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訂正表 - 第 3刷り 
 
注: 次の正誤表は、『PMBOK®ガイド第 6版』の第 1刷りと第 2刷りに関するものです。本（または PDF）

の印刷部数を確認するには、著作権ページ（通知ページおよび目次の前）の一番下を参照してください。「10 9 8」

などで始まる文字列の「最後の」数字は、その特定コピーの印刷を示します。 

文章や図表には、編集上のわずかな変更が加えられています。特に注目すべき修正を以下に一覧

します。 

 

第 1 部『プロジェクトマネジメント知識体系ガイド (PMBOK®ガイド）』 
 

ページ       修正 
 

75、76 図 4-2 と 4-3.ビジネス文書へのインプットとして「ベネフィット・マネジ

メント計画書」の箇条を削除。 
 

98、99 図 4-8、4-9 プロジェクト文書へのインプットとして「発注先選定基準」の箇条を削

除。 
 

105  図 4-10 意思決定のためのツール＆技法として「投票」の箇条を追加。 
 

138  図 5-4 意思決定のためのツール＆技法として「独裁的な意思決定」の箇

条を追加 
 

179  図 6-3 データ分析のツール＆技法として「代替案分析」 の箇条を追加。 
 

180  項目 6.1.1.3 次の箇条を項目 6.1.1.4 に移動: 
 

プロジェクトにおける特定のニーズを満たすために、組織の一群の標準プロセス

と手続きをテーラリングするためのガイドラインおよび基準 
 

183 図 6-6.プロジェクトマネジメント計画書のためのインプットの下で、ス

コープ・マネジメント計画書から「スケジュール・マネジメント計画

書」へと箇条を変更。 
 

 192 図 6-10「2 週間 (リード)の終了－開始関係」 と「15 日 (ラグ)の開始－開始

関係」を表示するラベルを変更{ダッシュを除去することで、図がリードま

たはラグの正の値を示しているのか負の値を示しているのかの混乱を避け

ることができる。} 
 

195  図 6-12 意思決定のためのツール＆技法として「投票」の箇条を追加。 
 

235  図 7-2 データ分析のツール＆技法として「代替案分析」 の箇条を追加。 
 

 

第 2 部 プロジェクトマネジメントの標準 
 
ページ       修正 

 

566 図 3-1 プロジェクト・ステークホルダー・マネジメントの知識エリアで、プロセス

名を「ステークホルダー・エンゲージメントの計画」に変更。 
 

617  第 5.2.2 項プロジェクト文書の例に「変更ログ」の箇条を追加。 
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4.1 プロジェクト憲章の作成
プロジェクト憲章の作成は、プロジェクトの存在を正式に認可し、プロジェクト活動に組織

の資源を適用する権限をプロジェクト・マネジャーに与えるための文書を作成するプロセスであ
る。このプロセスの主な利点は、プロジェクトと組織の戦略目標との間を直接結びつけ、プロジ
ェクトの正式な記録を作成し、プロジェクトへの組織のコミットメントを示すことにある。この
プロセスはプロジェクトの中で一度、もしくはあらかじめ定義された時点で行われる。図4-2は、
プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表している。図4-3は、このプロセスのデ
ータ・フロー図である。

図 4-2.プロジェクト憲章の作成：インプット、ツールと技法、アウトプット
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図 4-3.プロジェクト憲章の作成：データ・フロー図
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4.4 プロジェクト知識のマネジメント
プロジェクト知識のマネジメントは、プロジェクトの目標を達成し組織としての学習に貢献す

るために、既存の知識を使用し、新しい知識を創造するプロセスである。このプロセスの主な利
点は、プロジェクトの成果を生み出したり改善したりするために組織の既存知識が活用されるこ
と、そしてプロジェクトによって創造された知識を組織の業務や将来のプロジェクトやフェーズ
を支援するために利用できることにある。このプロセスは、プロジェクト全体を通して実行され
る。図4-8は、プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表している。図4-9は、この
プロセスのデータ・フロー図である。

図 4-8.プロジェクト知識のマネジメント: インプット、ツールと技法、アウトプット



99

図 4-9.プロジェクト知識のマネジメント: データ・フロー図
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4.4.3.2 プロジェクトマネジメント計画書更新版

プロジェクトマネジメント計画書の内容変更はすべて変更要求を通して組織の変更管理プロセ
スを経る。プロジェクトマネジメント計画書のどの構成要素も、このプロセスの結果として更新
されることがある。

