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はじめに

Microsoft® Office Project Standard 2003 は、使い慣れた Office アプリケー

ションに近い直感的な操作感と多様な機能で、効率的なスケジューリングと進捗管理、

リソースやコストの管理、分析機能によるシミュレーションなどを行い、ビジネス戦略

に基づくプロジェクト管理を実現します。

このステップ バイ ステップ ガイドでは、プロジェクト管理のために必要なこととは

何か、一般的なソフトウェアで作ったスケジュール表では何が足りないかを確認し、

さらに、仮想のプロジェクトをもとに、Project Standard 2003 を実際に使って、

ステップ バイ ステップ形式でプロジェクト管理を体験していただけます。各ステップ

では、期限内にプロジェクトを完了するにはどうすべきかを確認しながら、シミュレー

ションし、問題点の解決方法を検討します。
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Excel で作成したスケジュール表で、「すべてうまくいく」と
思っていませんか?

もし、そうお考えでしたら、すでにあなたのプロジェクト計画は大きなリスクをはらんでいます。

Excel を使うとスケジュール表を作成するのは簡単です。でも使いやすい＝作成者の希望的観測が大いに

含まれているスケジュールになりがちではないでしょうか? とにかく納期を達成しなければならないプロ

ジェクトにおいては、一見、実現可能に見えるスケジュールを作って、いち早く作業に移りたいという衝動に

かられます。しかし、それは現実を反映したものとは異なり、プロジェクトが進行するにつれて達成困難な

ことがわかってくるだけです。

不確定要素の多いプロジェクトのリスクをできるだけ排除するには、実作業レベルまでブレイクダウンした

詳細なスケジュール計画と、作業時間の見積もりに基づく作業者の負荷状況の評価が必要です。そこで初めて、

現実に即したプランを作成することができます。通常、Excel で作成した大まかなスケジュール計画を、

Project で詳細から積み上げて作成してみると、数倍の期間が必要になってくるといわれています。

プロジェクトのリスクに対応するもう 1 つの方法は、シミュレーションを繰り返し、常にプロジェクトを計画

へ戻すように働きかけることです。不確定要素の多いプロジェクトをコントロールするためには、「プロジェ

クトはそもそも計画どおりに進まない」という前提のもと、変化を常にアップデートし、計画へ戻すための

シミュレーションを繰り返すことが重要です。ではプロジェクトをシミュレーションするには、どうしたら

いいのでしょうか? それには、プロジェクトのメカニズムを知る必要があります。

■ 品質、期間、コスト、この三角形のメカニズムでプロジェクトは動いています
プロジェクトのメカニズムは、品質、期間 (スケジュール)、コスト (作業担当者や備品など) の三角形で表す

ことができます。プロジェクト計画を単なる工程計画と考えてはいませんか。工程計画では、スケジュールに

だけ目を向けてしまいがちです。三角形のバランスを適正化するには、作業時間、プロジェクト品質、および

リソースなどの視点も欠かせません。

プロジェクト 
マネジメントの 
永遠の三角形 

・コスト ≒ リソース 
・品　質 ≒ プロジェクト品質 
・期　間 ≒ スケジュール 

プロジェクトでは、以下のように置き換えて考えることができます。 

期間 ≒ スケジュール 品質 ≒プロジェクト品質 

コスト ≒ リソース 

プロジェクト 
成果物 

 

メモ 品質には成果物品質とプロジェクト品質があり、この場合の品質はプロジェクト品質を指します。
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期間を縮めようとすると、コストをかけて人員を投入するか当初計画していた品質を下げて作業工数を削減

する必要があります。またコストを下げようとするとより長い期間をかけて作業を行うか目標の品質を落として

工数を削減することになります。このようにプロジェクトを構成する 1 つの要素の変更は他の要素へ影響を

及ぼします。このメカニズムを常に把握し、当初の計画どおりにプロジェクトをコントロールしていくことが

プロジェクトの成功につながります。

プロジェクトの成功にはこれらを総合的に管理していくことが必要となりますが、Excel などの表計算ソフト

では、これに対応できません。

プロジェクト 
マネジメントの 
永遠の三角形 

プロジェクト 
成果物 

非現実的な労働負荷状況を前提に計画すると、プロジェクトの実施段階で 
スケジュールの遅延として表面化することがあります。 
リソースの追加や変更が許されない場合、メンバーが無理をして作業を 
完了することがありますが、これは品質の低下につながります。 
結果的に、土壇場のリカバリに追われることになります。 

期間 ≒ スケジュール 品質 ≒プロジェクト品質 

コスト ≒ リソース 

土壇場のリカバリにつながる 
見積もり誤差 

■ Project 2003 がプロジェクトをきめ細かくサポートしてくれるといっても、
使い方が難しいのでは?

Project 2003 は、複雑にからみあう期間、コスト、品質の情報を簡単に見渡して、ムダなく調整していく

ことができるプロジェクト管理ソフトです。スケジュールの作成から、進捗に合わせた各要素の調整など、

プロジェクトの達成をきめ細かくサポートしてくれます。進捗状況の反映とその後のスケジュールのシミュ

レーションを繰り返しながら、的確にプロジェクトを進めていくことができます。

でも、使い方が難しいと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか? 本ガイドではそのような方に

Project Standard 2003 の一般的な利用方法を紹介します。細かい設定全般などを解説するのではなく、

このガイドの流れに沿って利用することで、便利な使い方ができる構成になっています。

では早速 Project Standard 2003 を使って、架空の会社「マイクロ工業株式会社」を例にプロジェクト

管理の流れを見てみましょう。
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プロジェクトの計画書を作ってみましょう

