
プロジェクトマネジメントソフトウェア[CCPM対応]
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プロジェクトが
いつも遅れる。

プロジェクトの
状況が見えない。

プロジェクトの
遅れを取り戻す
対策が打てない。

プロジェクトには
「不確実性」が

ある。

様々な企業・部署・人が密接に
関係し合うプロジェクト環境で
は、作業間の関係性が複雑な上
に、予測できない「不確実性」
が高い事項が多くあります。プ
ロジェクトは計画通りに進まな
いものという前提で対策を講じ
る必要があります。

プロジェクトの状況
を示す本当の

「情報」が足りない。

プロジェクトには納期・品質・
コストに関する様々な情報であ
ふれていますが、本当に必要な
「情報」を整理して抽出するこ
とは簡単ではありません。

優先順位が
明確になっていない。

遅れを取り戻すためには最も優
先順位の高いタスクに対して対
策を打つ必要がありますが、
「すべてのタスクが最優先」と
なってしまうと、効果的な対策
を打つことが難しくなります。

CCPM(クリティカルチェーン・プロジェクトマネジメント)は、
プロジェクトの不確実性を考慮しつつ、明確な優先順位に基づき実行
進捗管理をすることで納期遵守を目指すプロジェクト管理手法です。



© Being Consulting Co., Ltd. 3

プロジェクトには
「不確実性」が

ある。

プロジェクトの状況
を示す本当の

「情報」が足りない。

優先順位が
明確になっていない。

不確実性を計画して
マネジメントできる

プロジェクトの状況を
一瞬で判断できる

明確な優先順位に基づき
実行進捗管理ができる

プロジェクトの期間を決定づけるクリティカルチェーンに集中してマネジメ
ント！不確実性を考慮した「バッファ（安全余裕期間）」で、プロジェクト
をコントロールする！

プロジェクトの「現在」をすばやく把握でき、迅速で正確なマネジメントが
可能！

今、どの作業をすべきか、今、どの作業をすべきではないかを明確に表示！
バッファの色（赤・黄・緑）とグラフの傾きでプロジェクトの「現在」と
「未来」を表示！
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不確実性を計画して
マネジメントできる

プロジェクトマネジメント

ゴ
ー
ル
を
イ
メ
ー
ジ
す
る

プロジェクトのODSCを検討し、共有する。

プロジェクトメンバーや関係者とプロジェクトのODSC（目的・成果物・成
功基準）を検討し、共有します。ゴールを定義して共有することにより認識
の相違による手戻りややり直しを防ぎ、プロジェクトメンバーや関係者が一
体となってプロジェクトを進めていく準備を整えます。

目的（Objectives）

達成すべき目的、プロジェクトを企画・提案する動機となった目的のことで
す。目的と手段を間違えないように注意しながら、皆が意識すべき内容を記
載します。

成果物（Deliverables）

プロジェクト遂行の過程でできる新たな製品・機能・状態・新技術・サービ
スなど、具体的に記載します。最終成果物をイメージしながら検討しましょ
う。

成功基準（Success Criteria）

プロジェクトが成功したと言える基準のことで、QCDの側面や目的に応じ
た評価基準を記載します。なるべく数値的に評価できるものが望ましいで
しょう。

後
ろ
か
ら
工
程
を
引
く

「バックワードスケジュール」によって本当に必要な作業だけを漏れなく拾
い出すことができます。
メンバーのノウハウを共有し合うことにより、無駄の無い、必要なものだけ
で段取りできるため、プロジェクトの最短の「道」を作ることができます。
必要条件、十分条件、因果関係のロジックをチェックするので、作業と作業
の依存関係、前後関係が明確になり、頭の中を整理することができます。

目的を達成するために必要な作業を、完了から
開始に向けて、後ろから工程を引く。 目的を達成する

ためのロジック

目的を達成する
ための手順

付箋紙のような感覚で使えるネットワーク図と日程を把握できるガント
チャートを利用して、必要なタスク（作業）を洗い出し、タスク間の依存関
係（前後関係）を明確にして、プロジェクト計画を見える化します。

連動するネットワーク図とガントチャートで
必要なタスクを洗い出し、依存関係を設定する。

直感的にネットワーク図を作成する

依存関係の設定は

ドラックアンドドロップ

タスクの階層化も

ドラックアンドドロップ

タ
ス
ク
の
洗
い
出
し
・
所
要
期
間
の
入
力
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不確実性を計画して
マネジメントできる

タスクを実行する際に必要なスキル（技術や知識、資格など）を、各タスク
に割り当てます。

タスク実行に必要なスキルを割り当てる。

スキルの負荷状況をグラフで確認でき、どのスキルがどの程度必要かの把握
ができます。

プロジェクト内のスキル負荷をグラフで確認する。

キーとなるスキルを中心に負荷状況を確認し、必要に応じて負荷が高いスキ
ルの負荷を平準化（山崩し）し、より実行可能性が高い工程計画を立てます。

スキル負荷を平準化（山崩し）する。
[プランナー・リソースグラフ]

プロジェクトの期間を決定づけるクリティカルチェーンを特定します。クリ
ティカルチェーンの遅れはプロジェクト全体の遅れに直結するので、クリ
ティカルチェーンに集中してマネジメントすることは、プロジェクト全体を
マネジメントすることにつながります。

プロジェクトの期間を決定づける
クリティカルチェーンを特定する。

プロジェクトに不確実な事象が発生し、遅れなどの変化が起こることを前提
としたバッファ（安全余裕期間）をプロジェクトの最後に配置します。個別
のタスクの期日を守ることに注力するのではなく、プロジェクトの期日を守
ることに注力するための指標となります。

プロジェクトの不確実性を予め考慮した
[バッファ(安全余裕期間)]を設定する。

1-Click!