4.4.3.3 組織のプロセス資産更新版

すべてのプロジェクトは新しい知識を創出する。この知識の一部は文書化され、成果物に組み
込まれたり、プロジェクト知識のマネジメント・プロセスの結果としてプロセスや手続きの改善
点に組み込まれたりする。既存の知識についても、例えば、新しい手続きのために既存のアイデ
アがプロジェクトで試行されて有効だと判明した場合など、このプロセスの結果としてはじめて
文書化し、組み込むことができる。

組織のプロセス資産は、このプロセスの結果として更新することができる。

4.5 プロジェクト作業の監視・コントロール
プロジェクト作業の監視・コントロールは、プロジェクトマネジメント計画書に定義されたパ

フォーマンス目標を達成するために、全体的な進捗状況を追跡、レビュー、かつ報告するプロセ
スである。このプロセスの主な利点は、ステークホルダーが、プロジェクトの現状を理解し、パ
フォーマンス上の課題に対処するためにとられた処置を認識し、コストとスケジュールの予測で
将来のプロジェクト状況を把握できるようになることにある。このプロセスは、プロジェクト全
体を通して実行される。図4-10は、プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表して
いる。図4-11は、このプロセスのデータ・フロー図である。

図 4-10.プロジェクト作業の監視・コントロール：インプット、ツールと技法、アウトプット
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5.2 要求事項の収集
要求事項の収集は、目標を達成するために、ステークホルダーのニーズや要求事項を決定

し、文書化し、かつマネジメントするプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロダク
ト・スコープとプロジェクト・スコープを定義する根拠を提供することにある。このプロセス
はプロジェクトの中で一度、もしくはあらかじめ定義された時点で行われる。図5-4は、このプ
ロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表している。図5-5はこのプロセスのデー
タ・フロー図である。

図 5-4.要求事項収集：インプット、ツールと技法、アウトプット
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6.1 スケジュール・マネジメントの計画
スケジュール・マネジメントの計画は、プロジェクト・スケジュールを計画し、策定し、マネ

ジメントし、実行し、およびコントロールするための方針、手続き、および文書化を確立するプ
ロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクトを通してプロジェクト・スケジュール
がどのようにマネジメントされるかについてのガイダンスと方向性を提供することにある。この
プロセスはプロジェクトの中で一度、もしくはあらかじめ定義された時点で行われる。図6-3は、
プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表している。図6-4は、このプロセスのデ
ータ・フロー図である。

図 6-3.スケジュール・マネジメントの計画：インプット、ツールと技法、アウトプット

図 6-4.スケジュール・マネジメントの計画：データ・フロー図
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6.1.1 スケジュール・マネジメントの計画：インプット

6.1.1.1 プロジェクト憲章

項目4.1.3.1に記述。プロジェクト憲章は、プロジェクト・スケジュールのマネジメントに影響
する、要約マイルストーン・スケジュールを定義している。

6.1.1.2 プロジェクトマネジメント計画書

項目4.2.3.1に記述。プロジェクトマネジメント計画書の構成要素には次を含むが、これに限定さ
れるものではない。

uu スコープ・マネジメント計画書　項目5.1.3.1に記述。スコープ・マネジメント計画書は、ス
コープがどのように定義され作成されるかを記述することにより、スケジュールがどう開発
されるかについての情報を提供する。

uu 開発アプローチ　項目4.2.3.1に記述。プロダクト開発アプローチは、スケジューリング手
法、見積り技法、スケジューリング・ツール、およびスケジュールをコントロールするため
の手法を定義するのに役立つ。

6.1.1.3 組織体の環境要因

スケジュール・マネジメントの計画プロセスに影響を及ぼす可能性のある組織体の環境要因に
は次が含まれるが、これらに限定されるものではない。

uu 組織文化と組織構造

uu チーム資源の可用性とスキル、物的資源の可用性

uu スケジューリング・ソフトウェア

uu 標準化された見積りデータなどの商用データベース

6.1.1.4 組織のプロセス資産

スケジュール・マネジメントの計画プロセスに影響を及ぼす可能性のある組織のプロセス資産
には次が含まれるが、これらに限定されるものではない。

uu 過去の情報と教訓リポジトリ

uu スケジュール作成、マネジメント関連およびコントロール関連の既存の正式または略式の方
針、手続き、ガイドライン

uu プロジェクトにおける特定のニーズを満たすために、組織の標準プロセス群と手続きをテー
ラリングするためのガイドラインおよび基準

uu テンプレートと書式

uu 監視および報告のツール
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6.2 アクティビティの定義
アクティビティの定義は、プロジェクト成果物を生成するために遂行すべき具体的な行動を特

