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プロジェクトを簡単
確実に管理する

スケジュールの変更、修正も柔軟に対応
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プロジェクト管理の必要性
プロジェクト管理とは？

プロジェクト全体の工程を作成し、その後のスケジュール変更、追加工程の

発生などをコントロールしながら管理することです。

さまざまな問題点
・情報の可視化が難しい

・メンバー間の情報共有が難しい

・急なスケジュール変更の対応が難しい

・リソース、コストの管理が難しい　

など

プロジェクト管理の例

サ
イ
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FastTrack Schedule とは
最高のプロジェクト管理ツール

・初心者でも手軽かつ、確実にスケジューリ

ングが行えるプロジェクト管理ツールです。

・ 日々のスケジュール作成からグループごと

のプロジェクト進捗管理に至るまで、生産

部門・非生産部門などを問わず、さまざま

なシーンで活用することができます。

・ SOHO から大企業まで、組織規模・プロ

ジェクト規模・プロジェクト管理経験を

問わず、簡単な操作で最高のプロジェクト

管理を実現します。

スケジュール／リソース／コストを一元管理
・作業工程などのスケジュールが作成でき

ます。

・プロジェクトに関わるリソース（人材、

機材、設備などの資源）が管理できます。

・割り当てたリソースにコストを入力、コ

スト管理ができます。

これらすべての情報が 1 つのファイルで

行え、変更も柔軟に対応できます。

立ち上げ 計画 実行 コントロール 終結

・すべてが可視化でき、一元管理
することが必要

・急な変更にも柔軟に対応可能な
　システム環境が必要

個人レベル
または一時的な

プロジェクトマネージャ

高

上級（選任）
プロジェクトマネージャ

統合プロジェクト管理

低 中

小

中

大

コラボレーションレベル

企業

個人

チーム

・ローカライズ

・新製品開発

・創薬

・官公庁

・建築設計

・IT 管理

・ToDo リスト

・個人的なイベント

・短期間のプロジェクト

プロジェクトの成功条件
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簡単に操作できる
ペンで線を引く感覚、手軽にスケジューリング

・ 基本のツールだけで、簡単にガントチャート

を作成できます。

・スケジュールの改訂、リンクの設定、実績

の入力もすべてマウス操作で手軽に行え

ます。

・直感的でシンプルなインターフェイス。

誰でもすぐに使い始められます。

スケジュール／カレンダー／リソース３つの画面構成
3 つの画面は常にリンクしており、どの

画面から情報を更新しても自動的に全て

の画面に変更が反映されます。表計算

ソフトのようにあらかじめセルにリンク

を貼ったり、数式を入れるなどの仕掛け

は必要ありません。

そのとき見たい情報に応じて画面を切り

替えるだけで、いつでも最新の情報が

確認できます。

サンプルとテンプレート
テンプレートオプションで必要な項目

のみを設定することが可能。

成功したプロジェクトをテンプレートと

して保存しておけば、次回のプランニング

がスムーズです。

プロジェクトはかならずしも計画したスケジュール通りに進行するとは限りません。

遅れを出さないことが大切ですが、さまざまな状況の変化に応じて、合理的な

改訂が行えるかどうかがプロジェクト成功のポイントになります。

表計算ソフトを使ってプロジェクト管理をしている場合、問題の一つとして先行

作業が遅れた場合の影響範囲がわかりにくいということが挙げられます。

計画の段階できれいなチャートが作れても、一つ遅れが生じて線を延ばしたら、

後ろにつながる線を全部自分の手で書き直さなくてはならなくなります。そうす

ると当然、そこにはミスが入り込む可能性も出てきます。

FastTrack Schedule にはこういった変更や修正に柔軟に対応できる機能が備わっ

ています。

プロジェクトの成功のポイント
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レイレイアウアウトト フィフィルタルタ

