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本書の見方 
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本書に出てくるアイコンなど、本書の見方を説明します。 

ユーザーズガイド 分析編 

項目 
ページ内で説明する項目です。 
詳細な手順などは、同じ色の説明枠で紹介しています。 

コメント 
知っておくと便利なワンポイントな
どを紹介しています。 

イメージ番号 
説明枠の内容に該当するイメージです。 
説明枠内の数字(①・②など)と対応しています。 

アイコン 
以下の内容を紹介しています。 
a 

 ・   …補足情報です 

 ・   …注意が必要な内容です 

 ・   …項目内の応用です 
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TimeTracker FXのアプリケーション構成 
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TimeTracker FXの各アプリケーションの構成は以下の通りです。 

本書では、アナリストやダッシュボード、ピボット分析を活用して複数プロジェクトの横断的な管理や 

工数分析を行うための操作方法を説明します。 

ユーザーズガイド 分析編 

記載内容(機能＆画面イメージなど)は、予告なく変更する場合があります。 

•工数入力 

•進捗、成果量報告 

•割り当て作業の計画確認 

•計画作成 

•進捗・実績管理 

•コスト管理 

•複数プロジェクトの 
概況及び進捗確認 

•リソース負荷管理 

•工数入力状況の 
モニタリング 

•プロジェクト進捗状況の 
モニタリング 

•工数・コストの集計・分析 

•予実(計画と実績)対比 
 

タイムシート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(実績入力) 
 
 

直感的なI/Fで 
リアルタイムに 
工数・実績管理を 
することが可能 

 

プランナー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(計画作成) 
(進捗・実績管理) 

 
現場指向の 

柔軟な計画作成や 
進捗管理が可能 

 

アナリスト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(分析・モニタリング) 
 
 

複数プロジェクトの 
状況を横断的に 

管理することが可能 
 
 

ダッシュボード 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(分析・モニタリング) 
 
 

現場やメンバの状況を、 
いつでもモニタリング 
することが可能 

 
 

ピボット分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(分析・モニタリング) 
 
 

期間やプロジェクトを 
自由に選択して、 
集計・分析が可能 

 

プロジェクトマネージャ 

作業担当者 

上級管理者 

ユーザによって利用する 
ツールが決まります 

本書の対象範囲 
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•組織内のプロジェクトの工数・進捗状況を確認する方法を紹介します 

•組織やプロジェクトのメンバの工数・負荷状況を確認する方法を紹介します 
複数プロジェクト・組織の状況確認 

• メンバの工数をモニタする方法を紹介します 

•プロジェクトの現在の状況や推移をモニタする方法を紹介します 

•工数入力の定着状況をモニタする方法を紹介します 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 

•ピボットテーブルで工数やコストを集計・分析する方法を紹介します 

•ピボットテーブルで集計・分析したデータをグラフ化する方法を紹介します 

•プロジェクトごとのコストを分析する方法を紹介します 

• リソースの負荷状況を分析・把握する方法を紹介します 

ピボットテーブル・グラフを活用した 
柔軟な分析 

本書の構成 

4 ユーザーズガイド 分析編 



複数プロジェクト・組織の状況確認 

5 ユーザーズガイド 分析編 
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アナリストとは 
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アナリストは、組織内のプロジェクトやリソース、そして複数プロジェクトの状況を管理するためのツールです。 

ユーザーズガイド 分析編 

複数プロジェクトの概況を確認する 

• 組織内のプロジェクトの概況が確認できます 
• 複数プロジェクトの進捗状況が一度に把握できます 
• プロジェクトの進め方がわかり、進捗も把握できます 

リソース状況を確認する 

•  組織内のメンバの稼働状況を確認できます 

•  メンバ、組織の実績工数や計画工数を確認できます 

メンバ稼働状況や 
負荷状況が 

簡単に確認できるよ 

組織内の 
各プロジェクトの状況が 
一目で確認できるよ 

複数プロジェクト・組織の状況確認 
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組織内のプロジェクト概況を確認する 
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アナリストの[プロジェクトサマリ]ビューでは、 

