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【立ち上げプロセス群】

    統合／
    ステークホルダー

【計画プロセス群】
    統合

    スコープ

    スケジュール

4.1  プロジェクト憲章の作成

プロジェクト・マネ

ジャーを任命する、

プロジェクトの存在

理由を明確にする

プロジェクトに関係

するすべての人を特

定する

プロジェクト憲章とステークホルダーの特

定は、同じタイミングで行います

➡ PMBOKガイド学習時にも順番に章立て

を追わず、第4章と、第13章の間をいったり

きたりするのがコツ。

統合プロセスは、プロセ

ス間のバランスをとり、

他のプロセスを結びつけ

る「糊」の役割を果たす、

大変重要なプロセス

13.1  ステークホルダーの特定

4.2  プロジェクトマネジメント
計画書の作成

5.1  スコープ・マネジメントの
計画

5.2  要求事項の収集

5.3  スコープの定義

5.4  WBSの作成

「○○マネジメントの計

画」というプロセスの役

割はすべて共通

➡ 「ゲームのルール」

を説明すること

ステークホルダーから、彼らの

期待している要求を引き出だす

（例）こんな時計が欲しい

・正確な時間がわかる

・アナログデザイン

・TODOをリストアップ

・メール着信を知らせる、etc

すべての作業を、

管理しやすい 「小

さなかたまり」に

分解する

これらはすべて

プロジェクト計画書マネジメ

ントの構成要素

統合つながり

【計画プロセス群】

PMBOK第6版から

要求事項を「作業範囲」と

結びつけて明確に定義し、

SOW (Statement of Work) と

して整理する

（例）機能、技術、アク

ティビティ、作業、etc WBSの「ワークパッケージ」と「アク

ティビティ」の違いは

（例）スパゲッティを作る（WBS上）

実際のアクティビティは ➡

・時間を計って麺を茹でる

・ソースを作る

・チーズを用意する



  コスト

  品質

  資源

  コミュニケーション

このプロジェクトでは、顧
客に対してどんなクオリ
ティの成果物を納品すべき
か、その為に、品質の尺度
をどのように定めるか、品
質確保の為に、何をすべき

6.1  スケジュール・マネジメン
トの計画

6.3  アクティビティの順序設定

6.2  アクティビティの定義

6.4  アクティビティ所要期間の
見積

作業がどれくらい

の期間を要するか

を正確に見積る

スケジュールマネジメ

ント計画の目的は、

「スケジュール計画、

というゲームのルー

ル」を説明すること

プロジェクトを完成す

る為に、完了しなくて

はならない実際の「ア

クティビティ」を定義

する

完了しなくてはならな

い「アクティビティ」

に着手する順番を決め

る

相互に関係していることを理解する

➡ 上から下へ流れるのではなく、いっ

たり来たりできます

6.5  スケジュールの作成

ガントチャート、ネット

ワークダイヤグラム・・・

時間軸に沿ってプロジェク

トの要素を説明する全ての

こと

すべての完成するのに

どのくらいの時間がか

かるのかを明らかにす

る

7.1  コスト・マネジメントの計
画

7.2  コストの見積り

7.3  予算の設定

コストはスコープ、ス

ケジュールと密接に関

係している

金を使うことを承認するのは
誰？もし予算をオーバーした
ら誰が追加予算を承認す
る・・？

➡ コストに関する「ゲーム
のルール」を決めておく

スコープとアクティ
ビティがわかってい
れば、コストはどの
くらいかかるかはわ
かる

一旦コストが見積も
れたら、それをどう
やって使うかは、ス
ケジュールを見なが
ら決めれば良い

8.1  品質マネジメントの計画

9.1  資源マネジメントの計画

9.2  アクティビティ資源の見積
り

資源とは、材料、
設備、そして・・
「人的資源」

以前はタイムマ
ネジメントに
あったもの

スケジュール、コスト、資源管理のプ

ロセスは密接に関連している

➡ ほとんどの作業では、現実には、

コストをかけ、必要な人材をできるだ

け多く調達できるほど、時間を短縮す

ることができます

10.1  コミュニケーション・マ
ネジメントの計画

誰とコミュニケート
したいのか、する必
要があるのか、
いつ、どうやって、
どこで・・・

「タイム」ではなく

「スケジュール」の

マネジメントに変更

6.4 「アクティビティ所要期間

の見積り」と、9.2  「アクティ

ビティ資源の見積り」は、双

子のプロセス。お互いに関連

し影響し合う。

1人で10日かかるWEBサイトデザ

インの仕事は、

2人なら5日で済むかもしれな

い・・・

➡

5日：アクティビティ所要期間

2人：アクティビティ資源

実は、ほとんどのコ
ミュニケーションは、
ステークホルダーと
の関係の強化に関連
している



  リスク

  調達

  ステークホルダー
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11.1  リスク・マネジメントの
計画

11.2  リスクの特定

11.5  リスク対応の計画

このプロジェクトにはど
んなリスクがあるのか、
そのリスクにステークホ
ルダーはどの程度の耐性
があるのか・・

発生確率やインパクト
を算出
定量的リスク分析は効
果大！だけど算出する
のは結構難しい・・

分析すると、そのリスク
に対応するために、何を
行うべきかが見えてくる
➡ 既知のリスクに対策
を立てられる

「保険をかけとこう・・」
「開発範囲を小さめにス
タートしとこう・・」
「予備費を積増しする
か・・」とか

12.1  調達マネジメントの計画
何を自分たちで
作り、何を外部
から調達してく
るか、を決める

13.2  ステークホルダー・エン
ゲージメントの計画

影響力と権力でステーク
ホルダーを分析
➡ グループ化し、重点
化すべきステークホル
ダーとの関係を強化

リスクの評価に、ス
ケールを導入
「リスク高、リスク中、
リスク低」

リスク・マネジメントこそはプロジェ

クトに付き物、プロジェクトが切って

も切れないプロセス。

なぜならば、計画どおりに予定調和す

るプロジェクトなんて、あり得ないか

ら・・

ただし、ステークホルダーのリスクへの

耐性が重要。一様ではない。

➡ ある人にとってオートバイは交通事

故を引き起こすリスク要因でも、ある人

にとっては最高のレジャーかもしれな

い・・

11.4  リスクの定量的分析11.3  リスクの定性的分析

「コミュニケーション・マ

ネジメントの計画」と、

「ステークホルダー・エン

ゲージメントの計画」は、

密接に関連している。

している
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