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序 
 

我が国機械工業における技術開発は、戦後、既存技術の改良改善に注力することから

始まり、やがて独自の技術・製品開発へと進化し、近年では、科学分野にも多大な実績

をあげるまでになってきております。 

 しかしながら世界的なメガコンペティションの進展に伴い、中国を始めとするアジア

近隣諸国の工業化の進展と技術レベルの向上、さらにはロシア、インドなどＢＲＩＣｓ

諸国の追い上げがめざましい中で、我が国機械工業は生産拠点の海外移転による空洞化

問題が進み、技術・ものづくり立国を標榜する我が国の産業技術力の弱体化など将来に

対する懸念が台頭してきております。 

  これらの国内外の動向に起因する諸課題に加え、環境問題、少子高齢化社会対策等、

今後解決を迫られる課題も山積しており、この課題の解決に向けて、従来にも増してま

すます技術開発に対する期待は高まっており、機械業界をあげて取り組む必要に迫られ

ております。 

 これからのグローバルな技術開発競争の中で、我が国が勝ち残ってゆくためにはこの

力をさらに発展させて、新しいコンセプトの提唱やブレークスルーにつながる独創的な

成果を挙げ、世界をリードする技術大国を目指してゆく必要があります。幸い機械工業

の各企業における研究開発、技術開発にかける意気込みにかげりはなく、方向を見極め、

ねらいを定めた開発により、今後大きな成果につながるものと確信いたしております。 

 こうした背景に鑑み、当会では機械工業に係わる技術開発動向等の補助事業のテーマ

の一つとして特定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会に「プロジェクト

マネジメント実践力・評価方法の調査研究」を調査委託いたしました。本報告書は、こ

の研究成果であり、関係各位のご参考に寄与すれば幸甚です。 

 

平成１８年３月 

 

社団法人 日本機械工業連合会 

会 長  金 井   務 
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本報告書は社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興会の機械工業振興資金の補助

をうけて実施しています平成 17年度機械工業に係る技術開発動向等の補助事業の一環とし

て、当協会が受託しました「プロジェクトマネジメント実践力・評価方法の調査研究」に

ついて取りまとめたものであります。 

 わが国のエンジニアリング産業が現在直面している諸問題を克服し、新たな産業分野と

して確固とした地位を築いていくために必要な基盤整備の一つにプロジェクトマネジメン

トの普及があります。当協会としては、前身のプロジェクトマネジメント資格認定センタ

ー設立以来、プログラムマネジメントの普及を目的とした活動を実施しております。また、

プロジェクトマネジメントは、エンジニアリング産業のみならず、IT 産業をはじめとして

広く産業界に必要とされ、昨今プロジェクトマネジャーとして優秀な人材の育成が強く求

められています。 

このため平成 17 年度当該事業として「プロジェクトマネジメント実践力・評価方法の調

査研究」報告書をとりまとめました。この成果が関係各位において十分活用され、わが国

のエンジニアリング産業を初めその他の産業において振興の一助となることを期待してや

みません。 

 この調査研究の実施にあたっては、当協会内に「PM コンピテンス委員会」および「プラ

ットフォームマネジメント委員会」を編成し、両委員会の支援協力を得て調査研究を実施

したものであります。 

 この調査報告書の策定にあたり、ご協力いただいた各界の方々に心から謝意を表します

とともに当協会のプロジェクトマネジメント普及事業をさらに推進してまいりますために、

なお一層の御指導、ご支援を切にお願いいたします。 

 

平成１８年３月 

 

特定非営利活動法人 

日本プロジェクトマネジメント協会 

会 長   吉 川 弘 之 

 

 



はじめに 
 

本レポートは、社団法人日本機械工業連合会が日本自転車振興資金の補助を受けて実施

している「平成 17 年度機械工業に係る技術開発動向等の調査補助事業」の一環として、特

定非営利活動法人日本プロジェクトマネジメント協会（以下、当協会と称する）が実施し

た「プロジェクトマネジメント実践力・評価方法の調査研究」について取り纏めたもので

あります。 

 

当協会が委託を受けた「プロジェクトマネジメント実践力・評価方法の調査研究」は、

研究の対象となる範囲が広いために、調査・研究活動を 2 つの委員会活動と、当協会が株

式会社富士ゼロックス総合研究所に開発を委託した「プロジェクトマネジメント講師育成

プログラム開発調査報告」から構成されます。 

それぞれの調査･研究結果を本報告書では下記の構成で報告しています。 

  

パート－1   PM コンピテンシーの研究報告 

（PM コンピテンス委員会報告） 

  

パート－2   P2M 標準ガイドブックの国内外への普及促進報告 

（プラットフォームマネジメント委員会報告） 

 

パート－3   プロジェクトマネジメント講師育成プログラム開発調査報告  
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本調査研究の総論 
 

本報告書は、プロジェクトマネジメント実践力・評価方法の調査研究の成果を取りまと

めたものであり、３つのパートから構成されている。 

 

1. PM コンピテンシー研究は、PM コンピテンス委員会での研究成果の報告である。ここ

では PM コンピテンシーの世界の動向を探り、P2M 資格制度での上級資格、特にプロ

ジェクトマネジャー・レジスタード（PMR）およびプログラムマネジメント・アーキテ

クト（PMA）資格での PM コンピテンシーのあり方についての研究報告である。 

上記 PMR のコンピテンシーのあり方についてと将来の PMA のあり方について、方向

がほぼ明らかになった。 

 

2. P2M 標準ガイドブックの国内外での普及促進及びコンピテンシー実践力に関する調査

について、プラットフォームマネジメント委員会を中心とする活動報告である。 

世界の PM コミュニティで、P2M 標準ガイドがかなり浸透してきたと言える。 

 

3. プロジェクトマネジメント講師育成プログラム開発調査報告は、プロジェクトマネジメ

ント講師育成のための講師要件・育成カリキュラム・認定方法を取りまとめたものであ

る。 

プロジェクトマネジャーに必要とされるコンピテンシー（実践力）に基づく人材育成を

行うのに相応しい講師を養成するに当たり、適切な育成プログラムを開発することによ

り、より効果的に、実践力のあるプロジェクトマネジャーの輩出できることが期待でき

る。 
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1. 調査研究の目的 

本報告は、プロジェクトマネジメント（PM）コンピテンシーの世界の動向を探り、プロ

ジェクトマネジメントの中で、PM コンピテンシーがどのように位置づけられているかの調

査・研究を目的としたものである。さらに、その研究を元に、プロジェクト＆プログラム

マネジメント（P2M）資格制度での上級資格、特にプロジェクトマネジャー・レジスター

ド（PMR）およびプログラムマネジメント・アーキテクト（PMA）資格での PM コンピテ

ンシーのあり方について調査・研究を行った。 

 

2. 調査・研究の内容 

(1) PM コンピテンシーの位置づけと動向 

PM コンピテンシーの概念が難しいのは、手法やツールに関する知識の位置づけが難しい

ためである。本来的にはプロジェクトマネジメントは手法やツールに依存するものではな

い。したがって、PM コンピテンシーは「プロジェクトマネジメント行動」で評価され、議

論されるべきである。しかし、ノウハウの継承を合理的に行うためには、手法やツールに

依存する部分も大きい。ここでは、この双方のバランスが必要であることを指摘した。 

(2) 世界の主要な PM コンピテンシーモデルの概要 

世界の主要な PM コンピテンシーモデルの概要について紹介した。ここで紹介したのは 

① PMCDF（Project Manager Competency Development Framework） 

② ICB（International Competency Baseline） 

③ NCSPM（National Competency Standards For Project Management） 

④ GAPPS-PBCS（Performance Based Competency Standards） 

加えて、本研究の対象である P2M の CPC ガイドライン（Capability Based Professional 

Certification Guideline“CPC Guideline”）についても紹介した。 

(3) P2M 資格と PM コンピテンシー 

現在、顧客ニーズ・マーケット・技術の変化などの環境変化により、従来のプロジェク

トマネジャーよりは、もう一段高い視点と広い視野で見られる知識を持って、全体 適に

挑戦する職業人としてのプログラムマネジャー人材が求められている。ここでは、PM 人材

育成の必要性、P2M 人材像と資格、P2M 資格と PM 実践力についての調査･研究を行い、

P2M の上位資格である PMR のコンピテンシーのあり方についてと将来の PMA のあり方

について、方向性を探った。 
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3. チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1 チーム編成 

委員会は、プロジェクトマネジメントの学識者、プロジェクトマネジメントを必要とす

る業界、領域からの専門家で構成した。当初はフリーな意見交換を行い、報告書取りまと

めの段階では、項目別に執筆を分担し、研究活動結果を本報告にまとめた。 

3.2 活動スケジュール 

■PM コンピテンス委員会 

第 1 回 平成 18 年  1 月 13 日 

第 2 回 平成 18 年 1 月 16 日 

第 3 回 平成 18 年 1 月 27 日 

第 4 回 平成 18 年 2 月 7 日 

第 5 回 平成 18 年 2 月 14 日 

第 6 回 平成 18 年 2 月 21 日 

第 7 回 平成 18 年 2 月 28 日 

第 8 回 平成 18 年 3 月 10 日 

第 9 回 平成 18 年 3 月 14 日 

第 10 回 平成 18 年 3 月 18 日 
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第1章  PM コンピテンシーの位置づけと動向 
 

 

1.1 PM コンピテンシーとは何か？ 

プロジェクトマネジメント（PM）コンピテンシーは文字通りに解釈すれば、プロジェク

トの遂行に関わる人材、とりわけ、プロジェクトマネジャーのコンピテンシー（モデル）

である。つまり、プロジェクト従事者とプロジェクトマネジャーの行動特性である。PM コ

ンピテンシーの理解が人によって異なるのは、プロジェクトマネジャーの行動特性の内容

そのものに原因がある。 

「モノ」を対象とするエンジニアリングにおいては、「理論」がある。その理論を適用

していく際にさまざまな現実適応や工夫が行われるものの、理論は問題解決にかなり絶対

的な役割を果たしているといえる。マネジメントもかつてはこのように考えられてきた。

たとえば、1911 年に発表されたテーラーの科学的管理法は、作業標準を基礎として、奨励

給制度を取り入れたマネジメント手法である。考案当初は適用に対して抵抗が強かったも

のの、取り入れたところ、生産性が向上し、労働者の報酬も増加した。そして、ＩＥ（イ

ンダストリアルエンジニアリング）の基礎として 100 年に渡り活用されている。一方で、

テーラーの考えが発表されて十数年後に、ホーソン実験という実験が行われている。これ

は、シカゴにあるウエスタン・エレクトリック会社のホーソン工場で 1927 年の春から本格

的に行われるようになった実験で、「照明実験」、「リレー組み立て実験」など、労働環

境が生産性に与える影響を定型化しようとする実験であった。このうち、リレー組み立て

実験では、リレー（継電器）の組立作業について、選ばれた女性がおよそ 35 の小部品を組

み上げていくというもので、テストルームの温度や湿度、彼女たちの健康状態、休憩の回

数や時間など様々な物理的条件がテストされた。この結果、個々の労働者の変化に対する

態度は、 

① 個人的経歴を通して彼女が職場に対して抱くこととなった感情（価値、希望、憂慮、

期待）と変化との間の関係 

② 変化が彼女の職場における日常的人間関係の上におよぼす影響 

の 2 点に依存することが発見された。この結果は、リレー組み立て作業といった比較的単

純な作業においてさえも、いわゆる人間的要因をマネジメントの対象にせざるをえないと

いう認識をもたらした。なぜ、このような経営学でも古典になるような古い話を持ち出し

たかというと、「管理」の対象がプロセスであり、「マネジメント」の対象が人であるこ

とを顕著に表しているからである。 
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PM は管理技法としてみた場合、かなり古い歴史と、科学的な研究があり、相当に進んで

いる。特に、アカウンタビリティとレスポンシビリティの実現を考えた場合、マネジメン

トと名のつくものの中では圧倒的に進んでいると思われる。それゆえに、それらの技法を

うまく操れることがコンピテンシーの中でも大きな要素になっている。 

にもかかわらず、プロジェクトマネジャーの行動特性は、これだけでは実現できない。

それは、上に述べたように、マネジメントは人を対象とするものであり、プロジェクトメ

ンバーの態度を好ましい方向に導いていくことが必須だからである。 

このような中で、PM コンピテンシーの捉え方は大きく分けると 2 つある。ひとつは、

プロジェクトマネジメント行動特性そのものをコンピテンシーと捉える捉え方であり、も

うひとつは、PM コンピテンシーはいくつかの要素から成り立っているタクソノミー

（taxonomy）的なアプローチである。 

前者の例としては、 近、GAPPS（Global Alliance for Project Performanece Standards） 

から発表された GAPPS-PBCS（Perfomance Based Competency Standards）［１］を

あげることができる。後者の例としては、たとえば、米国 PMI（Project Managemenet 

Institute）の PMBOK（Project Management Body Of Knowledge）［２］に対する PM

コンピテンシーである PMCDF（Project Mangers Competency Development Framework）

［３］がある。PMCDF の場合であれば、まず、知識コンピテンシー、パフォーマンスコ

ンピテンシー、人格コンピテンシーの 3 つのカテゴリーに区分されており、それぞれのカ

テゴリーにおいて行動特性を手法（ツール）に依存したタクソノミーとして定義している。

そして、それぞれのコンピテンシーがあるかどうかは、図表 1-1 のような基準で判断するよ

うに決められている。つまり、タクソノミーに対するアセスメント基準で判断する。たと

えば、PMBOK であれば、これはパフォーマンス基準と呼ばれるものである。 

図表 1-1  PMCDF における PM コンピテンシーの要素と評価 

ここで注意しておきたいことは、HRM（Human Resourace Management）系における、

特にマネジャーコンピテンシーの扱いである。それを説明する前に、HRM 系で使われるコ

プロジェクトマネジメント行動に対して、適切な態度や動機を持っている
かどうか？

パーソナルコンピテンス

ＰＭＢＯＫで示されているプロジェクトマネジメントを実行するために必要
な知識を適切に解釈し、実行に移すことができるかどうか

パフォーマンスコンピテンス

ＰＭＢＯＫで示されているプロジェクトマネジメントを実行するために必要
な知識を持っているかどうか

ナレッジコンピテンス

評価視点要素

プロジェクトマネジメント行動に対して、適切な態度や動機を持っている
かどうか？

パーソナルコンピテンス

ＰＭＢＯＫで示されているプロジェクトマネジメントを実行するために必要
な知識を適切に解釈し、実行に移すことができるかどうか

パフォーマンスコンピテンス

ＰＭＢＯＫで示されているプロジェクトマネジメントを実行するために必要
な知識を持っているかどうか

ナレッジコンピテンス

評価視点要素
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ンピテンシーの一般的な定義をあげておく。コンピテンシーは 

 コンピテンシーとは、コンスタントに高業績をあげる実在者、つまりハイパフォーマ

ーの行動特性である。 

 こうした行動特性はハイパフォーマーに対する行動インタビューで把握することがで

き、コンピテンシーモデルとしてまとめることができる。 

 コンピテンシーは心理学的なものではなく、学習可能で、測定することができるもの

である。 

という定義をされることが多い（厳密な意味での定義は一番目だけであるが、2 番目、3 番

目もしばしば定義として用いられる）。 

 

HRM でも、コンピテンシーは、全体として 40～50 程度のタクソノミーで表現されるこ

とが多い。一般的にはこれらのタクソノミーはクラスターに分けられる。たとえばひとつ

の例として、社会経済生産性本部がまとめたコンピテンシーで、マネジメントクラスター

のコンピテンシーを例にあげるとマネジメントのコンピテンシーは 

① ビジョンの明確化 

② 業務内容と部下能力の把握 

③ 自己責任の完遂 

④ 部下への指示・指導 

⑤ 公平な評価 

の 5 つであり、これをさらにタクソノミーとして細分化し、「ビジョンの明確化」コンピ

テンシーであれば、 

① ビジョンの明示 

② ビジョンの浸透 

③ ビジョンの共有 

の 3 項目で定義される。そして、これらに対して、 

① ビジョンの明示 

全社への経営計画における自部門の役割や部門のビジョンを、具体的に簡潔に部下に

示したか 

② ビジョンの浸透 

部門の目標達成に向けて、部下全員が達成できるようにビジョンを浸透させたか 

③ ビジョンの共有 

部下達とビジョンを共有し、ビジョンのコンセプトを部下に示したか 
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という形で行動指針を示している。これらの行動指針はコンピテンシー・ディクショナリ

ーと呼ばれ、一般的には、同じコンピテンシーに対して、部門単位で設定されたり、企業

ごとに設定されるのが普通である。 

このように、HRM 系においては、コンピテンシーに対して、 

クラスター、コンピテンシー、定義、行動指針 

という階層構造を設けているが、行動指針が組織や業務の内容に応じて、テーラリングさ

れている。実は、ここが PM コンピテンシーと HRM 系コンピテンシーの根本的な違いだ

といえる。 

 

PM コンピテンシーには、PMCDF とか、NCSPM のように PMBOK というマネジメン

ト標準に対して標準的なコンピテンシーを定めようとしているものや、 ICB や

GAPPS-PBCS のようにコンピテンシーをプロジェクトマネジメントの 低限の実行能力

と捉え、プロジェクトマネジメント標準と一体化しようとしているものもある。いずれに

しても、「標準」と切り離すことができないのが PM コンピテンシーの特徴である。 

つまり、HRM 系のコンピテンシーは人材の競争力を具現化しようとするものであるのに

対して、PM コンピテンシーは仕事をするのに必要な能力水準を保障しようとしている点が

大きな違いになっている。これは、たとえば、企業の営業活動やマネジメントが競争であ

るのに対して、プロジェクトマネジメントにはそのような性格が薄いことによるのかもし

れない。ただし、PM コンピテンシーに関する議論はまだ成熟過程にあると捉えることもで

き、今後、その形が変わっていく可能性もあると思われる。 

もうひとつの注意すべき視点は、コンピテンシーの開発と維持に関する視点である。ま

ず 初にコンピテンシーは能力かという点について考えておく必要がある。能力というの

は非常に広い意味で使われる言葉である。図表 1-2 はよく使われる能力概念によって、プロ

ジェクトマネジャーの能力を表現してみたものである。 

ここで、ビジネス能力としているのは、プロジェクトマネジャーの能力は PMBOK など

で定義されているように、知識と専門的能力を指すことが多いが、それらの能力が活用で

きる前提としてコア能力が必要になる。つまり、プロジェクトマネジメントの能力＋αで

ある。＋αがコア能力になる。もう少し詳しく見ていくと、コア能力とは、ビジネスの行

動の源泉になるものであり、大きく分けると、スキルとメンタルに分けることができ、い

ずれもプロジェクトマネジャーのビジネス能力としては必要なものである。 
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図表 1-2  能力の体系 

スキルには 

• 問題解決能力 

• 意思決定能力 

• 対人影響能力 

• 対人関係能力 

• 業務管理能力 

といったものがあり、メンタルには、 

• 達成意欲（使命、動機） 

• 自己変革力 

• 価値観 

などがある。 

 

次に専門的能力である。仕事を進めていく上では、いわゆる専門分野でのテクニカルス

キルと呼ばれるものが必要である。プロジェクトマネジメントの場合、この専門的能力は

かなり広範にわたるが、総じて言えば 

• ツールの活用能力 

• 手法の活用能力 

• 標準の活用能力 

プロジェクト
マネージャーの
ビジネス能力

コア能力

専門的能力

知識

スキル
問題解決能力
意思決定能力
対人影響能力
対人関係能力
業務管理能力

メンタル
達成意欲（使命、動機）
自己変革力
価値観

ツールの活用能力
手法の活用能力
標準の活用能力
アセスメント能力

プロジェクトマネジメント手法
プロジェクトマネジメントツール
ビジネス基本知識
経営管理知識
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• アセスメント能力 

といった能力クラスターをあげることができるだろう。たとえば、ツール活用能力であれ

ば、「WBS を使ってスコープ定義をする能力」といった能力が含まれてくる。これは、

PMCDF でいえば、パフォーマンスコンピテンスに近いものである。 

さらに、ここに知識も必要である。プロジェクトマネジャーに必要な知識は、体系的に

いえば 

• プロジェクトマネジメント手法 

• プロジェクトマネジメントツール 

• ビジネス基本知識 

• 経営管理知識 

といったところになると思われるが、ここで考えている知識は、単に既存で 初から与

えられるものだけではなく、ノウハウや考案などによって新たに創り出されるものまでを

含んでいる。その意味で、PMBOK のような意味での知識だけではない。この点について

は後で述べることにする。 

 

さて、これらがプロジェクトマネジャーの能力であると考えるとして、能力とはいった

い何かということをはっきりさせておきたい。図表 1-2 のような能力を持っていれば、プロ

ジェクトマネジャーとして必ず適切なマネジメント行動をとることができるのだろうか？

答えはノーである。能力とは「潜在的」なものであり、行動とは能力を使って成果を生み

出すことであるので、それは必ずしも一致しない。そして、コンピテンシーとは行動を表

す概念である。 

では、コンピテンシーと能力はどのように整理できるのだろうか？表現はいろいろある

が、能力は図表 1-2 に示したように、コア能力、技術的能力、知識の 3 つの要素から構成

されると考えられる。そして、その関係は図表 1-3 のようになっている。つまり、中心にコ

ア能力があり、そこに専門的能力が付き、そして知識が付く。その際に、重要なことは、

成果を生み出す直接的な要因は知識ではなく、コア能力である点だ。 
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図表 1-3  3 つの要素の関係 

「まず、知識から」という一般的な育成過程のイメージからは逆である。ここでは知識

というのは、たとえば、単に本に書いてあることだとは位置づけていない。本当の意味で

の知識であり、それは、コア能力や技術的能力を持って仕事をしていく中で初めて身につ

くものだと考えている。ひとつの例を上げるなら、研修で知識を付与されたときに、「ピ

ン」とくる人と、こない人がいる。この状況でいえば、知識というのは付与されたときに

自分の経験に照らしてピンと来たものであり、単に暗記をしたものではないというスタン

スである。もっといえば、コア能力や技術的能力を活用して経験をした中で、自らが生み

出した知見が知識であるといえる。そのようなものの集大成が PMBOK ガイドのようなも

のだといえなくもないが、少なくとも知識を身につけるとは、PMBOK ガイドを暗記する

ことではない。この議論は、「理解する」とはどういうことかという深遠な議論になるの

でここではこれ以上追求しない。 

さて、その中で、問題のコンピテンシーであるが、これはコア能力による業務の遂行の

中で、専門的能力や知識と相俟って生み出される行動特性と位置づけることができる。こ

こで注意すべきことはコア能力からはいろいろな行動特性が生み出されることである。た

とえば、プロジェクトマネジャーであっても設計職務行動もすることがあるし、組織マネ

ジャーの職務行動もすることもあるかもしれない。この中で、PM コンピテンシーというの

はプロジェクトマネジメントという職務範囲に対する行動特性である（図表 1-4）。 

 

 

 

プロジェクトマネジメントに関する
知識

プロジェクトマネジメントで使う
ツールの知識

コア能力
（スキル、メンタル）

技術的能力

PMコンピテンシー 成果
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図表 1-4  コンピテンシーと能力の関係 

このコンピテンシーのスコープとでもいえるものは、先に述べた専門的能力や知識によ

って決定されると思われる。つまり、一人の人に注目すると、コア能力はどのような仕事

をしようと基本的に変わらない。それゆえにコア能力である。ところが、行動特性はそれ

に専門知識や知識が掛け算されて生まれる。すなわち 

PM コンピテンシー＝コア能力×専門能力×知識 

である。 

いずれにしても、コンピテンシーは行動特性である。行動特性と能力の違いは何かとい

う点を押さえておく必要がある。行動特性は状況に依存する。能力があるからといって必

ずしもコンピテンシーがあるとは限らないというのは状況の問題である。ここで状況の例

を上げてみよう。 

ひとつは SI ベンダーのプロジェクトマネジャーＳ氏の例である。彼は非常に優秀だと目

されているプロジェクトマネジャーであるが、10 年くらいプロジェクトマネジメントの経

験をしており、少なくともこの 5 年くらいは期待されて任命されたプロジェクトはすべて

成功させている。ところが、このプロジェクトマネジャーＳ氏が直近のプロジェクトで手

痛い失敗をした。10 億円ほどの受注金額のプロジェクトで、すでに 10 億円を使ってまだ、

完了の見込みが立たないという事態になった。Ｓ氏としては従来とまったく同じやり方を

コア能力

コンピテンシー
＝職務行動特性

役割（職務範囲）

コンピテンシーでは
ない
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しているが、どうも顧客側の担当者がＳ氏をよく思っておらず、足を引っ張る側に回って

いるというのだ。それを乗り切るのがコアスキルだろうという意見もあるとは思うが、Ｓ

氏の過去の実績をみればコアスキルの問題はないことははっきりしている。つまり、コア

能力があるにもかかわらず、コンピテンシーが発揮できないという事態に陥っているのだ。 

もうひとつの例。電子機器メーカでセンサー開発を担当しているＴ氏の例。Ｔ氏も非常

に優秀なプロジェクトマネジャーで、15 年近くプロジェクトプロジェクトマネジャーを担

当し、成果を出している。組織としての信頼も厚い。能力も高く、新しいことも含めて知

識もあると目されている。ところが、 近のプロジェクトでは、プロジェクトマネジャー

として正鵠を得た発言を繰り返すものの、それをサポートする行動をしない。たとえば、

営業とのコミュニケーションが悪く、商品スコープに後々問題が出てきそうだと判断し、

プロジェクトミーティングでその問題を指摘し、責任者を明確にして対応しなくてはなら

ないと発言する。しかし、自分から動くことはしないし、また、その件に対して責任者を

明確に決めることもしない。いわゆる評論家になってしまっている。実は、Ｔ氏はキャリ

アの問題を抱えていた。プロジェクトマネジャーとして一生懸命がんばっているのだが、

キャリアパスがなくて、スタッフとしてやっている。スタッフである限り、役員の一歩手

前までで終わりだ。なんとなく、終わりが見えてきた気がして、動く動機がなくなってき

たのだ。これが、スキルを持ちながら、コンピテンシーを発揮できないという状況につな

がっている。Ｔ氏の例の場合には、コアスキルの中でメンタルクラスターにおける達成動

機がないということで、コアスキル不足だといえなくもないが、一般的にいえば、能力を

持ちながら発揮されていないというケースだといえよう。 

 

このようにPMコンピテンシーの開発は単に能力の問題ではなく、顧客リレーション面、

キャリア的な面などでの十分に配慮を要する問題である。この点をよく踏まえておく必要

があろう。 

 

1.2 プロジェクトマネジメント標準の展開と組織成熟度 

1.1 で少し触れたように、PM コンピテンシーは、プロジェクトマネジメント標準と切っ

ても切れない関係にあるため、単に個人の能力という視点だけではなく、組織のプロジェ

クトマネジメント能力との関係を考えておく必要がある。 

この意味を、簡単な例で説明してみよう。仮に、今、プロジェクトマネジメントを導入

しようとしている組織Ａと、5 年前にプロジェクトマネジメント標準を導入し、現在はプロ

セスは根付き、プロジェクトマネジャー全員が参加してマネジメント改善の活動に取り組
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んでいる組織Ｂがある。プロジェクトマネジメント標準が導入された場合、PM コンピテン

シーはその組織の標準プロセスやツールを使ったプロジェクトマネジメント行動である。

仮に組織標準をまったく無視してプロジェクトを成功させているプロジェクトマネジャー

がいたとしても、ここの議論としては PM コンピテンシーが高いとは考えない（この問題

は結構奥深い問題である）。 

すると、組織Ａのプロジェクトマネジャーの PM コンピテンシーと組織Ｂのプロジェク

トマネジャーの PM コンピテンシーは明らかに異なる。言うまでもなく、組織Ｂのプロジ

ェクトマネジャーの方が一般的な比較をすれば PM コンピテンシーは高い。これは PM 独

自の問題ではなく、冒頭に述べたように、コンピテンシーを 

• コンピテンシーとは、コンスタントに高業績をあげる実在者、つまりハイパフォーマ

ーの行動特性である。 

だと定義すれば、この問題はついて回る。たとえば、一匹狼的な営業組織があった場合の

営業マンのコンピテンシーは個人に依存していると思われる。しかし、営業組織といえど

もチーム営業を主体とし、で営業プロセスが明確に定められている組織では、その組織の

営業力と営業マンのコンピテンシーが比例関係になるだろう。 

もっと違う例を上げると、プロ野球の世界では 5 年くらい前から、どんどん、メジャー

リーグに移籍している。野球界は、日本で活躍した選手がメジャーで活躍すれば日本の野

球の実力のアピールにもなると考えて容認していた節があるが、そうともいえないケース

が出てきている。たとえば、新庄選手や、石井選手などのケースは能力開発の目的がかな

り強い。つまり、より高い環境で野球をやることによって自分の潜在力が引き出され、パ

フォーマンスが高くなることを目指している節がある。PM コンピテンシーもまったく同じ

で、組織のプロジェクトマネジメント行動のレベルが高ければ、高い PM コンピテンシー

が引き出される可能性が大きい。ハイパフォーマーの行動特性のレベルが高いからである。 

 

また、どのようなコア能力が求められるかという点でも、組織のプロジェクトマネジメ

ント能力で大きく変わってくる。成熟度の低い組織の場合、忠実に標準を守った管理やマ

ネジメントを行うことが求められるので、そのような行動を可能にするコア能力が求めら

れる。図表 1-2 でいえば、スキルとしては問題解決能力や業務管理能力、メンタルとしては

達成意欲などが重要である。ところが、成熟度が高まるにつれて、スキルとしては、意思

決定能力、対人影響能力、対人関係能力などの比重が高くなるし、メンタルでは、自己変

革力が重要になってくる。 
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1.2.1 プロジェクトマネジメント成熟モデルと PM コンピテンシー 

そこで、プロジェクトマネジメントの成熟度モデルとの関係がでてくる。図表 1-5 は PMI

のプロジェクトマネジメント成熟度モデルである OPM3（Organizational Project 

Management Maturity Model）[4]を使って、PM コンピテンシーの成熟のイメージを表現

している。 

図表 1-5  OPM3 の成熟度 

OPM3 ではマネジメントをプロジェクト、組織レベル、事業レベルの 3 つのレイヤで捉

えている。そしてマネジメントの進化として、 

• 標準化 

• 計測化 

• コントロール 

• 継続的改善 

の 4 つのレベルをおき、組織成熟度をこの 4 つのレベルで上にいけば高くなるというモデ

ルを提案している。これ自身は、ソフトウエアエンジニアリングで CMU の SEI が提案し

た CMM モデルと同じであり、プロジェクトだけを対象に考えるならば、ほぼ、CMM と同

じものである。しかし、ここにプロジェクトマネジメントの多元化、あるいは、プロジェ

クトの複雑さを念頭において、プロジェクト、プログラム、ポートフォリオというレベル

を作り、その組み合わせで成熟度を表現しようとしている。組織のマネジメントの視点が

ポートフォリオ

プログラム

プロジェクト

標準化 計測化 コントロール化 継続的改善

プ
ロ

ジ
ェク

トマ
ネ

ジ
メン

トの
成

熟
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プロジェクト、プログラム、ポートフォリオと広くなるにつれて成熟度も上がっていくと

いう考え方を提案している。この枠組み自体はおそらくまだまだ、議論のあるところだろ

うと思われる。 

これにあわせて、PM コンピテンシーもレベルが成熟するという考え方もある。つまり、

プロジェクトマネジメントよりプログラムマネジメント、プログラムマネジメントよりポ

ーフォトリオマネジメントに必要なコンピテンシーの方が高いという議論である。しかし、

ここではそのようには考えない。成熟度レベルが上がるにつれてＰＭコンピテンシーも成

熟していくが、それは、あくまでもプロジェクトマネジメント、プログラムマネジメント、

ポートフォリオマネジメントというそれぞれの範囲での話しであると考える。すなわち、

図表 1-6 にあるように、PM コンピテンシーの成熟というのはプロジェクトという範囲での

プロジェクトマネジャーのコンピテンシーだと捉えることにする。プログラムマネジャー

のコンピテンシーやプロジェクトポートフォリオマネジャーのコンピテンシーとは質的に

異なると考えるためだ。 

図表 1-6  コンピテンシーの成熟度 

そのように考えると、上の議論は、 

• 標準化の段階における PM コンピテンシー 

• 計測化の段階における PM コンピテンシー 

ポートフォリオ

プログラム

プロジェクト

標準化 計測化 コントロール化 継続的改善

プロジェクトマネジメントコンピテンシーの成熟

プログラムマネジメントコンピテンシーの成熟

ポートフォリオマネジメントコンピテンシーの成熟ポートフォリオ

プログラム

プロジェクト

標準化 計測化 コントロール化 継続的改善

プロジェクトマネジメントコンピテンシーの成熟

プログラムマネジメントコンピテンシーの成熟

ポートフォリオマネジメントコンピテンシーの成熟
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• コントロールの段階における PM コンピテンシー 

