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プロジェクトをマネジメントするプロセスである、作業の定義と計画のエッセ
ンスを提供しています。 
1つのテーマを1ページごとにコンパクトにまとめてあります。 
    

   に後述されている番号は、テンステップのＰＭプロセスの参考箇所です。 

 ステップ1は、どなたでも閲覧することができます。 

  
≪ 本書の活用の方法 ≫ 

・プロジェクトマネジメントに初めて触れる方 

  ⇒ 番号順に見ていくことをお勧めします。 
 

・具体的な課題をもっている方 

  ⇒ 目次をみて、必要な箇所を読んでください。 

本書は、プロジェクト・マネジャー100のヒントからの抜粋になります。  
更に詳しく知りたい方は、プロジェクト・マネジャー100のヒントをダウンロードしてください。 
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1. テンステップ・プロセスの概観 

 テンステップ・ プロセスには、プロジェクトの開始から終了まで
マネジメント上に必要な全ての情報がある。 

テンステップのプロジェクトマネジメント・プロセス群

立上げ 計画 マネジメント 終結

0. 立上げ 1. 作業の定義
2. スケジュールと
予算の作成

3. スケジュールと予算 7. リスク
4. 課題 8. 人的資源
5. スコープ 9.    品質
6. コミュニケーション 10. 調達

90. 終結

A5 テンステップのプロセス・モデル 
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2. プロジェクト・キックオフ 

キックオフ会議の目的は、プロジェクト開始をステークホル
ダー全員に公式に知らせること。 
 

≪ 議題の例 ≫ 

 関係者の紹介 

 プロジェクト憲章の情報の再調整 

 プロジェクト・チーム、クライアント、ステークホルダー等の
重要な役割と責任の説明 

 プロジェクトの主なアプローチと時間枠の概要のレビュー 

 プロジェクトが実施されることの確認 

 
3.1A.3.1.P1 プロジェクト・キックオフ 
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3. 大規模プロジェクトの作業の定義 

大規模プロジェクトにおいて、定義する情報は膨大にあり作業定
義のプロセスには時間がかかり、複雑である。  
 

≪ 大規模プロジェクトの作業の定義 ≫ 
1. プロジェクト憲章の承認プロセスを決める。 

2. 業務を定義するためにスポンサーとステークホルダーに会う。  

3. プロジェクト憲章の最初のドラフトを作成し、回覧する。 

4. 収集したフィードバックを基に、プロジェクト憲章を更新する。 

5. スポンサーからプロジェクト憲章に承認を得る。 

6. プロジェクトマネジメント計画書 （コミュニケーション計画書、 
リスク・マネジメント計画書、 コスト・マネジメント計画書など）
を作成する。 

1.1.3. 大規模プロジェクト 
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4. 大規模プロジェクトを小さなプロジェクトに分割する 

 巨大プロジェクトの時代は終わった。 

 膨大な作業工数をもつプロジェクトを単一プロジェクトとし
てマネジメントするのは、複雑であり、難易度が高い。 

 すぐれたテクニックとして、マネジメントできる規模に作業
を分解し、それぞれを単一のプロジェクトと見なすことであ
る。 

 各チームは、それらの小規模なプロジェクトをマネジメント
する。その上で、すべての作業を調整することによって、
作業全体をうまくマネジメントすることができる。 

1.2.P2  大規模プロジェクトを小さく分割する 
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5. プロジェクトを定義するプロジェクト憲章の作成 

プロジェクト憲章は、プロジェクト定義のプロセスで明ら
かになった情報を文書にしたものである。 

プロジェクト憲章は、プロジェクト・マネジャーが記述し、
完了すべき作業に関しての取決めがなされていること
を示すために、プロジェクト・スポンサーが承認する。 
 

≪ プロジェクト憲章に含まれる情報 ≫ 

 エグゼクティブ・サマリー 

 概要 

 要素成果物、プロジェクトの境界 

 作業工数、コスト、所要期間の見積り 

 制約条件 

 依存関係 

 リスク 

 組織体制 

 プロジェクト・アプローチ 

 承認 

1.1.3.1 プロジェクト憲章の作成 
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6.  制約三条件の設定 

完了すべき作業（スコープ）、コスト、所要期間（タイム）が組みあわさり、 
「制約三条件」となる。 
その内の1つの要素が変わったら、少なくとも他の1つの要素も影響を
受ける。 

  

制約三条件を三角形として表わし、それぞ
れの一辺がコスト、 所要期間、スコープを
表わす。  
  

  

例： 作業スコープが増えたら、コストや納期、 
   あるいはその両者が増える。  
  

  

3.2A.P11 コスト、スケジュール、スコープをマネジメントするために、制約
三条件のコンセプトを用いる 
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7. ビジネス・ゴール 
 ゴールは組織レベル、目標はプロジェクト・レベルで設定される。 