■ 計画表を作る準備をしましょう

この章では、計画書を作り始める前に、現実的なシミュレーションを行えるようにいくつかの設定を行います。

ビジネス アプリケーションで作成した計画書は、当初「非現実的な労働負荷状況」を見過ごしてスケジュー

リングするため、実際のプロジェクトに入ると、その非現実性はスケジュールの遅延となって現れてきます。

しかし、その遅れを取り戻すために、計画していた作業時間をむやみに変更してしまうと、品質に悪影響が

発生しかねません。だからといって期間を勝手に変更してしまうと、プロジェクト内の他の作業や関連プロ

ジェクトとの兼ね合いに問題が発生しかねません。そこでまずは作業時間や期間を固定し、作業担当者の負荷

状況が自由に変更されるように設定することで、積み上げられた負荷状況の変化を確認しながら調整し、実現

可能なプロジェクト スケジュールを作成していく方法を取り上げていきます。Project 2003 では、この

ような優先させたい条件をデフォルトに設定することで、計画を効率的に行うことが可能です。

また、あらかじめ画面をわかりやすく操作しやすい状態に変更しておきましょう。

「Project でスケジュールを作ると、

勝手に期間が延びたりしない?」

期間を固定するように設定しましょう

Project 2003 では、作業にかかる期間、作業に必要な総作業時間、作業担当者が 1 日にその作業に携る

時間 (単位数)、という 3 つの要素を考慮してスケジュールを計算しており、それは次のような計算式で表され

ます。

期間 ＝ 総作業時間 ÷ 単位数

または 単位数 ＝ 総作業時間 ÷ 期間

この、期間、作業時間、単位数のどれかが変わったときは、残りの要素が変化します。このとき、固定して

おく要素を設定することができます。

ここでは、期間固定して計画書を作成し、作業担当者の負荷状況に合わせてスケジュールを調整する方法で

操作を進めていくので、期間を固定する設定を行っておきます。

また、「残存時間の優先」を選択しておくと、作業に新しい作業担当者を追加したとき、残りの作業時間は

そのままに、単位数や期間を変更してスケジュールが更新されるので、事前に設定を行っておきます。

1. Project 2003 を起動します。

2. [ツール] － [オプション] の順にクリックします。

3. [オプション] の [スケジュール] タブをクリックし、[既定のタスクの種類] ボックスの一覧の [期間

固定] を選択します。
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4. [オプション] の [スケジュール] タブで

[新しいタスクに対して、残存作業時間を

優先するように設定する] がオンになって

いることを確認し、[OK] をクリックします。

また、Project 2003 の最初の設定では、進捗状況のアップデートを行う際に、達成率 (作業の成果がどの

くらい出ているか) に応じて自動的に作業担当者の実績作業時間 (現在までに作業に使った時間) が更新される

ようになっています。

しかし通常のプロジェクトにおいて、達成率と作業時間の達成率 (計画された作業時間に対する実績作業時間

の比率) がいつも一致するとは限りません。

ここでは、作業担当者に達成率と実績作業時間の両方を報告してもらい、達成率と作業時間の達成率を比較

しながら進捗状況を管理する方法をとります。次のように操作して設定を変えましょう。

1. [ツール] － [オプション] の順にクリックします。

2. [オプション] の [計算方法] タブをクリック

し、[タスクの実績情報更新時に、リソース

の実績を自動更新する] をオフにし、[OK]

をクリックします。
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■ このようなプロジェクトを例に
マイクロ工業株式会社という架空の会社を例にして、Project 2003 を実際に操作しながらプロジェクトの

計画書を作ってみましょう。

マイクロ工業株式会社は、各種機器の部品を製造する企業です。新しく製造機器の部品を企画、作成してほしい

という依頼を受けています。予算には余裕がありますが、企画営業部の担当は、制作部の担当者 2 名で期限内

にこの作業を実現しなくてはなりません。早速、プロジェクトを実現できるかどうかシミュレーションを開始

します。

プロジェクトの名前は、「新製品開発」とします。

このプロジェクトを達成するのに必要な作業を洗い出してみると「企画書作成」、「設計書作成」、「モックアップ

の作成」、「製造工程の計画書作成」という 4 つの作業 (タスク) に分割できそうです。

作業担当者は、田中さん (課長) と鈴木さん (設計者) の 2 名。

期間は、7 稼働日。7 日間で作業を行い、8 日後にプレゼンテーションを行う必要があります。

プロジェクトの名前 新製品開発

プロジェクトに含まれる作業 (タスク) ● 企画書作成
● 設計書作成
● モックアップの作成
● 製造工程の計画書作成

作業担当者 (リソース) 田中さん (課長)、鈴木さん (設計者)

期間 7 稼働日

「うん? いろんなビューがあるぞ。
どれが一番使いやすいのかな」

作業に合わせてビューを使いこなしましょう

Project 2003 には、情報を入力したり、計画を視覚的に確認したりできる、さまざまなビューが用意されて

います。ビューを素早く切り替えるには、[ビュー バー] が便利です。

ビュー バーは、ガント チャート (作業の流れ図) やタスク フォーム (作業内容を入力する表示) などのビュー

(画面) を切り替えるためのショートカットです。ビュー バーに縦 1 列に並んだアイコンをクリックするだけ

で、ビューを切り替えできます。

また、ウィンドウを上下に分けて、2 つのビューを表示しておくと、計画全体を確認しながら、情報を入力

できるため、作業がしやすくなります。

1. [表示] － [ビュー バー] の順にクリックし

ます。

ウィンドウの左側にビュー バーが表示され

ます。
 

メモ [表示] メニューの [ビュー バー] に
チェックが付いている場合は、すでに
表示されているため、[ビュー バー] を
選択する必要はありません。
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2. [ウィンドウ] － [分割] の順にクリックし

