
ジェクトを複数抱えています。そうしたプロジェクトでは、世界中の企業や人が参画する上、設計〜調達〜建設にわたる管理点数
は数万点に上ります。そのため、プロジェクトの実際の進捗状況を把握することは簡単ではありませんでした。そこで、NEC の

PLM ソリューション「Obbligato II」を活用したプロジェクト管理システムを構築。エビデンス（確証）に基づく正確な進捗をリ
アルタイムに把握できるようになり、問題の早期発見と共有、迅速な対応を行える体制が整うなど、様々な効果を生んでいます。

数万点にも及ぶ管理項目をPLMシステムに集約
プロジェクト管理に活用し、世界中の現場を可視化
精緻な進捗管理の実現により、問題の早期発見と解決が可能に
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担当者の報告をベースとする管理では
プロジェクトの本当の実態が見えない
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に多くの顧客を獲得しています。
海外で複数の大規模プロジェクトを展開する同社
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りあえず作業が完了したかのような報告をしたりす

の事業において、特に重要になるのが「いかにプロ
ジェクト全体の進捗やコストを正確に管理するか」

成果物を管理する PLM を核とした
プロジェクト管理システムを考案
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え、管理点数は数万にも上ります。
「また、海外のプロ
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はありません」と同社の尾形 克之氏は語ります。

そこで、同社が構想したのが、PLM システム上

しかし、従来のマネジメント手法には、改善すべき

に、図面や納品書などエビデンス（確証）が登録さ

点がありました。それまで、同社では「MS-Excel」な

れたら、そのプロジェクトの該当するアクティビティ

どを用いバーチャートで工程表を作成し「イナズマ

のステータスおよび進捗率が自動的に計算される、

線」と呼ばれる遅れ管理線でプロジェクトの管理を

という仕組みです。
「このような自動的に実績情報

行っていました。また、設 計や調達、建設という各

が収集できる仕組みが実現すれば、客観的な情報

フェーズの進捗は、設計時なら図面が出たかどうか

に基づき、進捗を正確かつ動的に管理できるように

を担当者に確認し、その結果を工程表に反映し、進
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捗を把握していたのです。
「担当者の報告をベースと

捗状況の入力に伴う作業負荷も大幅に削減できる

しているため、仮に報告が遅れたり、未確認なのにと

と考えたのです」と尾形氏は話します。

加えて、同事業においては、納期厳守はプロジェク

IPMS（IHI Project Management System）全体イメージ

トの成否に直結しているため、刻々と変化するプロ
ジェクトの進捗状況をどのように見える化するかが
課題となっていました。その点でも、PLMをベースと
するシステムなら、海外で行っているプロジェクトの
情報をもリアルタイムに日本に集約することができ、
迅速に対策を打つことができるようになります。
そして、その情報の集約、入力のためのシステムと
して最適だと考えたのが NEC の PLMソリューショ
ン「Obbligato II」でした。
「自社の要件をきめ細かく
作りこめるカスタマイズ性やコスト面など、様々な点
でアドバンテージを感じました。また、国産製品であ
ることから、迅速で手厚いサポートが期待できると
いうことにも安心感がありました」
（尾形氏）。

アクティビティの完了をトリガーに
進捗ステータスを自動更新

プロジェクトのエビデンスである成果物を Obbligato II 上で一元管理し、プロジェクトの進捗管理と連動。その情報をプロジェク
ト管理ツールに反映し、社内ポータルで公開することでリアルタイムな情報共有を実現しています。

また、同社では、各プロジェクトの状況を参照する

とも珍しくありませんでした。しかし、現在では、刻々

ための社内用ポータルサイトを用意し、様々な切り

と変わる進捗状況をリアルタイムに正しく把握し、
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ようにしています。
「例えば、経営層には、関係する全

「また、コスト管理の面でも大きな成果がありまし

仕組みを構築したのです。
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トの状況、進捗と発生コスト間のずれから最終予想
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コストを算出することができるようになったのです。

その後、徐々にシステムを拡張。設計以外の調達
や 建 設 部 門における各種アクティビティ情 報も

つまり、プロジェクト進行中から、常にパフォーマン
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MS-Project やMS-Excel上に自動反映されるよ

進捗とコストの関連性により
プロジェクトのパフォーマンスを測定

今後、同社はIPMSのさらなる拡張、強化にも積極
的に取り組んでいく構えです。
「言葉や経験値に差が
ある海外スタッフがより使いやすくなるような工夫
を施したいと思っています」
（石川氏）。また、尾形氏
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