• 継続的改善の段階における PM コンピテンシー 

は異なるという議論になる。単純にいえば、図表 1-7 のような特性をコンピテンシーとして

表現することになるだろう。 

図表 1-7  コンピテンシーの特性   

 

1.2.2 プログラムマネジャーのコンピテンシーと PM コンピテンシーの違い 

上で少し触れたが、この報告書では、プログラムマネジャーのコンピテンシーと PM コ

ンピテンシーは異なるという前提にしている。P2M ではこの問題は本質的な問題となるの

で、若干、議論をしておく。 

分けている理由は上で書いたとおり、プロジェクトマネジャーとプログラムマネジャー

では職務の性格が異なるためである。この点について少し具体的に考えてみたい。 

プログラムマネジャーの行動で象徴的な活動を 2 つ上げるとすれば、リソースコンフリ

クトをはじめとするプロジェクト間のコンフリクトの調整と、その背景となるプロジェク

トの戦略的評価とプライオリティの設定である。では、そのような業務はプロジェクトマ

ネジャーの業務の中には存在しないのかということになると、決してそういうわけではな

い。プロジェクト間の調整というのは本質的にはステークホルダ間の調整であると考えら

れる。すると、プロジェクトマネジャーの業務の中でも重要な業務のひとつであり、当然、

同じようなコンピテンシーも必要となる。 

仮説をつくり、その仮説を検証し、検証結果を分析することにより仮説修正を
行っていくサイクルをきちんとまわしていける

継続的改善段階のコンピテンシー

パフォーマンスを常に意識し、如何にパフォーマンスを向上に対する強い意欲を
持っている

コントロール段階のコンピテンシー

計測する意味のある対象を判断し、それに対して注意深く見ることができる計測化段階のコンピテンシー

標準化の展開にあたり、ものごとを論理的に考え、抽象的なプロセスの記述を
現実の業務プロセスに対応させていく

標準化段階のコンピテンシー

特徴段階

仮説をつくり、その仮説を検証し、検証結果を分析することにより仮説修正を
行っていくサイクルをきちんとまわしていける

継続的改善段階のコンピテンシー

パフォーマンスを常に意識し、如何にパフォーマンスを向上に対する強い意欲を
持っている

コントロール段階のコンピテンシー

計測する意味のある対象を判断し、それに対して注意深く見ることができる計測化段階のコンピテンシー

標準化の展開にあたり、ものごとを論理的に考え、抽象的なプロセスの記述を
現実の業務プロセスに対応させていく

標準化段階のコンピテンシー

特徴段階
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しかし、一見同じ業務に見えるこの 2 つの活動は、目的は大きく異なる。プロジェクト

のステークホルダ調整は与えられた目標の達成のために行う。これに対して、プログラム

におけるプロジェクト間のコンフリクトの調整は、目標を作るために行う。その意味でプ

ロジェクトにおける調整とプログラムにおける調整のそれぞれで必要なコンピテンシーは

大きく異なる。 

この議論を整理するために、ここでコンピテンシーの分類について述べておく。コンピ

テンシーは 3 つに分けることができるという説が多い。3 つの名称はいろいろであるが、 

① 職位や職種、職務にかかわらず、組織の成員に共通して求められるコンピテンシー 

② マネジャーやマネジメントリーダーに求められるコンピテンシー 

③ 特定の職種、職務に求められるコンピテンシー 

の 3 つである。 

この報告書ではこれらをそれぞれ、コアコンピテンシー、マネジリアルコンピテンシー、

ファンクショナルコンピテンシーと呼ぶことにする。図表 1-2 でいえば、ファンクショナル

コンピテンシーは専門的能力に依存し、マネジアルコンピテンシーやコアコンピテンシー

はコア能力に依存する。 

このように定義すると、まず、コアコンピテンシーというのは組織で共有すべき価値観

や指向性を人材像にしたものだといえる。次に、マネジリアルコンピテンシーは、リーダ

ーシップ、問題解決や意思決定にかかわるコア能力であったり、あるいは、マネジメント

スキルであったりする。そして、ファンクショナルコンピテンシーは特定の職種、職務に

求められるコンピテンシーである。プロジェクトマネジャーの場合にはこれらのコンピテ

ンシーは 

コアコンピテンシー 

   ＋（PM の）ファンクショナルコンピテンシー 

     ＋若干のマネジアルコンピテンシー 

という式で表現できると思われる。これに対して、プログラムマネジャーの場合には 

 コアコンピテンシー 

   ＋マネジアルコンピテンシー 

      ＋いくつかの PM のファンクショナルコンピテンシー 

という式で表現できるだろう。このように考えてみると、プロジェクトマネジャーのコン

ピテンシーと、プログラムマネジャーのコンピテンシーはコアコンピテンシーと一部のコ

ンピテンシーはオーバーラップするものの、まったく別物であることがお分かり戴けると

思う。 
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1.2.3 キャリア開発と PM コンピテンシー 

次に PM コンピテンシーの開発の問題について少し触れておく。上でも若干議論したよ

うに PM コンピテンシーの開発はスキル開発というよりは、むしろ、キャリア開発の視点

が必要である。図表 1-2 を再度確認していただければ分かると思うが、スキルの開発が不要

だといっているわけではない。PM コンピテンシーの基盤を作るという意味で、コアスキル

の開発、専門的能力の開発は不可欠であるし、それらの能力を用いた活動の中でどのよう

な知識が生成できるかというのがコンピテンシーの強さの決定要因になる。その意味で、

PM コンピテンシーを開発するには、たとえば 

1）組織として一般的な能力開発としてコア能力の開発に取り組む 

2）ある程度の専門性を付与するための能力開発に取り組む 

3）一定の専門的知識が付与できたところで、経験をさせる 

4）その経験により知識を創出するような研修を行う 

という４ステップの取り組みが必要になる。 

ここまではあくまでも能力開発であり、コンピテンシーそのものの開発ではない。上に

述べたとおり、コンピテンシーのインフラの開発である。ここからさらに、PM コンピテン

シーの開発を行うには、その人にとって、業務上の成果とキャリアの関係を明確にし、キ

ャリアを開発していく中でコンピテンシーを発揮させていくような取り組みが不可欠であ

る。キャリア開発とコンピテンシーの開発を連動させるには、 

1）プロジェクトマネジメントのキャリアパスの明確化 

2）キャリアパス上での必要な PM コンピテンシーの明確化 

3）必要な PM コンピテンシーの開発 

といった施策が必要になる。特にこの中でポイントになるのが、上の 3 種類のコンピテン

シーの中のマネジアルコンピテンシーである。キャリアパスの考え方にもよるが、専門性

を昇華させていくようなキャリアパスにしろ、マネジャーを指向させるキャリアパスにし

ろ、キャリアのある時期からはある範囲のマネジアルコンピテンシーが必要になってくる。

ここをうまく設定することがコンピテンシー開発の重要なポイントになるのはいうまでも

ないが、結局のところ、プロジェクトマネジメントのポイントになるのではないかと思わ

れる。 

 

1.2.4 PM コンピテンシーは何に使うのか？ 

後に、この問題を考えておきたい。PM コンピテンシーではなぜかあまり議論されてい

ないポイントである。PM コンピテンシーの用途は図表 1-8 のように 
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1）プロジェクトマネジャーの選抜 

2）プロジェクトマネジャーの育成 

3）プロジェクトマネジャーの評価 

の 3 つがあると考えられる。 

図表 1-8  コンピテンシーの使い方 

1）の選抜への利用でよく行われる方法は、プロジェクトマネジャーの資格をコンピテン

シーとして表現しておく方法である。たとえば、図表 1-9 のような形でプロジェクトマネジ

ャーに必要なコンピテンシーセットを準備しておき、それに対して本人のアセスメント行

い、好ましい人材を選抜していくという方法である。また、その前段としてアセスメント

の部分を評価に活用するということも良く行われる。なお、このコンピテンシーは、報告

者が開発した PM コンピテンシーモデルを例にとったものである。 
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プロジェクト
マネジャー

選抜

コンピテンシー

人材開発
アセスメント
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図表 1-9  プロジェクトマネジャーの選抜 

PM コンピテンシーはほとんどのモデルにおいて、資格制度と結びついているので、評価

として用いられることが圧倒的に多い。また、そんなに数は多くないが、社内資格制度と

結びついた場合、選抜に用いられることが多い。 

しかし、組織において PM コンピテンシーの活用として も意義があるのは、育成だと

考えられる。つまり、現状のアセスメントを行い、組織としての理想的人材像（これが PM

コンピテンシーとして表現される）とのギャップを分析し、そのギャップを埋めるべく、

育成の計画を作っていくという用途である。図表 1-10 はその一例を示したものである。 
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図表 1-10  育成に利用 
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第2章 世界の主要な PM コンピテンシーモデルの概要 
 

2.1 はじめに 

この章では、世界の主要な PM コンピテンシーモデルの概要について紹介する。ここで

紹介するのは 

1）PMCDF（Project Manager Competency Development Framework）[1]  

2）ICB（International Competency Baseline）[2] 

3）NCSPM（National Competency Standards For Project Management）[3] 

4）GAPPS-PBCS[4] 

加えて、本研究の対象である P2M の CPC ガイドライン（Capability Based Professional 

Certification Guideline“CPC Guideline”）[5]についても触れることにする。 

第 1 章でも触れたが、PM コンピテンシーモデルは、プロジェクトマネジメント標準に

対応する形で制定されている。本章で取り上げる 5 つのモデルもそれぞれ、リファレンス

になっているプロジェクトマネジメント標準がある。 

初の PMCDF は PMI の PMBOK がリファレンスモデルになった PM コンピテンシー

モデルである。PMI では 1995 年くらいからプロジェクトマネジャーの能力を定義するとい

うアクティビティを実施しており、それをまとめたのが 2002 年に発表された PMCDF で

ある。 

二番目の ICB は IPMA（International Project Management Association）のリファレ

ンスモデルになっているが、IPMA の考え方はプロジェクトマネジメント標準を知識体系だ

けではなく、知識体系＋スキルで表現しており、そのため、ICB はプロジェクトマネジメ

ント標準であり、かつ、PM コンピテンシー標準にもなっている。ICB の開発は 1992 年か

ら始まり、1996 年に第一版がリリースされている。 

三番目は AIPM(Australian Institute of Project Management）の NCSPM である。こ

のモデルは開発経緯の関係があって、リファレンスとしているプロジェクトマネジメント

標準は PMBOK である。しかし、構造的には PMCDF とは大きく異なっている。これは非

常に興味深いことである。上に述べたように PM コンピテンシーモデルはプロジェクトマ

ネジメント標準とは切り離せないが、ひとつのプロジェクトマネジメント標準に対して、

必ずしも PM コンピテンシーモデルがひとつとは限らないことを示唆しているからだ。 

この考えをさらに推し進めていくと、プロジェクトマネジメント標準はなくても、PM コ

ンピテンシーモデルは規定できるのではないかという結論に至る。実際に、ICB はそのよ

うな考え方になっていると解釈することもできる。この考え方は、プロジェクトマネジメ
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ント体系を知識や手法で定義するのではなく、プロジェクトマネジメント行動そのもので

定義するという考え方である。そのような考え方で画期的なモデルが作られた。それが

GAAPS の開発した GAAPS -PMCS である。このモデルは P2M のコンピテンシーモデル

を考える上でも興味深い。 

後に取り上げるのが、P2M のコンピテンシーのフレームワークである CPC ガイドラ

イン である。CPC ガイドラインは、現在のところ PMR の PM コンピテンシーとして設定

されており、今後、PMA でこれを如何に扱うかがまさに本研究の目的になっている。 

これらのコンピテンシーモデルの第一の違いは上にも述べたように 

• 準拠するプロジェクトマネジメント標準 

• 規定されているコンピテンシーの内容 

ということになる。これはある意味で当たり前のことで、どのモデルも自らが推奨するプ

ロジェクトマネジメント標準を基準にして考えられている。すなわち、コンピテンシーモ

デルそのもののよしあしの議論は、どのプロジェクトマネジメント標準がよいのかという

「神学論争」になるので、その議論はしない。ただ、一点だけ触れておきたい点は、ICB

はフレームワークは設定しているが、自らの標準は使う側が決めるというスタンスをとっ

ている。このような標準の世界では、プロジェクトマネジメント標準そのものもテーラリ

ングするし、当然、PM コンピテンシーもテーラリングすることになる。プロジェクトマネ

ジメントプロセスのテーラリングという問題は標準のあり方にかかわる問題である。PMI

が常に言っているように、自分たちはどのような業界やプロジェクトにも、通用する標準

のミニマムセットを提供しているだけであり、これを IT やエンジニアリグというように、

業界に合うように進化させていってほしいというスタンスもあるだろう。しかし、では、

業界ではなく、会社でいいかというと、現実にはそうなっているか、標準の価値にかかわ

る問題になってくる。たとえば、PMBOK に準拠した標準を持つＡ社とＢ社があったとき

に、ジョイントで仕事ができないとすれば、標準の価値は小さくなる。そのような意味で、

このような場合に標準をどうするかというのは非常にデリケートな問題であるといえる。 

しかし、PM コンピテンシーに対しては、PMBOK をめぐる 2 つの PM コンピテンシー

標準があることからも分かるように、ひとつ（標準）である必要はまったくない。もちろ

ん、PM コンピテンシーを使う目的にもよる。この研究のように、資格のアセスメントに使

おうとすれば標準は必要である。しかし、一般企業が使う場合には、PM コンピテンシーを

どのように取るかというのはむしろ、競争要因になるし、その競争は PM 能力競争として

きわめて重要なものになる。その意味で、PM コンピテンシーは各社が工夫してモデル開発

をしていくべきものである。 
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2.2 フレームワーク 

さて、そのような認識であれば、それぞれの PM コンピテンシーモデルがどのような内

容になっているかを詳細に検討することはあまり意味がないと思われる。コンピテンシー

モデルのよしあしの議論は、どのプロジェクトマネジメント標準がよいのかという「神学

論争」になるので、その議論はしない。そこで、この報告書では、特にアーキテクチャー

の違いを分析し、PMA のコンピテンシーの設計へのインプットとなるようにしたい。アー

キテクチャーといった場合、問題になるポイントは 

1）PM コンピテンシーの表現形式 

2）プロジェクトマネジメント標準に対する PM コンピテンシーの位置づけ 

3）PM コンピテンシーのレベリング（アセスメント）の方法 

の 3 つであると考えられるので、ここでは、この 3 点を中心に説明をしたい。また、本研

究は PMA の構想のためのものであるので、これに加えて、 

4）PMA へのインプリケーション 

という項目を立てておく。 

上に上げた 5 つのモデルはいずれも構造が違うので、HRM 系で一般的に使われるコンピ

テンシーの構造を基準にして説明をしていく。第 1 章でも触れたが、HRM で使われるコン

ピテンシーで一般的な構造は、ヘイが提示した 

 クラスター、コンピテンシー、定義、行動指針 

という構造である。クラスターはコンピテンシーの種類を現している。定義はコンピテン

シーの定義であり、行動指針はそのコンピテンシーを持っているかどうかを判断する基準

となる行動例を記述したものである。 

 

実はこの形式は、第 1 章で述べたようにスキルとコンピテンシーを両方扱おうとする PM

コンピテンシーにはあまり適さない形式である。今回、紹介する 4 つのモデルはすべてこ

の形を踏んでいない。これが HRM 系から見た場合に、いったい、何がコンピテンシーな

のかが分からなくなっている 大の理由でもあるが、逆に PM 流のコンピテンシー定義法

であるともいえる。 

蛇足ながら、PM コンピテンシーの定義の方法を、スキルを踏まえたマネジメント行動で

ある考えれば、この形式で表現することも可能である。報告者の会社（有限会社プロジェ

クトマネジメントオフィス）で開発した PM コンピテンシーモデル pmstyle はこのモデル

を使っているので、ここで簡単に紹介しておく。 

図表 2-1 にクラスター、図表 2-2 にコンピテンシーと定義、図表 2-3 に行動指針を示して
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いる。 

図表 2-1  pmstyle PM コンピテンシークラスター  

 

図表 2-2  pmstyle PM コンピテンシー 
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図表 2-3  pmstyle PM コンピテンシー行動指針例 

pmstyle がこのような形式を使っている理由は、組織マネジメントの中で、たとえば、プ

ロダクトマネジャーとマーケティングマネジャーとプロジェクトマネジャーの間で、コン

ピテンシーという言葉のさすものが異なることは混乱を引き起こすからである。ライン職

のマネジャーとプロジェクトマネジャーは違うからといえばそれまでだが、実は、コンピ

テンシーモデルの開発の業務の際に、ほかのマネジャー職のコンピテンシーにあわせて、

PM コンピテンシーモデルの開発を依頼されるケースは結構多く、そのような視点もあるこ

とを併せて述べておきたい。 

今回サーベイするモデルの中でも、GAPPS の GAPPS-PBCS はおそらくこの形式で表現

することが可能であるが、PM コンピテンシーの潮流を踏まえて、このような形式にしてい

ないものと思われる。 

本報告書では、この HRM のモデルに照らし合わせて、4 つのコンピテンシーモデルがど

のような構造になっているかを比較して行くことにする。 

 

2.3 PMCDF 

2.3.1 PM コンピテンシーの表現形式 

PMCDF のコンピテンシーの定義は、スコット・パリー(Scott Parry 1998)[6]の定義に基

づいており、コンピテンシーは、以下のような知識、態度、スキル、そのほかの個人特性

の集合だと定義している。 

• その人の職務の主要な部分(例：重要な役割や責任)に影響する 

• 職務の遂行能力と相関がある 

• 一般的な基準に照らして測定できる 

ＰＭとして遂行すべき職務の責任を放棄しているレベル１

プロジェクトの成果について正しく説明できるが，知識や能力が不
足しており遂行できない

レベル２

プロジェクトの成果について正しく説明でき，かつ業務がより進捗
するようなレベルで遂行している

レベル３

プロジェクトの成果について常に高いレベルで果たすべく行動して
いる

レベル４

プロジェクトの成果について自らの意思でその範囲を拡大し，高
いレベルで遂行している

レベル５

例）アカウンタビリティ

ＰＭとして遂行すべき職務の責任を放棄しているレベル１

プロジェクトの成果について正しく説明できるが，知識や能力が不
足しており遂行できない

レベル２

プロジェクトの成果について正しく説明でき，かつ業務がより進捗
するようなレベルで遂行している

レベル３

プロジェクトの成果について常に高いレベルで果たすべく行動して
いる

レベル４

プロジェクトの成果について自らの意思でその範囲を拡大し，高
いレベルで遂行している

レベル５

例）アカウンタビリティ
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• トレーニングや育成をとおして向上できる 

• コンピテンスディメンションに分解できる  

 

上の 4 つについては改めて説明の必要はないと思うが、 後のディメンションについて

もう少し、説明しておく。PMCDF ではコンピテンスディメンションは以下の 3 つに分類

されている（図表 2-4）。 

図表 2-4  PMCDF コンピテンシー体系（参考文献[1]より引用） 

① プロジェクトマネジメント知識（知識や理解） 

プロジェクトマネジャーがプロジェクトにもたらす知識や理解などコンピテンスの

知識要素。9 つの知識エリアごとのコンピテンス・ユニットに分類され、さらに各ユ

ニットは 5 つのプロセス群ごとのクラスターに分解される。個々の要素とパフォー

マンス基準は、オーストラリアのコンピテンシー標準体系と PMI 認定部門の Role 

Delineation Study を参考にしている。 

② プロジェクトマネジメント実践（実践、実行能力） 

期待されるパフォーマンス・レベルでプロジェクトマネジメント活動を実行する能力。

プロジェクトマネジメントのタスクを実行する人が示す業務遂行能力。知識コンピテ

ンシーに基づいているが、その違いは、実践コンピテンシーでは、タスクを実行する

際に知識とスキルを適用する能力を示すことが求められる点である。 

③ 人格コンピテンシー（態度や特性） 
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人格コンピテンシーはヒューマンスキルの提供にその役割があるとされており、以下

の 6 つのユニットで構成される。 

• 達成と行動 

• 支援と人的サービス 

• インパクトと影響 

• マネジメント 

• 認識 

• 個人の効果性 

以上をまとめると、図表 2-5 のような構造になっている。 

図表 2-5  PMCDF の体系（参考文献[1]を参考に作成） 

 

さて、もう少し、構造を見ていこう。PMCDF では知識コンピテンス、実践コンピテン

スについては、以下のような構造をとっている。 

_.# コンピテンス・ユニット 

_.#.# コンピテンシー・クラスター 

_.#.#.# 要素（各コンピテンシー・クラスターに固有） 

_.#.#.#.# パフォーマンス基準（各要素に固有） 

 

ここには実際には、図表 2-6 のような番号が入る。 

PM 
コンピテンシー

知識
コンピテンス

９知識領域の
コンピテンシー

ユニット

実践
コンピテンス

９知識領域の
コンピテンシー

ユニット

人格
コンピテンス

６つの
コンピテンシー

ユニット

５プロセスの
コンピテンシー

クラスター

クラスター対応
コンピテンシー

エレメント

エレメントの
パフォーマンス

評価
実証する知識

５プロセスの
コンピテンシー

クラスター

クラスターごとの
コンピテンシー

エレメント

エレメントの
パフォーマンス

評価基準

証明できる
行動

ユニットごとに
２～４クラスター

クラスターごとの
コンピテンシー

エレメント

エレメントの
パフォーマンス

評価基準
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図表 2-6  プロジェクトマネジメントの知識と実践コンピテンシーの番号体系（参考文献[1]を引

用） 

この構造の各要素は、それぞれ、以下のようなものである。 

1） コンピテンス・ユニット 

コンピテンス・ユニットは、特定の局面でプロジェクトマネジャーに期待されるこ

とを大まかに述べたものである。ユニットは、職務領域における完全な機能として

独立しており、プロジェクトマネジメントの知識エリアに対応する。 

2） コンピテンシー・クラスター 

コンピテンシー・クラスターは、立上げ、計画、実行、コントロール、終結のプロ

セス群に対応している。 

3） 要素 

各コンピテンス・ユニットとコンピテンシークラスターは複数の要素からなり、プ

ロジェクトマネジャーが有すべきコンピテンシーを示す。 

4） パフォーマンス基準 

各要素は、卓越した能力により達成される結果を規定したパフォーマンス基準で示

される。パフォーマンス基準は、コンピテンスの証跡を評価する基礎である。 

 

図表 2-7 に知識コンピテンスと実践コンピテンスを表形式に表現した例を示す。 
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 33 

図表 2-7  知識コンピテンスと実践コンピテンスを表形式に表現した例（参考文献[1]より引用） 

これに対して、人格コンピテンシーはまったく異なるフレームワークで表現されている。

これは、HRM 系のコンピテンシーでは定番ともいえる、スペンサーの枠組み[7]（図表 2-8）

に準じたものになっている。図表 2-9 に人格コンピテンシーの体系を示す。 

図表 2-8  HRM 系の定番スペンサーのコンピテンシーモデル 
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・ ニーズと要求事項
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評価ガイドラインの例

利益測定法や制約条件 適化モデル法などのプロジェクトの選定手法や意
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図表 2-9  人格コンピテンシーの体系（参考文献[1]より引用） 

【例】 

■ユニット 達成と行動 

 －クラスター 達成重視（B1.1） 

   －要素 プロジェクト・ゴール達成のための厳しい業務姿勢（B1.1.1） 

     －パフォーマンス基準 適切なプロジェクト・ステークホルダーによって 

設定された卓越したタスクと基準に焦点を合わせる。 

 

これから分かるように、PMCDF においては、HRM 系のコンピテンシーと 

 クラスター＝ユニット 

 コンピテンシー＝クラスター 

 定義＝要素 

 行動＝パフォーマンス基準 

という関係があることが分かる。 

 

2.3.2 プロジェクトマネジメント標準に対する PM コンピテンシーの位置づけ 

図表 2-5、図表 2-7 から分かるように、PMCDF は知識コンピテンスと実践コンピテンス

が PMBOK のプロセスに対応している。そして、人格コンピテンスは、これらのコンピテ
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ンスによりより高いプロジェクトパフォーマンスを実現できるようなヒューマンスキルを

与えるという明確な位置づけになっている。そのため、PMCDF を別のプロジェクトマネ

ジメント標準に適用することはきわめて難しく、PMBOK 専用の PM コンピテンシーモデ

ルになっている。 

逆に、知識コンピテンス、実践コンピテンスについていえば、PMBOK ガイドの代わり

になるし、また、PMBOK ガイドでは明確にされていない部分が、パフォーマンス基準で

明確になっている部分が多々あり、その意味で役立つモデルである。 

ここで興味深いのは、人格コンピテンスの部分はほかのプロジェクトマネジメント標準

に使えるかどうかという問題である。この答えは YES であろう。この部分は単にプロジェ

クトマネジメントの専門用語に縛られているだけであり、一般的な用語しか出てこないた

め、ICB の PM コンピテンシーモデルに使うことも可能であろう。また、この部分だけを

PM コンピテンシーとして定義すれば、通常の HRM 系のコンピテンシーモデルとしても十

分に活用できるだろう。ただし、PMCDF では人格コンピテンシーも、ユニット、クラス

ター、エレメント、パフォーマンス基準というフレームで表現されているので、上に述べ

た問題は残る。 

 

2.3.3 PM コンピテンシーのレベリング（アセスメント）の方法 

PMCDF には基本的にレベルはない。今回取り上げたほかのモデルとの違いである。こ

れは PMBOK が組織の成熟度とプロジェクトマネジャーの成熟度（コンピテンシーのレベ

ル）を関係付けて考えようとしているためだと思われる。 

また、現在のところ、PMBOK に明確なポートフォリオマネジメント、あるいはプログ

ラムマネジメントの標準は定められておらず、ICB や NCSPM に見られるような対象の複

雑さによりレベリングすることも行われていない。いうまでもなく、PMI は今後、成熟度

に、プロジェクトの複雑さへの対応を併せてプロジェクト、プログラム、ポーフォトリオ

という構造で考えようとしているので、何らかの形で PMCDF にも反映されてくることが

予想される。 

 

2.3.4 PMA へのインプリケーション 

PMCDF から PMA へのインプリケーションは、人格コンピテンスの内容であろう。再三

述べたように PMCDF では、まだ、プログラムマネジメントについてはまったく言及され

ておらず、この点では PMA へのインプリケーションに乏しい。 

しかし、人格コンピテンスの内容の中には、そのままプログラムマネジメントで必要な



 36 

ものも数多く含まれている。また PMCDF のアプローチが賢明だと思われるのは、HRM で

はデファクトスタンダードといわれているスペンサー兄弟のコンピテンシーモデルを持ち

出してきたことである。 

このモデルは特にマネジメント系のコンピテンシーでは決定的なものになっているので、

プログラムマネジメントにおいても概念整理を行えば、このコンピテンシーモデルをテー

ラリングして、コンピテンシーモデルを作れる公算は高い。 

その意味で、PMA でコンピテンシーモデルの構築をしていくにあたっては、PMCDF と

同じくスペンサー兄弟のコンピテンシーモデルからスタートできないかどうかは検討に値

するといえよう。 

 

2.4 ICB 

2.4.1 PM コンピテンシーの表現形式 

ICB は IPMA により制定されたプロジェクトマネジメント標準である。ICB ではプロジ

ェクトマネジャーのレベルを以下の 4 つに設定している。 

1） Level A 認定プロジェクトディレクター（Certificated Project Director） 

企業内、組織内、あるいはプログラム内のすべてのプロジェクトを指揮できる。 

2） Level B 認定プロジェクトマネジャー（Certificated Project Manager） 

複雑性の高いプロジェクトを自分自身でマネジメントできる。 

3） Level C プロジェクトマネジメントプロフェッショナル（Project Management 

Practitioner） 

複雑性の高くないプロジェクトを自分自身でマネジメントでき、複雑性の高いプロ

ジェクトに対してもプロジェクトマネジメント全般に渡りマネジャーを援助できる。 

4） Level D プロジェクトマネジメント従事者（Project Management Practitioner） 

プロジェクトマネジメント全般に対する知識を有している 

その上で、Level D に対しては、知識を持つこと、Level A～C に対してはコンピテンス

を持つことを能力条件としている。 

 

ICB では、PM コンピテンシー（コンピテンス）を 

 知識（Knowledge）＋経験（Experience）＋個人的資質（Personal attitude） 

の 3 つから構成している。 

知識と経験には図表 2-10 に示す 28 のエレメントと、14 の追加エレメントがある。また、

個人的資質には図表 2-11 に示す 8 つのカテゴリーがあり、それぞれのカテゴリーの中には、
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8 つの行動について、望ましい行動（Characteristics）と望ましくない行動（Opposite）が

セットで示され、3 段階のアセスメントに使えるようになっている。 

図表 2-10  知識と経験 

 

 

 

 

 

 

1 プロジェクトとプロジェクトマネジメント Project and Project Management
2 プロジェクトマネジメント実行 Project Management Implementation
3 プロジェクトによる経営 Management by Project
4 システムアプローチとインテグレーション Sysytem Approach and Integration
5 プロジェクト環境 Project Context
6 プロジェクトのフェーズとライフサイクル Project Phases and Life Cycle
7 プロジェクトの構想と評価 Project Development and Appraisal
8 プロジェクトの目的と戦略 Project Objectives and Strategies
9 プロジェクトの成功と失敗の指標 Project Success and Failure Criteria

10 プロジェクト立ち上げ Project Start UP
11 プロジェクトの終結 Project Cloese Out
12 プロジェクトの構造 Project Structures
13 成果、スコープ Content, Scope
14 スケジュール Time Schedules
15 リソース Resources
16 プロジェクトコストとファイナンス Project Cost and Finance
17 成果物の構成と変更 Configurations and Changes
18 プロジェクトリスク Project Risks
19 パフォーマンス測定 Perfomance Measurement
20 プロジェクトコントロール Project Contolling
21 情報管理、記録、報告 Information, Documentation, Reporting
22 プロジェクト組織 Project Organisation
23 チームワーク Teamwors
24 リーダーシップ Leadership
25 コミュニケーション Communication
26 コンフリクトマネジメント Conflicts and Crises
27 調達と契約 Procurment, Contracts
28 プロジェクト品質 Project Quality
29 プロジェクトにおける情報配布 Informatics in Projects
30 標準と規則 Standards and Regulations
31 問題解決 Problem Solving
32 交渉、ミーティング Negotiations, Meetings
33 上位組織 Permanent Organisation
34 ビジネスプロセス Business Processes
35 人事 Personnel Development
36 組織学習 Organisational Learning
37 チェンジマネジメント Management of Change
38 マーケティング、プロダクトマネジメント Marketing, Product Management
39 システム管理 Sysytems Management
40 安全、衛生、環境 Safety, Health, Environment
41 法務 Legal Aspects
42 ファイナンスと会計 Finance and Accounting
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図表 2-11  個人的資質 

skilfulness熟練10

horizon of experience経験範囲9

balanced judgementバランス感覚8

overview大局観7

transparency透明性6

common sense常識5

clearness明るさ4

absence of errors網羅性3

systematic and structured way of thinkingシステム思考、構造的思考2

logic論理性1

全体的印象

skilfulness熟練10

horizon of experience経験範囲9

balanced judgementバランス感覚8

overview大局観7

transparency透明性6

common sense常識5

clearness明るさ4

absence of errors網羅性3

systematic and structured way of thinkingシステム思考、構造的思考2

logic論理性1

全体的印象

 

図表 2-12  全体的印象 

 

たとえば、 

1. コミュニケーション能力（Ability to communicate） 

であれば、 

 1-1(Characteristics) 相手の言うことに傾聴し、できるだけしゃべらせる 

    (Opposite)       相手のインプットを無視し、相手がしゃべるのを邪魔する 

 1-2(Characteristics) どんなタイプのメッセージもうまく伝える 

    (Opposite)       メッセージの伝達に苦労している 

   ・・・ 

 1-8(Characteristics) 他人からのよいインプットを歓迎する 

1 コミュニケーション能力
Ability to communicate

2 主体性、関心、情熱、動機
Initiative, engagement, enthusiasm, ability of motivation

3 コンタクト能力、オープンさ
Aability of getting in contact, openness

4 感性、セルフコントロール、価値の正しい認識、責任遂行の心構え、誠実さ
sensibility, self control, ability of value appreciation, readiness for responsibility, personal integrity