ます。

ガント チャート 

タスク フォーム 

ウィンドウが上下に分割され、[ ガント

チャート] の下に [タスク フォーム] が

表示されます。

■ プロジェクトの計画書を作りましょう

この章では、プロジェクトに含まれる作業や期間、作業担当者などの情報を入力して、基本的な計画書を作成

しましょう。フォームが用意されているので、簡単な入力作業だけでスケジュール表を作ることができます。

はじめに作業名と作業の予定日数を入力します。

「タスクって、いったいなんのこと?」

「タスク」とは、プロジェクトを構成する作業のことです
まず、プロジェクトの名前とタスクを入力しましょう

Project 2003 では、作業のことを「タスク」と呼びます。このとき、タスクの前後関係も設定します。

タスクには、他のタスクが終わらないと始められないものがあります。たとえば、このプロジェクトでは、

設計書ができあがらないと、モックアップの作成と製造工程の計画書の作成に取りかかれません。このように

論理的にタスク間の関係でスケジュールを作成することで、ある作業の遅れが与える影響を自動的にアップ

デートしてくれます。

次に、作業担当者の入力が必要です。Project 2003 では、作業担当者や作業に必要な機材などを「リソース」

と呼びます。担当者を明確にするため作業担当者を作業に割り当てて管理します。

この「新製品開発」プロジェクトは、企画書作成、設計書作成、モックアップの作成、製造工程の計画書作成

という 4 つのタスクで構成されます。このプロジェクト名と 4 つのタスクを入力します。

Project 2003 は、起動したときに新しいプロジェクトが表示されます。現在、Project 2003 では表示

方法を設定したばかりですので、新しいプロジェクトには、まだ、何も入力されていません。ここに計画書を

作成していきましょう。以下の手順に従って、操作を行ってください。
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1. まず、開いたばかりのプロジェクト ファイル

を、プロジェクトの名前と同じ「新製品開発」

というファイル名で保存しておきましょう。

ファイルを保存するには、[ファイル] －

[上書き保存] の順にクリックします。

[ファイル名を付けて保存] でファイル名と

保存先のフォルダを指定して [保存] を

クリックします。

2. プロジェクトの開始日を指定します。

開始日を入力するには、[プロジェクト] －

[プロジェクト情報] の順にクリックします。

[開始日] の日付の  をクリックして、

表示されるカレンダーから開始日を選択

して、[OK] をクリックします。

ここでは、今日の日付を選択します。

3. サマリー タスクの名前を入力します。

[タスク フォーム] で [タスク名] に「新しい

部品作成依頼」と入力し、[OK] をクリック

して、[次へ] をクリックします。
 

メモ この「新しい部品作成依頼」という
タスクは、サマリー タスクといわれる
ものです。4 つのタスクに必要な期間を
入力するとプロジェクト全体の期間が
自動的に算出されるので、「新しい部品
作成依頼」では期間を設定しません。

4. タスクと期間を入力します。

以下のタスク名と期間を上から順に入力し

ます。タスク名を入力し、期間を選択して

[OK] をクリックし、[次へ] をクリックし

ます。

タスク名 期間

企画書作成 2 日

設計書作成 2 日

モックアップの作成 4 日

製造工程の計画書作成 1 日
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5. 「企画書作成」以下の 4 つのタスクは

「新しい部品作成依頼」に含まれる下位の

タスクとして位置付けられるので、4 つの

タスクのレベルを 1 つ下げます。

[ガント チャート] でレベルを下げるタスク

(「企画書作成」、「設計書作成」、「モック

アップの作成」、「製造工程の計画書作成」

の 4 件) を選択して、ツールバー [書式

設定] の [レベル下げ]  をクリックし

ます。

「新しい部品作成依頼」がサマリー タスク

に設定されました。

サマリー タスクは、下位のタスク (サブ

タスク) をグループ化したフェーズとして

の性格を持つタスクの 1 つです。複数の

作業をまとめて、1 つの作業グループとして

認識する場合にも使用します。
 

メモ サマリー タスクの期間やコストなどの
情報は、含まれているサブ タスクの
情報に基づいて自動的に設定されます。

「タスクは、それぞれ開始する順番が
決まっているんだけど ...」

タスクの前後関係を設定しましょう

タスク (作業) には、開始する順番があります。Project 2003 では、[タスクのリンク] と [先行タスク] を

使って、タスク間のさまざまな種類の前後関係を設定することができます。[先行タスク] とは、そのタスクを

始めるときに、すでに完了していなければならないタスクのことです。たとえば、A というタスクを終わらせ

ないと、B というタスクを始められない場合、A は B の先行タスクです。[タスクのリンク] を使用すると、

上から順番に作業を行うように、自動的に [先行タスク] を設定できます。また、各タスクごとに個別に [先行

タスク] を設定することもできるので、複雑なタスクの前後関係にも対応します。

ここでは [先行タスク] の前後関係を自動的に設定するために、[タスクのリンク] を使用します。選択した

タスクが上から順番に開始するよう設定されます。その後、個別に前後関係を設定したいタスクに対し、[先行

タスク] の修正を行います。
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1. サマリー タスク「新しい部品作成依頼」に

含まれているすべてのタスクを選択して、

ツールバー [標準] の [タスクのリンク] 