組織内のプロジェクトの実績を、実績工数や工数消化率などの数値的なデータとして確認できます。 

ユーザーズガイド 分析編 

開発部のプロジェクト概況が 
ひと目でわかるね プロジェクトサマリ 

岡本君は、R商品、S機器,, 
志賀君は、Q商品、W製品,, 

を担当して… 

表示項目の 
カスタマイズが可能 

[プロジェクトサマリ]を 
選択します 

[組織]を選択します 

1 

2 

表示項目で 
グループ分けします 

3 

問題がありそうであれば 
プロジェクトを開いて 
詳細が確認できます 

4 

複数プロジェクト・組織の状況確認 



Copyright(C) DENSO CREATE INC. All rights reserved. 

組織内のプロジェクトの進捗状況を確認する 
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アナリストの[ガントチャート]ビューでは、ガントチャートにより 

複数のプロジェクトの進捗状況をまとめて確認できます。 

またプロジェクトやタスクパッケージなどを選択して、[推移モニタ]を表示することもできます。 

ユーザーズガイド 分析編 

関連するプロジェクトの進捗が 
一度に確認できるよ ガントチャート 

S機器の開発は順調だな 

T商品の開発は 
進捗率が悪いけど 

何か問題があるのかな？ 

[ガントチャート]を選択します 実績・進捗率の 
表示ができます 

[推移モニタ]の 
表示ができます 

[ガントチャート]から選択したプロジェクトやタスクパッケージなどを[推移モニタ]に表示します。 

タスクパッケージ・タスク・マイルストーンは、プランナーで設定された公開ノードのみ表示します。 

1 

[組織]を選択します 
2 

Professional Edition のみの機能です。 

複数プロジェクト・組織の状況確認 
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組織内のマイルストーンを確認する 
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アナリストの[マイルストーンサマリ]ビューでは、 

組織内のプロジェクトの遂行状況を、マイルストーン(社内監査や顧客納入といった様々なイベント)の実績として確認できます。 

ユーザーズガイド 分析編 

グリッド 

マイルストーンを基準にしたプロジェクトの進捗を一覧表示します(③)。 

タイムライン 

[グリッド]の内容を時間軸で表示します(④)。 

マイルストーンサマリ 重要なイベントが簡単に 
確認できるよ 

計画(⑤)に対する 
[注意]・[警告]の 

タイミングを設定します 

4 

5 

[マイルストーンサマリ]を 
選択します 

1 

3 

[組織]を選択します 
2 

複数プロジェクト・組織の状況確認 
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組織内のメンバの実績工数を把握する 
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アナリストの[リソースサマリ]ビューでは、組織内のメンバの実績工数を月毎に確認できます。 

ユーザーズガイド 分析編 

リソースサマリ 

プロジェクトごとやフィールド毎に 
グループ分けしてさまざまな単位で 

集計できるよ 

1. [リソースサマリ]を選択します(①)。 
2. [組織]を選択します(②)。 
3. ダブルクリック、または右クリックし、コンテキストメニューから(③)、メンバのタイムシートを開くことができます。 

表示中の実績工数をExcel形式でエクスポートできます。 

Excel 

1 

2 

3 

複数プロジェクト・組織の状況確認 
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1 

2 

[グリッド]タブ(④)で、一覧表で負荷状況を確認することもできます。 

[グリッド]タブで表示されるデータをダブルクリックすると、内訳を表示
します。 

リソースの負荷状況を把握する 

11 

アナリストの[リソース負荷]ビューでは、 

管理対象のメンバや組織・役割毎に、指定した期間の集計単位で実績工数が確認できます。 

ユーザーズガイド 分析編 

リソース負荷 開発部の負荷状況は 
どうかな？ 

1. [リソース負荷]を選択します(①)。 
2. 確認対象を選択し(②)、[更新]ボタンをクリックします。 
3. グラフをクリックすると、内訳を表示します(③)。 