5 コンフリクトの解消、文化の主張、公正さ
conflict solvting, argumentation culture, fairness

6 問題発見、全体的思考
Ability of finding solutions, holistic thinking

7 誠実さ、結束、支援の心構え
loyalty, solidarity, readiness for helping

8 リーダーシップ
Leadership abilities
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    (Opposite)       他人からのインプットの受け入れに消極的である 

というように定めている。 

 

ICB では、PM コンピテンシーのアセスメントのために、レベルに対する要求をタクソ

ノミーとして示している。タクソノミーの構成は、 

① 42 コンピテンスエレメント 

② 視点ごとに分類したコンピテンスの集合 

のいずれでも可能である。 

②の場合には、集合を自由に構成することができるが、ひとつの例として次のような 1

分類があげられている。 

 タクソノミー1 基礎 

 タクソノミー2 方法論と技法 

 タクソノミー3 組織的行動能力 

 タクソノミー4 社会的行動能力 

 タクソノミー5 一般的管理能力 

 タクソノミー6 個人的資質 

 タクソノミー7 全体的印象 

 

それぞれのタクソノミーに対して、コンピテンシーエレメントを図表 2-13 のように割り

振っている。 

図表 2-13  タクソノミーの構成例 

番号 タクソノミー レンジ

Ｉ 基礎 １～１２

ＩＩ 方法論と技法 １２～２１

ＩＩＩ 組織的行動能力 ２２、２７、３０－３６

IV 社会的行動能力 ２３～２６

V 一般的管理能力 ２８～２９、３７～４２

VI 個人的資質 個人的資質１～８

VII 全体的印象 全体的印象１～１０
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①の場合には、個別にタクソノミーのクライテリアを決めている。たとえば、プロジェ

クトコストマネジメントのクライテリアを図表 2-14 に示す。 

図表 2-14  タクソノミーの評価指標 

ここでレベルは、知識、経験ともおおざっぱには「high」、「middle」、「low」の 3

段階に分かれる。レベルにはそれぞれ、以下のような意味がある。 

知識に対しては 

① high 

専門的ノウハウを有しており、それを評価し、適切な評価指標を作り、評価できる。

また、アプリケーションの実行結果を評価できる 

② middle 

信頼性の高い知識を有しており、結果を評価するために適切な評価指標を適用できる 

③ low 

エレメントに関する知識があり、それを既存のクライテリアを使って説明できる 

という定義をしている。 

また、経験に対しては 

① high 

種類の異なる多くのプロジェクトにおいて、プロジェクトの全期間に渡り、責任性の

高いプロジェクトマネジメントエリアでのプロジェクトマネジメントの経験があり、

よい結果を残している。 

② middle 

重要性の高い組織の多くのプロジェクトプロジェクトにおいて、数フェーズにわたっ

て、重要なマネジメントエリアでのプロジェクトマネジメントを経験し、平均的な結

果を残している 

プロジェクトコストマネジメント

high medium low

プロジェクトコスト算出の基礎

コストによるプロジェクト評価の方法論

コスト見積の方法論

コスト計画の方法論

コストと時間の関係

プロジェクトコストの把握と、差異の分析

コストコントロール

ファイナンシャルマネジメントとプロジェクトファイナンス
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③ low 

数プロジェクトのいくつかのフェーズにおいて、その視点からのプロジェクトマネジ

メントの経験がある 

の 3 つを定めている。また、この中で個別に評価する場合には、0 から 10 までの 11 段階

のレベルを設定し、以下のような意味を持たせている。 

 図表 2-15  タクソノミー 

10   エキスパート 

 9～7 ベテラン 

 6～4 一人前 

 3～1 初心者 

 0   まったくの新人 

これから分かるように、ICB は HRM 系のコンピテンシーと比較して 

 クラスター＝レンジ 

 コンピテンシー＝タクソノミー 

 定義＝要素 

 行動指針＝タクソノミー評価基準 

という関係がある。 

 

2.4.2 プロジェクトマネジメント標準に対する PM コンピテンシーの位置づけ 

ICB では、PMCDF のように PM コンピテンシーとプロジェクトマネジメント標準を分

離するということを行っていない。上でも述べたが、 

PMCDF  ICB 

知識コンピテンス ＝ 知識コンピテンス 

実践コンピテンス ＝ 経験コンピテンス 

人格コンピテンス ＝ 個人的資質 

という関係がある。知識と経験については、PMCDF のところで述べたように、コンピテ

プロジェクトとプロジェクトマネジメント
タクソノミー 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
知識 A B C D
経験 A B C

プロジェクトマネジメント実行
タクソノミー 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
知識 A B C D
経験 A B C
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ンシーの定義がそのまま行動レベルでのプロジェクトマネジメント標準ガイドの役割をす

るので、標準そのものである。 

ただ、ICB の場合には、個人的資質は 

• コミュニケーション能力 

• 主体性、関心、情熱、動機 

• コンタクト能力、オープンさ 

• 感性、セルフコントロール、価値の正しい認識、責任遂行の心構え、誠実さ 

• コンフリクトの解消、文化の主張、公正さ 

• 問題発見、全体的思考 

• 誠実さ、結束、支援の心構え 

• リーダーシップ 

といった項目が並んでおり、そのアセスメント基準を見ても上に述べたようにプロジェ

クトマネジャー限定の資質に限定した記述だとは捉えにくい。どちらかといえば、コア能

力に近いものであり、コア能力がプロジェクトマネジメントの場面で PM コンピテンシー

を発揮させていると考えた方がよいだろう。さらに、全体的印象にいたっては 

• 論理性 

• システム思考、構造的思考 

• 網羅性 

• 明るさ 

• 常識 

• 透明性 

• 大局観 

• バランス感覚 

• 経験範囲 

• 熟練 

であり、これは、完全にコア能力である。 

このため、これらのコア能力が、プロジェクトマネジメント行動にどのような影響を与

えてほしいか（高業績者の場合にはどのような影響がでているか）が分かりにくいモデル

になっている。この点が若干残念な点である。 

ただ、タクソノミーをたくみに使い、エレメント（要素）ベースのコンピテンシーと、

レンジベースのコンピテンシーのどちらも可能にしている点は非常に優れたアーキテクチ

ャーであるといえよう。 
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2.4.3 PM コンピテンシーのレベリング（アセスメント）の方法 

ICB の場合、レベリングはレベルＡ、レベルＢ、レベルＣ、レベルＤの 4 つのクラスを

設定し、そこに対してタクソノミーを使ってコンピテンシーのレベルを設定している。こ

れは大変巧妙な方法である。 

この中で興味を引かれる点があるので、指摘しておく。一般的に考えて、たとえば、レ

ベルＡとレベルＢを較べるとすべてのタクソノミーに対してＡの方が上位に定義されると

思い勝ちであるが、実際には違う。たとえば「標準と規則」エレメントでは、知識につい

ては、 

 Ｂ＝５ 

 Ａ，Ｃ，Ｄ＝４ 

と定義されている。また、問題解決においては、 

 Ｂ，Ｃ，Ｄ＝６ 

 Ａ＝５ 

と定義されている。一方で問題解決について、経験を見てみると 

 Ａ＝６ 

 Ｂ＝５ 

 Ｃ＝４ 

となっている。問題解決の経験が多く要求されるが、知識は少なくてよいというのはある

意味では当たり前のようにも思えるが、このように改めて定義されてみるとなかなか含意

があることである。 

 

2.4.4 PMA へのインプリケーション 

ICB から PMA へのインプリケーションは、レベリングと、プロジェクトとプログラム

の扱い方であろう。ICB では、プログラムでもプロジェクトでも同じコンピテンシーエレ

メントを用いて、タクソノミーで区別するという方法をとっている。 

これは、プロジェクトマネジメントからプログラムマネジメントへというよりも、当初

からプログラムマネジメントも意識して要素を考えていた気配がある。実際に、要素を見

ていくと 

• プロジェクトによる経営 

• システムアプローチとインテグレーション 

• プロジェクト環境 

• プロジェクトのフェーズとライフサイクル 
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• プロジェクトの構想と評価 

• プロジェクトの目的と戦略 

• プロジェクトの成功と失敗の指標 

といったプログラムマネジメントの基本要素となる項目がかなり含まれている（もちろん、

プロジェクトマネジメントでも成熟させようとすれば不可欠である）。ＩＣＢの項目を見

ていると、プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメントのコンピテンシーはまっ

たく同じものではないという示唆を受ける。 

つまり、プロジェクトマネジャーのコンピテンシーがあって、そこに何かが足されて、

プログラムマネジャーのコンピテンシーになる 

 PMR＋α＝PMA 

という構図ではなく、プログラムマネジャーのコンピテンシーがあって、そこから不要な

ものを引いてプロジェクトマネジャーのコンピテンシーになる 

 PMA－α＝PMR 

という図式を作るべきではないかというのが、ICBから受けるインプリケーションである。 

 

 

2.5 NCSPM 

2.5.1 PM コンピテンシーの表現形式 

すでに述べたように、NCSPM はオーストラリアプロジェクトマネジメント協会（AIPM）

が、PMI の PMBOK のマネジメントプロセスの活用を前提に開発したコンピテンシーモデ

ルである。コンピテンシーモデル自体も、オーストラリアの産業界の意見をくみ上げて、

英国APMのBoK（Body of Knowledge）で開発されたモデルに類似のものを採用している。

このため、3 つのレベルがそれぞれ、レベル４、５、６とされ、以下のようなレベル設定が

とられている。 

レベル４：業務は業務プロセスと成果への通常必要なガイダンスにより、監督すること 

なしに遂行される。 

レベル５：業務は大雑把なガイダンスにより遂行される 

レベル６：業務は、大雑把な計画、予算、戦略にそって、少ない指導で遂行される 

レベル４は８ユニット、レベル５、６は９ユニットから構成されている。 

図表 2-16 に、各レベルのユニットの一覧を示す。 
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図表 2-16  各レベルのユニット一覧 

 

 

 

Apply scope management techniques

Apply time management techniques

Apply cost management techniques

Apply huma resource management techniques

Apply quality management techniques

Apply communication management techniques

Apply risk management techniques

Apply contract and procurement techniques

Manage application of project integrative process

Manage project scope

Manage project time

Manage project cost

Manage project quality

Manage project human resource

Manage project communications

Manage project risk

Manage project procurement

Direct project's integration

Direct multiple project's scope and manage program scope

Direct project's time management

Direct project's cost management

Direct project's quaｌity management

Direct project's huma resource management

Direct project's communication management and manage program communications

Direct project's risk management and manage program risk

Direct project and contracts

レベル４

PM401 スコープマネジメント技法の適用

PM402 タイムマネジメント技法の適用

PM403 コストマネジメント技法の適用

PM404 品質マネジメント技法の適用

PM405 人的資源マネジメント技法の適用

PM406 コミュニケーションマネジメント技法の適用

PM407 リスクマネジメント技法の適用

PM408 契約・調達管理技法の適用

レベル５

PM501 プロジェクト統合プロセス適用のマネジメント

PM502 プロジェクトスコープのマネジメント

PM503 プロジェクトスケジュールのマネジメント

PM504 プロジェクトコストのマネジメント

PM505 プロジェクト品質のマネジメント

PM506 人的資源のマネジメント

PM507 プロジェクトコミュニケーションのマネジメント

PM508 プロジェクトリスクのマネジメント

PM509 プロジェクト調達のマネジメント

レベル６

PM601 プロジェクト統合の指揮

PM602 複数のプロジェクトスコープの指揮とプログラムスコープのマネジメント

PM603 複数プロジェクトのスケジュールマネジメントの指揮

PM604 複数プロジェクトのコストマネジメントの指揮

PM605 複数プロジェクトの品質マネジメントの指揮

PM606 複数プロジェクトの人的資源マネジメントの指揮

PM607 複数プロジェクトのコミュニケーションマネジメントの指揮とプログラムコミュニケーションのマネジメント

PM608 複数プロジェクトのリスクマネジメントの指揮とプログラムリスクのマネジメント

PM609 複数プロジェクトと契約の指揮



 46 

各ユニットはレベルに関係なく、以下の構造になっている 

① 定義（Unit Diciptor） 

② フィールド（Competency field） 

③ ドメイン（Domain） 

④ コンピテンシーの適用（Application of the competency） 

⑤ 要素（Element） 

⑥ 能力基準（Performance Criteria） 

⑦ レンジ（Range Statement） 

⑧ エビデンスガイド（Evidence Guide） 

  ・アセスメント要求の全体像 

  ・特別な要求事項 

    －知識と理解への要求 

    －スキルと姿勢への要求 

  ・重要コンピテンシー 

  ・エビデンスとなる成果物 

  ・エビデンスとなるプロセス 

  ・アセスメントへの協力者 

  ・一緒に行うべきアセスメント 

 

図表 2-17 にレベル４の「コストマネジメント技法の適用」ユニットの例（一部抜粋）を

示す。 
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図表 2-17  レベル４の「コストマネジメント技法の適用」ユニットの例（一部抜粋） 

 

PM コンピテンシーの定義は、レベル４では PMBOK の統合を除く 8 つの知識領域、レ

ベル５～６では 9 つ全部の知識領域に対して定義されている。レベル４で統合知識領域に

設定がないのは、統合マネジメントを行うレベルではないためである。 

①定義（Unit Dissciptor）
プロジェクトコストをコントロールするためのメカニズムとし
て使われる予算を作り、作業に必要な支出を特定するユ

②フィールド（Competency field） ビジネスマネジメントサービス

③ドメイン（Domain） プロジェクトマネジメント

④コンピテンシーの適用（Application of the competenc
プロジェクトのコストマネジメントの側面から、専門家を補
助する

⑤要素（Element） ⑥能力基準（Performance Criteria）

6.プロジェクト予算作成の補助
1.1　タスク、アクティビティ、コミュニケーションなどに必要
なコストを見積もる
1.2　コストを時間、リソースなどのマッピングする
・・・

7.プロジェクトコストのモニタリング
8.コスト決定のプロセスに貢献する

⑦レンジ（Range Statement）
見積コストの範囲 メンバー

プロジェクトマネジメントチーム
・・・

コストマネジメントアクティビティの範囲 組織で決まっている枠組み
上限値の範囲
・・・

⑧エビデンスガイド（Evidence Guide）

　　・アセスメント要求の全体像
プロジェクトにおけるコストマネジメントに対して貢献できる
ことのエビデンスを持っていること。予算化、コストモニタリ
ング、ほか

　　・特別な要求事項

　　　　－知識と理解への要求
・プロジェクトライフサイクルの中でのプロジェクトコストマ
ネジメントの位置づけ
・コストマネジメントツールや技法の適用方法
・コストマネジメントプロセスの必要な理由、時期など

　　　　－スキルと姿勢への要求 ・ファイナンシャルマネジメントスキル
・計画
・監視・追跡
・チームワークとコミュニケーションスキル

　　・重要コンピテンシー １　コミュニケーション
・レポート作成チームにおけるコミュニケーション
・ミーティングやディスカッションにおいてプレゼンテーショ
ンするスキル
２ 組織的な情報の収集と解析
・プロジェクトのファイナンシャル情報の監視とコントロール
・プロジェクトのレビュースキル
３　組織的なアクティビティの計画
４ チーム作業
５　数学的な考えと手法の利用
６　問題解決
７　技術の活用

　　・エビデンスとなる成果物 ・経験範囲でのコスト見積
・・・

　　・エビデンスとなるプロセス
　　・アセスメントへの協力者
　　・一緒に行うべきアセスメント
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また、レベル４は技法の適用に重点が置かれており、上に述べた 8 つの知識領域での技

法を知っており、適用できることが求められている。レベル５は、統合プロセス、スコープ、

スケジュール、コスト、品質、人的資源、コミュニケーション、リスク、調達（契約）の 9

つのマネジメント対象に対して、マネジメントできることが求められている。さらに、レベ

ル６では、複数のプロジェクトにおけるこれら 9 つのマネジメントを指揮できること、お

よび、スコープ、リスク、コミュニケーションについてはプログラムレベルのマネジメント

ができることが求められている。 

 

2.5.2 プロジェクトマネジメント標準に対する PM コンピテンシーの位置づけ 

上に述べたようにNCSPMはPMBOKを対象にしたPMコンピテンシーモデルであるの

で、ここでは、PMCDF との比較をしてみたい。 

PMCDF が知識領域に対して１次元であるのに対して、NCSPM は、そこにレベルを加

えて２次元になっている。要素と能力基準の部分が PMCDF の知識コンピテンシーと、行

動コンピテンシーに対応している。そして、重要コンピテンシーの項目が、人格コンピテン

シーに該当している。そのように対応させると、PM コンピテンシーとして規定されている

ことはほとんど同じであるが、レベルによって上に述べたような違いがある。PMCDF は、

NCSPM でいえばレベル５に相当しているように思える。 

レベル４は基本的にはアシスタント的な立場で、プロジェクトマネジャーの補助をする

行動力が求められている。レベル５がプロジェクトマネジメントとして一人前の行動を取れ

ることであり、レベル６は複数のプロジェクトを扱えることになっている。 

コンピテンシーの内容を読んでみても、レベル５とレベル６の連続性が問題だと思われ

る。特に、プログラムレベルでのマネジメントとマルチプロジェクトの指揮では作業の質が

違うし、それは定義されているコンピテンシーを見ても分かる。その意味で、一応、形とし

ては整っているが、これを同じコンピテンシーモデルとして捉えてよいかどうかは疑問が残

る。 

内容を見る限り、ICB のレベルＡとＢの方が連続性があるように感じる。これは、NCSPM

が PMBOK を対象にして作られており、そもそも、PMBOK2003 ではまだ、マルチプロジ

ェクトマネジメントやプログラムマネジメントへの対応が十分ではないために不整合が起

こっていると思われる。 

これに対して、レベル４とレベル５の間は、連続性が高いように思われる。仮に PMCDF

の知識＝レベル４、行動＝レベル５だと捉えると、NCSPM の方が分かりやすく、コンピ

テンシーモデルとしては良くできているように思う。 
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2.5.3 PM コンピテンシーのレベリング（アセスメント）の方法 

レベル４は基本的にはアシスタント的な立場で、プロジェクトマネジャーの補助をする

行動力が求められている。レベル５がプロジェクトマネジメントとして一人前の行動を取れ

ることであり、レベル６は複数のプロジェクトを扱えることになっている。 

コンピテンシーの内容を読んでみても、レベル５とレベル６の連続性が問題だと思われ

る。特に、プログラムレベルでのマネジメントとマルチプロジェクトの指揮では作業の質が

違うし、それは定義されているコンピテンシーを見ても分かる。その意味で、一応、形とし

ては整っているが、これを同じコンピテンシーモデルとして捉えてよいかどうかは疑問が残

る。 

内容を見る限り、ICB のレベルＡとＢの方が連続性があるように感じる。これは、NCSPM

が PMBOK を対象にして作られており、そもそも、PMBOK2003 ではまだ、マルチプロジ

ェクトマネジメントやプログラムマネジメントへの対応が十分ではないために不整合が起

こっていると思われる。 

これに対して、レベル４とレベル５の間は、連続性が高いように思われる。仮に PMCDF

の知識＝レベル４、行動＝レベル５だと捉えると、NCSPM の方が分かりやすく、コンピ

テンシーモデルとしては良くできているように思う。 

 

2.5.4 PMA へのインプリケーション 

NCSPM は P2M の構造にもっとも近い。おそらく、 

 PMS＝レベル４ 

 PMR＝レベル５ 

 PMA＝レベル６ 

という対応がつくものと思われる。その意味で、PMAのコンピテンシーの検討をする際に、

アーキテクチャー、コンテンツとも、学ぶものは多いと思う。ただし、上にも述べたが、コ

ンピテンシーの記述を見ていると、レベル４とレベル５の関係に較べ、レベル５とレベル６

の関係は連続性に乏しく、不自然さがある。その意味で、そもそも、プロジェクトとプログ

ラムは同じ線上にあるのかという疑義を抱かされる部分もある。その点もインプリケーショ

ンであろう。 
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2.6 GAPPS-PBCS 

2.6.1 PM コンピテンシーの表現形式 

GAPPS-PBCS は、GAPPS が開発した PM コンピテンシーのフレームワークであり、特

定のプロジェクトマネジメント標準に依存せず、プロジェクトマネジメント行動に着目し、

汎用的に使えるようにした PM コンピテンシーモデルである。 

GAPPS-PBCS の構造は 

 ユニット（番号＋タイトル） 

  要素 

   パフォーマンス基準 

という他の PM コンピテンシーモデルと比較するとシンプルなモデルになっている。 

ユニットには、6 つがある。 

図表 2-18 ユニット 

プロジェクトのアカウンタビリティとレスポンシビリティを考えた場合、この 6 つで十

分であるという判断で決められているように思うが、PM コンピテンシーというのが何かと

考えたときに、 低限、行わなくてはならないマネジメント行動であるというのは非常に明

快で分かりやすい。標準とコンピテンシーは違うというのは、PMBOK や ICB とまったく

逆の立場になるので、その意味でも興味深い。 

さて、これらの各ユニットに対して、３～５つの要素が定められている。たとえば、「ス

テークホルダとの関係をマネジメントする」ユニットであれば、 

1.1 ステークホルダの関心が特定され、整理されていることを確認する 

1.2 個人とチームのパフォーマンスの効率化を推進している 

1.3 ステークホルダとのコミュニケーションをマネジメントしている 

1.4 外部のステークホルダの参画をファシリテートしている 

の 4 つがある。 

 

さらにこの下にパフォーマンス基準がある。パフォーマンス基準の例を挙げておく。た

PM01 ステークホルダとの関係をマネジメントする Manage Stakeholder Relationships

PM02 プロジェクトの計画策定をマネジメントする Manage Development of the Plan for the Project

PM03 プロジェクトの進捗をマネジメントする Manage Project Progress

PM04 成果物の受容性をマネジメントする Manage Product Acceptance

PM05 プロジェクトの推移をマネジメントする Manage Project Transitions

PM06 プロジェクトパフォーマンスを評価し、改善する Evaluate and Improve Project Performance



 51 

とえば、「要素 1.1 ステークホルダの関心が特定され、整理されていることを確認する」

に対するパフォーマンス基準としては、 

 1.1.1 ステークホルダを適切に決定されている 

 1.1.2 ステークホルダの関心が調査され、ドキュメント化されている 

 1.1.3 ステークホルダの関心がプロジェクトの意思決定の際に配慮されている 

 1.1.4 異なる関心へのアドレッシングの行動が構築されている 

がある。さらに、これに対して、レンジステートメントとして、そのパフォーマンス範囲が

明確にされている。 

特定の PM 手法に依存せず、これだけの単純な構造であるので、非常に分かりやすく、

使いやすい PM コンピテンシーモデルである。 

 

2.6.2 レベリング 

さらに、この PM コンピテンシーの興味深い点は、他の手法のように PM のレベルで考

えずに、プロジェクトマネジメントの複雑性を指標化して、ＰＭコンピテンシーのレベルに

関連付けていることである。 

これは、図表 2-19 にあるようなテーブルで行っている。これは、Crawford-Ishikura フ

ァクタ（CIFTER）と呼ばれるテーブルである。CIFTER によってプロジェクトマネジメ

ントのレイティングを行っている。 

図表 2-19  CIFTER 
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標準としては、プロジェクトマネジメントのレイティングと PM コンピテンシーのレベ

ルは明確に位置づけられていない。逆にいえば、レイティングにコンピテンシーレベルの紐

付けをしていくことが可能であるということだ。これは、どのような標準をもってきてもこ

れらの PM コンピテンシーモデルを使ってアセスメントができる可能性を示唆しており、

これらの PM コンピテンシーの利用価値が出てくるのではないかと思われる。 

 

2.6.3 PMA へのインプリケーション 

GAPPS-PBCS からのもっとも重要なインプリケーションは、行動モデルで PM コンピテ

ンシーを定義できるという点であろう。その意味で、4 つの PM コンピテンシーの中で、も

っとも大きなインプリケーションがあるように思える。 

また、PMA のコンピテンシーを考える場合、スキルよりも、一般的なマネジメントコン

ピテンシーが重要な役割を果たすのではないかを思われる。そのように考えると、

GAPPS-PBCS のような考え方に学ぶものは多い。 

 

 

2.7 CPC 

CPC を PM コンピテンシーと呼ぶことが適切かどうかは微妙であるが、本報告書が P2M

のコンピテンシーにかかわるものであることから、一応、触れておくことにする。 

CPCはPMR試験のための審査判断要素をタクソノミーとして提示しているものであり、

以下の 10 個のタクソノミーからなる。 

① 全体思考様式 

② 戦略思考様式 

③ 統合思考様式 

④ リーダーシップ様式 

⑤ 計画行動様式 

⑥ 実行行動様式 

⑦ 調整行動様式 

⑧ 人間関係様式 

⑨ 成果追求様式 

⑩ 生活様式 

それぞれの詳細は、図表 2-20 を参照してほしい。この中のひとつである成果追求様式に

ついては、図表 2-21 のような形でパフォーマンス基準に相当するものも提示されている。
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残念ながらこれ以上の情報はないので、構造が良く分からないが、おそらく、HRM 系コン

ピテンシーとの関係としては 

 クラスター＝タクソノミー 

 コンピテンシー＝基準 

 行動様式＝質問 

となっていると思われる。 

図表 2-20  能力評価様式（Taxonomy） 

 

図表 2-21  成果追求様式 
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2.8 再度、アーキテクチャーの問題 

調査の 後に、もう一度、アーキテクチャーの問題に触れておきたい。P2M の手法は個

別マネジメントはともかくとして、プログラムマネジメントは経営モデルの色合いが強いと

考えられる。手法があって、アーキテクチャルな手法はあるが、プロジェクトマネジメント

のようにツールが重要な役割を果たす分野ではないだろう。 

そのように考えると、コンピテンシーも PM コンピテンシーの延長線上にあるとは考え

にくい。タクソノミーのような部分で全体を表現する方法であればもっともらしく表現でき

る可能性はあるが、本質的に、マネジメントコンピテンシーを意識して全体の構成を決めて

いかないと有効なモデルはできないと思われる。 

そのように考えたときに、現在、PM コンピテンシーで使われているアーキテクチャーに

こだわるべきではないだろう。むしろ、HRM 系で使われているアーキテクチャーにのっと

り、コンピテンシーモデルを作っていく方が得策だと思われる。 

この点は、今後の進め方の重要なポイントになると思われる。 
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第3章  P2M 資格と PM コンピテンシー 
本章を作成するにあたっては、「平成 15 年度 プロジェクトマネジメント実践力評価方

法の調査研究報告書」及び「平成 17 年度 能力ベース資格認定ガイドライン（Capability 

Based Professional Certification Guideline“CPC Guideline”）」からの知見及び情報の

引用に多くを負っています。 

 

3.1 PM 人材育成の必要性 

3.1.1 新しい職業人材 

顧客ニーズの変化、マーケットの変化、技術の変化などの環境変化が、複雑な問題を政

治、社会、企業に対して解決を迫っている。個人も組織も思い切って、大胆に新しい発想で

新しい仕組みを考えて、環境の変化に対応した改革を推進していかなければならない。その

大切な改革理念が「高い視点と広い視野を持つ人材」の育成である。一つの領域ではなく、

いくつかの領域にまたがるような問題、例えば「新しい事業をつくる」「新しい製品をつく

る」又は「新しいサービスを提供する」といった問題は、技術、金融、経営などの複合的な

知識が必要である。しかし、このような広い知識をもった専門家はいままでに育成されてこ

なかった。複雑な問題を個別専門家にも「見える、分かる」ように全体像や実現シナリオを

描き、それをいくつかのプロジェクトに分割し、仕掛けを創り、それを利用して価値を創造

する人材を使命達成型職業人、あるいはミッション型人材と呼んでいる。このように従来の

プロジェクトマネジャーよりは、もう一段高い視点と広い視野で見られる知識を持って、全

体 適に挑戦する職業人としてのプログラムマネジャー人材が求められている。 

P2M とは日本発の「プロジェクト＆プログラムマネジメント(Project & Program 

Management)」のことである。これまで「１つのテーマ」を持つ企画事業の合理的な実行

については、プロジェクトマネジメントが開発されてきた。プロジェクトマネジメントは、

その部分を解決する基礎知識を提供するが、「いくつものテーマ」へ対処する全体の問題解

決は無理である。そこで複雑な問題は、いくつかのプロジェクトに分割して全体として統合

しようとするのが、「プロジェクトマネジメントを基礎にしたプログラムマネジメント」い

う世界で初めての標準知識体系である。これが P2M である。P2M のガイドブックでは、

プロジェクトマネジメントの定義を「特定使命(Specific Mission)を達成するためにチーム

を編成して、確実な成果を獲得する実践能力である」としている。一方、プログラムマネジ

メントの定義は「全体使命(Holistic Mission)を達成するために、複数の有機的なプロジェ

クトを組織し、その関係性を 適化して全体価値を高め、使命を達成する統合能力である」

している。要約すれば「特定使命のための実践力（プロジェクトマネジメント）から、全体
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使命のための統合力（プログラムマネジメント）へ」という主旨なる。環境の変化はプロジ

ェクトマネジメントにも変革を迫っている。 

 

3.1.2 資格認定の必要性 

わが国のプロジェクトマネジメントの適用は、主にエンジニアリング産業の技術システ

ム構築に留まってきた。プロジェクトマネジメントの本質的な強みは、学際、業際で知の結

集を図る「チームワーク」と潜在力を引き出す「リーダーシップ」形成の 2 つである。P2M

の開発によって、その能力は一層充実強化され、適用領域は行政、地域、経営領域にまで拡

張されて、P2M 職業人の社会的必要性が増大している。資格認定の必要性は次の 3 つの対

応に絞られる。 

① 知的人材のエンプロイアビリティ向上への対応 

② ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応 

③ 知識サービス社会における企業改革への対応 

 

① 知的人材のエンプロイアビリティ向上への対応 

終身雇用制から成果主義へ大きく変貌する過程で、リストラクチャリングによる人材シ

ーズとニーズのミスマッチが発生している。とりわけ、知的資産の空洞化を抑止する対

策は、長期視点で戦略的な政策課題である。その意味でも PMAJ の認定制度が、知的

人材のエンプロイアビリティ（Employability：雇用価値）を高める意義は深い。この

制度によって知的人材が就業適応力を高め、次世代に暗黙知を継承することが可能にな

る。PMAJ の役割は「能力は高いが判定が困難である」というディレンマの解決に貢献

している。「ものづくりと知的サービス」を共有してきたエンジニアリング、建設、製

造業では、かなりの人材がプロジェクトマネジメントタイプの技術やビジネスノウハウ

を蓄積している。この企業固有の知的資産を共有化するために、P2M 標準ガイドブッ

クによる再整理と実践力達成度による資格認定が必要である。 

② ブロードバンド時代の人材ニーズへの対応 

ブロードバンド時代を迎えて、行政、産業、企業は、「ユビキタス社会」ビジョンを掲

げ「いたるところ」で、「低料金」で「高速」に、「大容量」の情報の送受信とそれを

取り巻く技術の恩恵を受ける時代を告げている。 

このような環境整備によって、地理、業種、組織などの枠を超えて無限の知識融合型の

プログラムとプロジェクトが産みだされ、P2M 職業人材へのニーズが産まれる。しか

も、その使命は「複合問題の解決」である。例えば、行政では電子政府によるサービス
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の提供と合理化による質的向上を両立する任務がある。また、地域では老齢化に向けて

介護と医療サービスの連携と情報システム利用が課題となる。産業界でもマルチメディ

ア市場における事業開発、商品開発にリードタイムの短縮と投資回収という複雑な対立

問題を解決できる人材の育成と認定のニーズが増加している。 

③ 知識サービス社会における企業改革への対応 

企業資産を区別すれば物的資産と知的資産に大別される。知的資産は管理者が持つビジ

ネスモデル発想、技術者が持つ技術ノウハウや営業マンが持つ顧客情報であり、組織の

知的資源でもある。新規事業開発などは、将来に向けた価値創造プロジェクトである。

その実行にプロジェクトリーダーを必要とする。企業業績は勝ち組と負け組が二極化す

る傾向にあるが、その岐路は知的資産の利用と人材育成であり、知的企業に変革できる

かどうかにある。停滞企業が形式的な輸入経営を導入している間に、優良企業は環境変

化にタイムリーに適応してオンリーワン型の「新しい仕組み」を創り出している。組織

を横断してチームを編成し、市場価値を高める P2M 人材の育成を意識し、強化しなけ

ればならない。 

 