をクリックします。

1 つ上のタスクが完了してからタスクを

開始するように、スケジュールが設定され

ました。

2. タスクの前後関係を個別に設定するために、

それぞれのタスクの [先行タスク] を確認し

ます。

「新製品開発」プロジェクトでは、下の表の

順にタスクが開始するものとします。

タスク名 先行タスク

設計書作成 企画書作成

モックアップの作成 設計書作成

製造工程の計画書作成 設計書作成

[タスクのリンク] で [先行タスク] を設定

したため、「製造工程の計画書作成」の先行

タスクは 1 つ上の「モックアップの作成」

になっています。これを「設計書作成」に

変更します。

[ガント チャート] で「製造工程の計画書

作成」を選択します。[タスク フォーム] の

「製造工程の計画書作成」で、先行タスク名

(ここでは、「モックアップの作成」) を

クリックして、右端に表示される  マーク

をクリックして「設計書作成」を選択し、

[OK] をクリックします。
 

メモ [先行タスク] を変更、追加するには、欄をクリックすると右端に表示される  をクリックして、

表示されるタスクの一覧から対象の先行タスクを選択します。

「製造工程の計画書作成」の先行タスクが「設計書作成」に変更されました。

このように、Project 2003 では、タスクどうしの複雑な前後関係も、簡単にスケジュール上に表す

ことができます。

これまでの手順で、タスク (作業) と作業日数、そしてタスクの前後関係を設定できました。
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「このままじゃ、納期に間に合わないよね?」

希望納期に合わせて、タスクの期間を調整しましょう

プロジェクトでは、納期は決められているため、納期に間に合うようにスケジュールを調整しなければなりま

せん。はじめに目安として各タスクの期間を入力しますが、順番に積み上げていくと、サマリー タスク全体

としては納期に間に合わない、という場合もあります。その場合、タスクの期間を変更する必要があります。

どのタスクの期間を調整すべきか確認し、変更してみましょう。

ただしこの時点でのタスクの期間は、まだあくまでも目安であり、納期に間に合わせるための希望的な期間で、

実施にあたって現実的かどうかの評価はできていないことを注意しておきましょう。

ここでは、先行タスクを設定した結果、サマリー タスク全体では 8 稼働日になってしまいました。7 稼働日

以内に終了させなければならないので、ここでは作業が最後までかかる「モックアップの作成」作業に注目し、

このタスクの期間を 3 日に短縮します。

1. [タスク名] で「モックアップの作成」を

選択し、[期間] を「3 日」に変更し、[OK]

をクリックします。

サマリー タスク全体で 7 稼働日になり、

納期に間に合うようになりました。



－  Microsoft Office Project Standard 2003 ステップ バイ ステップ ガイド  －12

「それぞれの作業を誰が担当するか。それが問題」

作業担当者を登録して、作業に割り当ててみましょう

タスクには、作業を行う人材 (作業担当者) や機材等の資産が必要ですが、これらを Project ではリソース

と呼びます。タスクの期間調整が完了したら、各タスクにリソースを割り当てましょう。リソースの割り当て

は、スキルやコストを考えに入れて行います。

ここでは、田中さん (課長) と鈴木さん (設計者) をリソース として登録し、各々のタスクを行うために必要

なスキルと、田中さん、鈴木さんのスキルを考慮しながら、タスクに割り当ててみましょう。

1.

ガント チャートをクリック 

分割ウィンドウの上に表示された [ガント

チャート] を選択して (ウィンドウのどこか

をクリック)、ビュー バーの [リソース

シート] をクリックします。

2. リソース シートの [リソース名] と [グループ

名] の欄に、以下の情報を入力します。

(表に直接入力します)

リソース名 グループ名

田中 課長

鈴木 設計者

 

メモ このリソース シートに、作業担当者の
標準単価や超過単価 (資材の場合は導
入コスト) などを設定すれば、スケ
ジュールと同時にコストも管理できま
す。(この例では省略します。)

タスクに、今入力した作業担当者をリソース

として割り当てます。

3. ツールバー [プロジェクト ガイド] の

[リソース] をクリックします。
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4. [リソース] 作業ウィンドウの [タスクに

リソースを割り当てる] をクリックします。

ガント チャートが表示されます。

5. [ガント チャート] で「企画書作成」を選択

して、ツールバー [標準] の [リソースの

割り当て]  をクリックします。

ここでは、設計課の責任者である田中さん

に企画書作成を依頼し、それ以外の作業を

鈴木さんに依頼します。

6. [リソースの割り当て] の [リソース名] で

「企画書作成」の作業担当者「田中」さんを

選択して [割り当て] をクリックします。

7. 次の表にしたがって、残りのタスクにも作業担当者を割り当てましょう。先ほど期間を 4 日から 3 日

に短縮した「モックアップの作成」には、無理がないように田中さん、鈴木さんの 2 人を割り当てる

といった設定もできます。[リソースの割り当て] は開いたまま、タスク名の次のタスクをクリックし、

作業担当者を選択していきます。最後のタスクの作業担当者を選択したら、[閉じる] をクリックします。

「モックアップの作成」に 2 人分を割り

当てるときは、まず [リソース名] で鈴木

さんをクリックし、ctrl キーを押しながら

田中さんをクリックして、2 人一度に選択

して、割り当ててください。

タスク名 リソース名

企画書作成 田中

設計書作成 鈴木

モックアップの作成 田中、鈴木

製造工程の計画書作成 鈴木

これまでの手順で、作業担当者を入力し、各作業に割り当てることができました。
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「担当者ごとに、得意不得意があるから、
作業を完了するまでの時間は違うよ」