定し、文書化するプロセスである。このプロセスの主な利点は、プロジェクト作業を見積もり、
スケジューリングし、実行し、監視し、そしてコントロールするための基礎を提供するスケジュ
ール・アクティビティにワーク・パッケージを要素分解することにある。このプロセスは、プロ
ジェクト全体を通して実行される。このプロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを
図6-5に示す。図6-6は、このプロセスのデータ・フロー図である。

図 6-5.アクティビティの定義：インプット、ツールと技法、アウトプット

図 6-6.アクティビティの定義：データ・フロー図
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uu 外部依存関係　外部依存関係には、プロジェクト・アクティビティと非プロジェクト・アク
ティビティが関係している。これらの依存関係は通常、プロジェクト・チームのコントロー
ル外にある。例えば、ソフトウェア開発プロジェクトにおけるテスト実施のアクティビティ
は、外部からのハードウェアの納入に依存し、建設プロジェクトでは現場の整地に着手する
前に、環境に関する公聴会を開催しなければならないなどがある。プロジェクトマネジメン
ト・チームは、アクティビティの順序設定プロセス中にどの依存関係が外部のものであるか
を決定する。

uu 内部依存関係　内部依存関係には、プロジェクト・アクティビティ間の先行関係を含んでお
り、一般にプロジェクト・チームのコントロール下におかれる。例えば、チームがある機械
を組み立てるまでテストできない場合、これは内部強制依存関係とみなされる。プロジェク
トマネジメント・チームは、アクティビティの順序設定プロセス中にどの依存関係が内部の
ものであるかを決定する。

6.3.2.3 リードとラグ

リードとは、関係する先行アクティビティに対して、後続アクティビティの開始を前倒しできる
時間のことである。例えば、新しいオフィスビルを建設するプロジェクトにおいては、パンチ・リ
ストが完成する予定の2週間前に整地の開始を予定する。これは、図6-10に示すように、2週間のリ
ードをもつ終了－開始関係として表すことができる。スケジューリング・ソフトウェアでは、リー
ドはラグに対する負の値で示されることがよくある。

図 6-10.リードとラグの例
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6.4 アクティビティ所要期間の見積り
アクティビティ所要期間の見積りは、想定した資源をもって個々のアクティビティを完了する

ために必要な作業期間を見積もるプロセスである。このプロセスの主な利点は、各アクティビテ
ィが完了するための時間を提示することにある。このプロセスは、プロジェクト全体を通して実
行される。図6-12は、このプロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを表している。図
6-13は、このプロセスのデータ・フロー図である。

図 6-12.アクティビティ所要期間の見積り：インプット、ツールと技法、アウトプット
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7.1 コスト・マネジメントの計画
コスト・マネジメントの計画は、プロジェクト・コストを見積もり、予算化し、マネジメント

し、監視し、そしてコントロールする方法を定義するプロセスである。このプロセスの利点は、
プロジェクトを通してプロジェクト・コストがどのようにマネジメントされるかについて、ガイ
ダンスと方向性を提供することにある。このプロセスはプロジェクトの中で一度、もしくはあら
かじめ定義された時点で行われる。このプロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットを
図7-2に示す。図7-3は、このプロセスのデータ・フロー図である。

図 7-2.コスト・マネジメントの計画：インプット、ツールと技法、アウトプット

図 7-3.コスト・マネジメントの計画：データ・フロー図
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図 3-1.計画プロセス群
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5.2.1 プロジェクトマネジメント計画書の構成要素

このプロセスへのインプットとなり得るプロジェクトマネジメント計画書の構成要素の例には、
次を含むがこれらに限定されるものではない。

uu 変更マネジメント計画書

uu コンフィギュレーション・マネジメント計画書

uu スコープ・ベースライン

uu スケジュール・ベースライン

uu コスト・ベースライン

5.2.2 プロジェクト文書の例

このプロセスへのインプットとなり得るプロジェクト文書の例には、次を含むがこれらに限定
されるものではない。

uu 見積りの根拠

uu 要求事項トレーサビリティ・マトリックス

uu リスク報告書

uu 変更ログ

5.2.3 プロジェクトマネジメント計画書更新版

プロジェクトマネジメント計画書のどの構成要素も、このプロセスの結果として更新されるこ
とがある。

5.2.4 プロジェクト文書更新版

正式にコントロールされたプロジェクト文書は、このプロセスの結果として変更されることが
ある。このプロセスの結果として通常更新されるプロジェクト文書は、変更ログである。変更ロ
グは、プロジェクト期間中に発生した変更を文書化するために使用する。
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