3.1.3 資格認定の視点 

資格認定の狙いは、第一義的な「実践力を適正評価する」ところから「PM 職業人の地位

確立」、「P2M の普及・活用・促進」へと展開しながら、 終的には経済産業省の重点施

策である「経済の活性化を促す高度人材の育成・輩出」という大局観へと繋がるものである。

従って、下記のような視点が重要になる。 

① 職業人を評価する 

プロジェクトマネジメント能力が関わる広い業界領域で「すぐに価値を産出できる」職

業人としての実践力を評価することである。詰まりは「使える人材」を見極めることで

ある。 

② 成果による判断をする 

実践力は長期による成果を現場で見なければ評価できない。また成果を本人が事後解説

しても内容に偏り、過大、過小の表現格差がでることは否めない。従って、いろいろな

角度から「できる人」を見極める必要がある。 

③ 公正な評価をする 

第三者評価は外部に対して評価の「正しさ」が価値となる。しかし、候補者による長期

成果を短い評価機会に記述テスト、論文、バイオデータ資料の断片で評価しても完全と

断定することは難しい。P2M 資格評価では資料、面接、論文に加えて、応用知識＋多
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領域ケース研究を導入した「能力評価と能力強化を一体化」して対応する。 

④ 職業人能力の 3 つの基本属性で評価する 

職業人能力は3つの基本属性、つまり体系的知識(Knowledge)、実践経験(Competence)、

姿勢・資質・倫理(attitude)により仕事の成果を出している。この３つの基本要素が結

合された仕事能力を、P2M では実践力(Capability)と呼ぶ。 

⑤ 知識基準と成果基準で評価する 

PMC（PM コーディネーター）と PMS（PM スペシャリスト）は知識(Knowledge)評価

であり、職業人としての 小知識の習得を認定する。これに対して、PMR（プロジェク

トマネジャー）と PMA（プログラムマネジャー）は成果(Performance)評価である。知

識基準は知識に関する範囲、難度水準、一般性が課題となる。これに対して、成果基準

(Performance)は、個人能力(Competency)が中心的な評価対象になる。 

⑥ 個人能力と組織能力で評価する 

個人能力(Competency)と組織能力(Capability)には差異がある。プロジェクトマネジメ

ントの成果は個人能力により発揮されるが、多くのケースで組織におけるチームワーク

が発揮された組織能力に依存することが多い。個人能力が組織能力の発揮までに波及し

成果向上に発展するかは、追証が必要である。 

 

3.1.4 人材育成プロセス 

PMAJ は、エンプロイアビリティ向上、ブロードバンド時代、および知的企業への変革

を意識して P2M 職業人の資格認定への挑戦を推奨している。プロジェクトマネジメントに

「豊かな経験のある人材」や「若い資質のある人材」は、成果主義や人材流動化の潮流にあ

って自己の能力を上司や人事担当者に積極的に証明する時代が到来している。環境変化に適

応してタイムリーに P2M 知識体系を学習し、自己の能力を第三者が判別できるようにする

ことが大切である。そのためには実務経験を公的資格付与の観点から公正に評価する必要が

ある。企業は戦略に適合した組織能力を図り、個人は移動や処遇で機会を見逃さない努力が

重要である。図表 3-1 に示す人材育成プロセスは企業内外の人材ニーズに応えるプロセスと

して評価されている。 
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図表 3-1   PM 人材プロセス 

 

3.2 P2M 人材像と資格 

PMAJ の資格認定制度は「実践力基準」による資格認定を運営する。実践力は実務に必

要な知識、経験、姿勢・資質・倫理要素に裏付けられた、実務で価値を生み出す総合能力を

意味する。認定制度は、応募者に対して次の 4 階級の「P2M 職業人の資格」を用意してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMPM人材育成人材育成プロセスプロセス

PM人材
ニーズにマッチする

P2M人材
知的資産を活かす 資格認定を受ける

環境変化に適応する

P2Mを学習する

経験を可視化する

資格試験を受ける

機会を逃さない

能力を証明する
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図表 3-2  P2M 職業人の資格 

④プログラムマネジメント・アーキテクト（PMA：Program Management Architect） 

③プロジェクトマネジャー・レジスタード（PMR：Project Manager Registered） 

②プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（PMS：Project Management Specialist） 

①プロジェクトマネジメント・コーディネーター 

(PMC：Project Management Coordinator) 

 

3.2.1 プロジェクトマネジメント・コーディネーター(PMC) 

人材像 

プロジェクトマネジメント・コーディネーター(Project Management Coordinator)（以

後 PM コーディネーターまたは PMC と呼ぶ）は、実務を理解できる限定された知識を習得

し、メンバーと専門用語を使って意思疎通を果たし、コーディネーターとしてプロジェクト

チームに貢献できる役割を発揮できる人材を意図する。 

審査方式 

P2M 標準ガイドブックの限定範囲で「知識ベースの筆記試験方式」で知識要素の達成水

準を判定し資格を付与する。プロジェクトマネジメントのコア知識の獲得が要求される。 

応募要件 

応募要件で学歴、実務経験を問わない。PMC 講座の受講が義務付けられる。 

P2MP2M職業人の資格職業人の資格

PMCレベル

P2M講習会

(24時間：義務）

学歴・実務

経験問わず

P2M
ガイドブック限定

(PMコア知識）

・プロジェクトリーダー

・プロジェクトメンバー

Project
Management
Coordinator

PMSレベル

P2M講習会

（56時間：任意）

学歴・実務

経験問わず

P2M
ガイドブック

（P2M全般知識）

・プロジェクトマネジャー

・プロジェクトリーダー

Project
Management
Specialist

---
3年以上の

プロジェクト

マネジメント

実践知識
・プロジェクトディレクター

・プロジェクトマジャー

Project
Manager
Registered

---
7年以上の

プロジェクト・プログラム

マネジメント

実践知識
・プログラムマネジャー

・プロジェクトディレクター

Program
Management
Architect

講習経験知識範囲対象名称

①PMC

②PMS

③PMR

④PMA
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資格取得者の特典 

PMAJ は PM コーディネーターとして登録し、P2M クラブ会員となる。資格更新は 5 年

間ごとに行い、実践力向上維持のために CPU(Continuing Professional Development Unit)

ポイントの獲得に努める。資格取得者は、資格を保持している限り、次の段階の PMS への

知識要素の応募要件を充足できる。 

 

3.2.2 プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS) 

人材像 

プロジェクトマネジメント・スペシャリスト（Project Management Specialist）（以後

PM スペシャリストまたは PMS と呼ぶ）は、実務を理解できる知識を習得し、メンバーと

専門用語を使って十分に意思疎通を果たし、スペシャリストとしてプロジェクトチームに貢

献できる役割を発揮できる人材を意図する。 

審査方式 

P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「知識ベースの筆記試験方式」で知識要

素の達成水準を判定し資格を付与する。プロジェクトマネジメントとプログラムマネジメン

トの体系的知識の獲得が要求される。 

応募要件 

応募要件で学歴、実務経験を問わない。 

資格取得者の特典 

PMAJ は PM スペシャリストとして登録し、P2M クラブ会員となる。資格更新は 5 年間

ごとに行い、実践力向上維持のために CPU(Continuing Professional Development Unit)

ポイントの獲得に努める。資格取得者は、資格を保持している限り、次の段階の PMR への

知識要素の応募要件を充足できる。 

 

3.2.3 プロジェクトマネジャー・レジスタード(PMR) 

人材像 

プロジェクトマネジャー・レジスタード（Project Manager Registered）（以後、PM レ

ジスタードまたは PMR と呼ぶ）は、プロジェクトの中核人材としてチームをリードし進捗

管理と障害や対立に問題解決の提案を行い、メンバーに動機付けし人間関係を維持しながら

粘り強くプロジェクトを完遂する役割を果たせる人材を意図する。 

資格認定 

P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要
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素の達成水準を判定し資格を付与する。 

応募要件 

① PM スペシャリスト(PMS)の資格を有していること。 

② 3 年以上のプロジェクト実務経験があること。 

③ プロジェクトマネジャー或いは中核メンバーとして、2 種類 50 人以上チーム、3 種類

30 人以上のチーム、5 種類 10 人以上のチームのいずれか、もしくは同等の実務経験

があること。以上の条件を満たすこと。 

資格取得者の特典 

PMAJ は資格取得者を PM レジスタード（PMR）として登録する。資格更新は５年間ご

とに行い、実践力維持・向上のために、PMAJ はメンバーにメリットのある自己啓発の機

会を提供し、CPU(Continuing Professional Development Unit)制度を設けている。資格取

得者は、資格を保持している限り、次の段階の PMA への能力要素の応募要件を充足できる。

資格取得者は PMAJ の PM スペシャリスト試験出題委員の候補者に登録される。 

 

3.2.4 プログラムマネジメント・アーキテクト(PMA) 

人材像 

プログラムマネジメント・アーキテクト（Program Management Architect ）（以後 PM

アーキテクトまたは PMA と呼ぶ）は、プロジェクトマネジメントにおける実績を蓄積して、

プログラムに属する大規模なプロジェクト、開発リスクの高いプロジェクト、複雑な多重シ

ステムを形成するプロジェクト、複数の大規模組織間のプロジェクトのオーナーマネジャー、

プログラムマネジャーあるいはコンサルティングマネジャーなどの中核人材としての経験

を持ち、プログラムの創案、実行、事業運営に直接携わり障害や対立に問題解決の提案を行

い、異種領域や組織間関係性を創造的に構築しプログラムの実現にリーダーシップを果たせ

る人材を意図する。 

資格認定 

P2M 標準ガイドブックに準拠した内容と範囲で「能力ベースの判定試験方式」で能力要

素の達成水準を判定し、資格を付与する。 

応募要件 

① PM レジスター(PMR)の資格を有していること。 

② 7 年以上のプロジェクト実務経験があること。 

③ プロジェクトマネジャーあるいは中核メンバーとして、5 種類 300 人以上のチーム、

10 種類 100 人以上のチーム、15 種類 50 人以上のチームのいずれか、もしくは同等
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の実務経験があること。以上の条件を満たすこと。 

資格取得者の特典 

PMAJ は資格取得者を PM アーキテクト（PMA）として登録する。資格更新は５年間ご

とに行い、実践力維持・向上のために、PMAJ はメンバーにメリットのある自己啓発の機

会を提供し、CPU(Continuing Professional Development Unit)制度を設けている。資格取

得者は PMAJ の PM レジスタード（PMR）の講師と審査員の候補者に登録される。 

 

3.3 資格と PM 実践力 

3.3.1 実践力の考え方 

「実践力」(Capability)とは、実務で価値を生み出す能力である。それは実務に必要な知

識、経験、姿勢・資質・倫理等の実践要素(Capability Element)に裏付けられ、一体化され

た統合能力を意味する。つまり実践力は、これらの実践要素の一体化とプロジェクトチーム

での実証力に意味が込められている。 

個人能力としてコンピテンシー(Competency)の概念がある。その意味は「高業績者によ

って実証された、有効な行動パターンを生み出す統合的な行動特性能力」であり、行動特性

で知識、経験、姿勢・資質・倫理が一体化するという解釈では実践力と重複する部分がある。

コンピテンシーはタテ型組織における特定職能の 高業績を達成した個人特性をモデルと

したものである。P2M が意図する実践力はチームワークの潜在力を引き出す能力を強く意

識しており、チームメンバーの充足感とチームメンバー全体の向上心を狙っている。その意

味で P2M の実践力(Capability)とは、個人と組織の統合的なチーム特性をモデルとした概

念である。 

実践力は同種あるいは周辺職域で通用し、「使える」「役に立つ」「成果を出す」とい

った評価に応える柔軟力でもある。業界が異なる職域理解や職種適応が素早く「飲み込みが

良い」という迅速な適応力もある。実務家は豊かな経験を持つが、知識範囲に限定や偏りが

あると、柔軟で迅速な適応力が弱く、チーム潜在力を発揮できない。実務家は実践力の向上

によって新たな知識を獲得し、過去に蓄積した経験を整理し深化させることができる。また、

実践力が向上すると機会への挑戦意欲を持つ姿勢が形成され資質が開花する。実務で問題の

本質を洞察し、解決を提案し、実行をリードする使命達成能力を体得できるのである。別の

言葉で表現すれば、暗黙知と形式知が循環して進化し、問題発見能力、予知能力、意思決定

能力、人間関係力などが状況に適応して発揮されるスパイラルプロセスがある。P2M 職業

人への第一歩は、図表 3-3 に示される実践力向上のスパイラルプロセスを意識することであ

る。 
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図表 3-3  実践力向上のスパイラル 

 

3.3.2 P2M の実践力とは 

P2M では修得した知識、業務スキル、実践経験を通して、業務遂行する過程で遭遇する

問題の本質を理解し、不足の知識、スキル、経験があれば、組織内または外部からこれらを

集め、問題の本質に もふさわしい解決を求め、目的の使命を達成する能力を実践力と定義

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実践力向上のスパイラル実践力向上のスパイラル

実践力が向上する

実務を経験する

問題に直面する

解決に限界がある

知識を広める

姿勢が変わる

新問題に挑戦する

問題を解決する

知識と経験が融合する

実務を経験する
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図表 3-4  P2M の実践力 

P2M が求める実践力は専門職業人では取り扱えない「複合問題の解決」に力点が置かれ

ており、 

Ⅰ．体系的知識(Knowledge)、 

Ⅱ．実践経験(Competence)、 

Ⅲ．姿勢・資質・倫理(Attitude)、 

という実践力 3 要素(Capability Elements)の総合力によって発揮されるものである。  

この実践力はプロジェクト実施に際し、目標としての成果責任を果たすという行動責任

(Accountability)を伴い、更に持続的な学習とその実践的活動(Development)によって真の

実践力が形成される(CBB: Capability Building Baseline)。 

実践力を 3 要素の総合力としたのは、体系的知識だけではプロジェクトを運用すること

ができないことを認識し、必要とされる知識が必要な時点で適用できる実践的経験を重視し、

これらを実践力の基礎とした。さらに、価値創造や新規事業開発では簡単に業務を進めるこ

とが困難である。これらの困難を打破し前進するには 3 つの要素の中にある姿勢・資質・

倫理がこれに大きく関与する。従って実践力ではこれらの能力を総合した認識を示す。 

3.3.2.1 体系的知識(Knowledge) 

(1) 体系的知識 

体系的知識とは使命達成型職業人が P2M を実施するに必要とされる固有の「高い視

点」と「広い視野」を可能にする体系的知識を意味し、 低でも PMS 合格程度の知識の

P2MP2Mの実践力の実践力

実践力形成
(CBB)

持続的学習と実践
(Development)

行動責任
(Accountability)

実践力
(Capability)

Ⅰ．体系的知識
(Knowledge)

Ⅲ．姿勢・資質・倫理
(Attitude)

Ⅱ．実践経験
(Competence)
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保有を意味する。しかし知識の保有と仕事上の業績には必ずしも相関関係を見出せない

こと、また、必要な知識は関係者から吸収することも可能なため、寧ろ専門家の意見を

理解する能力が尊重される。その意味で知識は必要条件ではあるが充分条件ではない。 

(2) マネジメントスキル 

体系的知識とは別に、ガイドブックではプロジェクトマネジメント共通観で、マネジ

メントスキルの利用を示している。マネジメントスキルとは「成果を獲得するために、

組織をつくり、人を動かし、効率と効果を上げる専門職業能力である」と定義している。

組織は専門家による分業を可能にし、仕事の効率を飛躍的に上昇させることが分業の原

理である。組織に所属する人間は、仕事に対する関心や熱意、快適な職場環境の要因で

働いている。したがって目的や状況に適した組織をつくり、そのリーダーが所属するメ

ンバーに動機付けを行い、効率を上げるのがマネジメント理論の原則である。しかしこ

れらマネジメントスキルの源泉は、実践経験によって得られた教訓、判断方式、手順、

知恵、技巧などを含むものである。 

P2Mでプロジェクトマネジメントスキルは共通マネジメントスキルと個別マネジメン

トスキルから構成される。共通マネジメントスキルはマネジメントの原則、組織論、マ

ネジメントサイクル、リーダーシップ、資源活用のための実践的知識、スキルを有効利

用できる実践力が求められている。また、個別マネジメントスキルは、戦略マネジメン

ト、ファイナンスマネジメント、目標マネジメント等、11 の知識体系をテンプレートと

して準備している。 

3.3.2.2 実践経験(Competence) 

実践経験とはプロジェクトを運営してきた実践的経験を意味し、プロジェクト運営で卓

越した業績を示しうるコンピテンシーを身につけることのできる経験を意味し、単なる実務

経験を意味しない。従って経験時間の長さや、経験数の多さで評価しない。P2M 資格審査

ではどのような価値創造をおこなってきたか、どのように価値創造をおこなえる能力を経験

してきたかを審査判定する。実践経験とは実体験が次の展開に寄与することを計画した体験

的経験を意味する。P2M 的職業人材に求める実践経験の意味するものをここに示す。 

 (1) 学んだ知識を活用し、正しく使える能力を養う 

 (2) 失敗をプラスに処理する能力を養う 

 (3) 経験から新しい概念を構築する能力を養う 

 (4) 同類の問題に対して解決する類推の能力を養う 

 (5) 多くの実践的経験を積み重ねて勘を養う 

 (6) 仮説設定と課題解決能力を養う 
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 (7) 経験を経験則にまとめる能力を養う 

(1) 学んだ知識を活用し、正しく使える能力 

学んだ知識を活用するには現状に適合させるというステップが求められる。ここで多

くの障害に遭遇する。現状で実践していない方法を関係者に要請することになり、関係

者の抵抗や無視という障害である。ここで求められるものは、これらの障害に遭遇して

もひるまずこれらを排除し、乗り越える姿勢が求められること。第二は、新しい知識や

手法が関係者で容易に利用できるように工夫する知恵が求められる。できればプロセス

化することで、多くの関係者が活用することに意義を見出すことができる。これが求め

られる実践力である。 

(2) 失敗をプラスに処理する能力 

新しい試みをするには「企画・計画・実行・調整・成果」という P2M 的マネジメント

サイクルを実施することが求められる。このサイクルの中の、調整という作業の中で失

敗をプラスに処理する能力が養われる。経験者はここで経験した小さなマネジメントサ

イクル的経験が、サブシステムとして脳内に蓄積されることを心がける。これが本人の

判断実践力発揮に役立つ。 

(3) 経験から新しい概念を構築する能力 

経験とは一つの概念のもとに業務を遂行することを意味する。概念とは P2M でいうマ

ネジメントサイクルのデザインによって構築されたものであり、概念にしたがって計画

立案し、計画と実際の相違を調整し、新しい成果物を創出することである。多くの修正

を必要とする場合は新しい概念構築が必要となる。実践経験とはこのように新しい概念

を創出する能力を養うことが望まれる。 

(4) 同類の問題に対して解決する類推の能力 

判断実践力に求められる能力の一つとして、同類の問題に対して解決する類推の能力

というものがある。プロジェクト運営において、問題は常に発生し、問題解決に時間を

要するもの、瞬時に解決すべきものに分類される。後者の問題では同類の問題解決に対

する類推の能力が求められる。 

(5) 多くの実践的経験を積み重ねた勘 

勘とは人間が持つ 5 つの感覚（視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚）以外の感覚として第

六感という使い方をされているが、人間の本能的感覚としても認識されている。しかし

ここでいう勘とは、意味が異なり業務を遂行する種々の経験の中で、個人的に頭脳の中

で感覚的に整理されたもので、必要に迫られたときに引き出される問題解決提案能力と

いえる。 
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これらの能力を養う正しい手法はプロジェクトマネジメントの業務遂行を通じて、プ

ロジェクトマネジメントサイクルである「企画、計画、実行、調整、成果」を意図的に

創り出し、実践を通じてデザインと実行結果の相違点を分析し、調整し、成果物を提供

するプロセスを通じて、各々の経験のサブシステムとして脳内に蓄積し、プロジェクト

実務におけるあらゆる（起こりそうな）問題点を把握し、解決策を記憶に留める（暗黙

知化する）。サブシステムは個人が問題に遭遇するとき、脳内でネットワーク化が起こ

り、問題解決の糸口を掴むことができる。問題解決は勘で行うのではなく、この暗黙知

を形式知化することで関係者の同意を得ておこなわれるプロセスといえる。 

(6) 課題設定と課題解決能力 

仮説の立て方と、仮説の分析手法を学び、課題設定能力、課題解決能力を養う。課題

設定のための仮設を立て、現状分析を通じて仮説が誤りでないことを証明しながら行う、

経験を生かした課題設定能力である。 

(7) 経験を経験則にまとめる能力 

経験則にまとめあげるためには自分自身をよく知ることから始めることが肝要である。

P2M プログラム統合マネジメントにあるプロファイリングマネジメントである。自己の

持つ経験的能力を書き上げ、他人にも示せるマップをつくること、一つの経験をできる

だけ形式知化することで、個人の実践能力から、他人が使える実践能力に転換できる。

その一つの方法として経験則としてまとめる方法がある。 

3.3.2.3 姿勢・資質・倫理(Attitude) 

多くのプロジェクト成功者の事例から、成功に貢献する実践力のうち姿勢・資質・倫理

の占める比重の大きさを指摘されている。 

個人の根源的特性としての、①自己イメージ、②性格、③動機が、個人能力としてのコ

ンピテンシーのかなり深い、永続的な部分を占め、さらに広い範囲の状況や職務タスクにお

ける行動を予見できることを意味する。これら 3 つの要素は姿勢・資質・倫理に深く関わ

り、コンピテンシーの中核をなす。 
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図表 3-5  コンピテンシー特性 

① 自己イメージ 

個人には他人には説明できないが、ある状況で効果的に機能できるという信念がある

場合とか、困難な問題に対してやり遂げられるという自己確信的なものが存在する。

これ等は自己のイメージに含まれる。このような個人の態度や価値観がないと困難を

乗り切ることはできない。しかしこの自己イメージは後述の動機、性格と比較して困

難ではあるが自分で訓練することが可能である。人は実績を積むことでこれらの自己

イメージを高めることができる。 

② 性格 

あるさまざまな状況や情報に対する一貫した反応。感情の自己コントロールや行動に

おけるイニシャティブ（率先行動）、問題解決時に示す粘り強さ、等は成功を収める

マネジャーに備わった特性で、個人の資質・姿勢に強く関係する。 

③ 動機 

人が行動を起こすときに考えるさまざまな要因、原動力、モティベーション。これは

個人によって異なり、積極的な人と消極的な人では行動がことなる。優れた業績を残

す人の行動（コンピテンシーとなる）はその人の資質・姿勢によって生まれる。コン

ピテンシーの も重要な位置を示す。 

 

 

コンピテンシー特性コンピテンシー特性

Ⅲ
．
姿
勢
・
資
質
・
倫
理

・行動時に考えるさまざまな要因

・原動力、モチベーション

・優れた業績を残す人の行動様式

③ 動機

・率先行動、自己抑制、問題解決へ
の粘り強さ、資質・姿勢に関係

② 性格評価する

ことも、

訓練する

ことも困難

・自己確信、行動への自信

・自己実現へ向かう価値観
① 自己イメージ

困難を伴う

が訓練可能

・人間は基本的に経験しないことは
体で理解できない。実践力の基本

Ⅱ．実践経験

(Competence)
訓練可能

OJT

・知識の習得で経験しないことを理
解し、業務に応用できる

Ⅰ．体系的知識

(Knowledge)
教育可能

測定可能

コンピテンシー
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3.3.3 P2M 資格と実践力 

プロジェクトマネジメントを専門とする職業人資格を認定するにはプロジェクトマネジ

メントに携わる人の職務を明確に規定する実践力基準に基づいての評価が必要である。 

3.3.3.1 実践力の評価 

(1) 実践力の行動モデル 

コンピテンシーは行動して結果を出して認められる能力である。知識を持っているこ

とに価値があるのではなく、業績を示したときに実践力としての価値が認められる。こ

の行動する意図は個人の動機、性格（達成意欲）が直接関係し、成果に結びつく行動を

引き起こす。その結果職務上の優れた業績や成果の原因となることを意味する。従って、

評価のための基準として実践力の「行動モデル」を明らかにしなければならない。 

(2) 実践力の評価基準 

実践力の定義において評価基準との比較は も重要である。実践力を基準に照らして

または、ある特定の尺度に基づいて測定する場合に、実際は誰が優れた成果を生み、誰

がお粗末な成果に終わるかを予見することを意味する。実践力を評価するには、行動モ

デルに対しての「評価基準」を事前に定め、その差異を予見できる評価システムが必要

である。実践力分析で も頻繁に使われるのは 

• 卓越した業績（コンピテンシーの卓越評価基準） 

目的の業務に対し統計的に平均的業績から標準偏差一つ分高い業績を評価する方式で、

ある職務状況でほぼ１０％以内に相当する。これらの人材は組織から要求される以上

の目標を立てるという「達成重視」という個人の行動姿勢が見られることで卓越した

業績を残している。 

• 効果的な業績（コンピテンシーの許容できる 低基準） 

「許容できる 低レベル」の業績を指し、このレベルを下まわったとき、個人は当該

職務をこなす能力を備えていないと見なされる。コンピテンシーには必要 低限の基

準とは何かを示す必要がある。 

3.3.3.2 P2M 実践力の行動モデル 

実践力を評価するためには、実践力基準として「行動モデル」と「評価基準」が必要で

あることを述べた。本委員会ではその「行動モデル」として、「平成 17 年度 能力ベース

資格認定ガイドライン（Capability Based Professional Certification Guideline“CPC 

Guideline”）」で定義された「実践力審査判定要素分類体系(Taxonomy)」を採用した。こ

の「実践力審査判定要素分類体系(Taxonomy)」では、10 グループの「能力様式」とそれに

対応する「能力要素(Capability Element)」が「能力評価様式」として定義されている。 
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(1)リーダーの問題解決能力として、 

Ⅰ．全体思考様式、 

Ⅱ．戦略思考様式、 

Ⅲ．統合思考様式、 

Ⅳ．リーダーシップ様式 

(2)マネジャーの合理的な遂行能力として、 

Ⅴ．計画行動様式、 

Ⅵ．実行行動様式、 

Ⅶ．調整行動様式、 

Ⅷ．人間関係様式 

(3)パーソナルモデルとしての姿勢・資質・倫理として、 

Ⅸ．成果行動様式、 

Ⅹ．生活様式 

 
 能力様式 基準 

Ⅰ 全体思考様式 ミッション追求型基準(Mp: Mission pursuit) 
問題発見、問題克服ができる、解決への道筋思考ができる 

Ⅱ 戦略思考様式 成功要素認識基準(Sk: Strategic key perception) 
戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ 

Ⅲ 統合思考様式 価値追求型基準(Vp: Value pursuit) 
変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する 

Ⅳ リーダーシップ様

式 
リーダーシップ型基準（Li: Leadership for innovation） 
変革に挑む、決定ができる、状況打破ができる 

Ⅴ 計画行動様式 計画行動型基準(Mp: Management in planning) 
目標と資源を計画する。組織をつくる、ルールを決める 

Ⅵ 実行行動様式 実行行動基準(Me: Management in execution) 
契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる 

Ⅶ 調整行動様式 調整行動基準(Mc: Management in coordination) 
進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる 

Ⅷ 人間関係様式 コミュニケーション型基準(Hc: Human communication) 
チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 

Ⅸ 成果追求様式 
成果追求の姿勢（Aa: Attitude of achievement） 
成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、

対外組織説得力、価値を考える、結果をフィードバックする 

Ⅹ 生活様式 
個人姿勢型基準(Ac: Attitude of self control) 
自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢

がある 

図表 3-6  能力評価様式(Taxonomy) 
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3.3.3.3 P2M 実践力の評価基準 

次に「評価基準」についてであるが、本委員会では実践力の評価基準として P2M 資格に

相当する五段階レベルを設定し、それぞれのレベルに相当する「効果的な業績（コンピテン

シーの許容できる 低基準）」を評価基準(Ver1.)として定めた。 

図表 3-7  PM 実践力評価基準(Ver.1) 

その後、評価作業及び分析が進む中で評価基準を見直し、 終的には下記(Ver.2)のよう

に更新された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E1:模範的なプ
ログラムマネ
ジャーである。

E2:プログラム
について最先端
の知識を持って
いる。

E3:ゼロから価
値を創り出せる。

E4:事業部長レ
ベルの能力を
有する。

E5:ジェネラルマ
ネジャーとして
の実践力を持っ
ている。

E6:実績が豊富
である。

E7:指導的役割
を担える。

D1:通常のプロ
ジェクトマネジメ
ントの実績があ
る。

D2:プロジェクト
の中核人材とし
て、チームを
リードし、プロ
ジェクトを完遂
する役割を果た
している。

D3:複雑なプロ
ジェクト又は簡
単なプログラム
を実行できる。

C1:簡単なプロ
ジェクトにおい
てメンバーを指
導している。

C2:指導を受け
ながらマネジメ
ントを実行でき
る。

C3:プログラム
知識を有し、プ
ログラムに寄与
できる。

B1:個別プロ
ジェクトマネジメ
ントに関する知
識を持っている。

B2:プログラム
を包含する知識
を持っている。

B3:チームメン
バーとして、プ
ロジェクトを実
践できる。

A1:PMのコア知
識を持っている

A2:プログラム
マネジメントに
対する認知は
持っている

評価基準

実践ベース実践ベース---知識ベース知識ベース

PMR以上

レベル5

PMR相当---PMS相当PMC相当

レベル4レベル3レベル2レベル1
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図表 3-8  PM 実践力評価基準(Ver.2) 

3.3.3.4 P2M 実践力の評価 

上記、「行動モデル」と「評価基準」をマトリックス評価するために図表 3-9 のような

ワークシートを作成し、それぞれの行動モデルに対してどのレベルに位置しているかを明ら

かにすることで、P2M 実践力が判断できる。      
レベル１ レベル 2 レベル 3 レベル 4 レベル 5  

PMC PMS --- PMR PMR 以上 
Ⅰ．全体思考様式      

Ⅱ．戦略思考様式      

Ⅲ．統合思考様式      

Ⅳ．リーダーシップ様式      

Ⅴ．計画行動様式      

Ⅵ．実行行動様式      

Ⅶ．調整行動様式      

Ⅷ．人間関係様式      

Ⅸ．成果追求様式      

Ⅹ．生活様式      

図表 3-9  PM 実践力評価基準ワークシート 

3.3.3.5 P2M 実践力評価基準(PM Capability Criteria) (β版) 

P2M 実践力の評価基準を「PM 実践力評価基準(PM Capability Criteria)」（β版） 

（図表 3-10）としてまとめた。評価を下すにあたって、タクソノミーとレベルの関係を示

した。縦に行動モデル（複合能力様式）を示し、右に評価基準（レベル）を示し、右方向に

E1：模範的なプログラムマ
ネジャーである。

E2：プログラムについて最
先端の知識持っている。

E3：ゼロから価値を創りだ
せる

A1：起業家としての実績が
ある。

A2：経営者としての実績が
ある。

A3：プログラムコンサル
ティングの実績がある。

A4：プログラムオーナーの
実績がある。

M1：複雑なプロジェクト又
は簡単なプログラムマネジ
メントの実績がある。

M2：プログラムの中核人
材として、チームをリードし、
プログラムを完遂する役割
を果たしている。

M3：価値創造のためのプ
ログラムデザインができる。

E4：事業部長レベルの能
力を有する。

E5：ジェネラルマネジャーと
しての実践力を持っている

E6：実績が豊富である

E7：指導的役割を担える

D1：プロジェクトマネジメン
トの実績がある。

D2：プロジェクトの中核人
材として、チームをリードし、
プロジェクトを完遂する役
割を果たしている。

D3：複雑なプロジェクト又
は簡単なプログラムを実行
できる

C1：簡単なプロジェクトに
おいてメンバーを指導して
いる。

C2：指導を受けながらマネ
ジメントを実行できる

C3：プログラム知識を有し、
プログラムに寄与できる。

評価基準

Program
Architect
（非連続）

Program
Manager
（連続）

Project
Manager

Project 
Specialist

レベル5-PMAレベル4-PMRレベル3-PMS+

行動モデル 
評価基準 

サンプル 
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高位のレベルを示している。これを活用することで、現在の実践力の位置付けが分かり、ま

た次の目標をどこに置くかを設定できる。右方向の上位を目標として、実践能力向上を推進

する。 
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5
PMCとしての最低ライン PMSとしての最低ライン --- PMRとしての最低ライン PMR以上（PMAも含む）

知識ベース「～知っている」 知識ベース「～知っている」 実践ベース潜在力「～できる」 実践ベース顕在力「～している」 実践ベース実績「～できた」
A1：PMのコア知識を持っている B1：個別プロジェクトマネジメントに関する知識を持っているC1：簡単なプロジェクトにおいてメンバーを指導しているD1：通常のプロジェクトマネジメントの実績がある。 E1：模範的なプログラムマネジャーである。
A2：プログラムマネジメントに対する認知は持ってい B1：プログラムを包含する知識を持っている C2：指導を受けながらマネジメントを実行できる D2：プロジェクトの中核人材として、チームをリードし、 E2：プログラムについて最先端の知識を持っている。