タスクごとに、リソースのスキルに合わせて、作業時間を見積もりましょう

実際の業務では、タスクごとに必要な作業時間が異なります。また、作業の担当者によっても、作業が完了

するまでの時間に差が出てしまうものです。Project 2003 では、以前の章で設定したタスクの期間に加えて、

リソースが稼働する作業時間を設定することができます。リソースのスキルを考慮した作業時間をタスクの

期間内に配分して、無理のない作業予定になっているかを確認できます。

ここまでに作成した計画書では、タスクを洗い出し、納期に合わせた期間を見積もり、タスクを関連付け、

リソースを割り付けたばかりなので、担当者 1 人ひとりに合わせた作業時間を設定していません。

例えば、前の手順で作成したタスク「モックアップの作成」では、はじめに期間を 4 日間に設定しましたが、

期限に間に合わせるため、2 人で 3 日間で作業するように修正しました。今回は、タスクにリソースを割り

当てる際に、単位数 (1 日の作業時間の割合) を特に指定しなかったため、すべて 100% で割り当てられて

います。このため、「モックアップの作成」は、48 時間の作業時間に設定されています。

ここで各リソースが、割り当てられたタスクを完了するまでに必要となる、実際の作業時間を見積もりま

しょう。作業時間を修正する場合は、担当者のスキルや処理能力を考え合わせながら見積もると、実際の業務

にあった計画が作成できます。

1. ビュー バーの [タスク配分状況] をクリック

します。[タスク配分状況] は、タスクに割り

当てられたリソースごとの作業時間を確認

できるビューです。

ここでは、期間を見積もった際に、作業期間

を 4 日間から 3 日間に変更した「モック

アップの作成」について、リソースごとの

作業時間を修正します。

2. [タスク配分状況] で「モックアップの作成」

の作業時間を選択します。

現在は「48 時間」に設定されています。

3. 作業時間に「36」と入力して、Enter キー

を押します。

作業時間が、タスクの期間を見積もったとき

と同じ「36 時間」に修正され、田中さん

と鈴木さんにバランスよく作業が割り振ら

れます。
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しかし、「36 時間」という作業時間は、設計者である鈴木さんを対象に見積もった時間です。この作業

は鈴木さんが主に作業し、課長である田中さんがサポートしたほうが効率的です。

ここでは、鈴木さんが 3 日間 100% (24 時間) 作業し、田中さんが残りの 12 時間を作業するように

修正します。また、田中さんは、鈴木さんより約 1 時間 ほど多く時間がかかるとします。

4. 田中さんの作業時間に「13」と入力し、

Enter キーを押します。次に鈴木さんの

作業時間に「24」と入力し、Enter キーを

押します。タスクの作業時間は自動的に

計算され、「37 時間」に設定されました。
 

メモ [タスク配分状況] では、各作業日の作業
時間を手動で入力することもできます。
作業日ごとに作業時間を入力した場合
でも、タスクの作業時間の合計は自動的
に計算されます。

タスクごとに作業時間が設定できたことで、実際の業務にあった計画書に近づきました。計画書の作成は、

ここまでが第一段階です。Project 2003 では、この計画書をもとにスケジュールのシミュレーションを行い、

計画書を完成していきます。

「調整のためにシミュレーションを繰り返すと

混乱してしまわないかな ...」

基準となる計画を保存しましょう

ある程度計画表ができあがったら、基準計画として保存しておくと、スケジュールのシミュレーションを行う際

の目安になります。作業の割り当て時間を調整する場合など、直前に保存した基準と比較しながら操作できる

ので、どんなにシミュレーションを繰り返しても、混乱することはありません。

調整を進めて、納得いく数字が得られたら、そのつど、基準計画として保存していきましょう。

1. [ツール] － [進捗管理] － [基準計画の保存]

をクリックします。
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2. [基準計画の保存] で [OK] をクリックし

ます。
 

メモ 基準計画は、何度でも保存できます。
当初計画を作成する段階では、区切り
の良い所で基準計画を保存しておくと、
新しいスケジュールの案を作るときや、
プロジェクトの進捗をレビューする
ときに、基準計画と比較することができ
ます。ただし、プロジェクトがスタート
した後の基準計画の変更は注意深く
行う必要があります。プロジェクトが
スタートした時点の計画は基準計画と
して保存され、プロジェクトが完了する
まで保持されるのが一般的です。その
ため、Project 2003 では、名前を変えて
複数の基準計画を保存できるように
なっています。

■ スケジュールをシミュレーションしましょう

この章では、スケジュールのシミュレーションの一環として、リソースの負荷を確認し、調整を行いながら、

無理のない現実的なスケジュールにしていきます。

リソースの負荷は、グラフで確認できるため、どこを調整したらいいのか、すぐに見つけることができます。

また、作業担当者の作業時間や受け持つ作業を変更すると、自動的にスケジュールにも反映されるので、簡単

にシミュレーションできます。

「期限だけを見てスケジュールを立てちゃ、

作業担当者にムリがかかるんじゃないの?」

作業担当者の作業負荷もすぐにチェックできます

プロジェクトの期限に間に合わせる調整を行った後は、各作業担当者ごとに無理のない作業予定になっているか

確認しましょう。もし、無理があるときは、割り当てを変更したり、作業方法を検討するなど、リソース情報

をもとにさまざまなシミュレーションが行えます。

ここでは、タスクが重なっている日を重点に、リソースに負荷がかかっていないかどうか状況を確認してみま

しょう。

まず、田中さんの作業予定を見てみましょう。

1. [ウィンドウ] － [分割] の順にクリックします。
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2.