3 
4 

岡本君の 
負荷が高かったのか 

Professional Edition のみの機能です。 

複数プロジェクト・組織の状況確認 
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負荷の低いメンバに業務を割り当てる 
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[リソース負荷]からメンバの計画工数を確認して、業務の割り当てに利用できます。 

ユーザーズガイド 分析編 

計画工数の尐ないメンバが 
容易に把握できるから 
急な割り当てに便利だね 

1 

10/19の週に緊急の 
業務があるけど 
誰に割り当てよう… 

1. クリックし、グラフの内訳を表示します(①)。 
2. [Y軸にフィット]ボタンをクリックし、Y軸のスケールを調整します(②)。 
3. グラフが見にくい場合は、[塗りつぶす]のチェックを外します(③)。 

2 3 

藤井君にお願い 
できそうだな 

単一プロジェクトかつ単一アカウントのデータを表示している場合、
以下の方法でメンバのタイムシートを確認することができます。 
  ・[グラフ]タブ  →クリックで確認できます。 
  ・[グリッド]タブ   →ダブルクリック、または右クリックし、 
              コンテキストメニューから確認できます。 

複数プロジェクト・組織の状況確認 



プロジェクト・工数情報のモニタリング 

13 ユーザーズガイド 分析編 
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ダッシュボードとは 

14 

ダッシュボードは、プロジェクトの状況や変化を容易に把握するためのモニタ機能です。 

ここではモニタリングする部品(ウィジェット)のうち主なものを紹介します。 

ユーザーズガイド 分析編 

実績工数の入力状況を確認する 

TimeTracker FXによるプロジェクト管理で最も重要なデータは実績工数です。 
管理者は、工数入力モニタで常に実績工数が正確に入力されていることを確認します。 

今のプロジェクト状況を確認する 

現在のプロジェクト状況を把握するために、プロジェクトモニタで各プロジェクト指標を確認し
ます。 

プロジェクト状況の変化を捉える 

プロジェクト推移モニタで各種プロジェクト指標の推移グラフを確認し、プロジェクト状況の変
化を検出することができます。 

プロジェクト指標とはスケジュール・工数・コストです(①)。 

Standard Editionでは一部機能制限があります。 

1 

モニタの追加は 
ダッシュボードで右クリックし 

[ウィジェットの追加]からできるよ 

プロジェクト指標に加えて工数入力定着率も表示可能です。 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 
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工数入力モニタでメンバの工数を確認する 
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実績工数の収集には日々の積み重ねが重要です。 

[工数モニタ]を使ってメンバの工数を確認し、毎日の入力状況や負荷状況を正確に把握しましょう。 

ユーザーズガイド 分析編 

設定方法 

1. [工数入力モニタの設定](①)をクリックし、[対象アカウント]・[集計単位]を設定します。 
2. [集計単位]を[日単位]にすると、日毎の入力状態が表示されます(②)。 
3. [工数入力モニタの設定] －[表示](③)から警告表示の設定ができます。 

3 赤で表示されます 

青で表示されます 

2 

[メニューバー]は、   ボタンのクリックで開閉します。 

1 

4 
5 

便利な機能 

[工数入力モニタ]から、日々のメンバの仕事ぶりを簡単に確認することができます。 
あ 

1. メンバの[名前]をダブルクリックします(④)。 
2. メンバの[タイムシート]が[閲覧モード]で起動します(⑤)。 
3. どのように仕事を進めているかなど、メンバとの情報共有ができます。 

メンバの[タイムシート]を閲覧するには、[実績閲覧]権限が必要です。 

他アカウントのタイムシートは[ファイル]－[開く]－[タイムシート]の、[閲覧モード]からも起動
できます。 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 
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プロジェクトモニタでプロジェクトの進捗状況を確認する 

