
クイック アクセス ツール バー
よく使うコマンドを常に表示するようにカスタマイズできます。

リボンでコマンドを探す
それぞれのリボンに複数のグループがあり、関連する一連のコマンド
がまとめられています。

プロジェクトを管理する
プロジェクトの表示、保存、印刷、 
共有 を行います。オプションやアカ 
ウント設定の変更もこのビューで 
行います。

リボンの表示と非表示を切り替える
[リボンの表示オプション] をクリックするか Ctrl + F1 キーを押すと、リボン
の表示と非表示が切り替わります。

ビューを切り替える 
適切なビューですばやく作業できま
す。 [ガント チャート]、[タスク配分
状況]、 [チーム プランナー]、 
[リソース シート] を利用できます。

拡大表示/縮小表示
ズーム スライダーをドラッグしてタイム
スケールを拡大/縮小できます。

タスク情報を 1 か所で確認する
左側に、探しやすい表形式でタスク情報が表示
されます。さらに、右側に、タイムスケールのバー
の形式で期間情報が表示されます。この 1 つ
のビューですべての情報を確認できます。

キー ヒントを表示する
キーボードで操作する場合は、 Alt 
キーを押すと、リボンのコマンドにアク
セスするためのキーを確認できます。

また、これまでと同じショートカット  
キー もサポートされています。

クイック スタート ガイド 
Microsoft Project 2013 は、レイアウトがこれまでのバージョンから変わりました。
このガイドは、少しでも早く慣れることができるようにそれらの違いをまとめたものです。



Project 2013 の
基本的な操作 
Project 2013 を開いてまず目に付くのは、洗練されて新しくなったレイアウトです。しかし、 
これだけではありません。Project 2007 からの改良点について、もう少し詳しく見てみましょう。 
Project 2013 で最初に表示される画面には、プロジェクトを始めるために必要なことがまとめら
れています。プロジェクトを始めるには、まず [ファイル]、 [新規] の順にクリックします。

プロジェクト管理の4 つの手順  

Project 2013 では、プロジェクト管理に不慣れな場合でも、組み込みのプロジェクト ガイド
に従って作業を進めることができます。作業を始めるには、 [ファイル]、 [新規]、 [作業の開
始] の順にクリックします。

新しいプロジェクトの場合は、一般的なプロジェクト テンプレートを使ったり、Excel または 
SharePoint サイトから情報をインポートしたりできるほか、 [空のプロジェクト] をクリックして何も
書かれていないガント チャートから始めることもできます。以前のプロジェクトを開く場合は、コン 
ピューター、ネットワーク、Project Online のほか、OneDrive からも開くことができます。

このガイドに従うと、タスクのスケジュールから、タイムラインの作成、進捗状況の報告、 
SharePoint と Lync を使ったチームでの共同作業までの 4 つの手順をすべて  
Project から行うことができます。



よく使う項目 
次の表は、Project 2013 のよく使うツールとコマンドをまとめたものです。

目的 タブ グループ

プロジェクトを開く、エクスポートする、印刷する、または Project Online を使って 
SharePoint、OneDrive、またはクラウドで共有する

ファイル Backstage ビュー (このビューの左側でコマンドをクリック)

タスクをリンクする、タスクのリンクを解除する、プロジェクトに作業を反映する、 
マイルストーンを作成する

タスク [スケジュール]

人を追加する、作業負荷を減らす、リソース プールを作成する リソース [挿入]、[割り当て]、[レベル] 

ビジュアル レポートを作成する、レポートを Excel や Visio にエクスポートする、 
プロジェクトを比較する

レポート [レポートの表示]

プロジェクトの基準計画を設定する、マスター プロジェクトを作成する、タスクの
WBS 番号を作成する

プロジェクト [挿入]、[プロパティ]、[スケジュール] 

ガント チャート、タイムライン、または予定表でプロジェクト データを表示する 表示 [タスク ビュー]、[分割ビュー]、[リソース ビュー] 



プロジェクト データを
美しく表示する 
Project 2013 を使うと、きれいでカラフルかつ本格的なレポートを作成できます。データを他
のプログラムにエクスポートする必要はありません。プロジェクトの進捗状況を明確かつ効率的
に関係者やチーム メンバーと共有するために、図、グラフ、アニメーション、リンクなど各種の要
素を追加できます。

