プロジェクトイシュー管理

対象：
SAP NetWeaver Business Process Management および SAP NetWeaver Business Rules Management を含
む SAP enhancement package 1 for SAP NetWeaver Composition Environment 7.1。

サマリー
この文書では、プロジェクトイシュー管理（Project Issue Management）プロセスについて簡潔に説明します。このプ
ロセスは、プロジェクトの実行中に発生する可能性があるイシュー（問題/課題/懸念事項）への対処に役立ちます。
主な内容は次のとおりです。
•

プロジェクトイシュー管理プロセスの対象となるビジネス問題

•

考えられるソリューションの概要

•

このソリューションの実装後にお客様が期待できるメリット

•

プロセスの参加者とプロセスを構成するステップの詳細

この文書の内容を把握すると、プロジェクトイシューにプロフェッショナルな方法で対処することでプロジェクト管理の
全体的な効率を高め、時間と予算の両面で信頼性の高い計画を実現できるようになります。
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ビジネスプロセスの概要
事実上どのようなプロジェクト（たとえば、R&D、建築など）でも、その実行中に条件、設計、範囲、その他の要素が変
更され、スケジュールやコスト、またはその両方に影響が及ぶ可能性があります。しかし、これらの変更が適切に識
別および管理されることは稀です。そのため、変更プロセスを制御するための方法論やフレームワークが十分でない
ことが、プロジェクトの失敗や利益を生まないことの大きな原因の 1 つとなっています。プロジェクトイシュー管理プロ
セスは、これらの課題に対処し、最も効果的な方法で処理します。
この文書には、プロセスダイアグラムが含まれています。SAP NetWeaver Business Process Management でのプ
ロセスモデルの作成の詳細については、SAP NetWeaver Composition Environment Library の「Modeling
Processes with Process Composer（Process Composer によるプロセスのモデル化）」および「Modeling Rules
with Rules Composer（Rules Composer によるルールのモデル化）」を参照してください。
このようなプロセスを実行可能にするためには、サービスインターフェース定義のインポートと割り当て、タスクの作
成と割り当て、Web Dynpro UI の作成と統合、そしてデータ型のインポートと割り当てを行う必要があります。このプ
ロセスを実行可能にする方法については、別の文書で説明する予定です。
プロセスの目的
プロジェクトのライフサイクル中は、条件、設計、範囲、その他の要素が変更され、その影響がスケジュールやコスト、
またはその両方に及ぶ可能性があります。現在のプロジェクト管理ソリューションの多くは、こうした状況を適切に処
理することができません。発生する可能性があるビジネス関連のイシューには、以下のようなものがあります。
•

プロジェクトのライフサイクル中に発生するすべての問題とイシューを記録する体系的な方法の欠如

•

個別プロジェクトやプロジェクトポートフォリオへの変更および潜在的な変更を把握するための可視性が不
十分であることに起因する、予算上のリスク

•

委託先や仕入先との間で変更がうまく連携・調整されないことによる、パフォーマンス上のリスク

•

変更指図プロセスが非効率的である（紙ベースまたは Microsoft Excel ベース）

•

変更がコスト、スケジュール、リソースの面でプロジェクト計画（計画/実績）に与える影響を把握するための
可視性が不十分である

•

すべての側面、交渉の経緯、変更履歴に関する文書が欠如しているため、資金配分や効果測定のための
正確な事後分析が行えない

•

変更の追跡や料金計算が非効率的である

埋め込み型のプロジェクトイシュー管理プロセスのメリットは大きく 2 つあります。第一に、企業はプロジェクトの実行
中に発生するイシューと問題を適切に識別し、文書化できるようになります。第二に、プロジェクトイシュー管理プロセ
スは、これらのイシューと問題を評価する手段を提供します。これにより、たとえば品質、コスト、スケジュール、必要
なリソースなどの観点から、意思決定プロセスの促進と追跡にどのような影響があるかを判断し、必要な変更を組み
込むことが可能になります。このプロセスでは、以下のプロセスステップをサポートする必要があります。
•

イシューをインタラクティブフォームに入力し、後続処理のために提出する

•

イシューログとイシューのステータスを監視し、変更指図を作成し、イシューを変更指図に割り当て、変更指
図を後続処理のために 1 人以上のスペシャリストに割り当てる

•

影響を受けるオブジェクトをすべて識別して割り当てる。提案された変更による予算への影響、スケジュー
ルへの影響、リソースへの影響を評価する

•

変更指図を関係者に配布する。要求に応じて追加情報を提供する。変更指図に対する意思決定を行う（承
認、保留、または却下）

•

予算、スケジュール、購買書類を更新する。追加コストを依頼者のプロセスに紐づけ、ユーザビリティー、可
視性、生産性などを向上させる
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このプロセスは、建設や複雑な製造などの内部プロジェクトまたは外部プロジェクトを実行するお客様に対応してい
ます。また、イシューやプロジェクト変更（意思決定プロセスも含む）に関して、信頼できるドキュメントを簡単に作成で
きる環境とそのメリットを、お客様にもたらします。さらに、イシューや変更が放置され、プロジェクトの成功と収益性に
悪影響を与えるという状況を回避する上で役立ちます。まとめると、お客様は以下の価値提案から生じるメリットを享
受できます。