16 

[プロジェクトモニタ]を確認することで、現在のプロジェクトの状況を把握することができます。 

[プロジェクトモニタ]はスケジュール指標 (SPI)・工数指標 (TPI)・コスト指標 (CPI)を自動的に算出し、表示します。 

ユーザーズガイド 分析編 

設定方法 

[プロジェクトモニタ]の表示には、モニタするプロジェクトの[計画テーブル]に以下のデータ入力が必
要です。 
あ 

 1)[計画工数] 2)[実績工数]  3)[開始日]  4)[終了日] 
 5)[進捗率] 6)[計画コスト]  7)[実績コスト] 

1) ～ 7)の値がない場合は0が表示されます。 

コスト指標を評価しない場合は、6)[計画コスト]、7)[実績コスト]を入力する必要はありません。 
 ・1    …計画通り 
 ・1より小さい …計画より悪い状態 
 ・1より大きい …計画より良好な状態 

 各指標が表す状態は 
こうなるよ 

便利な機能 

指標値に応じて表示する警告アイコンを設定できるので、注意しなければならないプロジェクトをより
把握しやすくできます。 
以下に、警告アイコン表示の設定手順を説明します。 
あ 

1. [プロジェクトモニタの設定](①)をクリックします。 
2. [表示]タブ(②)をクリックし、警告アイコンの表示条件を設定します(③)。 

1 

3 

2 

「工数入力定着率」も表示できます。 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 
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プロジェクト推移モニタで進捗状況の変化を確認する 
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[プロジェクト推移モニタ]を確認することで、プロジェクトの状況変化を把握することができます。 

[プロジェクト推移モニタ]は計画工数・実績工数・スケジュール指標・工数指標などの拡張アーンドバリューモデルのデータをグラフ化します。 

ユーザーズガイド 分析編 

設定方法 

1. [プロジェクト推移モニタの設定](①)をクリックし、[プロジェクト]タブ(②)から 
[プロジェクト推移モニタ]の表示対象にするノードを選択します。 

2. グラフ化するデータは、[グラフの系列]タブから選択します(③)。 

[推移モニタ]の表示対象に設定できるノードは、プロジェクト全体(ルートノード)、または公開ノードに
設定したノードです。 

1 2 

3 

表示対象をプロジェクトに
設定します 

プロジェクトを選択後 
表示対象の子ノードを設定します 

Standard Editionが表示できるデータは、 
[計画工数]・[実績工数]のみです。 

推移モニタの集計は 
週1回実行のサーバタスクの他に 

[公開情報を更新する]から行えるよ 

プランナーの、[ファイル]－[公開情報を更新する]か
ら行います。 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 
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定着モニタで工数入力の定着状況を確認する 
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精度の高い工数の入力は、改善活動のための前提として重要な位置を占めます。 

そのために、ダッシュボードの定着モニタを活用して工数入力の定着状況を確認しましょう。 

定着モニタには、「工数入力マルチモニタ」「工数入力推移モニタ」の2つがあります。 

ユーザーズガイド 分析編 

工数入力マルチモニタ・工数入力推移モニタを使用する
には「定着モニタ」権限が必要です。詳しくは
[Administratorガイド]をご覧ください。 

工数入力マルチモニタ 

定着状況など各メンバの工数入力状況をモニタリングします。 
[工数入力マルチモニタの設定]ダイアログ(①)で、表示対象
のアカウントとプロパティ(ここでは「定着状況」を選択)を指定

します。 

工数入力推移モニタ 

定着率など各メンバの工数入力について、月単位の推移
データをグラフで表示します。 

工数の入力状況が改善傾向にあるか、定着が継続している
かなど、推移データを見ることで確認できます。 

1 

定着しつつあったものの
下がってきている。 

要注意。 
本ページの例では、定着率算出の基となる「定着基準日」を「当日」に設定しています(Administratorで設定)。 

上位職制のメンバは毎日の
工数入力が定着している 

着実に定着して
きている。 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 
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ダッシュボードを使いこなす 