B2：チームメンバーとして、プロジェクトを実践できる C3：プログラム知識を有し、プログラムに寄与できる。 プロジェクトを完遂する役割を果たしている。 E3：事業部長レベルの能力を有する。
D3：複雑なプロジェクト又は簡単なプログラムを実行できる E4：ジェネラルマネジャーとしての実践力を持っている

E5：ゼロから価値を創りだせる
E6：実績が豊富である
E7：指導的役割を担える

問題発見ができる
与えられたプロジェクト目標は理解している。 全体使命とプロジェクト目標の関係は理解している。

全体使命を理解しチーム員に説明することができる。
指導の下で全体使命に関わる問題の指摘を行うこと
ができる。

全体使命を十分に理解しチーム員に浸透させている。プロ
ジェクト目標と全体使命の乖離を自ら発見し問題として認識
できる。

ありのままの姿とあるべき姿のギャップを捉え、プログラムをゼ
ロから立ち上げて全体使命記述を行うことができる。

解決道筋思考ができる

N/A

全体使命達成が必要であること、それに関わるマネジメ
ント手法等の知識は有している。

全体使命達成上の問題に解決に関わるステークホル
ダーを認識しており、指導の下で解決の方向性を検討
することができる。

全体使命達成上の問題解決に関わるステークホルダーを
特定することができ、解決策の方向性を自ら提示すること
ができる

全体使命を実行可能なプロジェクト群に展開でき、また、使命達
成に向けた問題解決策をプログラムレベルで策定することがで
きる。

問題克服ができる

N/A

与えられた問題解決策を全体使命達成との関連におい
て理解している。

全体使命達成上の問題解決にとって必要なアクション
を自らの権限内で実行することができる。

全体使命達成上の問題解決にとって必要なアクションを自
らの権限内で実行すると共に、関連するステークホルダー
に対して問題解決に向けた行動を積極的に働きかけること
ができる。

全体使命達成に向けた問題解決をプログラムレベルで実行する
ことができる。必要に応じプログラムレベルでの計画変更をトッ
プマネジメントに提言し意思決定を促す行動をとれる。

戦略要素を知る

与えられたプロジェクトの目標は理解する。 プロジェクトに含まれ得る戦略要素を知識として理解する
が、自らプロジェクトの戦略要素を分析、特定するには至
らない。

SWOT分析等、戦略要素を分析するための手法を知識と
して身につけている。

プロジェクトが実現する様々な価値に含まれている戦
略要素を、指導の下で分析、特定することができる。

SWOT分析等、戦略要素を分析するため適切な手法を
指導の下で利用する事ができる。

プロジェクトが実現する様々な価値に含まれている戦略要
素を自ら分析、特定することができる。

SWOT分析等、戦略要素を分析するため適切な手法を時に
は他の有効な分析手法と組み合わせ有効な戦略要素を抽
出している、又は実績がある。

戦略要素をプログラムレベルで把握し、経営戦略上のプログラ
ムの意義を自ら定義し、説明することができる。

優先順位をつける

N/A プロジェクトの計画・実行に際して戦略的な優先度の下
に判断をしていく必要が有ることを知識として理解してい
る。

ポートフォリオ分析等、戦略的優先順位を分析するため
の手法を知識として身につけている。

プロジェクトの計画・実行に際して、実現すべき価値の
戦略的な優先順位を指導の下で検討することができ、
優先度に応じたリソース配分、工程計画・管理等を実
行できる。

ポートフォリオ分析等、戦略的な優先順位を分析する
ため適切な手法を指導の下で利用する事ができる。

プロジェクトの計画・実行に際して、実現すべき価値の戦略
的な優先順位を自ら定め、優先度に応じたリソース配分、
工程計画・管理等を実行できる。

ポートフォリオ分析等、戦略的優先順位を分析するため適
切な手法を時には他の有効な分析手法と組み合わせ有効
な戦略的優先順位を決定している、又は決定した実績があ
る。

戦略上の優先順位をプログラムレベルで捉え、プロジェクト間の
戦略的優先度に応じたプログラムレベルでのリソース配分、工
程計画・管理等を実行できる。

障害に手をつける

指示に従って行動できる。 戦略的に優先度の高い価値の実現にとって障害となる
事象に対する対応策を、戦略との関連において理解して
いる。

戦略的に優先度の高い価値の実現にとって障害とな
る事象を、指導の下で特定し、自らの権限内で必要な
対策を講じることができる。

戦略的に優先度の高い価値の実現にとって障害となる事
象を特定し、自らの権限内で必要な対策を講じると共に、
関連するステークホルダーに対して問題解決に向けた行動
を積極的に働きかけることができる。

戦略上の優先度に応じた問題の解決をプログラムレベルで実行
することができる。必要に応じプログラムレベルでの計画変更を
トップマネジメントに提言し意思決定を促す行動をとれる。

変化を知る

プロジェクトが創出する価値に対してプロジェクト内
の変化が重要な要素である事を理解している。
しかしながら、プロジェクト内の変化を定性的にも捉
える事ができない。

プロジェクトが創出する価値に対してプロジェクト内の変
化が重要な要素である事を理解している。
プロジェクト内の変化を定性的に認識している。

プロジェクトが創出する価値に対してプロジェクト内外
の変化が重要な要素である事を理解している。
プロジェクト内外の変化を定性的に認識し、さらにプロ
ジェクト内の変化に関しては定量的な変化として捉え
ることができる。
又、現在価値の維持・新たな価値創造へ結び付けるこ
とができる。

プロジェクト（プログラム）が創出する価値に対してプロジェ
クト（プログラム）内外の変化が重要な要素である事を理解
している。
プロジェクト（プログラム）内外の変化を定量的に捉えてい
る。
それらの変化を現在価値の維持・向上、新たな価値創造に
結び付けることができる、又は実績がある。

プログラム（プロジェクト）内外の変化を予測し、価値損失の回
避、価値の向上、新たな価値創造に向けての戦略的な計画立
案と確実な遂行をしている。

価値を維持する

知識として価値指標の設定及び価値損失の許容限
界値を理解している。

知識として価値指標の設定及び価値損失の許容限界値
を理解している。

知識として価値指標の設定及び価値損失の許容限界
値を理解し、プロジェクトライフサイクルの各々の
フェーズでの状況変化に対応し、設定した価値指標に
照らし合わせて価値損失の許容限界値を設定できる。

知識として価値指標の設定及び価値損失の許容限界値を
理解し、プロジェクトライフサイクルの各々のフェーズでの状
況変化に対応し、設定した価値指標に照らし合わせて価値
損失の許容限界値を設定して価値損失を最小限に抑える
か価値の維持を実践している、又は実績がある。

常に現在価値の向上を意識し、機会を逃すことなく現在価値の
向上及び、新たな価値の創造に結びつけることができる。

オプションを適用する

N/A プロジェクト内の障害・状況変化に対してオプションは知
識として認識している。

プロジェクト内外の障害・状況変化に対して（リアル）オ
プションを設定でき、価値損失を最小限にする又は現
在価値を維持するために適切なオプションを選択でき
る。

プロジェクト内外の障害・状況変化に対して有効な（リアル）
オプションを設定でき、価値損失を最小限にする・現在価値
を維持する・時として戦略的な（リアル）オプションの設定選
択により、現在価値を向上している、又は実績がある。

不利な状況又は事象に対して、新たな（リアル）オプションを創出
し、時としては状況を有利に好転させる事ができる。

改革に挑む。現状打破できる。
知識としての改革の必要性は理解している。
組織内での表明があれば、改革に参加することが
できる。

改革の必要性は認識し、プロジェクト実務遂行上、具体
的な改革テーマの洗い出しができる。又、組織内での表
明があれば、改革に参加している。現状の問題点を認識
し、打破の必要性も意識する。

改革の具体的なテーマを自ら発見しており、改革達成
までの適切なプロセスを計画することができる。
現状の問題点を抽出し、具体的な打開策を打ち出し、
現状を打破する事ができる。

改革の具体的なテーマを自ら発見しており、改革達成まで
の適切なプロセスを計画し、確実な遂行により改革を成し
遂げている。
現状の問題点を抽出し、具体的な打開策を打ち出し、困難
な状況下でも粘り強く業務を遂行し、現状を打破している。
又は、上述の実績がある。

多くのステークホルダーが拘る複雑な改革を自ら起案計画し、
改革の成功までを全うする事ができる。

意思決定ができる N/A
自ら経験・知見のある分野においては意思決定すること
ができる。

自ら経験・知見のない分野においても概ね適切な意思
決定することができ、常に一定の判断基準を基として
一貫した意思決定を継続する事ができる。

自ら経験・知見のない分野においても、適切な状況判断と
仮設設定・考察・洞察により、常に一定の判断基準に基ずく
適切な意思決定をしている、又は実績がある。

未知の事象に対しても適切な状況判断と仮説設定・考察・洞察
により適切な意思決定することができ、めったに判断を誤る事が
無い。

指導できる N/A
特定の状況においては、経験者の助言および指導の下
で、問題解決への意思決定にもとづく指導を行うことがで
きる。コーチングについて認識している。

特定の状況においては、問題解決への意思決定にも
とづく一貫した指導を行うことができる。コーチングの
知識を理解している。

経験の無い複雑な状況においても、問題解決への意思決
定にもとづく一貫した指導を行うことができる。コーチンを実
践している。メンターリングの知識を理解している。

状況を問わず、問題解決への意思決定にもとづく一貫した指導
を効果的に行い、困難な状況も打破することができる。
効果的な指導について、リーダー(PMR)を指導することができ
る。後継者育成のためのメンターリングを実践している。

PM実践力評価基準（PM Capability Criteria）(β版)                                                                                                                                                           （注）N/Aは適用外

Taxonomy
複合能力
様式基準

(1)
リーダー
の問題解
決能力

Ⅰ．全体思考様式（ミッ
ション型基準）

Ⅱ．戦略思考様式（成
功要素認識基準）

Ⅲ．総合思考様式（価
値追求型基準）

Ⅳ．リーダーシップ様
式（リーダーシップ型基
準）

行動モデル

評価基準
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5
PMCとしての最低ライン PMSとしての最低ライン --- PMRとしての最低ライン PMR以上（PMAも含む）

知識ベース「～知っている」 知識ベース「～知っている」 実践ベース潜在力「～できる」 実践ベース顕在力「～している」 実践ベース実績「～できた」

目標と資源を計画する
目標ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
・ﾗｲﾌｻｲｸﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　・ｽｺｰﾌﾟﾏﾈｼﾞ
ﾒﾝﾄ
・ｺｽﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　・品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
・品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ　・報告・変更管理
・引き渡し管理
資源ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
・物的資源　・基盤資源
・人的資源　・知的資源
・情報資源　・金融資源

・契約管理の基本プロセスを理解している。
・プロジェクトに関連する目標マネジメントと資源マ
ネジメントの基本構造を理解している。
・プロジェクトの要件分析と定義およびＷＢＳの基本
的プロセスを理解している。

・プロジェクトの契約要件の決定に参加、寄与することが
できる。
・自己のプロジェクトと目標および資源を関連づけられ
る。
・プロジェクトの結果、成果物、タスクおよび責任を特定
し、ＷＢＳを使用することによって、プロジェクトの目標お
よび資源の定義に参加、寄与することができる。
・目標マネジメントおよび資源マネジメント手順の合意、
変更の管理および課題の検討に参加、寄与することがで
きる。

・ＰＭＲの指導の下に簡単なプロジェクトの契約要件を
決定することができる。
・ＰＭＲの指導の下に簡単なプロジェクトの契約管理プ
ランを作成することができる。
・成果物、タスクおよび責任を特定し、ＷＢＳを使用す
ることによってプロジェクトの目標および資源を定義で
きる。
・目標および資源マネジメント手順の合意、変更の管
理、課題の検討を含む管理をすることができる。
・目標および資源マネジメントのプロセスおよび手順に
おける弱点を見つけることができる。

・通常のプロジェクトの契約要件を効果的に決定することが
できる。
・通常のプロジェクトの契約管理プランを効果的に作成する
ことができる。
・選択プロセスの確立、契約書の作成、入札および契約の
管理を含めた契約アクティビティを実施できる。
・契約管理のプロセスおよび手順における弱点を見つける
ことができる。
・プロジェクトの結果、成果物、タスクおよび責任を特定し、
ＷＢＳを使用することによってプロジェクトの目標および資
源の定義を効果的に行うことができる。
・目標および資源マネジメント手順の合意、変更の管理、課
題の検討を含む管理を効果的にすることができる。
・目標および資源マネジメントのプロセスおよび手順を考察
できる。

・大規模あるいは複雑なプロジェクトの価値を最大限にするた
め、プロジェクトの効果的な契約管理プランを作成した実績があ
る。
・大規模あるいは複雑なプロジェクトの価値を最大限にするた
め、選択プロセスの確立、契約書の作成、入札および契約の管
理を含めた契約アクティビティを効果的に実施した実績がある。
・プロジェクトのパフォーマンスを改善するため、契約管理を革新
することができる。
・プロジェクトの結果、成果物、タスクおよび責任を特定し、ＷＢＳ
を使用することによってプロジェクトの目標および資源の定義を
効果的に行うことができるよう他のメンバーを指導することがで
きる。
・目標および資源マネジメント手順の合意、変更の管理、課題の
検討を含む管理を効果的にすることができるよう他のメンバーを
指導することができる。
・目標および資源マネジメントのプロセスおよび手順の効力を体
系的に改善するため、リサーチを行うことができる。

組織をつくる

・一般的な組織構造の基礎知識を有している。
・知識の習得、蓄積、伝達および吸収の一般的なプ
ロセスおよびメカニズムを理解している。

・マネジメントのプロジェクト指向組織のための組織構造
およびプロセスの設計に参加、寄与することができる。
・組織学習の効果的なマネジメントに対する障害を見つ
けることができる。

・効果的なマネジメントのプロジェクト指向組織のため
の組織構造およびプロセスの設計に参加、寄与するこ
とができる。　　　　　　　　　　　　・組織再設計の変化プ
ロセスを管理することができる。
・組織学習の効果的なマネジメントに対する障害を見
つけ対処することができる。

・効果的なマネジメントのプロジェクト指向組織のための効
果的な組織構造を設計することができる。
・組織再設計の変化プロセスを効果的に管理することがで
きる。
・組織学習の効果的なマネジメントに対する障害を見つけ
るプロセスを策定できる。

・効果的なマネジメントのプロジェクト指向組織のための効果的
な組織構造を設計するよう他のメンバーを指導することができ
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　・組織学習の効果的なマネジメ
ントに対する障害を見つけるよう指導することができる。

ルールを決める

・一般的なルールの作り方の基本を理解している。
・知識の習得、蓄積、伝達および吸収の一般的なプ
ロセスおよびメカニズムを理解している。

・効果的なマネジメントのプロジェクトルールの作成に参
加、寄与することができる。
・ISOなどの基本的な基準を理解している。

・効果的なマネジメントのプロジェクトルールの作成が
できる。
・効果的なマネジメントに対するルールの障害を見つ
けることができる。
・ISOなどの基準に基づいたプロジェクトのルールを作
成できる。

・効果的なマネジメントのために効果的なルールを策定す
ることができる。
・ルール策定の変化プロセスを効果的に管理することがで
きる。
・プロジェクトルールの効果的なマネジメントに対する障害
を見つけるプロセスを作成することができる。

・効果的なマネジメントのプロジェクトルールを策定するよう他の
メンバーを指導することができる。
・ISOなどの規準に基づいたプロセスを監査あるいは審査するこ
とができる。
・ISOなどの規準作成ができる。

契約を理解、履行する
  ・契約の要件と目標および資源の計画を知識とし
て理解できる。
・ＥＶＭＳを知識として理解している。

・目標と資源の計画を基にプロジェクトの遂行に参加、寄
与できる。
・契約要件と目標および資源の計画の関係を理解でき
る。
・ＥＶＭＳの遂行に参加し、寄与できる。

・目標と資源の計画を基に簡単なプロジェクトを遂行で
きる。
・契約要件と目標および資源の計画を分析し、関係づ
けることが出来る。
・簡単なプロジェクトのＥＶＭＳを実施できる。

・目標と資源の計画を基に通常のプロジェクトを効果的に遂
行している。
・通常のプロジェクトの契約要件と目標および資源の計画を
分析し、関係づけをしている。
・通常のプロジェクトにおいて効果的にＥＶＭＳを実施してい
る

・大規模あるいは複雑なプロジェクトにおいて目標と資源の計画
を基に予測以上の成果を出した実績がある。
・大規模あるいは複雑なプロジェクトの契約要件を決定し、プロ
ジェクトの遂行および結果について予測以上の成果を出した実
績がある。
・大規模あるいは複雑なプロジェクトにおいてＥＶＭＳを効果的に
活用した実績がある。

システム思考ができる

・システムズマネジメントの基本構造を理解してい
る。
・プロジェクトの課題解決とシステムズマネジメント
を関連づけられる。

プロジェクトの課題をシステム（秩序をもつ諸要素の集合
体）としてとらえ、その構成要素と要素の関係の定義に参
加し、寄与することができる。

プロジェクトの課題をシステム（秩序をもつ諸要素の集
合体）としてとらえ、その構成要素と要素の関係を定義
し、要素の細部を具体的に考察することができる。

プロジェクトの課題をシステム（秩序をもつ諸要素の集合
体）としてとらえ、その構成要素と要素の関係を効果的に定
義し、要素の細部を具体的に考察することができる。

プロジェクトの課題をシステム（秩序をもつ諸要素の集合体）とし
てとらえ、その構成要素と要素の関係を効果的に定義し、要素
の細部を具体的に考察するよう他のメンバーを指導することが
できる。

指揮できる
・プロジェクトの指揮と権限に関する基本的な知識
を理解している。

・プロジェクトの指揮と権限の明確化に参加し、寄与がで
きる。
・プロジェクトマネジャーの下で部分的に指揮ができる。
・組織コミュニケーションにメンバーの一員として参加する
ことができる。

・プロジェクトマネジメントの指揮と権限の要素を分析
し、関係づけることができる。
・プロジェクトマネジャーの下でプロジェクトの一部を効
果的に指揮ができる。
・簡単なプロジェクトの指揮ができる。
・簡単なプロジェクトにおいて組織コミュニケーションの
場を作ることができる。

・通常のプロジェクトを効果的に指揮できる。
・効果的なマネジメントのためにプロジェクトの指揮と権限を
策定できる。
・プロジェクトにおいて組織コミュニケーションを活用して成
果を上げている。
・プロジェクトを通じて部下を育成することができる。

・大規模あるいは複雑なプロジェクトを指揮して予測以上の成果
をあげた実績がある。
・大規模あるいは複雑なプロジェクトにおいて組織コミュニケー
ションを活用して予測以上の成果をあげた実績がある。
・プロジェクトを通じて部下を育成し、後継者を育てるようプロジェ
クトマネジャー(PMR)を指導することができる。

進捗予測ができる
プロジェクトの進捗予測の一般的なテクニックの基
礎知識を有している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
プロジェクトの進捗予測に参加、寄与することができる。

プロジェクトの進捗予測を行うことができる。
プロジェクトの進捗予測を効果的に行うことができる。
プロジェクトの進捗に応じて発生しうるリスクおよび変更、変
化を適確に予測している。

プロジェクトの効果的な進捗予測を指導することができる。

進捗障害を知る
プロジェクトに影響を与える進捗障害を検知し、そ
の発生要因を把握する一般的なテクニックの基礎
知識を有している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
プロジェクトに影響を与える進捗障害を検知し、その発生
要因を把握することに、参加、寄与することができる。

プロジェクトに影響を与える特定の進捗障害を検知
し、その発生要因を把握することができる。

プロジェクトに影響を与える進捗障害を検知し、その発生要
因を適確に把握することができる。
プロジェクトの進捗に応じて発生しうるリスクおよび変更、変
化の原因を適確に認識している。

プロジェクトに影響を与える進捗障害を検知し、その発生要因を
適確に把握するための指導を行うことができる。

解決できる
プロジェクトに影響を与える進捗障害を解決する一
般的なテクニックの基礎知識を有している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
プロジェクトに影響を与える進捗障害の解決に、参加、寄
与することができる。

プロジェクトに影響を与える特定の進捗障害の解決を
行うことができる。

プロジェクトに影響を与える進捗障害の解決を効果的に行
うことができる。
プロジェクトの進捗に応じて発生しうるリスクおよび変更、変
化に対して適切な対応をとり、複雑な関係性の中において
も最適な調整を行っている。

プロジェクトに影響を与える進捗障害を効果的に解決するため
の指導を行うことができる。

チームを維持する
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向
上に効果的な、トレーニング、キャリアパス、スキル
評価などの人材管理の必要性を認識している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効
果的な、トレーニング、キャリアパス、スキル評価などの
人材管理に関わる一般的なテクニックの基礎知識を有し
ている。

組織およびプロジェクトチームのトレーニング、キャリ
アパス、スキル評価などの人材管理に参加、寄与する
ことができる。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果
的な、トレーニング、キャリアパス、スキル評価などの人材
管理を実践することができる。
組織およびプロジェクトチームメンバ個人の能力を識別する
ための工夫を継続している。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果的
な、トレーニング、キャリアパス、スキル評価などの人材管理を
指導することができる。

メンバーを動機づける
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向
上に効果的な動機づけの必要性を認識している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効
果的な動機づけに関わる一般的なテクニックの基礎知識
を有している。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に
効果的な動機づけに参加、寄与することができる。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果
的な動機づけを実践することができる。
金銭以外でやる気を引出す術を知り、チーム全体での活力
要因となる実例を把握している。
適切な見解に基づき権限委譲している。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果的な
動機づけを指導することができる。

場をつくる
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向
上に効果的な、意思決定支援、情報管理などのコ
ミュニケーション管理の必要性を認識している。

プログラム・マネジメントの一般的な基礎知識を有してい
る。
組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効
果的な、意思決定支援、情報管理などのコミュニケーショ
ン管理に関わる一般的なテクニックの基礎知識を有して
いる。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に
効果的な、意思決定支援、情報管理などのコミュニ
ケーション管理に参加、寄与することができる。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果
的な、意思決定支援、情報管理などのコミュニケーション管
理を実践することができる。
組織とチームの違い、具体的なチームの場を説明すること
ができる。
コミュニケーションをとるための工夫を継続し、個人やチー
ムのストレスを解消している。

組織およびプロジェクトチームのパフォーマンス向上に効果的
な、意思決定支援、情報管理などのコミュニケーション管理を指
導することができる。

Ⅷ．人間関係様式（コ
ミュニケーション型基
準）

Ⅴ．計画行動様式（計
画行動型基準）

Ⅵ．実行行動様式（実
行行動型基準）

Ⅶ．調整行動様式（調
整行動型基準）

Taxonomy
複合能力
様式基準

(2)
マネ

ジャーの
合理的な
遂行能力
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図表 3-10  PM 実践力評価基準（PM Capability Criteria）(β版)    

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5
PMCとしての最低ライン PMSとしての最低ライン --- PMRとしての最低ライン PMR以上（PMAも含む）

知識ベース「～知っている」 知識ベース「～知っている」 実践ベース潜在力「～できる」 実践ベース顕在力「～している」 実践ベース実績「～できた」

成果追求マインドがある
プロジェクト目標に対して忠実である。プロジェクト
の基本的なコンセプトを理解している。成果を得る
ためにガイドラインおよび規則に従う

事業家に必要な資質は何かを知っている。コンセプトと
自分の職務のパフォーマンスを関連づけられる。自己の
能力によって達成可能な個人目標を設定できる。

簡単なプロジェクトにおいて、事業家マインドを持って、
成果追求ができる。不満足なチーム及び自己のパ
フォーマンスを認識できる。

通常のプロジェクトにおいて、事業家としての資質を発揮
し、成果を追及している。プロジェクトにおける変更事項に
対応している。定期的にパフォーマンスを評価し、チームの
問題点を分析している。

プログラムにおいて、事業家としての資質を発揮し、全体使命を
達成した実績を複数回持っている。プログラムレベルで変更事
項に対応している。

成果追求エネルギーがある
好奇心がある。リーダーシップを発揮する。自己実
現意欲がある。

自分がどのようなタイプのリーダーかを認識している。
個々のメンバーの関連付けができる。チームの課題を理
解している。

方向性及びモチベーションの原理を理解できる。リー
ダーシップの原則を用い、指揮者としての振る舞いを
理解できる。個々のメンバーの効率性を評価できる。

リーダーシップのための心理的エネルギーの根拠を持って
いる。リーダーシップの原理により、チームを見極めてい
る。チームを管理し、効率的なチームを構築している。

プログラムにおいて、リーダーとして先頭に立ち、状況を打開し
た実績が複数回ある。他者のリーダーシップ開発を行う。クライ
アントの監督管理を行う。新たなアプローチを開発する。

共感形成力がある
指示に対応する。役割を理解し、職務遂行に努力
する。タイムリーなフィードバックができる。

チーム内の共感を産出するには何が必要かを知ってい
る。チームメンバー及びチーム全体の向上に尽力する。

プロジェクトの使命・目的・目標についてチーム内で共
有している。定期的にチームとスタッフのコミットメント
を確認している。

共感が得られない場合の方策を持っている。チームメン
バーとコミットメントについて話し合っている。不適切なコミッ
トメントを特定している。

カウンセリングを行い、不適切なコミットメントを修正する。修正
に応じて、プログラム及びプロジェクトを再デザインする。

成果責任感を持っている
努力をゴールに結び付ける。自分の目標を知って
いる。

成果責任とは何かを知っている。指定の基準に対して、
自己を評価測定できる。

リーダーとしての責任達成に必要な資質が何であるか
知っている。コミットメント達成のための自己管理ツー
ルを適用できる。

リーダーとしての有効性を向上するため、達成度の基準を
設定している。コミットメント及びプロジェクトプロセスへの
フィードバックのため、プロセスを調整している。

満足するコミットメントを達成するため、プログラムレベルでのプ
ロセス及び成果を調整する。

説得力を持っている
疑問点は質問で明らかにする。メンバーや環境に
対して関心を持っている。チームメンバーの性格及
び関心事を知っている。

チーム内説得力について説明できる。チーム内の人間関
係を理解している。

対外組織の説得力の違いと難しさを知っている。論理
的に説明できる。

通常のプロジェクトにおいて、対外組織説得を行っている。
ステークホルダーに関する政治的な含みを理解している。

プログラムにおいて、対外組織説得を行っている。プログラムレ
ベルでのステークホルダー間の利害関係を調整している。

信念を貫く
自分の性格について客観的に認識している。不適
切な姿勢・態度を認識している。

自己の生活または職業信念を持っている。自己と他者の
関係に気づくことが出来る。自己の健全性レベルを認識
している。真の誠実を示す。

目標達成に向け、チームメンバーの積極的な姿勢を
取り入れる。

反対勢力に屈せずに実現する行動力を示している。積極的
な姿勢をつくり出すため、自己及びチームの姿勢・態度を
定期的に評価及び修正している。

プログラムレベルにおいて、反対勢力に屈せずに実現した実績
を持っている。積極的な姿勢をつくり出すために、チームメン
バーの自己姿勢評価を指導する。

職業の規範を持っている
責任を持てる。約束を守る。倫理及び道徳とは何か
を知っている。反倫理的、反道徳的なものを識別で
きる。

この職業で最も大切な規律は何かを認識している。自己
の行動の状況及び基準に規則を適用する。規則及びガ
イドラインを設定する。

倫理・契約を守る。職場における対立衝突を解決す
る。

規範維持のために日常的に努力しているものがある。プロ
ジェクトに大きく影響するステークホルダーの文化的背景を
評価できる。文化的背景に対応するために、協調及びプロ
セスの調整を行う。

規範維持のために日常的にルール化しているものがある。プロ
グラムに大きく影響するステークホルダーの文化的背景を評価
できる。文化的背景に対応するために、協調及びプロセスの調
整を行う。

指導力がある
指示を受けた場合、他のメンバーに伝えられる。学
習の原理を理解している。組織的な学習アプローチ
に従う。

指導力を自己事例で説明できる。コンピテンシー毎のア
プローチを理解している。チームメンバー(PMC)を教育で
きる。

指導力の自己評価について説明できる。求められる能
力に対して、自分を評価できる。チームメンバー(PMC)
を教育できる。

指導力の自己評価を行っている。職場の評価及び教育プロ
グラムの修正を行っている。カリキュラムをデザインする。
各自の知識、スキル、姿勢・態度の向上に協力する。定期
的にコンピテンシーを評価し、チームプログラムを修正す
る。チームメンバー(PMS)を教育できる。

新規学習及び知識エリアを開拓する。自主学習チームとの協調
を行う。学習チームの指導を行う。テクノロジー及びプロジェクト
環境の変化に対応して、学習ニーズを予測する。コンピテンシー
基準を設定する。プロジェクトマネジャー(PMR)を教育できる。

自己抑制できる
感情を押さえる工夫について語ることができる。自
己規律がある。我慢できる。

自己抑制の方法について実例で説明できる。自分に規
制を課す。自己の能力によって達成可能な個人目標を
設定できる。

感情を押さえる工夫について説明できる。不満足な
チーム及び自己のパフォーマンスを認識している。

感情を押さえる工夫を日常的に実践している。自分自身の
感情の分析の必要性を理解している。

プログラムレベルの大局観を持って、自分自身の感情をコント
ロールできている。

自主積極姿勢がある
前向きの姿勢がある。自立の必要性を理解してい
る。指示を求める。任された権限を理解している。

仕事で困難を打破した積極姿勢を持っている。他者の自
主性不足を認識する。任された権限を忠実に守る。

自己及びチームメンバーの自己管理能力を評価す
る。自主性に欠けるチームメンバーを矯正し、補う。与
えられた権限内で職務を遂行する。

打破を実現した日常生活の姿勢強化策を説明できる。チー
ム内に自己管理環境を作る。必要であれば与えられた権
限を越えて職務を遂行する。

他者のイニシアティブ基準及びフレームワークを設定する。チー
ムメンバーを指揮指導する。チーム及び個々の権限レベルを設
定する。

Taxonomy
複合能力
様式基準

(3)
姿勢・資
質 ・倫理

生活様式

成果追求様式
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3.3.4 まとめ 

「PM 実践力評価基準(PM Capability Criteria)」（β版）作成の中から、下記の成果が

導かれた。 

図表 3-11  PM 実践力評価基準(PM Capability Criteria) オーバービュー 

成果追求マインドがある

Ⅸ．成果追求様式

成果追求の姿勢

(Aa: Attitude of 
achievement)パ

ー
ソ
ナ
ル
レ
ベ
ル

成果追求エネルギーがある

共感形成力がある

成果責任がある

説得力がある

信念を貫く

Ⅹ．生活様式

個人姿勢型基準

(Ac: Attitude of self 
control)

職業上の規範を持つ

指導力がある

自己抑制を持つ

自主積極姿勢を持つ

プラスα1
０．起業思考様式

価値創造追及形基準

経
営
レ
ベ
ル

プラスα2

プラスα3

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル

プ
ロ
グ
ラ
ム
レ
ベ
ル

Project 
Specialist

レベル3-PMS+ レベル5-PMAレベル4-PMR

Program 
Architect
（非連続）

Program 
Manager
（連続）

Project 
Manager

場をつくる

メンバーを動機づける

チームを維持するⅧ．人間関係様式

コミュニケーション型基準

(Hc: Human 
communication)

解決できる

進捗障害を知る

進捗予測ができるⅦ．調整行動様式

調整行動基準

(Mc: Management in 
coordination)

指揮できる

システム思考ができる

契約を理解するⅥ．実行行動様式

実行行動基準

(Me: Management in 
execution)

ルールを決める

組織をつくる

目標と資源を計画するⅤ．計画行動様式

計画行動型基準

(Mp: Management in 
planning)

状況打破ができる

決定ができる

変革に挑むⅣ．リーダーシップ様式

リーダーシップ型基準

（Li: Leadership for 
innovation）

オプションを適用する

価値を維持する

変化を知る
Ⅲ．価値思考様式

価値追求型基準

(Vp: Value pursuit)

障害に手を打つ

優先順位をつける

戦略要素を知るⅡ．戦略思考様式

成功要素認識基準

(Sk: Strategic key 
perception)

解決への道筋思考ができる

問題克服ができる

問題発見できる
Ⅰ．全体思考様式

ミッション追求型基準

(Mp: Mission pursuit)