 ゴールは、プロジェクトが達成しようとする包括的な枠組みを提
供する概要レベルの記述である。 

 ゴールを達成するためには複数のプロジェクトを実施する。 

 ゴールは、コスト、スピード、品質の観点からビジネス上のベネ
フィットに関する事項を示す。 

 ゴールの達成度を測定するということは、ゴールがかなり低い
レベルで記述されており、どちらかというとゴールよりも目標に
近いものであるといえる。  

 プロジェクトを組み合わせてもゴールを達成することができなけ
れば、それは、ゴールが概要レベルすぎる設定になっていると
いうことである。 

 

1.2.1.P2 ビジネス・ゴール 
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8.  目標の記述にSMARTテクニックの利用 

 目標は、ゴールの記述よりも具体的 (specific)  

 目標は、測定可能 (measurable)  

 目標は、達成可能 (achievable) 

 目標は、現実的 (realistic)  

 目標は、時間軸がある (Time-bound) 

1.2.1.P4 プロジェクトの目標 
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9. プロジェクト・スコープ 
スコープは、プロジェクト・チームが関与する作業全体を記
述するために使われる用語である。 

 要素成果物  プロジェクトの要素成果物の記述は、プロ
ジェクト作業の定義に向けた長い道のりを歩む始まりであ
る。 

 境界 作業全体を記述し、スコープ内とスコープ外の領域
を区別する。 

≪ 例 ≫ 
 スコープの内部と外部の要素成果物 
 スコープの内部と外部のデータの種類 
 スコープの内部と外部の組織 

 
5.0.1 スコープ定義 
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10.  概要レベルでの当初の要求事項の収集 

プロジェクト・マネジャーは、作業の定義を開始する前に、プロ
ジェクトの概要レベルでの要求事項を理解することが必要であ
る。 
 

 

 

 

 

 
 

プロジェクトの開始時点では、要求事項を詳細に洗い出す十分
な時間はない。要求事項は、プロジェクトの進捗にともない、さら
に詳細に定義されていく。 

• プロジェクトの要求事項には、要素成果物、スコープ、
コスト、納期などの理解が含まれる。 
 

• プロダクトの要求事項を概要レベルで理解しておくこ
とが必要である。それがコストとスケジュールの見積
り作業の助けとなり、どのようなプロジェクト資源が必
要となるかが理解できる。 

1.1.3.P2 ハイレベルの要求事項の収集 
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11.  要求事項収集のテクニック 

プロジェクトを開始したら、通常、詳細な要求事項を収集す
る。要求事項の収集は、要求事項の引き出しから始まる。
要求事項をうまく引き出すためにはいくつかのテクニックが
ある。 

 １対１のインタビュー 

 グループ・インタビュー 

 ファシリテーション型セッション  

 質問状 

 プロトタイプの製作 

 5.0.4.P1 要求事項の収集 
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12. プロジェクトマネジメント計画書の作成 

 プロジェクトマネジメント計画書には、プロジェクト憲章
の内容およびプロジェクトをマネジメントするのに必要
な補助計画書が含まれる。 

  

≪ プロジェクトマネジメント計画書に含まれる内容≫ 

 プロジェクト憲章のコンテンツ 
 プロジェクト・スケジュール 
 スケジュール・ マネジメント計画
書 

 コスト・マネジメント計画書 
 リスク・マネジメント計画書 

 コミュニケーション・マネジメント計
画書 

 品質マネジメント計画書 
 スコープ・マネジメント計画書 
 調達マネジメント計画書 
 プロジェクトの計画とマネジメント
のためのその他の要素成果物 

1.1.3.P6 プロジェクトマネジメント計画書の作成 
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13. ゼロからのスケジュール作成 

過去に活用した再利用できるスケジュールがない場合には、
ゼロからスケジュールを作成する必要がある。その場合の
大まかなプロセスは次のとおりである。 
 

1. ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー (WBS)の作成 

2. 作業工数の見積り 

3. アクティビティの順序設定 

4. 資源の割り当て 

5. 所要期間の見積り 

6. コスト見積り 

7. スケジュールの調整とマイルストーンの設定 

2.1A.P3 スケジュール作成／中規模および大規模プロジェクト 
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14. ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー (WBS)の作成 

WBSは、プロジェクトを完了するために必要となるすべての業
務の詳細な要素を特定したものである。大規模な業務を小規
模な業務の要素に分解するプロセスを「要素分解」と呼ぶ。  

 プロジェクトを下層レベルの「業務の固まり」に分解する。  

 WBSの下層にある要素を評価し、決定する。 

最下層レベルの作業要素の特性を理解し、
さらに作業工数が見積りの許容範囲（80時
間）よりも小さければ、それ以上詳細に作業
を分解する必要はない。必要に応じて、更
に分解していく。 

2.1A.5 ワークブレークダウン・ストラクチャーの基本 
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15. 作業工数の見積り 

1. 見積りの正確さの精度を決める。 

2. 見積りが容易にできるような、小さな固まりに分解する。 

3. 作業工数の所要時間の最初の見積りを作成する。 

4. 専門要員の時間を追加する。 

5. プロジェクトマネジメントのための時間(15%)を追加する。 

6. コンティンジェンシーの時間を追加する。 

7. 全ての作業工数を計算する。 

8. 必要に応じて、レビューしたり、調整したりする。 

9. すべての前提条件を文書化する。 

 2.1A.1.P3 作業工数の見積り 
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16. 所要期間の見積り 