並べ並べ替え替え

確実に管理できる
ビジュアルで状況把握

必要な項目だけをピンポイントでチェック

スケジュールの変更、修正に柔軟に対応
リンク機能
個々のアクティビティどうしを４種類に

分けて関連付けできます。

制約機能
スケジュールに８種類の制約条件を設定

することで、バーの移動範囲を柔軟に

制限できます。

クリティカルパス表示機能
プロジェクトの出発点から完了までの

全作業の中で、リンクで結ばれた経路が

時間的に最長になる経路（クリティカル

パス）をワンクリックで自動的に表示

させることができ、アクティビティの優

先順位も設定可能です。

工事進行基準に伴う分析・検証が可能
正確な見積もりやコスト実績値・出来高

実績値の把握、遅延や将来のコストと

期間の予測など一目で把握することが
できます。

一目で種類と進捗が見分けられる
カスタム設定自在のアクティビティバー

集計値をグラフにして視覚的に表示できる
サマリー行、同時に複数の値も表示可能

一目で稼働状況や負荷を
把握できるリソース画面

表示するチャートや列の組み
合わせを自由に変更可能

特定の行、バー、リソースを
取り出して分析に必要な情報
だけを表示

数値の大きい順、小さい順、
開始順、達成率順など分析に
必要な情報を整理して表示

３つの組み合わせによって、
プロジェクトの分析に
最も適した情報を、
ピンポイントで
表示可能

できるだけ早く
できるだけ遅く
制約日時以後に開始
制約日時以後に終了
制約日時以前に開始
制約日時以前に終了
制約日時に開始
制約日時に終了

終了ー開始（FS） 
開始ー開始（SS）
終了ー終了（FF） 
開始ー終了（SF）

レイアウト フィルタ

並べ替え
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その他の機能
スケジュール表示の設定

スケジュールの時間軸の単位は、時間、日、

週、月、四半期、年が選べ、1 日の稼働時

間の設定等も細かく行うことができます。

アクティビティメモ
各アクティビティには情報としてメモが

記載できます。

大事な内容、検討中の事項、伝達事項など

を記載、個人レベルのメモから、プロジェ

クトメンバーの共有メモまで、幅広く

活用できます。

リソース情報
各リソースに個別の情報を与えること

により、リソースを管理することができ

ます。

各リソースの標準単価や超過単価をはじ

め、1日の稼働時間、リソースの種類（従

業員、製造業者など）細かな設定が可能

です。

文字や写真の挿入が可能
補足のメモ、注釈や、イメージ写真など

を貼付けることが可能です。

データ交換
Microsoft Project ファイルとのファイル

交換が可能。MPX、XML ファイル形式で

データの取り出しができます。

プロジェクトの統合
複数の FastTrack Schedule ファイルを

一つのマスターファイルに統合可能。

サブファイルの内容が変更された場合は、

マスターファイル上で更新を行うことで、

サブファイルの変更が反映します。

オンラインでのプロジェクト共有
プロジェクトの詳細を画像ファイル、 

HTML ファイル、または iCalendar ファイ

ルとして保存することで、依頼主や関係者

とオンラインによる情報共有が可能です。

WBS コード設定機能
WBS（Work Breakdown Structure）とは

プロジェクト全体を細かな作業レベルに

落とし込んだ構成図。WBS にコード番号

をつけることにより、実行する業務の種

類をレベルに応じて表示することができ

ます。
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JFIF/JPEG 形式
PNG形式
TIFF(Adobe) 形式
PICT(Macintosh) 形式
Windows ビットマップ形式
QuickTime イメージ形式
Photoshop 形式
SGIF 形式
TIF(TrueVision) 形式
MacPaint 形式
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よくある質問
Mac とWindows の混在環境で使えますか？

Mac 版、Windows 版があり、混在環境で

も使用できます。

プロジェクトを画像として取り出せますか？
JPEG、PNG、TIFF、PICT、BMP、PSD、その他、

主な画像形式で取り出すことができます。

（OS標準の印刷コマンドで PDF も可能）

Excel データとの互換はありますか？
テキスト形式に変換して、取り出し、取り

込みが可能です。

ファイル共有はできますか？
Excel などと同様、サーバの共有フォルダ

に入れて共有が可能です。

ファイルのアクセス制限はできますか？
パスワードの設定や、すべてのアクセス

を禁止、書き込みを禁止、読み込み／

書き込みを許可などの設定が可能です。

動作環境・価格
推奨動作環境

▼Mac 版
CPU ：PowerPC 以上を実装した PowerMac、および IntelMac シリーズ
OS ：Mac OS X 10.4.9、Leopard、Snow Leopard、Lion
  （Mountain Lion 動作確認済）
メモリ ：16MB 以上の実装メモリ
モニタ ：1024×768
HDD ：60MB 以上
その他 ：CD-ROMドライブ

▼Windows 版
CPU ：Intel Pentium以上のプロセッサを搭載する IBM PC/AT 互換機
OS ：Windows2000、XP（32bit）、Vista（32/64bit）
  （Windows7 は弊社ホームページより対応アップデータ提供）
メモリ ：16MB 以上の実装メモリ
モニタ ：1024×768
HDD ：60MB 以上
その他 ：CD-ROMドライブ

価格

FastTrack Schedule 9 日本語版（Mac 版／Windows 版） 標準小売価格

【価格】
スタンドアロン版 (1 ライセンス )   38,000 円（税別）

アカデミック版　 (1 ライセンス )   10,000 円（税別）

アカデミック版の購入には専用申込書が必要です。
アカデミック版について詳しくはWebサイト http://www.aanda.co.jp/products/FTS/
もしくはエーアンドエー株式会社営業部までお問い合わせください。

http://www.aanda.co.jp/products/FTS/demo.html
デモ版のダウンロード

Windows
Mac
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