プログラム
「～できた」

実績

実績論文
面談審査

PMamager
「～している」

顕在力

課題論述
面談審査

PArchitect
「～できる」

潜在力

企画論文
発表審査

Taxonomy（行動モデル）

レベル（評価基準）

PManager
「～できた」

実績

実績論文
面談審査

PArchitect
中核人材

「～している」
顕在力

課題論述
面談審査

プラスα

プロジェクト
「～できた」

実績

実績論文
面談審査

プロジェクト
中核人材

「～している」
顕在力

課題論述
面談審査

プログラム
「～できる」

潜在力

WS
面談審査

プロジェクト.
「～している」

顕在力

プロジェクト
「～できる」

潜在力

プロジェクト
レベル

「～している」
顕在力

自己申告
面談審査

プログラム
レベル

「～している」
顕在力

自己申告
面談審査

プログラム
レベル

「～できた」
実績

他人推薦
面談審査
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3.3.4.1 PM 実践力評価基準オーバービュー 

(1) PM 実践力評価においては、それぞれのレベルにおいて下記の 3 つの視点からの統合能

力の評価が行われている。 

  ①過去の実績の評価：「～できた」 

  ②現在の実力（顕在力）の評価：「～している」 

  ③将来の可能性（潜在力）の評価：「～できる」 

PMR 試験「能力ベース試験モデル」における「多段階審査、多種混合試験、複数審査

員方式、コース審査」も上記の「過去の実績＋現在の実力＋将来の可能性」の統合能力

評価を前提に構成されていることを確認した。 

(2) レベル５の内容を「効果的な業績（実践力の許容できる 低基準）」と「卓越した業績

（実践力の卓越した評価基準）」に分け、下記のようなレベル分けを行うことで PMA

人材像をよりクリアに抽出できた。 

①Program Manager Type の PMA（連続）：効果的な業績 

  ②Program Architect Type の PMA（非連続）：卓越した業績 

(3) 本委員会では、レベル４(PMR)とレベル 5 の「効果的な業績(Program Manager Type

の PMA)」の実践力評価基準を明確にした。従って、PMR の延長（連続）としての

PMA(Program Manager Type)の資格認定試験に端緒を開いた。 

(4) レベル 5 の「卓越した業績(Program Architect Type の PMA)」の存在を認識し、PMR

とは非連続の人材像として位置づけた。この人材像の定義については、プラスα部分も

含め、更に今後の検討課題として残されている。 

 

3.3.4.2 P2M 人材像サマリー 

(1) PMR の人材像 

① 通常のプロジェクトマネジメントの実績がある。（実績） 

② プロジェクトの中核人材としてチームをリードし、プロジェクトを完遂する役割

を果たしている。（実力） 

③ 複雑なプロジェクト又は簡単なプログラムを実行できる。（将来性） 

PM 実践力としては下記の要件を満たす必要がある。 

① 通常のプロジェクトにおける人間関係様式（チーム維持する、メンバーを動機づ

ける、場をつくる）と調整行動様式（進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決

できる）において、レベル 4 相当の実践力要件（詳細は「PM 実践力評価基準 (PM 

Capability Criteria)（β版）」参照）に対して、十分なる実績を有すること。 
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② 実行行動様式（契約を履行する、システム思考ができる、指揮できる）と計画行

動様式（目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める）において、レ

ベル４相当の実践力要件（β版参照）に対して、実力（顕在力）を発揮している

こと。 

③ 複雑なプロジェクト又は簡単なプログラムにおけるリーダーシップ様式（変革に

挑む、決定できる、指導できる）と価値思考様式（変化を知る、価値を維持する、

オプションを適用する）において、レベル４相当の実践力要件（β版参照）に対

して、可能性（潜在力）が認められる人材ということになる。 

④ またパーソナルモデルとしての姿勢・資質・倫理については、プロジェクトレベ

ルでの生活様式（信念を貫く、職業上の規範を持つ、指導力がある、自己抑制を

持つ、自主積極姿勢を持つ）及び成果追求様式（成果追求マインドがある、成果

追求エネルギーがある、共感形成力がある、成果責任がある、説得力がある）に

おいて、レベル４相当の実践力（β版参照）に相応しい能力を有していることが

認められる必要がある。 

(2) PMA（Program Manager Type の PMA）の人材像 

① 複雑なプロジェクト又は簡単なプログラムの実績がある。（実績） 

② プログラムの中核人材として、チームをリードし、プログラムを完遂する役割を

果たしている。（実力） 

③ 価値創造のためのプログラムデザインができる。（将来性） 

PM 実践力としては下記の要件を満たす必要がある。 

① 複雑なプロジェクト又は簡単なプログラムにおける、実行行動様式（契約を履行

する、システム思考ができる、指揮できる）と計画行動様式（目標と資源を計画

する、組織をつくる、ルールを決める）において、レベル５相当の実践力要件（詳

細は「PM 実践力評価基準(PM Capability Criteria)（β版）」参照）に対して、

十分な実績を有すること。 

② 通常のプログラムにおけるリーダーシップ様式（変革に挑む、決定できる、指導

できる）と価値思考様式（変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する）

において、レベル５相当の実践力要件（β版参照）に対して、相当の実力（顕在

力）が認められること。 

③ 戦略思考様式（戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ）と全体思

考様式（問題発見できる、問題克服ができる、解決への道筋思考ができる）にお

いて、レベル５相当の実践力要件（β版参照）の可能性（潜在力）を認められる
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人材ということになる。 

④ またパーソナルモデルとしての姿勢・資質・倫理については、プログラムレベル

での生活様式（信念を貫く、職業上の規範を持つ、指導力がある、自己抑制を持

つ、自主積極姿勢を持つ）及び成果追求様式（成果追求マインドがある、成果追

求エネルギーがある、共感形成力がある、成果責任がある、説得力がある）にお

いて、 レベル５相当の実践力（β版参照）に相応しい能力を有していることが認

められる必要がある。 

(3) PMA（Program Architect Type の PMA）の人材像 

存在は認識されたが、具体的な人材像については、今後の検討課題である。 

 
3.3.4.3 今後の展望 

本委員会では、過去の「PM コンピテンス委員会」の成果（Taxonomy 等）を援用しなが

ら、新たに P2M 資格に符合する「レベル評価基準」を採用することで、P2M の「実践力

評価基準(PM Capability Criteria)（β版）」の具体化、詳細化作業を行ってきた。結果、

上記に示したように、「P2M の実践力(Capability)開発とキャリア(PMC/PMS/PMR/PMA)

開発を連動させた資格認定及び人材育成モデル」のベースを抽出できたと考える。これによ

り、P2M 職業人材像をより具体的にイメージできたし、今後の P2M 資格認定におけるひ

とつの基準（目安）としても有用であろうと考える。又、職場における人材育成の指針とし

ても活用されるであろう。今後は実践の場で活用されることを通じて、更に具体化、詳細化

され、又業種間の特性等も盛り込まれながら充実されていくことを願う。尚、当面の課題と

しては、PMR の延長としての PMA 資格認定制度の具体化が検討されていると聞く。本委

員会の成果が「Program Manager Type の PMA」資格認定の具体化に何らかの貢献をし、

更により上位の「Program Architect Type の PMA」の人材像の具体化とその資格認定の可

能性の議論に発展することを期待する。 

使命達成型人材育成の必要性が強く求められる中、この報告書が更なる議論の一助にな

れば幸いである。 

 

 

3.4 資格認定制度 

 

3.4.1 組織機能と活動 

プロジェクトマネジメント職業人に向けた「P2M 標準ガイドブックの発行とそれに関係
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する資格認定」の 2 つを主要な役割とする PMAJ（2005 年 10 月、旧 PMCC より改組）は、

2002 年 4 月、東京都から認可された特定非営利活動法人である。 

その役割を達成するためには一体的な次の 6 つの活動と運営を行う。 

① P2M に関する標準確立と資格認定標準ガイドの開発、改定、発行を行う 

② P2M 標準ガイドブックに関する知識、事例、実践の研究と教材の編集、出版、販売

を行う 

③ P2M 標準ガイドブックに関する知識、事例、実践内容の紹介、普及、利用のユーザ

ー拡大を図る 

④ P2M に関係する内外機関と交流、協調を通じてデファクト化を推進する 

⑤ P2M 職業人の資格認定を実施する 

⑥ 資格認定機関の経営を実施する 

 

3.4.2 認定組織と業務 

(1) 認定組織の業務 

資格認定組織の業務は、PMAJ の主要な事業の１つである資格認証事業を担い、その業

務範囲は、「PMC」、「PMS」、「PMR」および「PMA」資格認定である。この 4 種の

資格は実践力達成水準による基準で審査されるので、その内容と判定方式がそれぞれ異なる。

判定方式は、「知識ベース判定」と「能力ベース判定」に分けて行われる。能力ベース判定

審査は、長期多段階方式により実施され、PMR と PMA の審査対象として策定された資格

認定計画にしたがって、第三者による審査員、審査問題の作成、実施業務などで構成される。 

(2) 資格認証事業部長の任命 

資格認証事業部長は、PMAJ 運営委員会で協議し資格認定委員長の合意を得て、PMAJ

会長が任命する。 

(3) 委員会組織 

中立性、秘匿性、公平性を要求される各種試験問題の作成、 終審査試験の実施は、第

三者委員を任命し PMAJ と共同で委員会組織により業務を遂行する。 

(4) 資格認証事業部組織 

資格認証業務は、資格認定計画、試験実施要領の作成、試験問題の作成、試験の実施、

試験の評価、認定書の発給、資格取得者の登録、更新、サービスの提供、情報連絡などの業

務を担う。資格認証事業の業務遂行、委員会の事務運営すべてを実施する。 
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3.4.3 方針 

PMAJ は P2M 職業人の資格認定を実施する上で、特定非営利活動法人としての使命と役

割を認識して、基本方針を確立し職員に浸透させて、PMAJ の組織、機能、運営、改革、

改善に 大限の努力を払わねばならない。その基本方針と運営方針は次のとおりである。 

(1) 基本方針 

PMAJ の基本方針は、下記の通りである。 

① PMAJ は、資格認定の「公益性、効率性、継続性」の 3 つの経営原則を認識して努

力する 

② PMAJ は、資格認定機関として自立存続と持続発展を図るため、経営改善に 大限

の努力する 

③ PMAJ は、応募者の便宜、審査人材の確保、資格取得者の登録などの機能基盤を整

備する 

④ PMAJ は、審査過程で要求される「中立性、正当性、専門性」の 3 つの運営原則を

尊重する 

⑤ PMAJ は、社会的信頼性の獲得、人材育成への貢献を図るために改革と改善に常時

注力する 

⑥ PMAJ は、グローバル標準を目指して国際機関との連携や普及に努力する 

⑦ PMAJ は、応募者や資格取得者のプライバシーを尊重し、秘匿を守る 

(2) 運営方針 

PMAJ の運営方針は、下記の通りである。 

① PMAJ は、環境変化への適応とサービス向上のために年度毎に運営ビジョンを発表

する 

② PMAJ は、年度計画と重点目標を発表し、認定制度に対する関連情報を公開する 

③ PMAJ は、資格認定に関する内容、手続き、変更をホームページ、文書をもって常

時提供する 

④ PMAJ は、毎年 2－3 回程度の知識ベースによる「PM コーディネーター試験」と「PM

スペシャリスト試験」を実施する 

⑤ PMAJ は、毎年 2－3 回程度の能力ベースによる「プロジェクトマネジャー・レジス

タード試験」を実施する 

⑥ PMAJ は、毎年複数回の能力ベースによる「アーキテクト試験」を実施する 

⑦ PMAJ は、資格取得者を登録し、能力向上の機会や情報提供サービスを実施する 

 



 84 

3.4.4 審査認定方式 

PMAJ は審査認定方式の運営に際して、基本方針、運営方針に準拠し）、公平性、公正

性、中立性、継続性を維持しつつ、さらに正確性、客観性、知識専門性、実務専門性のある

判定と認定に 大限の努力と工夫を行う。「審査認定方式」（以下認定方式と呼ぶ）は、

P2M 職業人に挑戦する応募者の実践力達成水準を提出書類、試験、審査、判定、認定など

によって資格を付与するに至る全体構成と内容を指す。ここで「判定」とは中間審査段階に

おける審査結論を指し、「認定」とは 終段階における審査結論を指し、資格付与の条件充

足を意味する。具体的には次の 3 点を指し関連させて解説する。 

(1) 資格対象者の種類と応募条件 

(2) 試験審査形式 

(3) 能力ベース試験モデル 

 

(1) 資格対象者の種類と応募条件 

（3.2 参照） 

(2) 試験審査形式 

試験形式は、知識ベースと能力ベースの試験に大別できる。 

① 知識ベース試験 

• PM コーディネータ(PMC)の審査は、知識ベース試験を採用する。 

• PM スペシャリスト(PMS)の審査は、知識ベース試験を採用する。 

「知識ベース試験」は、実践力の構成要素である P2M 標準ガイドブックに準拠する

範囲内で規定された知識獲得の達成水準を筆記試験によって審査する形式である。知

識ベース試験の方針は基本方針に加えて客観性、正確性、知識専門性を重視する。知

識ベース試験は問題解答方式により正解率あるいは得点による客観指標を基礎にする。 

① 能力ベース試験 

「能力ベース」試験は、実践力における知識、能力、姿勢、倫理全般にわたる総合能

力の達成水準を審査する形式である。「能力ベース」試験方針は、基本方針に加えて

客観性、正確性、実務専門性を重視し、PMAJ が開発した試験モデル（Appendix 参

照）を使用して審査する。 

• PM レジスタード(PMR)の審査は、能力ベース試験を採用する。 

• PM アーキテクト(PMA)の審査は、能力ベース試験を採用する。 

(3) 能力ベース試験モデル 

PMAJ は、試験方針を維持するために実践力評価で提起された「多段階審査、多種混合
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試験、複数審査員方式、コース審査」の４要件を組み合わせて示す「能力試験モデル」

（Capability Verification Model：CVM）を開発した。この試験モデルとは、PMAJ にお

ける能力ベース試験の資格認定者が、自己職場で実証する「能力ベース」認定を要する PM

レジスタード（PMR）と PM アーキテクト（PMA）の認定方式には、この「試験モデル」

を使用する。 

 

図表 3-12  「能力試験モデル」（Capability Verification Model：CVM） 

 

能力ベース試験 

PMR 資格認定登録 

多段階審査 多種混合審査 コース審査 複数審査員審査 

PMR 資格付与 
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Forward 

 
As project management has become a more widely recognised management approach, 
governments, individuals, and both public and private sector organisations have become 
interested in standards that describe levels of acceptable workplace performance for project 
personnel. 
 
The Global Alliance for Project Performance Standards (GAPPS), formerly known as the 
Global Performance Standards for Project Management Personnel Initiative, is a volunteer 
organisation working to create frameworks to support such standards by providing a forum 
for stakeholders from differing systems, backgrounds, and operating contexts to work 
together to address the needs of the global project management community. 
 
These frameworks are intended to support the development and recognition of local standards 
and to provide a sound basis for mutual recognition and transferability of project 
management qualifications. 
 
The GAPPS frameworks are intended to be used by businesses, academic institutions, 
training providers, professional associations, and government standards and qualifications 
bodies globally. Frameworks may be used “as is” to speed the development of local standards, 
or they may be adapted to local needs. 
 
This document is the first of the planned frameworks. Future documents may address 
programme managers, project sponsors, project team members, project management 
consultants, project management trainers, or other levels of project managers. 
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A Framework for 

Performance Based Competency Standards 

for Global Level 1 and 2 Project Managers 
 
 

1. Scope 

This document contains a framework for performance based competency standards for two 
levels of project manager. The contents of this document may be used “as is” to expedite the 
process of standards development, may be tailored to reflect cultural differences or local 
practice, or may be mapped to existing standards to facilitate transferability of 
qualifications. 
 
The two levels addressed, called Global Level 1 and Global Level 2, are differentiated by the 
management complexity of the project. Section 3 describes how to evaluate management 
complexity in the application of the GAPPS framework. 
 
This framework is intended to be used to assess threshold competency — demonstration of 
the ability to do something at a standard considered acceptable in the workplace. It is 
applicable to Global Level 1 and Global Level 2 project managers in all fields of endeavour 
including, but not limited to: architecture, biotechnology, construction, design, education, 
engineering, financial services, government, government contracting, information systems, 
not‐for‐profit operations, pharmaceuticals, software, and telecommunications. 
 
The GAPPS framework recognises that Global Level 1 and Global Level 2 are a subset of the 
full range of project manager performance: entry‐level project managers generally function 
at a level of management complexity below that required for Global Level 1 while highly 
complex projects may require a level of performance beyond that of a Global Level 2 project 
manager. 
 
 

2. Performance Based Competency Standards 

2.1 Introduction 

This section provides a brief overview of the subject of performance based competency 
standards (PBCS) for potential users of this document who are not familiar with the topic. 
 
Competent comes from the Latin root competere which means “to be suitable”. In today’s 
workplace, the term “competent” is generally used to describe someone who is sufficiently 
skilled to perform a specified task or to fill a defined position — a competent physician, a 
competent salesperson, a competent plumber. Increasingly, organisations are interested in 
assessing the competency of individuals in order to guide employment and development 
decisions. 
 
Broadly speaking, there are two major approaches to defining and assessing competence: 



 90 

• Attribute based wherein personal attributes and other characteristics are identified and 
assessed. Competence is inferred based on the presence of the necessary attributes. 

• Performance based wherein work outcomes and performance levels are identified and 
assessed. Competence is inferred based on the demonstrated ability to satisfy the 
performance criteria. 

 
PBCS, also called occupational competency standards, are widely used throughout the world 
and have been developed within the context of government endorsed standards and 
qualifications frameworks in Australia (Department of Education, Science and Training), 
New Zealand (New Zealand Qualifications Authority), South Africa (South African 
Qualifications Authority), and the United Kingdom (Qualifications and Curriculum 
Authority). Although all of these approaches are focused primarily on performance based 
competency assessment, some approaches do include aspects of attribute based competency 
assessment. 
 

2.2 Design of the GAPPS Framework 

PBCS frameworks typically address at least the following two questions: 

• What is usually done in this occupation, profession, or role by competent performers? 

• What standard of performance is usually considered acceptable to infer competence? 
 
In the GAPPS framework, these questions are answered by defining: 

• Units of Competency 
A Unit of Competency defines a broad area of professional or occupational performance 
that is meaningful to practitioners and which is demonstrated by individuals in the 
workplace. The GAPPS Level 1 framework includes five Units of Competency while 
GAPPS Level 2 includes six. 

• Elements of Competency 
Elements of Competency describe the key components of work performance within a 
Unit. They describe what is done by individuals in the workplace but do not prescribe how 
the work is done. For example, project managers must “define risks and risk responses 
for the project,” but they can do it themselves or delegate the work to others. In addition, 
there are many different tools and techniques that they could use. Each Unit within the 
GAPPS framework has 3-6 Elements. 

• Performance Criteria 
Performance Criteria set out the type and/or level of performance required to 
demonstrate competence. They describe observable results and/or actions in the 
workplace from which competent performance can be inferred. In the GAPPS framework, 
Performance Criteria can be satisfied in many different ways; there are no mandatory 
approaches, tools, or methodologies. 

• Range Statements 
Range Statements help to ensure consistent interpretation of the Elements and the 
Performance Criteria by expanding on critical or significant aspects of them to enable 
consistent application in different contexts. Where the Range Statements contain lists, the 
lists are generally illustrative and not exhaustive. 

 
Although some of the terms and definitions of the GAPPS approach described above differ 
in some respects from other PBCS frameworks and standards, the overall approach is 
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consistent and compatible with generally accepted practice within the field of competency 
assessment. 
 
The Performance Criteria in this document focus on threshold performance — 
demonstration of the ability to do something at a standard considered acceptable in the 
workplace. They do not measure superior performance — what the best project managers 
do. Superior performers should, however, be able to satisfy the threshold criteria without 
difficulty. 
 
The GAPPS framework includes the minimum number of Performance Criteria needed to 
infer competence. As a result, a candidate must satisfy all of the Performance Criteria in 
the applicable Units in order to be viewed as competent. In addition, the Performance 
Criteria represent different levels of detail. The number of Performance Criteria in a Unit 
or Element is not proportional to the amount of time or effort that a project manager 
must spend in that area to be viewed as competent. 
 
The material in this document can also be used to support learning and development 
when applied by qualified educators and trainers. In order to provide such support, the 
framework would need to be expanded to address questions such as: 
• What skills and knowledge are needed to demonstrate this standard of performance? 

• What are the parameters for collecting evidence and assessing performance? 

Appendix C, Mapping of 48 Concepts/Topics and Appendix D, Assessment Guidelines, 
provide relevant information that should be useful to address learning and development 
needs. 
 
 

3. Role Descriptions for Project Managers 

The term project has been defined in many different ways. For example: 

• “A time and cost restrained operation to realise a set of defined deliverables (the scope to 
fulfil the project’s objectives) up to quality standards and requirements.” (International 
Project Management Association) 

•   “A temporary endeavour undertaken to create a unique product or service.” (Project 
Management Institute, Inc., USA) 

Despite the differences in phrasing, these definitions, like most other definitions of project, 
are conceptually equivalent. Whatever the words used, however, it is clear that a project can 
be small or large, short or long. A project could be: 

• The development of a new power plant from feasibility and design through construction 
and commissioning 

• The preparation of the feasibility study alone 

• The construction activities alone 

• The creation of a research report for a consumer products company 

• The implementation of a new information technology system 
 
In some organisations, project manager is a position with that title, while in others, it is a 
temporary assignment. Whether a position or an assignment, whenever a single 
individual is clearly responsible for the management of a project, that individual can be 
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considered to be a project manager for the purposes of this framework. 
 
In the context of the GAPPS framework, being responsible for the management of the 
project includes being responsible for the relevant aspects of leadership as well. For 
example, project managers may need to align, motivate, and inspire project team 
members in addition to doing the more routine activities such as planning and reporting. 
 

3.1 Differentiating Project Manager Roles 

Project managers are expected to produce essentially the same results — outputs and 
outcomes that are acceptable to relevant stakeholders. However, the context in which these 
results are produced may differ: some projects are inherently harder to manage than others. 
A project manager who is competent to manage an easier, less complex project may not be 
competent to manage a harder, more complex project. 
 
GAPPS has developed an approach to categorising projects based on their management 
complexity. The GAPPS framework uses a tool called the Crawford‐Ishikura Factor Table for 
Evaluating Roles, or CIFTER. The tool, named after two major contributors to GAPPS, is 
used to differentiate project manager roles based on the complexity of the projects managed. 
 
The CIFTER factors identify the causes of project management complexity. For example, in 
some application areas, a project manager’s ability to control project costs is considered to be 
the primary factor in determining competence. The CIFTER provides a mechanism for 
matching competence to need by identifying the factors that affect the project manager’s 
ability to control costs. 
 
The CIFTER identifies seven factors that affect the management complexity of a project. Each 
factor is rated from 1 to 4 using a qualitative point scale, and the factors are totalled to 
produce a management complexity rating for the project. The use of the CIFTER is described 
in more detail in the remainder of this section. 
 

3.2 The CIFTER Factors 

The CIFTER factors are described in the paragraphs below. Each of the factors is given equal 
weight when evaluating the management complexity of a project. 

1.  Stability of the overall project context. The project context includes the project life‐cycle, 
the stakeholders, the degree to which the applicable methods and approaches are known, 
and the wider socioeconomic environment. When the project context is unstable — phase 
deliverables  are  poorly  defined,  scope  changes  are  frequent  and  significant,  team 
members are coming and going, applicable  laws and  regulations are being modified — 
the project management challenge increases. 

  Note:  some  aspects of  “technical  complexity”  such  as dealing with unproven  concepts 
would be considered here. 
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2.  Number  of  distinct  disciplines,  methods,  or  approaches  involved  in  performing  the 
project. Most projects  involve more  than one management or  technical discipline; some 
projects involve a large number of different disciplines. For example, a project to develop 
a new drug could  include medical  researchers, marketing  staff, manufacturing experts, 
lawyers, and others. Since each discipline  tends  to approach  its part of  the project  in a 
different  way,  more  disciplines  means  a  project  that  is  relatively  more  difficult  to 
manage. 

  Note: some aspects of “technical complexity” such as dealing with a product with many 
interacting elements would be considered here. 

3.  Magnitude of  legal, social, or environmental  implications  from performing  the project. 
This  factor  addresses  the  potential  external  impact  of  the  project.  For  example,  the 
potential  for  catastrophic  failure means  that  the  implications of  constructing  a nuclear 
power  plant  close  to  a major  urban  centre will  likely  be much  greater  than  those  of 
constructing  an  identical  plant  in  a  remote  area.  The management  complexity  of  the 
urban project will be higher due to the need to deal with a larger number of stakeholders 
and a more diverse stakeholder population. 

4.  Overall  expected  financial  impact  (positive  or  negative) on  the projectʹs  stakeholders. 
This  factor accounts  for one aspect of  the  traditional measure of “size,” but does  so  in 
relative  terms.  For  example,  a  project manager  in  a  consumer  electronics  start‐up  is 
subject  to more  scrutiny  than  a  project manager  doing  a  similarly  sized  project  for  a 
computer manufacturer with operations around the globe. 

  Note: where the impact on different stakeholders is different, this factor should be rated 
according to the impact on the primary stakeholders. 

5.  Strategic  importance of  the project  to the organisation or organisations  involved. This 
factor addresses yet another aspect of “size,” and again deals with  it  in  relative  rather 
than  absolute  terms.  While  every  project  should  be  aligned  with  the  organisation’s 
strategic direction, not  every project  can be of  equal  importance  to  the organisation or 
organisations involved. 

  Note:  as with  financial  impact,  if  the  strategic  importance  for different  stakeholders  is 
different,  this  factor  should  be  rated  according  to  the  strategic  importance  for  the 
primary stakeholders. 

6.  Stakeholder cohesion regarding the characteristics of the product of the project. When all 
or most  stakeholders  are  in  agreement  about  the  characteristics  of  the  product  of  the 
project, they tend to be in agreement about the expected outcomes as well. When they are 
not in agreement, or when the benefits of a product with a particular set of characteristics 
are unknown or uncertain, the project management challenge is significant. 

7.  Number and variety of  interfaces between project and other organisational entities.  In 
the  same  way  that  a  large  number  of  different  disciplines  on  a  project  can  create  a 
management challenge, a large number of different organisations can as well. 

  Note: issues of culture and language would be addressed here. 
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Crawford-Ishikura Factor Table for Evaluating Roles (CIFTER) 
 

Project Management 
Complexity Factor Descriptor and Points 

1. Stability of the overall project 
context 

Very high 
(1) 

High 
(2) 

Moderate 
(3) 

Low 
(4) 

2. Number of distinct disciplines, 
methods, or approaches involved 
in performing the project 

Low 
(1) 

Moderate 
(2) 

High 
(3) 

Very high 
(4) 

3. Magnitude of legal, social, or 
environmental implications from 
performing the project 

Low 
(1) 

Moderate 
(2) 

High 
(3) 

Very high 
(4) 

4. Overall expected financial impact 
(positive or negative) on the 
project’s stakeholders 

Low 
(1) 

Moderate 
(2) 

High 
(3) 

Very high 
(4) 

5. Strategic importance of the 
project to the organisation or 
organisations involved 

Very low 
(1) 

Low 
(2) 

Moderate 
(3) 

High 
(4) 

6. Stakeholder cohesion regarding 
the characteristics of the product 
of the project 

High 
(1) 

Moderate 
(2) 

Low 
(3) 

Very low 
(4) 

7. Number and variety of interfaces 
between the project and other 
organisational entities 

Very low 
(1) 

Low 
(2) 

Moderate 
(3) 

High 
(4) 

 

 
3.3 The CIFTER Ratings 

The point ratings for the CIFTER were established in an iterative fashion. An initial set of 
factors and values were identified, and several projects rated. While the CIFTER 
development team recognised that most projects could benefit from a higher level of skill, 
each iteration was assessed as follows: 

• Was a project that rated below Level 1 unlikely to require the skills of a competent Global 
Level 1 project manager? 

• Was a project that rated at Level 1 likely to require the skills of a competent Global Level 
1 project manager? 

• Was a project that rated at Level 2 likely to require the skills of a competent Global Level 
2 project manager? 

• Was a project that rated above Level 2 likely to require a higher level of competence than 
a Global Level 2 project manager? 

 
Both factors and ratings were adjusted until the results met the criteria above. With the final 
set of seven factors and a point scale of 1 to 4, the following ranges were set: 
• Point total less than 11: this project cannot be used to provide evidence for a GAPPS 

compliant performance assessment. 
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• Point total 12 or higher: this project can be used to provide evidence for a GAPPS 
compliant performance assessment at Global Level 1. 

• Point total 19 or higher: this project can be used to provide evidence for a GAPPS 
compliant performance assessment at Global Level 2. 

 
The project being rated should be defined in terms of the responsibilities of the project 
manager. For example, on a construction project, the owner’s project manager and the 
contractor’s project manager will different responsibilities and thus their projects will have 
different totals. 
 
In order to illustrate the use of the CIFTER, nine sample projects from three different 
application areas were selected and rated: 

A. Social/public services project: develop a three‐hour employee orientation programme 

for a municipal department. 

B. Social/public services project: develop and implement an in‐house training program on 

a new, computerised point‐of‐sale system for the automobile driver licensing unit of a 
state or province. 

C. Social/public services project: develop and implement a new science curriculum for the 

final, pre‐university year in all schools in a state or province. 

D. Information Technology project: implement a software package upgrade in a single 

business functional area. 

E. Information Technology project: design a new corporate website for a multi‐national 

manufacturing company. 

F. Information Technology project: implement an Enterprise Resource Planning 

application across business areas in an environment where the success or failure of the 
implementation has significant legal implications. 

G. Engineering and Construction project: construction management for a small addition to 

a local school done mostly during summer vacation. 

H. Engineering and Construction project: construction management of the renovation of a 

small, suburban office building. 

I. Engineering and Construction project: construction management of the renovation of a 

30 storey hotel for an international hotel chain. 
 
As illustrated in the table below, Projects A, D, and G could not be used to provide evidence 
of competency in a GAPPS compliant assessment. Projects B, C, E, F, H, and I could all be 
used to provide evidence for a Global Level 1 assessment. Projects C, F, and I could all be 
used to provide evidence for a Global Level 2 assessment. Appendix E contains more detail 
about the CIFTER sample ratings. 
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A 1 1 1 1 1 1 1 7 
B 2 2 2 2 3 2 2 15 
C 3 2 3 2 4 3 3 20 
D 1 1 1 1 1 1 1 7 

E 2 2 1 2 2 2 2 13 
F 4 2 4 3 3 3 3 22 
G 1 1 1 2 2 1 1 9 

H 2 1 2 2 2 2 2 13 
I 3 3 2 2 3 4 3 20 

 

3.4 Limitations of the CIFTER 

The CIFTER does not accommodate individuals managing multiple projects since ratings for 
multiple projects cannot be summed. However, an assessment process could allow evidence 
from more than one project as long as each individual project meets the requirements for the 
level being assessed. 
 
In some application areas, multiple project managers may share overall responsibility for the 
project. These projects cannot be used for assessment since it would not be clear which 
project manager was responsible for which results. 
 
Ratings on individual factors will often vary for the same project. For example, one person 
might consider the stability of the overall project context to be “high” while another views it 
as “moderate.” However, experience has shown that such differences balance out and that 
the project totals are quite consistent. 
 

3.5 The CIFTER and Career Development 

Although the primary purpose of the CIFTER is to differentiate levels of management 
complexity in order to define project manager roles for assessment, it can also be used to 
guide career development. For example, a Global Level 1 project manager might seek 
opportunities to manage projects with higher scores on certain factors in order to move 
toward Global Level 2 assessment. 

 

4. Application 

The GAPPS framework explicitly recognises that there are many different approaches to the 
management of projects, that there are many different ways to achieve satisfactory results, 
that there are many different techniques for assessing competence, and that there are many 
different paths for project managers to follow to develop their competence. 
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4.1 Use in Assessment 

This section provide an overview of the use of the GAPPS framework in assessment. 
Appendix D provides more detail and additional references. 
 
When adopted as a standard (see section 4.2), the GAPPS framework is intended to help and 
assessor infer whether an experienced, practising project manager is likely to be able to 
perform competently on future projects. The assessment should include direct contact 
between the candidate and the assessor as well as examination of evidence supplied by the 
candidate and by other sources such as clients, supervisors, and team members. Assessment 
may also include direct observation of the candidate in a workplace environment. 
 
The assessor and the candidate must agree that the projects to be used as evidence meet the 
criteria for the level being assessed as defined by the CIFTER. Additional evidence criteria 
such as currency and authenticity are described in Appendix D. 
 