作業工数時間を所要期間に展開したアクティビティへと変換する。 
 

1. 一日あたりの生産時間を見積もる。（従業員は、6.5時間とする） 

2. 各作業に当てる要員数を決定する。 

3. 作業可能な日数を明確にする。（休暇、休日などを除く） 

4. フルタイムでない要員を計上する。 

5. 複数の作業に携わることによるパートタイム要員の生産性の低
下を考慮する。(10%) 

6. 遅れやラグタイムを計算する。 

7. 要員の制約条件を特定する。（同じ人物が並行して作業を行うこ
とはできない） 

8. スケジュール上の前提条件を文書化する。 

2.1A.1.P4 所要期間の見積り 
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17. コストの見積り 

資源を割り当てた後に、コストを見積もる。 

 労務費の見積り：要員とそのコストを知る。 

 労務費以外の見積り：労務以外の費用は、給料や外注の
コストに直接関係しない全コストである。 
消耗品 
機器 
ハードウェア、ソフトウェア 
トレーニング、チーム育成 

 すべての前提条件の文書化 

2.1B.1 コストの見積り 
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18.  見積りのテクニック 
これらのテクニックは、プロジェクト・レベル（マクロ）、ある
いはアクティビティ・レベル（ミクロ）で使われる。 

 過去の資料 

 類推見積り 

 割合による見積り 

 専門家の意見 

 デルファイ法 

 ワーク・ブレークダウン・ストラクチャー  

 PERT  

 係数モデル 

 タイムボックス 

 ファンクション・ポイント 
 

2.2.1.P1 見積りのテクニック 
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19. よくある見積りのエラーに注意 

見積りプロセスは、アートであり、かつサイエンスでもある。経
験を積み重ねることで、見積もりがうまくできるようになるだろう。
しかし、完璧はありえない。避けるべきよくある見積りの間違い
は次の通りである。 

 全ての作業を考慮に含めていない。 

 希望的観測を織り込む。 

 ベストケースのシナリオを採用する。 

 非現実的な作業を前提とする。 

 支出可能な全予算を基にコミットメントをする。 

 見積りの偏りについて十分な認識をもっていない。 

2.2.1.P7 よくある見積りの間違いに気をつける 
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20. チーム・メンバーへの作業の割り当て 

チーム・メンバーへ作業を割り当てたら、次のことを明確にす
る。 

 作業名 

 作業内容の説明 

 開始と終了の予定日 

 作業工数時間の見積り（オプション） 

 コスト見積り（オプション） 

 納期日 

 依存関係 

 必要とする要員や関係する他の要員 

2. 1A.P7 アクティビティ資源の見積り 
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テンステップ統合セット 

【 統合セットの内容 】 

テンステップ・プロセス 

テクニック（プロジェクトマネジメントのツールと技法） 

ベストプラクティス 

プロジェクトマネジメントのテンプレート（100のテンプレート） 

プロセス・フローチャート 

その他 

実践するためのプロジェクトマネジメントのデータベース 
 

世界中で60,000を超える企業および個人にライセンス 

容易に、そして、プロジェクト規模に応じてプロジェクトマネジメントが 

適用ができるユニークなプロダクト 

日本テンステップの内容はこちらもご覧ください。 

www.pmdi.jp/category/1298028.html 

日本テンステップはプロジェクトマネジメント情報研究所㈱が運営しています。 



テンステップ統合セットご案内 www.tenstep.jp 

コンテンツ内容 一般 

 
統合 
セット 
（個人） 

 
統合 
セット 
（法人） 

 
PBプロセス 
（法人） 

テンステップ・プロジェクトマネジメント・プロセス 
一部 
閲覧 

○ ○ ○ 

テンステップPBプロセス (PMBOK® フレームワーク) Ｘ Ｘ Ｘ ○ 

メンバー・テンプレート・ライブラリー ○ ○ ○ ○ 

ベーシック・テンプレート・ライブラリー Ｘ ○ ○ ○ 

プロセス・フローチャート・ライブラリー  Ｘ 〇 ○ ○ 

サンプル・テンプレート・ライブラリー Ｘ 〇 ○ ○ 

プロセス解説ライブラリー Ｘ 〇 ○ ○ 

個人ライセンス：初年度2万円、次年度以降ライセンス更新費用1万円 
法人ライセンス：組織におけるユーザーの人数により価格が異なります。 
（統合セット） 例：ユーザー100名の組織では、初年度ライセンス料金60万円 
          次年度以降の更新費用は、初年度価格の30％ 

PBプロセス：統合セット価格の50％増し 
     （法人のみへの販売となります。統合セットと併せたライセンスの購入となります。） 
 

＊法人ライセンスについては、事業規模により価格が異なります。ご相談ください  
 連絡先：E-Mail: info@tenstep.jp / TEL: 03-6450-1068 (担当：伊東） 