タスク パスを追跡する
 
ガント チャートが山盛りのスパゲッティのようになっていないでしょうか。複雑なプロジェクトでは、
ガント チャートがバーやリンク線の絡まり合いのように見えることがあります。これを解決するた
めに、任意のタスクの連鎖リンク (タスク パス) を強調表示することができます。ガント チャート
で、 [書式]、 [タスク パス] の順にクリックします。 

[レポート] タブ (Project 2013 の新機能) をクリックして、目的のレポートを選びます。 
レポート描画ツールの多くは、Excel、Word、PowerPoint、Project で共通です。

あるタスクをクリックすると、そのすべての先行タスクが 1 つの色で表示され、すべての後続タス
クが別の色で表示されます。



Project Online を利用する
 
Project Online があれば、Project の完全版にほぼどこからでもアクセスできます。Project 
2013 がインストールされていないコンピューターであっても問題ありません。必要なのは、 
インターネットへの接続と、Windows 7 以降を実行しているコンピューターだけです。

チーム メンバーと話す  
 
Lync 2013 を使っている組織であれば、Project 2013 の新しい方法で、チーム メンバーと 
コミュニケーションを取ることもできます。進捗状況の情報を得たり、簡単な質問をしたり、長期
的な戦略に関する話し合いさえも、Project の中で行うことができます。名前の上にカーソルを
置くだけで、IM セッション、メール、通話を開始できます。

Project Online は自動更新されるため、常に最新バージョンを使用できます。 また、チーム メンバーとのビデオ チャットを利用すれば、プロジェクトの最新の進捗状況を確認し
たり、関係者の質問に答えたり、地球の反対側にいるベンダーと顔を見ながらやり取りしたりする
こともできます。



Project 2013 をまだ持っていない
ユーザーとやり取りする方法
以前のバージョンの Project を使っているユーザーとファイルを共有したりやり取りした 
りする場合は、いくつかの点に注意が必要です。

Project 2013 での
操作 何が起こりますか? 解決策はありますか?

Project 2007 で作成された
プロジェクトを開く

Project 2013 でプロジェクトが開きますが、タイトル バーに [互換モード] と
表示されます。この場合、古い形式でプロジェクトが保存されているため、 
新しい機能 (タイムライン、手動スケジュール タスク、新しいフィールドなど) は
利用できません。

Project 2013 のすべての機能を利用できるようにするには、プロジェクトを
最新のファイル形式に変換する必要があります。

古いプロジェクトを変換する前に、Project 2007 を使っているユーザーと
の共同作業の必要がないかどうかを確認してください。その必要がある場合
は、引き続き互換モードで作業することをお勧めします。

プロジェクトの関係者に Project 2007 を使っているユーザーがいなけれ
ば、プロジェクトを最新の形式に変換することをお勧めします。これを行うに
は、 [ファイル]、 [上書き保存] の順にクリックします。プロジェクトを 
Project 2013 の形式で保存するように求めるメッセージが表示されます。

プロジェクトを Project 2010
ファイルとして保存する

Project 2013 でプロジェクトが開き、すべての機能を利用できます。 ファイル形式のアップグレードは必要ありません。変換しなくても、
Project 2010 と Project 2013 の両方の形式のプロジェクトを
共有したり使ったりできます。

プロジェクトを Project 2007 
形式で保存する

プロジェクトを Project 2007 にダウングレードすると、Project 2013 の
新しい機能 (手動スケジュール、視覚的なレポート、新しいフィールド、タイ
ムライン ビューなど) は利用できなくなりますが、Project 2007 を使ってい
るユーザーとプロジェクトを共有するための互換性が維持されます。

プロジェクトの形式を Project 2013 形式から以前の Project 2007 形
式に変換した場合は、新しい機能 (手動スケジュール、視覚的なレポート、
新しいフィールド、タイムライン ビューなど) を含むビューを調べるようにしてくだ
さい。新しい機能を使って作成されたプロジェクト データは、Project 2007 
形式では表示や編集ができない可能性があります。