ユーザビリティー
•

インタラクティブフォームを使って変更を記録することにより、プロジェクトイシューの文書化作業が簡素化

可視性
•

変更管理レポートによるリスク管理

•

すべての側面、交渉経緯、変更履歴の文書化

•

変更の影響評価と、プロジェクト計画の調整

•

ステータス監視により、承認/交渉のステータスを把握

効率性
•

効率的な変更管理により、タイムリーな分析、実行、料金計算を実現

•

スケジュールとコストの両面でプロジェクト管理が改善され、利益率の向上などが実現
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プロセスモデル
次の図は、SAP NetWeaver Business Process Management のデザイン環境であるプロセスコンポーザーを使用
してモデル化したプロセスダイアグラムです。
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プロセスのステップ
この章では、プロセスの各ステップについて簡単に説明します。プロセスのステップには、たとえば、イベント、人的ア
クティビティー、自動アクティビティー、ゲートウェイなどがあります。
開始（開始イベント）
プロジェクトメンバーがイシューの詳細をフォームに入力して提出します。フォームの提出によって、プロジェクトイシ
ュー管理プロセスが開始されます。フォームに入力されたデータが、開始イベントによってプロセスに渡されます。
変更要求の作成（人的アクティビティー）
プロジェクトマネジャーがイシューの詳細を確認し、イシューを解決する変更要求を作成します。作成された変更要求
は、3 人の「スペシャリスト」（購買担当者、管理担当者、スケジュール担当者）にルーティングされます。これらのスペ
シャリストは並行して、提案された変更の影響を分析します。
購買データの入力（人的アクティビティー）
購買担当者は、必要な資材の購買に必要となるすべてのデータを追加します。このデータは、プロセスの後続ポイン
トで実際に資材を注文する際に必要になるものです。
予算データの入力（人的アクティビティー）
予算分析の際、管理担当者は、残っている予算額を変更要求に入力します。
スケジューリングデータの入力（人的アクティビティー）
スケジュール分析の際、スケジュール担当者は、許容される資材納入期限を追加します。
プロジェクトマネジャーの意思決定（人的アクティビティー）
すべての分析アクティビティーが終了し、それに応じて変更要求が更新されたら、プロジェクトマネジャーが再び関与
します。プロジェクトマネジャーは、更新された変更要求を確認し、このソリューションが適切かどうかを判断します。
続行するには、変更要求を提出するか、手直しのために 3 人のスペシャリストに送信するか、あるいは、変更要求全
体をキャンセルします。
変更要求が提出されると、2 つの条件がチェックされ、その結果に応じて後続のアクティビティーが有効化されます。
•

予算マネジャーの承認が必要かどうかを判断するために、価格と予算が比較されます。必要に応じて、予算
マネジャーが関与します。

•

（この条件は、1 つ目のチェックが適切に処理された場合にのみチェックされます）
カスタマー（社外の顧客または社内の依頼部署）の承認が必要かどうかを判断するために、「資材納入日」
と「プロジェクト期限」が比較されます。これは、遅延が発生する場合を処理するために必要なチェックです。

予算マネジャーの意思決定（人的アクティビティー）
予算マネジャーは、追加の予算を付与すべきかどうかを判断します。予算マネジャーが追加予算を認めた場合にの
み、第 2 の条件（プロジェクトのスケジュールが依然として有効か）がチェックされます。それ以外の場合は、プロジェ
クトマネジャーが再び関与します。
カスタマーアカウントの意思決定（人的アクティビティー）
遅延が発生する場合、カスタマーアカウントの窓口担当者による承認が必要です。カスタマーが遅延を受け入れた
場合、プロセスは継続されます。それ以外の場合は、プロジェクトマネジャーが再び関与します。
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注文作成要求の確認（自動アクティビティー）
これは、足りない資材の購買指図を作成するための自動アクティビティーです。
予算の通知（人的アクティビティー）
購買担当者が購買の通知を受け取り、計画を更新します。
スケジュールの通知（人的アクティビティー）
スケジュール担当者が変更の通知を受け取り、計画を更新します。
プロジェクトイシューの通知（人的アクティビティー）
最後に、プロジェクトマネジャーがプロセスのサマリーを確認します。この確認が完了すると、プロセスは終了します。
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プロセスロール
次の表に、プロセスロール、各ロールが関与する人的アクティビティー、割り当てられるタスクを示します。

プロセスロール

人的アクティビティー

プロジェクトメンバー

タスク

コメント

イシューの詳細をフォームに入力し
て提出します。これにより、プロジェ
クト管理プロセスが開始されます

プロセスダイアグラ
ムには示されてい
ません

プロジェクトマネジャー

変更要求の作成

プロジェクトメンバーが入力したデー
タに基づいて、変更要求を作成しま
す

購買担当者

購買データの入力

プロセスの後続ポイントで資材を購
買する際に必要となるデータをすべ
て追加します

管理担当者

予算データの入力

残っている予算額を変更要求に追
加します

スケジュール担当者

スケジュールデータの入
力

許容される資材納入期限を追加し
ます

プロジェクトマネジャー

プロジェクトマネジャーの
意思決定

更新された変更要求を確認し、この
ソリューションが適切であるかどうか
を判断します。続行するには、変更
要求を提出するか、手直しのために
3 人のスペシャリストに送信するか、
あるいは、変更要求全体をキャンセ
ルします。

予算マネジャー

予算マネジャーの意思決
定

追加の予算を付与するかどうかを決
定します

予算を超える場合
にのみ必要です

カスタマーアカウント

カスタマーアカウントの
意思決定

カスタマー（社外の顧客または社内
の依頼部署）に連絡して、遅延を承
認してもらいます

遅延が発生する場
合にのみに必要で
す

購買担当者

予算の通知

購買の通知を受け取り、計画を更新
します

スケジュール担当者

スケジュールの通知

変更の通知を受け取り、計画を更新
します

プロジェクトマネジャー

プロジェクトイシューの通
知

プロセスのサマリーを確認します。こ
の確認が完了すると、プロセスは終
了します
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標です。
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商標です。
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