タスク フォームをクリック 

分割ウィンドウの上に表示された [タスク

配分状況] で、「モックアップの作成」を

選択します。次に、分割ウィンドウの下に

表示された [タスク フォーム] を選択して

(ウィンドウのどこかをクリック)、ビュー

バーの [リソース グラフ] (作業担当者の

割り当て時間の棒グラフ) をクリックし

ます。

3. まず、田中さんのグラフを表示します。

超過割り当てがなく、作業に無理のない

計画が作成できています。

4. 次に、鈴木さんの作業状況を確認します。

[リソース グラフ] で表示するリソースを

変更するには、リソース名が表示されて

いるペインで移動バーをクリックします。

単位数が 200% になっている日があり、

現在の計画表では超過割り当てがあること

が確認できます。
 

メモ 1 つのタスクに 2 人以上の作業担当者が
いる場合は、マウスの右クリックで表示
されたメニューの「次のリソース」を
クリックしても、リソース グラフが
次の担当者に切り替わります。

このように Project 2003 では、作業担当者 (リソース) のごとの負荷配分状況という視点からもシミュレー

ションすることができ、計画段階から無理のない作業を検討できます。

今回確認した超過割り当てを、次の項で別の作業担当者に割り当てることで解決しましょう。
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「あれ、作業担当者を替えたら上手くいきそうだよ ...」

作業担当者を入れ替えてみましょう

偏った負荷を解消するには、作業担当者を入れ替える、または既存メンバのこのプロジェクトへ従事する割合

を増やすよう交渉する、などいくつかの方法が考えられます。ここでは作業担当者を入れ替えたシミュレー

ションを行ってみます。

鈴木さんは、この日に 2 つのタスクを割り当てられています。そのうちの「製造工程の計画書作成」を田中

さんの担当に変えてみましょう。

1. [タスク配分状況] で、「製造工程の計画書

作成」をダブルクリックします。

2. [タスク情報] の [リソース] タブのリソース

名 [鈴木] をクリックして、右端の  を

クリックし、[田中] を選択して [OK] を

クリックします。

多くの場合、担当者を入れ替えることで

超過作業が解消されますが、この場合、

今度は田中さんに超過作業時間の発生する

日が出てしまいました。154% になって

いる日があります。

ここでまた基準計画を保存しておきま

しょう。

3. [ツール] － [進捗管理] － [基準計画の保存] をクリックし、上書きを確認するダイアログ ボックスで

[はい] をクリックします。
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「担当の入れ替えをしても、
まだ負荷が発生してしまったら?」

負荷超過タスクの期間を変更することで、リソースの単位数を変えてみましょう

担当者の入れ替えで回避できない場合は、前後の稼働状況を確認し、タスクの期間を延ばし、リソースが 1 日に

行う作業時間 (単位数) を変更することで対応できないか確認してみます。リソース グラフを確認すると田中

さんは、次の日の稼働には空いている時間があります。「製造工程の計画書作成」はプロジェクトの納期に対して

まだ余裕があるため、納期に影響を与えない範囲内で作業期間を 3 日間に増やすことで、負荷を調整します。

直前の計画の基準作業時間を表示しておくと、シミュレーションによって作業時間が変わっても、直前の計画

(基準計画) と比較しながら新しい案を検討することができるので、便利です。

1. [タスク配分状況] で、項目の列を右クリック

して、表示されたメニューの [列の挿入] を

クリックします。ここでは、基準作業時間と

作業時間を見比べるため、[基準作業時間]

を挿入します。

2. [列の定義] の [フィールド名] をクリック

して、[基準作業時間] を選択し、[OK] を

クリックします。

3. 次に、「製造工程の計画書作成」の期間を

3 日間にします。

「製造工程の計画書作成」をダブルクリック

します。
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4. [タスク情報] で [期間] を「3 日」に変更

して [OK] をクリックします。

[作業時間] が 24 時間に変わっています。

これは、1 日で 8 時間の作業を 3 日分、

つまり 24 時間という計算です。

しかし、今回は作業時間を増やすためでは

なく、1 日あたりの負荷を軽減するために

日数を増やすのです。[基準作業時間] と

比較すると、作業時間が増加してしまって

いることがわかります。

Project 2003 では、設定値を修正した

ときに、どの要素を固定するかが決まって

いないと、次のようにスマートタグ  が

表示されます。

このスマートタグ  をクリックすると、

修正によって変化する他の設定値をどの

ように変化させるかを選択できます。

 

メモ [スマートタグ  をクリックします。
[リソースが 1 日に働く時間を減らして、
タスクの完了を遅らせる。] を選択し
ます。

5. スマートタグ  をクリックします。
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6. [リソースが 1 日に働く時間を減らして、

タスクの完了を遅らせる。] を選択します。

田中さんの超過作業時間がなくなりました。

これで、無理のない計画書になりましたね。

ここで、また計画書を保存しましょう。

7. [ツール] － [進捗管理] － [基準計画の保存] をクリックします。

このように Project 2003 では、作業担当者の稼働状況を確認し、無理があるときは元の計画書と比較しな

がら、期限内に完了できる計画に修正していくことができます。

■ プロジェクトの進行に合わせてスケジュールを修正しましょう

いかによくできた計画も、予定通りに進むとはかぎりません。そういうときは、実際の進捗状況を計画書に

反映し、問題点を洗い出して、計画を修正しなければなりません。

Project 2003 では、進捗状況の管理機能が搭載され、実績作業時間を入力すると、当初の予定である作業

時間から実績作業時間を差し引いたリソースの残存作業時間が自動的に計算されます。今回のようにタスクを

期間固定に設定している場合は、計算された作業時間と実績作業時間のずれがリソースの負荷状況として自動的

に反映されるため、予定どおり作業に時間を費やすことができているかということが把握できます。また、

アウトプットとしてどれくらい進捗しているかをはかる達成率と、インプットとして当初の予定にくらべて

どれくらいの時間を費やしているかをはかる作業時間の達成率を比較して見ることができるので、進捗状況が

思わしくない場合、予定どおりに作業に時間を費やしていないからか、あるいは当初の作業時間の見積もり

間違いか、といった原因を容易に特定することができます。

プロジェクトの進行中に、なんらかのトラブルで作業に遅れが出たと仮定して、計画を修正してみましょう。
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「計画より作業が遅れたときはどうすればいいの?」