As with most other performance based competency frameworks, the GAPPS framework 
assumes that 100% of the Performance Criteria must be satisfied for a candidate to be 
assessed as competent in the role. As a result, Performance Criteria have generally not been 
repeated in different Units. For example, since stakeholder communications are monitored in 
PM01, there is no reference to monitoring them in PM03. This interdependent nature of the 
Performance Criteria requires that assessment be done using a holistic approach. 
 
A candidate that does not meet all of the performance criteria should be assessed as “not yet 
competent.” To the extent possible, the assessment process should provide input to both 
successful and unsuccessful candidates about opportunities for improvement and 
professional growth. 
 
The Units, Elements, and Performance Criteria are not linear or sequential: there is no 
requirement that the work be done in any particular sequence or that the Performance 
Criteria be satisfied in any particular order. In addition, some Performance Criteria can be 
satisfied with relatively little effort while others will require a substantial commitment from 
the project manager over the full length of the project. 
 

4.2 Relationship to Existing Standards 

This document is intended to complement existing competency standards, not to replace 
them. For example: 
• Organisations that have performance based competency standards (e.g., the Services 

Sector Education and Training Authority in South Africa) may map their existing 
standards to the GAPPS framework in order to facilitate comparisons with other 
systems. 

• Organisations that use attribute based competency assessments (e.g., IPMA, the 
International Project Management Association) may choose to supplement their 
assessments with performance based criteria. 

 
In similar fashion, this document is not intended to replace knowledge guides such as the 
APM Body of Knowledge (UK Association of Project Management), A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge (USA Project Management Institute, Inc.), Project and Program 
Management (P2M) (Japan, Project Management Association of Japan), and others. 
Knowledge guides, as well as the numerous books about project management, serve to 
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develop the underpinning knowledge and understanding that helps project managers learn 
how to produce the results from which competence is inferred. 
 

4.3 Adoption as a Standard 

GAPPS encourages other organisations to adopt this framework as their own. For example: 

• Professional associations that do not currently have assessment standards can use it to 
expedite their ability to serve their members. 

• Standards and qualifications bodies can use it to facilitate transferability and mutual 
recognition of qualifications. 

• Public and private organisations can use it to facilitate staff development programmes 
and to help ensure better project results. 

 
Any entity that adopts the GAPPS framework should use all of the Units, Elements, and 
Performance Criteria in order to help ensure consistency of application and reciprocity. 
Additions and modifications can be made as appropriate (and in accordance with the GAPPS 
“copyleft” license) to suit local and regulatory requirements. For example: 

• A professional association may wish to include a specific knowledge guide as the basis 
for developing knowledge and understanding. 

• A standards or qualification body may need to modify the structure or terminology to 
conform to its own conventions or to local culture. 

• A private sector organisation may decide to add Elements or Performance Criteria, or to 
provide further detail in the Range Statements, in order to reflect aspects of performance 
specific to that organisation or its project management methodology. 

• Any of the above entities may translate these materials to make them more accessible. 
 
Any entity that adopts the GAPPS framework may apply it to one or both levels. However, 
the use of the CIFTER to assess the level at which the project manager is operating is an 
integral part of the framework. 
 
 

5. Terms and Definitions 

Key terms and definitions are included in the Range Statements in the Units of Competency 
(section 6). Terms are defined the first time they occur within each Unit of Competency and 
are displayed in bold type in subsequent uses. 
 
Appendix A contains a complete list of all of the Range Statements. 
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6. Units of Competency 

The table below provides a summary of the Units of Competency while the graphic on the 
following page provides an overview of the Units, Elements, and Performance Criteria. 
Details for all, plus the Range Statements, are provided on the following pages. 
 
Units 1‐5 are applicable to Global Level 1 project managers while Units 1‐6 are applicable to 
Global Level 2 project managers. Although the Performance Criteria are the same for both 
levels, the context in which that performance must be demonstrated is different as defined 
by the level of the project using the CIFTER. 
 

Unit 
No. 

Unit Title Unit Descriptor 

PM01  Manage 
Stakeholder 
Relationships 

This unit defines the Elements required to manage stakeholder 
relationships during a project. It includes the Performance Criteria 
required to demonstrate competence in ensuring the timely and 
appropriate involvement of key individuals, organisations, and 
groups throughout the project. 

PM02  Manage 
Development 
of the Plan for 
the Project 

This unit defines the Elements required to develop the plan for the 
project. It includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in determining how to realise the project in an efficient 
and effective manner. 

PM03  Manage 
Project 
Progress 

This unit defines the Elements required to manage project progress. It 
includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in ensuring that the project is moving constructively 
toward delivery of the product of the project and in support of the 
agreed project outcomes. 

PM04  Manage 
Product 
Acceptance 

This unit defines the Elements required to ensure that the product, 
service, or result of the project will be accepted by relevant 
stakeholders. It includes the Performance Criteria required to 
demonstrate competence in ensuring that the product of the project is 
defined, agreed, communicated, and accepted. 

PM05  Manage 
Project 
Transitions 

This unit defines the Elements required to manage project transitions. 
It includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in getting the project underway, in moving from one 
project phase to the next, and in closing the project down at its 
conclusion. 

PM06  Evaluate  and 
Improve 
Project 
Performance 

This unit defines the Elements required to evaluate and improve 
project performance. It includes the Performance Criteria required to 
demonstrate competence in ensuring that opportunities for 
improvement are applied on this project and made available for future 
projects. 
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Units, Elements, and Performance Criteria 

Units Elements Performance Criteria 

1.1 Ensure that stakeholder 
interests are identified 
and addressed. 

1.1.1 Relevant stakeholders are determined. 
1.1.2 Stakeholder interests are investigated and documented. 
1.1.3 Stakeholder interests are considered when making project decisions. 
1.1.4 Actions to address differing interests are implemented. 

1.2 Promote effective 
individual and team 
performance. 

1.2.1 Interpersonal skills are applied to encourage individuals and teams to perform effectively. 
1.2.2 Individual project roles are defined, documented, communicated, assigned, and agreed to. 
1.2.3 Individual and team behavioural expectations are established. 
1.2.4 Individual and team performance is monitored and feedback provided. 
1.2.5 Individual development needs and opportunities are recognised and addressed. 

1.3 Manage stakeholder 
communications. 

1.3.1 Communication needs of stakeholders are identified and documented. 
1.3.2 Communication method, content, and timing is agreed to by relevant stakeholders. 
1.3.3 Information is communicated as planned, and variances are identified and addressed. 

Manage 
Stakeholder 
Relationships 

1.4 Facilitate external 
stakeholder 
participation. 

1.4.1 External stakeholder participation is planned, documented, and communicated. 
1.4.2 External stakeholder participation is supported as planned, and variances are addressed. 

2.1 Define the work of the 
project. 

2.1.1 A shared understanding of desired project outcomes is agreed to with relevant stakeholders. 
2.1.2 Processes and procedures to support the management of the project are identified, documented, and 

communicated to relevant stakeholders. 
2.1.3 Work-items required to accomplish the product of the project are determined. 
2.1.4 The work-items and completion criteria are agreed to by relevant stakeholders. 
2.1.5 Assumptions, constraints, and exclusions are identified and documented. 
2.1.6 Relevant knowledge gained from prior projects is incorporated into the plan for the project where 

feasible. 

2.2 Ensure the plan for the 
project reflects relevant 
legal requirements. 

2.2.1 Relevant legal requirements are identified, documented, and communicated to relevant stakeholders. 
2.2.2 Potential for conflicts caused by legal requirements are identified and addressed in the plan for the 

project. 

2.3 Document risks and risk 
responses for the 
project. 

2.3.1 Risks are identified in consultation with relevant stakeholders. 
2.3.2 Risk analysis techniques are used to evaluate risks and then prioritise them for further analysis and 

response planning. 
2.3.3 Responses to risks are identified and agreed to by relevant stakeholders. 

2.4 Confirm project success 
criteria. 

2.4.1 Measurable project success criteria are identified and documented. 
2.4.2 Project success criteria are agreed to by relevant stakeholders. 

Manage 
Development 
of the Plan for 
the Project 

2.5 Develop and integrate 
project baselines. 

2.5.1 Resource requirements are determined. 
2.5.2 Schedule is developed based on resource requirements, resource availability, and required sequence 

of work-items. 
2.5.3 Budget is developed based on resource requirements. 
2.5.4 Conflicts and inconsistencies in the plan for the project are addressed. 
2.5.5 The plan for the project is approved by authorised stakeholders and communicated to relevant 

stakeholders. 

3.1 Monitor, evaluate, and 
control project 
performance. 

3.1.1 Performance of the project is measured, recorded, evaluated, and reported against the project 
baselines. 

3.1.2 Processes and procedures are monitored and variances addressed. 
3.1.3 Completed work-items are reviewed to ensure that agreed completion criteria were met. 
3.1.4 Corrective action is taken as needed in support of meeting project success criteria. 

3.2 Monitor risks to the 
project. 

3.2.1 Identified risks are monitored. 
3.2.2 Changes to the external environment are observed for impact to the project. 
3.2.3 Applicable legal requirements are monitored for breaches and conflicts. 
3.2.4 Actions are taken as needed. 

Manage 
Project 
Progress 

3.3 Reflect on practice. 3.3.1 Feedback on personal performance is sought from relevant stakeholders and addressed. 
3.3.2 Lessons learned are identified and documented. 

4.1 Ensure that the product 
of the project is defined. 

4.1.1 Desired characteristics of the product of the project are identified in consultation with relevant 
stakeholders. 

4.1.2 Characteristics of the product of the project are documented and agreed to by relevant stakeholders. 

4.2 Ensure that changes to 
the product of the 
project are monitored 
and controlled. 

4.2.1 Variances from agreed product characteristics are identified and addressed. 
4.2.2 Requests for changes to the product of the project are documented, evaluated, and addressed in 

accordance with the change control processes for the project. 
4.2.3 Approved product changes are implemented. 

Manage 
Product 
Acceptance 

4.3 Secure acceptance of 
the product of the 
project. 

4.3.1 The product of the project is evaluated against the latest agreed characteristics and variances 
addressed where necessary. 

4.3.2 The product of the project is transferred to identified stakeholders and accepted. 

5.1 Manage project start-up. 5.1.1 Authorisation to expend resources is obtained from the appropriate stakeholders. 
5.1.2 Start-up activities are planned and conducted. 

5.2 Manage transition 
between project phases. 

5.2.1 Acceptance of the outputs of a prior phase is obtained from the relevant stakeholders. 
5.2.2 Authorisation to begin work on a subsequent phase is obtained from the appropriate stakeholders. 
5.2.3 Transition activities are planned and conducted. 

Manage 
Project 
Transitions 

5.3 Manage project closure. 5.3.1 Closure activities are planned and conducted. 
5.3.2 Project records are finalised, signed off, and stored in compliance with processes and procedures. 

6.1 Develop a plan for 
project evaluation. 

6.1.1 Purpose, focus, and criteria of evaluation are determined. 
6.1.2 Relevant evaluation techniques are determined. 

6.2 Evaluate the project in 
accordance with plan. 

6.2.1 Performance data is collected and analysed in accordance with the evaluation plan. 
6.2.2 Evaluation process engages relevant stakeholders. 

Evaluate and 
Improve 
Project 
Performance 6.3 Capture and apply 

learning. 

6.3.1 Knowledge sharing and skill transfer is encouraged among relevant stakeholders. 
6.3.2 Results of evaluations are documented and made available for organisational learning. 
6.3.3 Potential improvements are identified, documented and communicated to relevant stakeholders. 
6.3.4 Improvements agreed for this project are applied. 
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PM01 Manage Stakeholder Relationships 

Unit Descriptor  This  unit  defines  the  Elements  required  to  manage  stakeholder 
relationships  during  a  project.  It  includes  the  Performance  Criteria 
required  to  demonstrate  competence  in  ensuring  the  timely  and 
appropriate  involvement  of  key  individuals,  organisations,  and 
groups throughout the project. 

Application is for the Global Level 1 Role and the Global Level 2 Role as described in 
Section 3. 

 

PM01 Element 1 

1.1  Ensure that stakeholder interests are identified and addressed. 

Performance Criteria Range Statements 

1.1.1  Relevant stakeholders are 
determined. 

1.1.2  Stakeholder interests are 
investigated and documented. 

1.1.3  Stakeholder interests are 
considered when making 
project decisions. 

1.1.4  Actions to address differing 
interests are implemented. 

a. Ensuring may include performing, supervising, 
or directing. 

b. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

c. Interests may include needs, wants, 
expectations, or requirements. Interests may be 
stated or implied. Interests may be related to 
the product of the project or to how the 
activities of the project are conducted. 

d. Addressed includes acceptance as is, acceptance 
with modification, or rejection. Interests may be 
addressed without being satisfied. 

e. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 

f. Consideration of interests should be done in an 
ethical manner. 

g. Actions may include problem solving, 
negotiating, accommodating, compromising, 
collaborating, or cooperating. 
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PM01 Element 2 

1.2  Promote effective individual and team performance. 

Performance Criteria Range Statements 

1.2.1  Interpersonal skills are 
applied to encourage 
individuals and teams to 
perform effectively. 

1.2.2  Individual project roles are 
defined, documented, 
communicated, assigned, and 
agreed to. 

1.2.3  Individual and team 
behavioural expectations are 
established. 

1.2.4  Individual and team 
performance is monitored and 
feedback provided. 

1.2.5  Individual development 
needs and opportunities are 
recognised and addressed. 

a. Interpersonal skills may include leadership 
skills, verbal and non‐verbal communication 
skills, decision making, dealing with emotions 
and stress, conflict management, trust building, 
negotiating, demonstrating sensitivity to 
diversity issues, and modelling desired 
behaviour. The application of interpersonal 
skills may be influenced by the phase of the 
project life‐cycle. 

b. Roles may encompass responsibilities, 
accountabilities, authorities, reporting 
arrangements, and other required aspects of 
work performance. 

c. Behavioural expectations may include 
responding to conflict; dealing with differences 
in skill, background, culture, or other personal 
characteristics of individuals involved with the 
project; and may be influenced by the phase of 
the project life‐cycle. 

d. Monitoring in the project context will generally 
require paying special attention to potential 
causes or sources of interpersonal conflict. 

e. Feedback may be positive or negative and may 
include follow up activities. 

f. Individual development involves enhancing 
individual skills. Needs are for skills directly 
related to the work of the project. 
Opportunities are for skills that benefit the 
individual or the organisation. Development 
may be provided in formal or informal 
contexts. 

g. Needs and opportunities may be addressed 
without being satisfied. 
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PM01 Element 3 

1.3  Manage stakeholder communications. 

Performance Criteria Range Statements 

1.3.1  Communication needs of 
stakeholders are identified 
and documented. 

1.3.2  Communication method, 
content, and timing is agreed 
to by relevant stakeholders. 

1.3.3  Information is communicated 
as planned, and variances are 
identified and addressed. 

a. Communication needs may include content 
required, method used (e.g., electronic, phone, 
meeting), geographical dispersion, protocols, 
cultural differences, and confidentiality 
requirements. They may be documented 
formally or informally and may be included in 
other project documentation. 

b. Variances may include missing reports, 
incorrect or misleading content, and late 
distribution. Communications that fail to 
satisfy the stakeholders’ needs may also be 
considered variances. Minor variances may not 
require corrective action. 

 
PM01 Element 4 

1.4  Facilitate external stakeholder participation. 

Performance Criteria Range Statements 

1.4.1  External stakeholder 
participation is planned, 
documented, and 
communicated. 

1.4.2  External stakeholder 
participation is supported as 
planned, and variances are 
addressed. 

a. External stakeholders are those outside the 
project team. They may be internal to or 
external to the project manager’s organisation. 
The boundary between the external 
stakeholders and the project team is often 
indistinct. 

b. Participation may include correspondence, 
attendance at meetings, or review of 
documentation. 

c. Variances may include non‐participation, 
unsolicited or unplanned participation, and 
other unexpected activities. Minor variances 
may not require corrective action. 
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PM02 Develop the Plan for the Project 

Unit Descriptor  This unit defines the Elements required to develop the plan for the 
project. It includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in determining how to realise the project in an efficient 
and effective manner. 

Note: The plan for the project may be known by other names specific to the organisation 
or the application area and will generally include additional supporting detail not 
described here. 

Application is for the Global Level 1 Role and the Global Level 2 Role as described in 
Section 3. 

 
PM02 Element 1 

2.1  Define the work of the project. 

Performance Criteria Range Statements 

2.1.1  A shared understanding of 
desired project outcomes is 
agreed to with relevant 
stakeholders. 

2.1.2  Processes and procedures to 
support the management of 
the project are identified, 
documented, and 
communicated to relevant 
stakeholders. 

2.1.3  Work‐items required to 
accomplish the product of the 
project are determined. 

a. Outcomes are the result of the delivery of the 
project outputs and may occur after the project 
is complete. 

b. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

c. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 

d. Processes and procedures may exist within the 
organisation or may need to be developed. They 
may be manual or automated and will normally 
include at least change control and status 
reporting. They may also include management 
plans, work authorisation, project governance, 
and product acceptance. 

e. A work‐item is a segment of the overall work of 
the project. Work‐items may be called work 
packages, deliverables, outputs, cost accounts, 
activities, or tasks. They may be represented in 
an ordered or unordered list, or graphically 
through a Work Breakdown Structure (WBS) or 
similar display. 
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PM02 Element 1 (continued) 

2.1  Define the work of the project. (continued) 

Performance Criteria Range Statements 

2.1.4  The work‐items and 
completion criteria are agreed 
to by relevant stakeholders. 

2.1.5  Assumptions, constraints, and 
exclusions are identified and 
documented. 

2.1.6  Relevant knowledge gained 
from prior projects is 
incorporated into the plan for 
the project where feasible. 

f. Completion criteria may be identified in the 
plan for the project or may be contained in 
descriptions of the product of the project such 
as specifications; user requirements; quality 
requirements; health, safety, environment, and 
community requirements; or other application 
area specific documents. 

g. Exclusions are potential work‐items, or the 
results of work‐items, that might reasonably be 
expected by a stakeholder but which will not be 
included in the work of this project. 

h. Knowledge includes information gained and 
lessons learned from other projects. 

 
PM02 Element 2 

2.2  Ensure the plan for the project reflects relevant legal requirements. 

Performance Criteria Range Statements 

2.2.1  Relevant legal requirements 
are identified, documented, 
and communicated to relevant 
stakeholders. 

2.2.2  Potential for conflicts caused 
by legal requirements are 
identified and addressed in 
the plan for the project. 

a. Ensuring may include performing, supervising, 
or directing. 

b. Legal requirements may include legislation 
and regulations; authority approvals; contract 
and sub‐contract provisions; operational health 
and safety; discrimination; industrial relations; 
fair trade; internal business controls; and 
environmental issues. Contractual provisions 
may need to be addressed from both the 
buyer’s and the seller’s perspectives. 

c. Addressed includes acceptance as is, acceptance 
with modification, or rejection. Conflicts may 
be addressed without being eliminated. 
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PM02 Element 3 

2.3  Document risks and risk responses for the project. 

Performance Criteria Range Statements 

2.3.1  Risks are identified in 
consultation with relevant 
stakeholders. 

2.3.2  Risk analysis techniques are 
used to evaluate risks and 
then prioritise them for 
further analysis and response 
planning. 

2.3.3  Responses to risks are 
identified and agreed to by 
relevant stakeholders. 

a. A risk is an uncertain event or condition that if 
it occurs, has a positive or negative effect on the 
project. Risks may include generic items such 
as employee turnover or application area 
specific items such as health, safety, and 
environmental issues on a construction project.

b. Responses may include mitigation, acceptance 
(no action), transfer, assignment, and 
contingency planning. 

c. Risk analysis techniques may be qualitative or 
quantitative and should be chosen based on the 
management complexity of the project. 

d. Prioritisation may be based on probability of 
occurrence, impact on the project, and impact 
on the business. 

 
PM02 Element 4 

2.4  Confirm project success criteria. 

Performance Criteria Range Statements 

2.4.1  Measurable project success 
criteria are identified and 
documented. 

2.4.2  Project success criteria are 
agreed to by relevant 
stakeholders. 

a. Project success criteria are measures that 
describe how the project will be evaluated. 
They may be quantitative or qualitative. They 
may have been defined previously or 
developed by the project. They may address 
both the product of the project and the 
management of the project. 
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PM02 Element 5 

2.5  Develop and integrate project baselines. 

Performance Criteria Range Statements 

2.5.1  Resource requirements are 
determined. 

2.5.2  Schedule is developed based 
on resource requirements, 
resource availability, and 
required sequence of 
work‐items. 

2.5.3  Budget is developed based on 
resource requirements. 

2.5.4  Conflicts and inconsistencies 
in the plan for the project are 
addressed. 

2.5.5  The plan for the project is 
approved by authorised 
stakeholders and 
communicated to relevant 
stakeholders. 

a. Baselines are the agreed to reference points for 
measuring performance and progress of the 
project. Baselines must include a budget and a 
schedule and may also include scope, work, 
resources, revenue, cash flow, communication, 
quality, risk, or other aspects of the project. 

b. Resources may include people, funding, 
information, time, facilities, supplies and 
equipment. 

c. Resource requirements may include type, 
quantity, and timing. They may be determined 
for the overall project or for individual 
work‐items. 

d. Schedule may be developed using durations 
(work periods) or elapsed time (calendar 
periods). Schedule detail may vary based on 
the needs of the project. 

e. Sequence is the logical and practical ordering 
of work‐items. 

f. Budgets may be expressed in monetary or 
other units. Budget detail may vary based on 
the needs of the project, funds availability, and 
accounting rules. 

g. Approval is provided with the expectation that 
the plan for the project will be updated as the 
project progresses (PM03 covers managing 
project progress). 
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PM03 Manage Project Progress 

Unit Descriptor  This unit defines the Elements required to manage project progress. It 
includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in ensuring that the project is moving constructively 
toward delivery of the product of the project and in support of the 
agreed project outcomes. 

Application is for the Global Level 1 Role and the Global Level 2 Role as described in 
Section 3. 

 
PM03 Element 1 

3.1  Monitor, evaluate, and control project performance. 

Performance Criteria Range Statements 

3.1.1  Performance of the project is 
measured, recorded, 
evaluated, and reported 
against the project baselines. 

3.1.2  Processes and procedures are 
monitored and variances 
addressed. 

a. Measurement may include feedback obtained 
from stakeholders, variances from plan, 
changes in stakeholder interests, and changes 
in assumptions and constraints. 

b. Evaluation may rely on information gained 
from trend analysis, forecasting, strategic 
alignment reviews, and reading the internal 
and external environments. 

c. Baselines are the agreed to reference points for 
measuring performance and progress of the 
project. Baselines must include a budget and a 
schedule and may also include scope, work, 
resources, revenue, cash flow, communication, 
quality, risk, or other aspects of the project. 

d. Processes and procedures may exist within the 
organisation or may need to be developed. 
They may be manual or automated and will 
normally include at least change control and 
status reporting. They may also include 
management plans, work authorisation, project 
governance, and product acceptance. 

e. Variances may include errors in design or use. 
Minor variances may not require corrective 
action. 

f. Addressed includes acceptance as is, 
acceptance with modification, or rejection. 
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PM03 Element 1 (continued) 

3.1  Monitor, evaluate, and control project performance. (continued) 

Performance Criteria Range Statements 

3.1.3  Completed work‐items are 
reviewed to ensure that agreed 
completion criteria were met. 

3.1.4  Corrective action is taken as 
needed in support of meeting 
project success criteria. 

g. A work‐item is a segment of the overall work 
of the project. Work‐items may be called work 
packages, deliverables, outputs, cost accounts, 
activities, or tasks. They may be represented in 
an ordered or unordered list, or graphically 
through a Work Breakdown Structure (WBS) or 
similar display. 

h. Completion criteria may be identified in the 
plan for the project or may be contained in 
descriptions of the product of the project such 
as specifications; user requirements; quality 
requirements; health, safety, environment, and 
community requirements; or other application 
area specific documents. 

i. Corrective action may include steps taken to 
prevent future problems, problem solving, 
communication, conflict resolution, decision 
making, preparation of change requests, and 
implementing risk responses. Where the project 
manager’s authority is limited, corrective 
action may also include requests for action 
directed to the responsible parties. 

j. Project success criteria are measures that 
describe how the project will be evaluated. 
They may be quantitative or qualitative. They 
may have been defined previously or 
developed by the project. They may address 
both the product of the project and the 
management of the project. 
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PM03 Element 2 

3.2  Monitor risks to the project. 

Performance Criteria Range Statements 

3.2.1  Identified risks are monitored.

3.2.2  Changes to the external 
environment are observed for 
impact to the project. 

3.2.3  Applicable legal requirements 
are monitored for breaches 
and conflicts. 

3.2.4  Actions are taken as needed. 

a. A risk is an uncertain event or condition that if 
it occurs, has a positive or negative effect on 
the project. Risks may include generic items 
such as employee turnover or application area 
specific items such as health, safety, and 
environmental issues on a construction project.

b. The external environment may include the 
organisation in which the project is conducted, 
inter‐project dependencies, technological 
advances, and legal, social, economic, 
environmental or political changes. The 
significance of the external factors will vary in 
relation to the nature of the project. 

c. Legal requirements may include legislation 
and regulations; authority approvals; contract 
and sub‐contract provisions; operational health 
and safety; discrimination; industrial relations; 
fair trade; internal business controls; and 
environmental issues. Contractual provisions 
may need to be addressed from both the 
buyer’s and the seller’s perspectives. 

d. Actions may include risk responses, corrective 
measures, and documented exemptions 
handled outside of the agreed change control 
processes. 
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PM03 Element 3 

3.3  Reflect on practice. 

Performance Criteria Range Statements 

3.3.1  Feedback on personal 
performance is sought from 
relevant stakeholders and 
addressed. 

3.3.2  Lessons learned are identified 
and documented. 

a. Reflection includes self‐evaluation and 
consideration of the project manager’s personal 
contributions to the project. 

b. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

c. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 

d. Lessons learned may apply to a single phase, 
to the entire project, or to future projects, and 
may include organisational issues. See also 
PM06 for Global Level 2. 
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PM04 Manage Product Acceptance 

Unit Descriptor  This unit defines the Elements required to ensure that the product, 
service, or result of the project will be accepted by relevant 
stakeholders. It includes the Performance Criteria required to 
demonstrate competence in ensuring that the product of the project is 
defined, agreed, communicated, and accepted. 

Application is for the Global Level 1 Role and the Global Level 2 Role as described in 
Section 3. 

 
PM04 Element 1 

4.1  Ensure that the product of the project is defined. 

Performance Criteria Range Statements 

4.1.1  Desired characteristics of the 
product of the project are 
identified in consultation with 
relevant stakeholders. 

4.1.2  Characteristics of the product 
of the project are documented 
and agreed to by relevant 
stakeholders. 

a. Ensuring may include performing, supervising, 
or directing. 

b. The product of the project may be a physical 
item, a service, or other solution and is the 
primary output of the project at project 
completion. It may be a component of a larger 
project. For example a feasibility study or a 
functional specification may be treated as an 
independent project. 

c. Characteristics may include physical 
dimensions, quality requirements, or other 
factors that may affect the use of the product of 
the project. 

d. Desired characteristics may include 
characteristics that will not be included in the 
completed product of the project. 

e. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

f. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 
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PM04 Element 2 

4.2  Ensure that changes to the product of the project are monitored and controlled. 

Performance Criteria Range Statements 

4.2.1  Variances from agreed 
product characteristics are 
identified and addressed. 

4.2.2  Requests for changes to the 
product of the project are 
documented, evaluated, and 
addressed in accordance with 
the change control processes 
for the project. 

4.2.3  Approved product changes are 
implemented. 

a. Variances are differences from the agreed 
product characteristics and include changes 
that have not been approved. Product 
characteristics may be specified in project 
documentation, quality guidelines, or other 
documents and may be absolutes or may have 
tolerances. Variances that are within tolerances 
may be ignored. 

b. Addressed includes acceptance as is, 
acceptance with modification, or rejection. 
Variances may be addressed without being 
eliminated. 

c. Change control processes are used to capture, 
assess, approve or reject, track, and implement 
changes to the product of the project. They may 
be developed as part of the project or may be 
provided by the project’s parent organisation. 

 
 
PM04 Element 3 

4.3  Secure acceptance of the product of the project. 

Performance Criteria Range Statements 

4.3.1  The product of the project is 
evaluated against the latest 
agreed characteristics and 
variances addressed where 
necessary. 

4.3.2  The product of the project is 
transferred to identified 
stakeholders and accepted. 

a. The product of the project may be accepted 
with uncorrected variances. 

b. Identified stakeholders may include 
individuals or organisations who are involved 
in the use of the product of the project such as 
clients, customers, business owners, and 
technology owners. 
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PM05 Manage Project Transitions 

Unit Descriptor  This unit defines the Elements required to manage project transitions. 
It includes the Performance Criteria required to demonstrate 
competence in getting the project underway, in moving from one 
project phase to the next, and in closing the project down at its 
conclusion. 

Application is for the Global Level 1 Role and the Global Level 2 Role as described in 
Section 3. 

 
PM05 Element 1 

5.1  Manage project start‐up. 

Performance Criteria Range Statements 

5.1.1  Authorisation to expend 
resources is obtained from the 
appropriate stakeholders. 

5.1.2  Start‐up activities are planned 
and conducted. 

a. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

b. The appropriate stakeholder may be a client, 
owner, sponsor, senior executive, or other 
individual that is vested with the authority to 
make decisions regarding the project. 

c. Start‐up activities may be planned separately 
or may be included in the plan for the project. 
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PM05 Element 2 

5.2  Manage transition between project phases. 

Performance Criteria Range Statements 

5.2.1  Acceptance of the outputs of a 
prior phase is obtained from 
the relevant stakeholders. 

5.2.2  Authorisation to begin work 
on a subsequent phase is 
obtained from the appropriate 
stakeholders. 

5.2.3  Transition activities are 
planned and conducted. 

a. Phases may also be called stages or iterations. 
A series of project phases may be called a 
project life‐cycle. Some projects, especially 
subprojects, may have only a single phase. 

b. The outputs of a prior phase may be accepted 
with uncorrected variances. 

c. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 

d. Transition activities may include stakeholder 
meetings, document reviews, or product and 
project reviews. 

 
PM05 Element 3 

5.3  Manage project closure. 

Performance Criteria Range Statements 

5.3.1  Closure activities are planned 
and conducted. 

5.3.2  Project records are finalised, 
signed off, and stored in 
compliance with processes 
and procedures.   

a. Project closure can occur before planned 
completion due to unforeseen factors. 
Premature closure should be authorised and 
evaluated to determine implications. 

b. Closure activities may include acceptance 
testing, finalising accounts and contracts, 
releasing project resources, informing 
stakeholders, celebrating closure, documenting 
and communicating knowledge, and capturing 
lessons learned. 

c. Processes and procedures may exist within the 
organisation or may need to be developed. 
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PM06 Evaluate and Improve Project Performance 

Unit Descriptor  This unit defines the Elements required to evaluate and improve 
project performance. It includes the Performance Criteria required to 
demonstrate competence in ensuring that opportunities for 
improvement are applied on this project and made available for 
future projects. 

Note: This unit differs from PM03, Manage Project Progress, in that it is concerned with 
generating improvements rather than simply monitoring and controlling them. 

Application is for the Global Level 2 Role as described in Section 3. 

 
PM06 Element 1 

6.1  Develop a plan for project evaluation. 

Performance Criteria Range Statements 

6.1.1  Purpose, focus, and criteria of 
evaluation are determined. 

6.1.2  Relevant evaluation 
techniques are determined. 

a. The plan for project evaluation should be 
integrated with the plan for the project. 

b. Purpose may include who the evaluation is for, 
what is being evaluated, and what use is to be 
made of the evaluation. The purpose may be for 
improvement of current or future projects, 
evaluation of project management success, 
product success, individual or team 
performance, organisational capability, driving 
particular aspects of performance. 

c. Evaluation techniques should relate to 
purpose and may be formative (during the 
project), summative (at the close of the project), 
and qualitative or quantitative. 

d. Determination of evaluation techniques may 
consider multiple viewpoints and perspectives, 
cause and effect relationships, validity, 
sufficiency, reliability, fairness, relevance to 
project type and context, impact on the project, 
cost/benefit of the evaluation process, and the 
use of subject matter experts in the design or 
conduct of the evaluation process. 
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PM06 Element 2 

6.2  Evaluate the project in accordance with plan. 

Performance Criteria Range Statements 

6.2.1  Performance data is collected 
and analysed in accordance 
with the evaluation plan. 

6.2.2  Evaluation process engages 
relevant stakeholders. 

a. Performance data may include measures 
collected and analysed during the project and 
lessons learned captured during the project. 

b. Stakeholders include those whose interests are 
affected by the project. This may include team 
members, clients, sponsors, internal and 
external parties, decision makers, and others. 

c. The relevance of a stakeholder may be affected 
by the impact of the project on the stakeholder, 
by the impact of the stakeholder on the project, 
and by cultural or ethical considerations. 
Different stakeholders are relevant in different 
situations. 