19 

ダッシュボードでモニタするデータを目的に応じてページを分けたり、 

作成したページやウィジェットを他のメンバと共用することができます。 

ユーザーズガイド 分析編 

[ページの追加]は、Professional Edition のみの機能です。 

目的に応じてページを分ける 

[ページの追加](①)で、ダッシュボードのページを増やすことができます(②)。 
ページ毎に目的に応じたウィジェットを配置することができます。 
タブをドラッグし、目的の場所でドロップすると、ページ位置を変更できます。 

ページやモニタを配布する 

作成したページや各モニタを他のメンバに配布することができます。 
あ 

  －ページの配布 
1. 配布するページを選択して[ファイル]－[ページのエクスポート](④)をクリックし、 
ページファイルを作成します。 

2. メンバは自身のダッシュボードで[ファイル]－[ページのインポート](③)から、 
1.で作成されたページファイルをインポートします。 
 

  －モニタの配布 
1. 配布するモニタの、[メニューバー]－[ウィジェットのエクスポート](⑤)をクリックし、 
ウィジェットファイルを作成します。 

2. メンバは自身のダッシュボードで[ファイル]－[ウィジェットのインポート](⑥)から、 
1.で作成されたウィジェットファイルをインポートします。 

1 

3 

4 

6 

5 

<活用例> 
[毎日確認するもの] 
 ・工数入力状況を確認する 
 ・計画が厳しくリスクのあるプロジェクトの状況を 
  確認する 
[毎週確認するもの] 
 ・組織全体のプロジェクトの状況を確認する 
[毎月確認するもの] 
 ・組織全体の工数の推移を確認する 

確認頻度に合わせて 
ページを分けると便利だね 

2 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 



ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

20 ユーザーズガイド 分析編 
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ピボット分析とは 

21 

ピボット分析は、工数やコストの情報を簡単に集計・分析できる機能です。 

期間やプロジェクトを行や列に自由に配置し、関心のある項目の詳細を表示できます。 

Excelのピボットテーブルのように表を組み替えられ、アカウント別のプロジェクト・月ごとなど、WBSの構造にとらわれず集計・分析ができます。 

ユーザーズガイド 分析編 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

Professional Editionのみの機能です。 

プロジェクト計画やメンバが入力した実績を 
集計・分析できるよ。 

ピボット分析 

プランナー 

タイムシート 

ピボット分析では、メンバに設定された権限によって分析できる情報に制限があります。 
他のメンバが入力した工数や他の組織のプロジェクト情報を集計・分析するには[ピボット分析]権限が必要となります。 
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ピボットテーブルで分析する項目を指定する 

22 

ピボットテーブルで工数やコストの情報を分析してみましょう。 

ピボットテーブルは、分析の軸として行や列にフィールドを配置することで目的に合わせた詳細な情報の集計・分析ができます。 

ユーザーズガイド 分析編 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

Professional Editionのみの機能です。 

プロジェクトカテゴリや 
アクティビティを使うと 
さらに多彩な視点で 

工数やコストの情報を
集計できるよ 

関心のある項目を 
ドラッグ&ドロップで 
分析軸に設定 

リーダーごとに集計 

作業区分ごとに集計 

 
 

関心のある項目を簡単に 
集計・分析できます 

プロジェクト毎の、作業区分([アクティビティ])ごとに 
実績工数を集計しています。 

プロジェクト毎の、タスクのリーダーごとに 
実績工数を集計しています。 
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ピボットテーブルの内容をグラフで表示する 