進行状況に合わせて、すぐに計画を変更できます

プロジェクトの進行中に、作業担当者に何らかのトラブルが発生し、予定通りに作業が進まない場合があり

ます。たとえば、かけもちしている別プロジェクトの進捗遅れが影響し、こちらのプロジェクトに思うように

時間が割けなかったりします。Project 2003 では、計画と実績にズレが生じたときも、残った時間を有効

に使うさまざまなプランをシミュレーションして、最善の方法を探せます。

まず、実績で遅れが出たことを反映させるために、実績作業時間を入力して、作業に費やした時間がどれくらい

かという進捗状況をアップデートしていきます。[リソース配分状況] ビューでは日ごとの実績作業時間を入力

することができます。

次に、その遅れを取り戻すために、今後予定されている作業時間を他の日に割り当てていきます。

1. 分割ウィンドウの上を選択して、ビュー バーの [ガント チャート (進捗管理)] をクリックします。

2. 分割ウィンドウの下を選択して、ビュー

バーの [リソース配分状況] をクリックし

ます。

3. [リソース配分状況] の [詳細] の表で、[作業

時間] を右クリックし、[詳細のスタイル] の

一覧から [実績作業時間] を選択します。

田中さんが急な会議のために、製造工程の

計画書作成の 1 日目の作業ができなかった

としましょう。
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4. [ガント チャート (進捗管理)] で「製造工程の計画書作成」(田中さんの実績を入力するためなので、田中

さんのタスクであればどれを選んでもいい) をクリックします。

5. [リソース配分状況] の [詳細] の表で、田中

さんの「製造工程の計画書作成」の最初の

作業日の [実作業] 欄をクリックして、「0」

と入力して Enter キーを押します。

6. 分割ウィンドウの下を選択し、ビュー バー

で [リソース グラフ] をクリックします。

期間固定の設定になっているため、作業が

遅れてもタスクの期間はそのままなので、

作業予定がその他の日にずれ込み、田中

さんに超過時間が発生しています。

このように、Project 2003 では、実際に作業が始まってからのトラブルや、計画に対する作業実績の遅れ

などに迅速に対応することができます。実績作業時間を入力したら、[リソース グラフ] ビューや [リソース

配分状況] ビューで、リソースごとの超過作業時間や割り当てられている日を確認しながら、今後のスケ

ジュールを調整し、計画書を更新していきます。

実際のプロジェクトでは、この段階で担当者や別のプロジェクト管理者との会議を行い、プロジェクトの調整

を行います。「スケジュールをシミュレーションしましょう」の章で紹介した方法をはじめ、さまざまな方法

によって調整した結果を、即座に計画書に反映させましょう。
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「プロジェクトは計画通り進んでいるのかな?」

達成率と作業時間の達成率を比較すれば状況を把握できます

プロジェクト管理では、「達成率」という言葉と、「作業時間の達成率」という言葉を使います。「達成率」は、

作業の成果がどのくらい出ているかという実際の作業の達成率を表し、「作業時間の達成率」は、計画した作業

時間に対する現在までの作業時間の割合、つまりこのくらい達成されているはずという目標としての作業時間

の達成率を表します。

作業時間は経過しているのに成果が出ていない場合など、達成率と作業時間の達成率には誤差が生まれること

があります。Project 2003 では、達成率と作業時間の達成率の誤差を視覚的に表示して、両者のズレを

確認することができます。実際にプロジェクトが進行し、5 日目に入った時点での達成率と作業時間の達成率

を比較してみましょう。

まず、それまでの実績を入力し、次に達成率と作業時間の達成率を表す列を追加し、さらに「バーのスタイル」

を変更することで、[ガント チャート] で視覚的に把握します。

さらに今後の作業時間を修正して、プロジェクトが期間内に終了するか、確認してみましょう。

1. 5 日目現在、企画書作成と設計書作成は

予定通りに終了し、モックアップの作成に

とりかかっています。

分割ウィンドウの下を選択し、ビュー バー

で [リソース配分状況] をクリックして、

田中さんの「企画書作成」と鈴木さんの

「設計書作成」の [実作業] 欄に、計画と

同じ時間を入力します。「モックアップの

作成」の最初の日も計画通り、田中さんは

「4.33 時間」、鈴木さんは「8 時間」と

入力します。「製造工程の計画書作成」の

最初の日は、「0 時間」つまり作業して

いないものとして設定します。

2. [ガント チャート] で [期間] の列を右クリッ

クして、[列の挿入] を選択します。

[列の定義] の [フィールド名] で、「作業

時間の達成率」を選択し、[OK] をクリック

します。
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3. 同様の手順で、[ガント チャート] に [達成

率] と [残存作業時間] の列を挿入します。

4. 「企画書作成」と「設計書作成」の [達成率]

欄を「100%」に変更します。「モック

アップの作成」だけ「10%」に設定します。
 

メモ タスクの残存作業時間がまだ残っている
タスクの達成率を 100% に変更する場合
は注意が必要です。達成率を 100% に
変更する前に、必ず残存作業時間を
「0 時間」に変更しましょう。

ガント チャートのバーのスタイルを変更

して、達成率と達成点の誤差を視覚的に

確認できるようにします。

5. 分割ウィンドウの上を選択し、ビュー バー

の [ガント チャート] をクリックします。

6. [書式] － [バーのスタイル] をクリックし

ます。
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7. [バーのスタイル] で [進捗状況] を選択し、