1-Click!

1-Click!

プロジェクトマネジメント

ス
キ
ル
の
割
り
当
て
と
負
荷
確
認

山崩し実行前

山崩し実行後

タスクに過剰な重なりがあるため
負荷が超過(赤色)している

タスクの重なりが解消され
負荷が平準化されている

ク
リ
テ
ィ
カ
ル

チ
ェ
ー
ン
の
特
定

バ
ッ
フ
ァ
の
設
定
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今実行すべきタスクが優先度付きで一覧に表示されます。プロジェクト納期
に影響するタスクが上位に表示されるので、優先度に基づく作業指示、実行
ができます。

タスク実行優先度に従って実行する。優
先
度
に
応
じ
た
タ
ス
ク
実
行

「進捗率何％」ではなく、「あと何日でこのタスクが終わる？」という明確
な残日数進捗管理方法により、タスクの進捗を把握します。現在実行してい
るタスクの残日数入力のみでプロジェクト全体の進捗状況が確認できます。

「あと何日」の残日数入力によって、
タスクの進捗を確認する。

プロジェクトバッファの色や傾向グラフの傾きを確認します。プロジェクト
マネージャーはバッファの色や傾向グラフの傾きに応じた対策を検討し、実
行します。

プロジェクトの状況をバッファの色で確認する。

プロジェクトの情報（現状、課題、相談事項、リスク、対策など）を記録し、
関係者と共有できます。進捗データと連動しているので、残日数入力時に記
録しておくと、あとからの振り返りにも活用できます。

プロジェクトメモに現状を記録する。

タスクの日数変更、追加、修正、リソースの配置などがいつでも何度でも簡
単にできるので、状況に合わせたシミュレーションができます。

・仕様変更による日程変更のバッファへの影響をシミュレーション
・仕様確定後にタスクを詳細化してバッファへの影響をシミュレーション
・リソースの変更が日程に与える影響をシミュレーション

いつでも何度でも工程の変更・修正ができ、
計画変更のシミュレーションができる。

明確な優先順位に基づき
実行進捗管理ができる

プロジェクトマネジメント
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プロジェクトの状況を
一瞬で判断できる

プロジェクトの「現在」をすばやく把握でき、
迅速で正確なマネジメントができる必要十分な「情報」を提供！

不確実な事象が発生し、遅れなどの変化が起こることを前提としたバッファ（安全余裕
期間）をプロジェクトの最後に配置し、遅れを吸収します。プロジェクトの進捗率と
バッファの消費率からプロジェクトの危険度を色で表示するので、誰もがすばやく同じ
判断ができるようになります。

複数のプロジェクトの状況をひとつのグラフで表示！

企業や部門全体のプロジェクトの状況をひとつの
グラフに一括表示します。一目で把握できるので、
赤バッファのプロジェクトの中でも、どのプロ
ジェクトから優先的に対策を実行すべきかといっ
た判断を支援します。ワンクリックでプロジェク
トの詳細情報を表示できます。

[プロジェクトステータスグラフ]

バッファマネジメント
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プロジェクトの状況を
一瞬で判断できる

複数のプロジェクトの状況を一覧表示！

複数のプロジェクトを優先度の高い順に表示し、どのプロジェクトから優先的に対策を
実行すべきかといった判断を支援します。ワンクリックでプロジェクトの工程表が表示
され、簡単に詳細情報へアクセスできます。

制約に着目しながらプロジェクトの投入順序や
開始タイミング・終了タイミングを決定！

プロジェクトの統合ポイント（多くのチェーンが合流するタスク）を基にプロジェクト
の投入順序とタイミングをコントロールできます。プロジェクトの詰め込みすぎや投入
遅延による無駄な停滞を防止し、適切なタイミングでの投入とリソースマネジメントに
よるスピードアップを実現します。

[フロープランナー]

パイプラインマネジメント
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その他機能

プロジェクト内の負荷状況をグラフで表示！

タスクに割り当てられたスキル（技術や知識、資格など）の情報をもとに、
プロジェクト内の負荷状況をガントチャートなどの情報と一緒にグラフで表示します。
プロジェクトに割り当てられたリソースの利用可能数＝キャパシティに
おさまっている場合は青で、超えている場合は赤で表示します。