23 

ピボットテーブルで分析した内容をグラフ化してみましょう。 

ピボットグラフは、分析結果を簡単に視覚化できるので、直感的に状況を把握することが可能になります。 

ユーザーズガイド 分析編 

Professional Editionのみの機能です。 

ピボットグラフ(①)は、  をクリックして表示・非表示の切り
替えができます。 
グラフの種類は変更することができます。 

表示方法 

特によく使うグラフは 
[積み上げ縦棒]と 

[100%積み上げ縦棒]だね 

[積み上げ縦棒]グラフ 

アカウント毎の対象プロジェクト
の工数投入状況を比較・確認す
ることができます。[行と列を入
れ替える]のチェックを外すと、

プロジェクト毎のメンバの工数
投入状況を確認できます。 

[100%積み上げ縦棒]グラフ 

日毎に工程別の工数投入比率
を確認することができます。 

[選択したデータのみ表示](②)にチェックを入れると、
選択範囲とピボットグラフが連動します。 

2 

1 

グラフ上で右クリックすると以下のコンテキストメニューが表示され
ます。それぞれデータ(グリッド)とグラフをコピーし、報告書などに
貼り付けることができます。 

・データをコピー 
・グラフをコピー 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 
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ピボット分析で分析できる情報について 

24 

ピボット分析では、メンバが入力した実績工数やプロジェクト計画の情報を対象に集計・分析できます。 

分析できる情報や種類は、利用するテーブルによって異なります。 

ユーザーズガイド 分析編 

実績工数やコストを集計・分析する 

利用するテーブル 

プロジェクト 

タスク 

プロジェクト×アカウント 

タスク×アカウント 

メモ 

利用するテーブル 

リソース負荷 

プロジェクトサマリ 

すべてのタスク 

メンバが入力した実績工数をプロジェクトや作業の種類、期間(月や週、日)などで集計・分析できます。 
また、メンバごとに設定された[コスト単価]をもとにコスト(人件費)も集計・分析できます。 

プロジェクトの計画と実績を対比して集計・分析できます。また、コストについても集計・分析できます。 

Professional Editionのみの機能です。 

コストに関する情報を集計・分析するには[コスト]権限が必要となります。 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

工数やコストの予実を集計・分析する 
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月毎の実績工数を集計・分析する 

25 

ピボット分析を使って、月毎の実績工数の情報を集計・分析してみましょう。 

ここでは、プロジェクトで分類し、月毎にどのプロジェクトに作業が集中しているかを視覚化します。 

ユーザーズガイド 分析編 

ピボット分析 

1. [ビューの追加]－[出力テーブル]で[プロジェクト]を選択します(①)。 
2. 各エリアにフィールドを配置します(②)。 
・[データエリア] ・・・ [実績工数] 
・[行エリア]    ・・・ [プロジェクト] 
・[列エリア]    ・・・ [年]、[月] 

3. [選択したデータのみ表示](③)にチェックをし、グラフ化したい範囲(④)を選択します。 
4. 選択されたデータで、グラフが表示されます。 

月毎の実績工数の合計と内訳(プロジェクト)が 
簡単に確認できるね。 

1 
2 

4 

3 

Professional Edition のみの機能です。 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

出力テーブル 
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1. 各プロジェクトのタスクに作業種別([アクティビティカテゴリ]等)を設定します(①)。 
2. [ビューの追加]－[出力テーブル]で[タスク]を選択します(②)。 
3. 各エリアにフィールドを配置します(③)。 
・[データエリア] ・・・ [実績コスト] 
・[行エリア]    ・・・ [プロジェクト] 
・[列エリア]    ・・・ [作業種別] 