設定を変更します。次に空欄に移動して、

「作業時間進捗状況」というバーを作成し

ます。

以下の表にあわせて [バーのスタイル] を

設定して [OK] をクリックします。

ガント チャートで達成点と作業時間の達成

率を比較すると、「モックアップの作成」の

作業が、時間をかけている割に成果が出て

いないことがわかります。

このように、Project 2003 ではガント チャートのバーのスタイルを変更して、プロジェクトの進捗状況を

視覚的に判別することができます。達成率と作業時間の達成率を比較することによって、進捗状況の遅れが

予定どおりに作業に従事することができていないためか、あるいは作業を完了するための作業時間が当初の

見積もりよりも多く必要なためかということも簡単に把握でき、遅れを取り戻すための次のアクションをすば

やくとることができます。

名前

(表の [名前] の欄で

設定する)

[進捗状況] を選択

空欄を選択して、
「作業時間進捗
状況」と入力

表示

(下欄、[バーの形] タブ

の [バー] で選択する)

・ 形状：上半分の帯を
選択

・ パターン：そのまま
・ 色：[青] を選択

・ 形状：下半分の帯を
選択

・ パターン：そのまま
・ 色：[緑] を選択

種類

(表の [種類] 欄で

選択する)

[一般] を選択

[一般] を選択

左端

(表の [左端] 欄で

選択する)

そのまま

[開始日] を選択

右端

(表の [右端] 欄で

選択する)

そのまま

[作業時間の達成率]
を選択
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ステップの復習

このガイドでは、「希望的観測が含まれている」スケジュール表で満足せずに、品質、期間、作業時間、

リソースの負荷状況という 要素が連鎖するプロジェクト管理を行い、実際に Project 2003 を使用して、

決められた期限内に完了する計画書の作成方法を学習しました。

● 実際のプロジェクトに合わせるには、期間を固定する

実際の業務では、プロジェクトに期限が決まっている場合がほとんどです。まず最初はスケジュールを

意識しながら計画書を作成したい場合は、あらかじめオプションで [期間固定] に設定しましょう。

期間を固定して作業しないと、リソースの割付やリソース配分、タスクの作業時間等を調整するたびに期間

が延長されてしまい、せっかく立てたスケジュールが無駄になってしまいます。そればかりか、実施段階

では、計画と実績にズレが生じた場合に自動的に期間が変更されてしまいます。[期間固定]にしておけば、

作業担当者 (リソース) の負荷をシミュレーションすることもできます。

● 作業に合わせて、ビューを活用する

さまざまなフォームやグラフが準備されているので、何の操作をしたいのか、何の結果を見たいのかに

よって、適切なビューに切り替えて活用しましょう。

今回は、プロジェクトやタスクの概要を入力するために「タスクフォーム」、進捗管理に「ガント チャート」、

担当者を入力するのに「リソース シート」、担当者の負荷の確認に「リソース グラフ」、作業時間や進捗

の確認に「タスク配分状況」、詳細な作業時間や実績情報の入力に「リソース配分状況」といったビューを

使いました。

● タスクとリソースを理解する

プロジェクトを構成するのは、ひとつひとつの作業 (タスク) であり、さらにそのタスクを完了するため

には作業担当員や機材といった要素 (リソース) が必要です。プロジェクト管理を行うためには、最低限

これらの情報を入力する必要があります。

プロジェクトが、どのようなタスクに分かれ、どのような前後関係で進んでいくか、リソースとしてどんな

キャリアのどの人材を使えるかといった情報を、整理して理解しましょう。

● 基準計画は、必要に応じて保存する

シミュレーションを進めていくと、操作の途中で、本来必要な作業時間はどのくらいだったのか、といった

情報が、わからなくなることがあります。

当初計画を作成する際は、だいたいの流れができた段階や、細かい調整に入る前など、ある程度納得できる

数字が出た段階で、そのつど基準計画として保存しておきましょう。比較しながら操作をすることができ

ますし、思い切ったシミュレーションをして数字が予想から大きく離れてしまった時なども、もとの状態

に戻すことができます。

● 作業負荷をシミュレーションしながら、計画書を変更する

日数を調整したり、担当者を変更したりするたびに、リソースの作業負荷には変化が生じます。これを頭に

入れて、変化に合わせて負荷を確認しながら調整しましょう。

とくに、複数のタスクを同時進行するときは、タスク毎の作業時間に問題がなくても、担当者の 1 日の合計

作業時間が 8 時間を大幅に超えてしまっていた、というようなことが起こり得ます。リソース グラフなど

を活用して確認しておきましょう。
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● 進行状況に応じて計画を見直し、実現可能な計画を常に維持する

計画をたてるだけでなく、実際に作業が始まってからの遅れや変更にも即座に対応して、その後の計画を

変更することができます。

実際に作業した時間とタスクの達成率をこまめに入力しながら進捗を管理して、計画との誤差が生じたら

そのつど、それ以降の計画を修正します。

● 達成率と作業時間の達成率を比較すれば、当初見積もった作業時間の間違いに気づく

計画段階では、タスクに対する作業時間は予測して設定しますが、実際の作業に入ると、どのくらいの

作業時間に対して (作業時間の達成率) どのくらい作業が進んだか (達成率) がわかります。このように、

作業時間の達成率と達成率を比較することで、当初予測した時間の過不足、つまり残りの作業に必要な

作業時間を増やすべきか減らすべきかがわかってきます。

タスクに見積もった作業時間が、過去の実績に基づく高い精度のものでないかぎり、そのタスクに着手

したら早めにこれらの達成率を確認し、必要なアクションをとることが、その後のプロジェクトの成功に

つながります。
 

メモ プロジェクト管理についての詳しい知識や技術については、市販のビジネス書などの書籍が参考に
なります。以下の関連リンクでご紹介していますので、ぜひご参照ください。

関連リンク

● Microsoft Office System

http://www.microsoft.com/japan/office/

● Microsoft Office Project 2003

http://www.microsoft.com/japan/office/project/prodinfo/
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