プロジェクト横断の負荷状況もグラフで表示！

各プロジェクトに割り当てられたスキルの情報をもとに、プロジェクトを横断した負荷状況をグラフで表示します。
組織全体のリソースの利用可能数＝キャパシティにおさまっている場合は青で、超えている場合は赤で表示します。
現在の負荷状況や未来の負荷状況を確認しながら、最適なスキルの負荷を検討できます。
また、将来不足しそうなスキルを特定し、強化方法を事前に検討することもできます。

[プランナー・リソースグラフ]

[プランナー・上段:ガントチャート、下段:リソースグラフ]

各タスクにスキルを
割り当て

[リソースグラフ]

[フロープランナー]

リソースマネジメント
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その他機能

タスクの実行優先度を見える化！

各役割に応じて、割り当てられた実行待ちタスクと実行中タスクを実行優先度が高い順に色で表示します。
自分に割り当てられたタスクを瞬時に表示でき、タスクの実行優先度や状況をすばやく確認できます。

階層化を利用してタスクをスッキリ整理！

タスクを階層化して定義でき、複雑になりがちな工程表を整理することができます。
タスクを詳細に定義したい場合やタスクを整理したい場合など、簡単な操作でタスクの階層化表示ができます。

[ネットワーク図]

[ガントチャート]

タスクマネジメント

第1階層

第2階層

第3階層

[プロジェクト管理センター ・プロジェクト横断のタスク一覧]

[プランナー ・残日数一括入力]

優
先
度

高

低

タスクボードでタスク実行状況を見える化！

プロジェクト毎に用意されたタスクボードを活用して、今、どのタスクが実行されているか、どのタスクに着手すべきか
を一目で判断できます。付箋紙を動かすような感覚でタスクの実行状況を管理できます。

[タスクボード]
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サービス提供タイプ

オンプレミス版 クラウド版

BM

お客様社内
サーバー

お客様PC

BM

お客様専用
サーバー

お客様PC

主要機能一覧

計画作成

・ネットワーク図作成
・ガントチャート作成
・リソース設定
・クリティカルチェーン特定
・負荷平準化（山崩し）
・バッファ挿入
・マイルストーン設定
・プロジェクト投入管理

実行進捗管理

・タスク残日数登録
・浸食チェーン分析
・プロジェクトメモ登録
・リソースグラフ表示
・プロジェクト一覧表示
・タスクボード
・フルキット機能
・チェックリスト運用

運用管理

・ユーザー登録
・グループ管理
・スキル管理
・フォルダ管理
・アクセス権管理
・カレンダー管理
・バックアップ/リストア

その他

・アジャイルCCPM対応
・遅れ理由分析
・レポートExcel出力
・ガントチャートExcel出力
・工程データ自動履歴管理
・テンプレート工程表流用機能
・ダッシュボード機能

適用分野

R&D
商品開発

・自動車 ・自動車部品
・創薬 ・半導体 ・化学
・化粧品 ・食品 ・飲料
・バイオ ・精密機器
・光学機械 ・医薬品
・医療機器 ・電子部品
・事務機 ・航空宇宙

ソフトウェア開発
受託システム開発

・パッケージソフトウェア
・受託開発 ・SI
・組込ソフトウェア
・ゲーム ・業務システム
・社内システム
・保険システム
・金融システム

建設
エンジニアリング

・土木工事 ・建築
・住宅建築 ・プラント建設
・ロボット ・工作機器
・造船 ・重機
・建設コンサルタント

その他

・官公庁 ・病院
・金融 ・行政改革
・大学 ・店舗開発
・サービス開発

お客様にてサーバーをご用意いただき、
BeingManagement3をインストールしてお使い
いただくタイプです。

クラウド環境上にお客様専用サーバーを用意いた
します。サーバー等をご用意いただく必要はござ
いませんので、すぐにご利用を開始いただけます。

サービス概要

サポートセンター

サポート内容

・BeingManagement3に関する
操作方法、機能等に関する各種
問合せ対応

お問い合わせ方法

・電話、E-Mail

受付時間

・9：00〜18：00
※土日祝祭日を除く
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CCPM導入事例
製造業をはじめ、システム開発・建設・営業な
ど様々な分野での導入事例を公開しています。

詳細はこちらのページで。

https://www.toc-ccpm.net/cases/

販売代理店：株式会社ビーイングコンサルティング
TEL:(03)6304-5505 Fax:(03)-6304-5507
E-mail:info-ccpm@being-consulting.co.jp URL:https://www.toc-ccpm.net/

オンラインで定期開催 導入事例をご紹介

CCPMセミナー
最新のCCPM理論や導入事例を交えて専門コンサ
ルタントがわかりやすく解説いたします。

詳細はこちらのページで。

https://www.toc-ccpm.net/seminar/

エキスパート
CCPMコンサルタントがプロジェクト管理と
BeingManagement3を活用したノウハウを
お伝えします。

詳細はこちらのページで。

https://toc-consulting.jp/beingmanagement/

CCPMをオンラインで
基礎から学習

BeingManagement3
エキスパート育成研修

CCPM
基礎知識の習得から導入に向けた準備まで現場
で実践する為の知識を体系的に身に付けること
ができます。

詳細はこちらのページで。

https://toc-consulting.jp/ccpmbasic/

育成
プログラム

ベーシック
コース