4. [選択したデータのみ表示](④)にチェックをし、グラフ化したい範囲(⑤)を選択します。 
5. 選択されたデータで、グラフが表示されます。 

プロジェクトのコストを分析する 

26 

ピボット分析を使って、プロジェクト毎の費用(コスト)の情報を確認してみましょう。 

ここでは作業を種別で分類し、種別毎にどれくらいの費用がかかったかを視覚化しています。 

ユーザーズガイド 分析編 

作業種別は、ノードフィールドの[アクティビティ]または 
[カスタムフィールド]を使用してください。 

作業種別を組織全体で活用する場合は、 
[アクティビティ]を使用することをお勧めします。 

1 

Professional Edition のみの機能です。 

ピボット分析 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

3 

5 

4 

2 

出力テーブル 

プロジェクト毎にかかった費用とその内訳が確認できるので、 
費用を抑えるための改善策を検討できるね 

プランナー 
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工数の予実を確認する 

27 

ピボット分析を使って、プロジェクトの予実を確認してみましょう。 

ここではプロジェクトごとに計画工数と実績工数の比較を視覚化しています。 

ユーザーズガイド 分析編 

Professional Edition のみの機能です。 

1. [ビューの追加]－[出力テーブル]で[プロジェクトサマリ]を選択します(①)。 
2. 各エリアにフィールドを配置します(②)。 
・[データエリア] ・・・ [計画工数]・[実績工数] 
・[行エリア]    ・・・ [組織(PM)]・[プロジェクト] 
・[列エリア]    ・・・ なし 

3. [選択したデータのみ表示](③)にチェックをし、グラフ化したい範囲(④)を選択します。 
4. 選択されたデータで、グラフが表示されます。 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

ピボット分析 

1 

2 

4 

プロジェクトごとに計画工数と実績工数を 
対比できるから簡単に予実を確認できるね。 

3 

出力テーブル 
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メンバの負荷状況を把握する 

28 

ピボット分析を使って、メンバごとの負荷状況を確認してみましょう。 

ここでは、各メンバに割り当てられた計画工数を集計し、今後予定されている作業の状況を視覚化しています。 

ユーザーズガイド 分析編 

Professional Edition のみの機能です。 

1. [ビューの追加]－[出力テーブル]で[リソース負荷]を選択します(①)。 
2. 各エリアにフィールドを配置します(②)。 
・[データエリア] ・・・ [計画工数] 
・[行エリア]    ・・・ [組織]・[アカウント] 
・[列エリア]    ・・・ [年]・[月]・[日] 

3. [チャート種別] (③)に「折れ線」を選択し、[選択したデータのみ表示](④)にチェックをします。 
4. グラフ化したい範囲(⑤)を選択し、グラフを表示します。 

各メンバの負荷状況を確認できるから 
無理のない計画を立てることができますね 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

各メンバに割り当てられた作業を 
月や週、日毎に確認できるよ 

2 

5 

ピボット分析 

4 

1 

3 

出力テーブル 
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まとめ 

29 

本書では、TimeTracker FX の分析機能について学びました。 

ユーザーズガイド 分析編 

分析編のまとめ 

複数プロジェクト・組織の状況確認 

アナリスト 

プロジェクト・工数情報のモニタリング 

ダッシュボード 

ピボットテーブル・グラフを活用した柔軟な分析 

ピボット分析 

機能の詳細につきましては、製品同梱のヘルプをご参照下さい。 

本書で紹介しきれなかった内容を説明しています。 

さらにご理解いただくために 

工数入力ならびにプロジェクト管理については「ユーザーズガイド 工数入力編」「ユーザーズガイド プロジェクト管理編」をそれぞれ用意しております。 
ぜひご活用ください。 
 
また、以下のWebサイトではTimeTracker FXの最新情報などを掲載しています。 
・ TimeTracker FX 製品サイト 
   http://www.timetracker.jp/  
    製品概要、導入事例、価格情報、評価版のお問合せについては、こちらの製品サイトをご覧ください。 
・ TimeTracker FX サポートサイト 
   http://www.timetracker.jp/support/ 
    バージョンアップ等の新着情報、よくあるご質問や本書を含むガイド・補足資料については、こちらのサポートサイトをご覧ください。 

http://www.denso-create.jp/service/products/timetrackerFX/
http://www.denso-create.jp/service/products/timetrackerFX/support/
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