 
PM06 Element 3 

6.3  Capture and apply learning. 

Performance Criteria Range Statements 

6.3.1  Knowledge sharing and skill 
transfer is encouraged among 
relevant stakeholders. 

6.3.2  Results of evaluations are 
documented and made 
available for organisational 
learning. 

6.3.3  Potential improvements are 
identified, documented and 
communicated to relevant 
stakeholders. 

6.3.4  Improvements agreed for this 
project are applied. 

a. Improvements may include changes to project 
management processes and procedures as well 
as to the product of the project. 
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Appendix A 

Glossary 
(informative) 

 

This Glossary includes all of the Range Statements from the Units of Competency. It does not 
include other project management terms, nor does it include performance based competency 
terms. Where the definitions contain lists, the lists are generally illustrative and not 
exhaustive. 

Accepted. The product of the project or the outputs of a prior phase may be accepted with 
uncorrected variances. 

Actions in the context of managing stakeholder relationships may include problem solving, 
negotiating, accommodating, compromising, collaborating, or cooperating. Actions in 
the context of managing project progress may include risk responses, corrective 
measures, and documented exemptions handled outside of the agreed change control 
processes. 

Addressed includes acceptance as is, acceptance with modification, or rejection. Interests, 
needs, and opportunities may be addressed without being satisfied. Conflicts and 
variances may be addressed without being eliminated. 

Appropriate stakeholders. See stakeholders. 

Approval is provided with the expectation that the plan for the project will be updated as 
the project progresses. 

Baselines are the agreed to reference points for measuring performance and progress of the 
project. Baselines must include a budget and a schedule and may also include scope, 
work, resources, revenue, cash flow, communication, quality, risk, or other aspects of 
the project. 

Behavioural expectations may include responding to conflict; dealing with differences in 
skill, background, culture, or other personal characteristics of individuals involved 
with the project; and may be influenced by the phase of the project life‐cycle. 

Budgets may be expressed in monetary or other units. Budget detail may vary based on the 
needs of the project, funds availability, and accounting rules. 

Change control processes are used to capture, assess, approve or reject, track, and 
implement changes to the product of the project. They may be developed as part of the 
project or may be provided by the project’s parent organisation. 

Characteristics of the product of the project may include physical dimensions, quality 
requirements, or other factors that may affect the use of the product of the project. 
Desired characteristics may include characteristics that will not be included in the 
completed product of the project. 

Closure activities may include acceptance testing, finalising accounts and contracts, 
releasing project resources, informing stakeholders, celebrating closure, documenting 
and communicating knowledge, and capturing lessons learned. 
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Communication needs may include content required, method used (e.g., electronic, phone, 
meeting), geographical dispersion, protocols, cultural differences, and confidentiality 
requirements. They may be documented formally or informally and may be included in 
other project documentation. 

Completion criteria may be identified in the plan for the project or may be contained in 
descriptions of the product of the project such as specifications; user requirements; 
quality requirements; health, safety, environment, and community requirements; or 
other application area specific documents. 

Consideration of interests should be done in an ethical manner. 

Corrective action may include steps taken to prevent future problems, problem solving, 
communication, conflict resolution, decision making, preparation of change requests, 
and implementing risk responses. Where the project manager’s authority is limited, 
corrective action may also include requests for action directed to the responsible 
parties. 

Desired characteristics. See characteristics. 

Determination of evaluation techniques may consider multiple viewpoints and perspectives, 
cause and effect relationships, validity, sufficiency, reliability, fairness, relevance to 
project type and context, impact on the project, cost/benefit of the evaluation process, 
and the use of subject matter experts in the design or conduct of the evaluation process. 

Ensuring may include performing, supervising, or directing. 

Evaluation may rely on information gained from trend analysis, forecasting, strategic 
alignment reviews, and reading the internal and external environments. 

Evaluation purpose may include who the evaluation is for, what is being evaluated, and 
what use is to be made of the evaluation. The purpose may be for improvement of 
current or future projects, evaluation of project management success, product success, 
individual or team performance, organisational capability, driving particular aspects of 
performance. 

Evaluation techniques should relate to purpose and may be formative (during the project), 
summative (at the close of the project), and qualitative or quantitative. 

Exclusions are potential work‐items, or the results of work‐items, that might reasonably be 
expected by a stakeholder but which will not be included in the work of this project. 

External environment may include the organisation in which the project is conducted, 
inter‐project dependencies, technological advances, and legal, social, economic, 
environmental or political changes. The significance of the external factors will vary in 
relation to the nature of the project. 

Expectations. See interests. 

External stakeholders. See stakeholders. 

Feedback may be positive or negative and may include follow up activities. 

Identified stakeholders See stakeholders. 

Improvements may include changes to project management processes and procedures as 
well as to the product of the project. 

Individual development involves enhancing individual skills. Needs are for skills directly 
related to the work of the project. Opportunities are for skills that benefit the 
individual or the organisation. Development may be provided in formal or informal 
contexts. 
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Interests may include needs, wants, expectations, or requirements. Interests may be stated or 
implied. Interests may be related to the product of the project or to how the activities of 
the project are conducted. 

Interpersonal skills may include leadership skills, verbal and non‐verbal communication 
skills, decision making, dealing with emotions and stress, conflict management, trust 
building, negotiating, demonstrating sensitivity to diversity issues, and modelling 
desired behaviour. The application of interpersonal skills may be influenced by the 
phase of the project life‐cycle. 

Knowledge includes information gained and lessons learned from other projects. 

Legal requirements may include legislation and regulations; authority approvals; contract 
and sub‐contract provisions; operational health and safety; discrimination; industrial 
relations; fair trade; internal business controls; and environmental issues. Contractual 
provisions may need to be addressed from both the buyer’s and the seller’s 
perspectives. 

Lessons learned may apply to a single phase, to the entire project, or to future projects, and 
may include organisational issues. 

Measurement may include feedback obtained from stakeholders, variances from plan, 
changes in stakeholder interests, and changes in assumptions and constraints. 

Monitoring in the project context will generally require paying special attention to potential 
causes or sources of interpersonal conflict. 

Needs. See interests for stakeholder needs. See individual development for development needs. 

Opportunities. See individual development. 

Outcomes are the result of the delivery of the project outputs and may occur after the project 
is complete. 

Participation may include correspondence, attendance at meetings, or review of 
documentation. 

Performance data may include measures collected and analysed during the project and 
lessons learned captured during the project. 

Phases may also be called stages or iterations. A series of project phases may be called a 
project life‐cycle. Some projects, especially subprojects, may have only a single phase. 

Plan for project evaluation should be integrated with the plan for the project. 

Prioritisation may be based on probability of occurrence, impact on the project, and impact 
on the business. 

Processes and procedures may exist within the organisation or may need to be developed. 
They may be manual or automated and will normally include at least change control 
and status reporting. They may also include management plans, work authorisation, 
project governance, and product acceptance. 

Product of the project may be a physical item, a service, or other solution and is the primary 
output of the project at project completion. It may be a component of a larger project. 
For example a feasibility study or a functional specification may be treated as an 
independent project. 

Project closure can occur before planned completion due to unforeseen factors. Premature 
closure should be authorised and evaluated to determine implications. 
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Project success criteria are measures that describe how the project will be evaluated. They 
may be quantitative or qualitative. They may have been defined previously or 
developed by the project. They may address both the product of the project and the 
management of the project. 

Purpose. See evaluation purpose. 

Reflection includes self‐evaluation and consideration of the project manager’s personal 
contributions to the project. 

Relevant stakeholder. See stakeholders. 

Requirements. See interests. 

Resource requirements may include type, quantity, and timing. They may be determined for 
the overall project or for individual work‐items. 

Resources may include people, funding, information, time, facilities, supplies and 
equipment. 

Responses. See risk responses. 

Risk analysis techniques may be qualitative or quantitative and should be chosen based on 
the management complexity of the project. 

Risk prioritisation. See prioritisation. 

Risk responses may include mitigation, acceptance (no action), transfer, assignment, and 
contingency planning. 

Risk. An uncertain event or condition that if it occurs, has a positive or negative effect on the 
project. Risks may include generic items such as employee turnover or application area 
specific items such as health, safety, and environmental issues on a construction 
project. 

Roles may encompass responsibilities, accountabilities, authorities, reporting arrangements, 
and other required aspects of work performance. 

Schedule may be developed using durations (work periods) or elapsed time (calendar 
periods). Schedule detail may vary based on the needs of the project. 

Sequence is the logical and practical ordering of work‐items. 

Stakeholders include those whose interests are affected by the project. This may include 
team members, clients, sponsors, internal and external parties, decision makers, and 
others. The appropriate stakeholder may be a client, owner, sponsor, senior executive, 
or other individual that is vested with the authority to make decisions regarding the 
project. The relevance of a stakeholder may be affected by the impact of the project on 
the stakeholder, by the impact of the stakeholder on the project, and by cultural or 
ethical considerations. Different stakeholders are relevant in different situations. 
External stakeholders are those outside the project team. They may be internal to or 
external to the project manager’s organisation. The boundary between the external 
stakeholders and the project team is often indistinct. Identified stakeholders may 
include individuals or organisations who are involved in the use of the product of the 
project such as clients, customers, business owners, and technology owners. 

Start‐up activities may be planned separately or may be included in the plan for the project. 

Transition activities may include stakeholder meetings, document reviews, or product and 
project reviews. 
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Variances, within the context of managing product acceptance, are differences from the 
agreed product characteristics and include changes that have not been approved. 
Product characteristics may be specified in project documentation, quality guidelines, 
or other documents and may be absolutes or may have tolerances. Variances that are 
within tolerances may be ignored. Variances, within the context of managing project 
progress, may include errors in design or use. Variances, within the context of 
managing stakeholder communications, may include missing reports, incorrect or 
misleading content, and late distribution. Communications that fail to satisfy the 
stakeholders’ needs may also be considered variances. Variances, within the context of 
managing external stakeholder participation, may include non‐participation, 
unsolicited or unplanned participation, and other unexpected activities. Minor 
variances may not require corrective action. 

Wants. See interests. 

Work‐item. A segment of the overall work of the project. Work‐items may be called work 
packages, deliverables, outputs, cost accounts, activities, or tasks. They may be represented 
in an ordered or unordered list, or graphically through a Work Breakdown Structure (WBS) 
or similar display. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123 

Appendix B 

Development of this Document 
(informative) 

 
 

Creation of the GAPPS Organisation 

Starting in the mid 1990s, people interested in the development of global project 
management standards began meeting formally and informally during various project 
management conferences. In 1998, the International Project Management Association 
initiated a series of Global Working Parties, including one focused on Standards. This 
Working Party met on a number of occasions, usually associated with project management 
conferences, and interested people from many countries were involved. A number of 
initiatives were identified or formulated and tracked. One of these was the opportunity for 
development of global performance based standards for project personnel that would 
complement existing knowledge based standards (such as PMI’s A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge, APM’s Body of Knowledge, IPMA’s International Competence 
Baseline, and Japan’s Project and Program Management for Enterprise Innovation) and provide a 
basis for transferability and mutual recognition of project management qualifications. 
 
The development of global performance based standards for project managers, as a joint 
initiative of governments, professional associations, and corporations, provides an 
opportunity to: 
• Respond directly to the expressed needs of industry. 
• Enhance the profile and effectiveness of project management throughout the project 

management community, both globally and locally. 
• Increase support for project management as a field of practice and as an emerging 

profession. 
• Enhance the value and recognition of the performance based standards approach. 
 
The initiative was progressed by development and signing of Memoranda of Understanding 
(MOUs) to guide cooperation among interested parties. A Global Steering Committee 
meeting was held in London in August 2002. The meeting was attended by representatives 
of signatories to the MOUs plus industry representatives and was hosted by the Services 
SETA (Sector Education and Training Authority) of South Africa. The initiative initially 
functioned under the name Global Performance Based Standards for Project Management 
Personnel. 
 
The Global Steering Committee decided to fund the initiative by asking each organisation 
supporting it (professional associations, standards/qualifications organisations, educational 
institutions, and corporations) to become a financial subscriber to cover research, 
preparation of materials, maintenance of the global standards website, and administrative 
support. In addition, the Global Steering Committee decided that the initial focus should be 
in the development of performance based competency standards for project managers. It was 
agreed that the initiative would be progressed through Working Sessions attended by 
representatives of subscribing organisations. 
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Working Sessions 

The first Working Session was held in Lille, France in February 2003. Extensive research was 
conducted in advance of that session to review and compare project management knowledge 
guides as well as existing performance based standards and guidelines. 
 
Documents reviewed included those developed in the context of nationally endorsed 
qualifications frameworks, namely those of Australia, South Africa, and the United Kingdom. 
The Project Manager Competency Development Framework developed by the Project 
Management Institute, Inc. (USA) and the International Project Management Association’s 
International Competence Baseline were also reviewed. 
 
From detailed examination of these documents, 48 concepts/topics were identified as 
covering the major functions that need to be performed by most Project Managers in most 
contexts. In order to ensure that development of a global framework reflected the content of 
existing standards and guides, these 48 items were used as a starting point at the first 
Working Session. The Working Session participants, representing a wide range of industries 
and nationalities, through a carefully facilitated process, developed and agreed on 13 
groupings of the 48 items to be used as an initial set of Units of Competency. Appendix C 
contains a detail mapping of the 48 items to the current 6 Units of Competency. 
 
The next step was to write Elements of Competency and Performance Criteria using the 48 
items and the 13 groupings as a guideline. An initial draft was developed prior to Working 
Session 2 which was held in Sydney in 2003. The group in Sydney made significant revisions 
to the draft material and ended with 9 Units of Competency by combining or reorganising 
the initial 13 from Lille. 
 
The working group met next in Cape Town in May 2004 and recognised a need for further 
development of the Role Description. After sessions involving the exploration of examples of 
projects, and extensive discussion of factors that influenced the outcomes of projects, a core 
set of elements for describing a range of project contexts was identified. 
 
Working Session 4 was held in Lille in November 2004 and was devoted to further 
refinement of both the Role Description and the draft of the Global Performance Based 
Competency Standards for Project Managers. At Lille, the group was supported by a 
professional competency standards writer from Australia. 
 
The fifth Working Session was in Melbourne in February 2005. It continued the work of the 
fourth session by challenging, refining, and enhancing the draft materials. The result was a 
polished draft which was sent out to a small, select group of individuals within the project 
management community for review. A formal process for a public review was also 
developed in Melbourne with input from various organisations that have conducted this 
type of high level, wide public review previously. 
 
The sixth working session was in St. Petersburg, Russia in May of 2005. This session dealt 
with the feedback that had been received from the informal review and addressed each 
comment individually. Each Unit of Competency was reviewed in plenary so that all 
participants in the working session were able to contribute to the final editing and review. 
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The Role Description, now formalised as the Crawford‐Ishikura Factor Table for Evaluating 
Roles (the CIFTER) was also reviewed in plenary; revised, tested against a variety of 
different projects from different application areas; and found to be a sound tool for the 
identification of the global project manager roles. 
 
Subscribing organisations to the initiative include: 
 

Standards and Qualification Organisations:   
Services SETA South Africa  
Innovation and Business Skills Australia  Australia 
New Zealand Qualifications Authority  New Zealand 
Project Management Professionals Certification Center Japan 
Project Management Professional Associations   
American Society for the Advancement of Project Management (asapm) USA 
Association for Project Management (APM) United Kingdom 
Australian Institute of Project Management (AIPM) Australia 
China Project Management Association China 
Project Management Institute (PMI) USA 
Project Management South Africa (PMSA) South Africa  
Society for Project Managers (SPM) Singapore 
Academic/Training Institutions   
Cambridge International Examinations United Kingdom 
Athabasca University Canada 
ESC Lille  France 
University of Technology, Sydney Australia  
Middlesex University United Kingdom 
Industry   
Project Performance Group Australia  
Project Services, Queensland Australia  
Motorola Australia  
American Express USA 
PSM Consulting Russia 
LivingPlanit Australia  
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Appendix C 

Mapping of Original 48 Concepts and Topics 
(informative) 

 
 
Research prior to the first Working Session identified 48 concepts/topics that were felt to 
cover all of the significant functions of a Project Manager in most projects in most 
application areas. The table below illustrates the key relationships between the 48 items 
relate and the 6 Units of Competency in this document. Some of the 48 items are related to 
more than one Unit since the Elements of Competency are more granular than the 48 items. 
Only the most significant relationships have been shown below. For example, all 48 items 
relate in some way to planning, but only the items whose primary focus is planning are 
listed next to PM02. 
 
These 48 items also reflect the underpinning knowledge and supporting skills needed to 
produce the results measured by the Performance Criteria. 
 

Unit 
No. 

Unit Title 48 Concepts/Topics 

PM01  Manage Stakeholder 
Relationships 

Benefits Management 
Conflict Management 
Goals, Objectives, and 

Strategies 
Information/Communication 

Management 
Leadership 
Marketing 
Negotiation 
Personnel/Human Resource 

Management 

Procurement 
Programme Management 
Project Context/ Environment
Reporting 
Stakeholder Relationship 

Management 
Strategic Alignment 
Success 
Team Building / Team 

Development / Teamwork 

PM02  Manage 
Development of the 
Plan for the Project 

Benefits Management 
Business Case 
Cost Management 
Estimating 
Financial Management 
Goals, Objectives, and 

Strategies 
Integration 
Legal Issues 
Procurement 
Project Life‐cycle / Project 

Phases 

Project Planning 
Project Organisation 
Regulations 
Risk Management 
Safety, Health and 

Environment 
Time Management / 

Scheduling / Phasing 
Work Content and Scope 

Management 
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PM03  Manage Project 
Progress 

Change Control 
Conflict Management 
Configuration Management 
Cost Management 
Document Management 
Information/Communication 

Management 
Leadership 

Performance Measurement 
Problem solving 

Project Monitoring and 
Control 

Reporting 
Resource Management 
Risk Management 
Safety, Health, and 

Environment 

PM04  Manage Product 
Acceptance 

Benefits Management 
Business Case 
Design Management 
Leadership 
Marketing 
Quality Management 
Regulations 

Requirements Management 
Success 
Testing, Commissioning, and 

Handover 
Technology Management 
Value Management 

PM05  Manage Project 
Transitions 

Integration Management 
Organisational Learning 
Project Appraisal 
Project Closeout/Finalisation 

Project Initiation/ Start‐up 
Project Life‐cycle / Project 

Phases 
Testing, Commissioning, and 

Handover 

PM06  Evaluate and 
Improve Project 
Performance 

Leadership 
Organisational Learning / 

Lessons Learned 

(Post‐) Project Evaluation 
Review 

 
List of Concepts/Topics identified in Standards and Guides 

1  Benefits Management  25  Project Appraisal 
2  Business Case  26  Project Closeout / Finalisation 
3  Change Control  27  Project Context / Environment 
4  Configuration Management  28  Project Initiation / Start‐up 
5  Conflict Management  29  Project Life‐cycle / Project Phases 
6  Cost Management  30  Project Planning 
7  Design Management  31  Project Monitoring and Control 
8  Document Management  32  Project Organisation 
9  Estimating  33  Quality Management 
10  Financial Management  34  Regulations 
11  Goals, Objectives and Strategies  35  Reporting 
12  Information / Communication 

Management 
36  Requirements Management 

13  Integration Management  37  Resource Management   
14  Leadership  38  Risk Management 
15  Legal Issues  39  Safety, Health, and Environment 
16  Marketing  40  Time Management / Scheduling / Phasing 
17  Negotiation  41  Stakeholder / Relationship Management 
18  Organisational Learning / Lessons 

Learned 
42  Strategic Alignment 

19  Performance Measurement  43  Success 
20  Personnel / Human Resource Management 44  Team Building / Development / Teamwork 
21  (Post‐) Project Evaluation Review  45  Testing, Commissioning, and Handover 
22  Problem Solving  46  Technology Management 
23  Procurement  47  Value Management 
24  Programme Management  48  Work Content and Scope Management 
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Appendix D 

Assessment Guidelines 
(informative) 

 
This appendix is included in order to provide some basic information for organisations that 
may wish to develop an assessment process using this standard. 
 
 

D.1 The Assessment Process 

Assessment against performance based standards is the process of collecting evidence and 
making judgements about whether an individual can perform to the level expected in the 
workplace as expressed in the relevant standard. All persons involved in the assessment 
should be given access to a copy of the relevant standard. 
 
The assessment process should include activities to ensure the reliability of the results. In 
particular, there should be activities to ensure that assessment results are consistent across 
assessors and over time. 
 
Any GAPPS compliant assessment must use the CIFTER to determine the level at which the 
candidate project manager is being assessed. The candidate should identify the applicable 
level by applying the CIFTER to the projects to be used in providing evidence. The 
candidate’s results should be verified by the assessor. Where there is a difference of opinion, 
an agreed third party should be invited to make a separate determination with the majority 
position establishing the outcome. 
 
Assessment should be broad enough to include evidence of the achievement of all the 
performance criteria. Assessment must confirm the inference that competence is (a) able to 
be satisfied under the particular circumstances assessed and (b) able to be transferred to 
other circumstances. In order to meet these tests, a GAPPS compliant assessment will 
normally include: 

• A written assessment guide with an evidence guide and suggested questions to verify 
that the evidence is satisfactory (see section D.3). 

• Face‐to‐face contact in the form of an interview or observation in the workplace. 

• Contact with third parties such as the project manager’s supervisor, the project client or 
sponsor, and project team members. 

 
A GAPPS compliant assessment should also be fair. This means that: 
• The assessment process is defined, understood, and agreed by all affected parties. 
• There is an opportunity for appeal. 
• The assessment schedule allows the candidate enough time to prepare. 
• Adjustments can be made when candidates have particular needs. 
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Assessment methods should reflect basic workplace demands such as literacy and the needs 
of particular groups, including but not limited to: 

• People with disabilities 
• People from culturally and linguistically diverse backgrounds 
• People from economically disadvantaged groups 
• People of different ages 
• People in rural and remote locations 
 
 

D.2 Assessor Requirements 

Generally, an assessor will need to demonstrate: 

• Prior competence as a project manager at or above the level of the candidate being 
assessed. 

• Evidence of currency in the field of project management (e.g., managing projects, 
consulting on project management, providing training in project management). 

• Competence in conducting performance based competency assessments. 
• Familiarity with the content and structure of the standard being used in the assessment. 
 
 

D.3 Evidence Requirements 

While the assessor must review and validate the evidence in order to infer that the candidate 
meets the requirements of the relevant standard, the onus is on the candidate to demonstrate 
that the evidence provided is: 
• Authentic — that it reflects the candidate’s own work as a project manager. 
• Valid — that the evidence relates to the current, relevant version of the standard, and 

that it was obtained from a project that meets the requirements for the role assessed. 
• Reliable — that the candidate consistently meets requirements in the standards. 
• Current — that the bulk of the work of the projects being used to provide evidence was 

done during the period required by the relevant standard. 
Sufficient — that it addresses all of the performance criteria in enough detail to provide 
assurance that the candidate’s performance is likely to be repeatable on a future project. 
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• Appendix E 

Detail on CIFTER Ratings 
(informative) 

 
 

In order to illustrate the use of the Crawford‐Ishikura Factor Table for Evaluating Roles 
(CIFTER), nine sample projects from three different application areas were selected and 
rated as discussed in Section 3. This appendix contains a more detail discussion of the 
thinking behind the ratings. 
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Total 
Score 

A 1 1 1 1 1 1 1 7 
B 2 2 2 2 3 2 2 15 
C 3 2 3 2 4 3 3 20 
D 1 1 1 1 1 1 1 7 

E 2 2 1 2 2 2 2 13 
F 4 2 4 3 3 3 3 22 
G 1 1 1 2 2 1 1 9 
H 2 1 2 2 2 2 2 13 
I 3 3 2 2 3 4 3 20 

 
 
A. Social/public services project: develop a three‐hour employee orientation programme for 

a municipal department. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  1 Very high — requirements are clear, limited scope, 

stakeholders unlikely to change 

2. Number of methods  1 Low — only one discipline involved 

3. Implications  1 Low — might be some legal implications if content violated 
discrimination laws; no discernable environmental or social 
impact 

4. Financial impact  1 Low — insignificant; no revenue and funds were budgeted 

5. Strategic importance  1 Very low — orientation is important but not strategic 

6. Stakeholder 
cohesion 

1 High — management and team are in agreement about 
scope 

7. Project interfaces  1 Very low — few interfaces and those are quite similar 
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B. Social/public services project: develop and implement an in‐house training program on a 
new, computerised point‐of‐sale system for the automobile driver licensing unit of a 
state or province.   

Factor Rating Discussion 
1. Stability  2 High — scope is known and well‐defined, but the extended 

project duration due to the need to roll out across multiple 
sites could create some instability over time 

2. Number of methods  2 Moderate — project includes training needs analysis, 
training program development, training delivery, and 
technology 

3. Implications  2 Moderate — some limited social implications due to public 
visibility of new system 

4. Financial impact  2 Moderate — cost of training program is a small percentage 
of the overall department budget but a substantial portion 
of the training department’s budget 

5. Strategic importance  3 Moderate — new system is key element in improving the 
unit’s sagging reputation 

6. Stakeholder 
cohesion 

2 Moderate — as some stakeholders do not want new system 

7. Project interfaces  2 Low — fairly large number of interfaces due to number of 
locations; some variety due to interface with technology 
supplier 

 
C. Social/public services project: develop and implement a new science curriculum for the 

final, pre‐university year in all schools in a state or province. 

Factor Rating Discussion 

1. Stability  3 Moderate — while many aspects of the project context are 
quite stable, the sensitivity of the issue and the visibility of 
the project means that stakeholder identification and 
management will be challenging 

2. Number of methods  2 Moderate — disciplines include curriculum design, subject 
matter expertise, teacher professional development, 
marketing, and communications 

3. Implications  3 High — environmental implications are low, but social and 
legal implications are significant 

4. Financial impact  2 Moderate — cost is small relative to overall schools budget 

5. Strategic importance  4 High — this is the first    new curriculum development 
project in several years; this project must go well or later 
projects will be severely challenged 

6. Stakeholder 
cohesion 

3 Low — resistance to new curriculum is evident among 
some stakeholders 

7. Project interfaces  3 Moderate — numbers and variety are both moderate; 
project must interface with multiple units of the state or 
provincial education department, with organisations 
representing different school providers, and with teachers 
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unions, school boards, parent associations, special interest 
groups, and others 

 
D. Information Technology project: implement a software package upgrade in a single 

business functional area. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  1 Very high — requirements are clear, limited scope, 

stakeholders unlikely to change 

2. Number of methods  1 Low — one primary discipline; limited involvement of 
others 

3. Implications  1 Low — no real discernable impact in any area 

4. Financial impact  1 Low — cost is small for functional unit; revenue is small for 
provider; probability of an overrun is slight 

5. Strategic importance  1 Very low — operational project with limited strategic 
impact 

6. Stakeholder 
cohesion 

1 High — everyone agrees upgrade is necessary 

7. Project interfaces  1 Very low — few interfaces and those are quite similar 

 
E. Information Technology project: design a new corporate website for a multi‐national 

manufacturing company. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  2 High — since this project includes only the design phase, 

the context should be quite stable; the implementation 
phase will be a greater management challenge 

2. Number of methods  2 Moderate — project requires several kinds of technical 
knowledge, artistic talent, sensitivity to cultural issues, and 
an appreciation for the company’s business objectives 

3. Implications  1 Low — no real discernable impact in any area 

4. Financial impact  1 Low — cost of design project is immaterial from an 
accounting perspective and most work will be done 
in‐house 

5. Strategic importance  2 Low — web presence is important but not strategic for this 
organisation 

6. Stakeholder 
cohesion 

2 Moderate — most stakeholders agree on the need for a 
redesign, but there are likely to be differences about 
structure and architecture of the site 

7. Project interfaces  2 Low — moderate number of interfaces due to number of 
countries involved; limited variety since all same company 
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F. Information Technology project: implement an Enterprise Resource Planning application 
across business areas in an environment where the success or failure of the 
implementation has significant legal implications. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  4 Low — length and overall business impact of ERP system 

will make stakeholder identification and management 
challenging 

2. Number of methods  2 Moderate — several different technical disciplines will be 
involved from IT and all aspects of the business (marketing, 
sales, manufacturing, etc.) will be affected as well 

3. Implications  4 Very high — environmental and social implications are low, 
but legal implications related to issues such as privacy and 
non‐discrimination are significant 

4. Financial impact  3 High — this is a major investment for the company; careers 
of key stakeholders will also be affected; the project is 
material from an accounting perspective for some of the 
suppliers 

5. Strategic importance  3 Moderate — the application is being implemented in order 
to    support several strategic initiatives 

6. Stakeholder 
cohesion 

3 Low — while there is widespread agreement on the need 
for the system and on the core features, there are 
widespread differences about ancillary features 

7. Project interfaces  3 Moderate — numbers are fairly high while the variety is 
low to moderate; project must interface with multiple 
departments and multiple locations as well as several 
vendors 

 
G. Engineering and Construction project: construction management for a small addition to 

a local school done mostly during summer vacation. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  1 Very high — requirements are clear, limited scope, 

stakeholders unlikely to change 

2. Number of methods  1 Low — relatively simple design; number of trades involved 
limited 

3. Implications  1 Low — no significant impact in any area 

4. Financial impact  2 Moderate — significant expenditure for the school district 
but supported by bond issue; smallish project for the 
contractor 

5. Strategic importance  2 Low — needed to accommodate expected influx of students 
from nearby residential development 

6. Stakeholder 
cohesion 

1 High — district board, school management, and neighbours 
all supportive 

7. Project interfaces  1 Very low — school board and neighbourhood council 
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H. Engineering and Construction project: construction management of the renovation of a 
small, suburban office building. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  2 High — building is vacant, so relatively easy to renovate, 

but need to be careful about disturbance to neighbouring 
buildings 

2. Number of methods  1 Low — only internal renovations, nothing structural; 
several trades involved but all work is straightforward 

3. Implications  2 Moderate — may be some asbestos removal involved 

4. Financial impact  2 Moderate — medium size project for both owner and prime 
contractor 

5. Strategic importance  2 Low — owner has many other properties; renovations are 
staple of contractor’s business 

6. Stakeholder 
cohesion 

2 Moderate — owner has reputation for requesting many 
changes 

7. Project interfaces  2 Low — number and variety are both low 

 
I. Engineering and Construction project: construction management of the renovation of a 

30 storey hotel for an international hotel chain. 

Factor Rating Discussion 
1. Stability  3 Moderate — project duration is quite long and there is 

likelihood of turnover among key stakeholders; owner’s 
co‐ordinator has little power to make decisions 

2. Number of methods  3 High — relatively complex project involving core 
disciplines such as engineering, plumbing, and HVAC, as 
well as specialists in interior design, landscape design, and 
artwork installations 

3. Implications  2 Moderate — mostly environmental as the site is relatively 
large; neighbouring plots may be affected 

4. Financial impact  2 Moderate — financial impact on the chain is limited, but 
this is a major project for the prime contractor 

5. Strategic importance  3 Moderate — important first step in the chain’s plans to 
establish foothold in rapidly developing region 

6. Stakeholder 
cohesion 

4 Very low — while basic specifications have been agreed, 
there are many details to be worked out and many 
conflicting requirements 

7. Project interfaces  3 Moderate — project is fairly large and involves many 
specialties 

 



 135 

添付(2) プロジェクトマネジャー・レジスタード（PMR）試験 

 

1.  2 段階試験による審査方式 

応募者は第１次「総合試験」、第２次「コース試験」の 2 段階審査を経て PM レジスタ

ード（PMR）の正式資格を取得できる審査プロセスを採用している。PMR の 2 段階試験を

図表 1 に示す。 

図表 1  PMR の 2 段階試験 

2.  第 1 次総合試験の内容 

「第 1 次総合試験」（以下「総合試験」と呼ぶ）の内容は、書面審査、個人面談審査、

課題論述試験の 3 種類混合試験形式で複数審査員による判定を行う。 

 

2.1  総合試験の内容 

総合試験の内容は次のとおりである。 

① プロジェクトマネジメント実績と実績論文による書面審査 

② 課題論述試験 （180 分程度） 

③ プロジェクトマネジメント実績と実績論文および課題論述試験に関わる個人面談審

査 （30 分程度） 

 

2.2  総合試験の実施 

総合試験は次のように実施される。 

① 応募者は、PMAJ の「応募形式」に従い書類を提出する 

② 総合試験は、応募締め切り後、3 週間以内に実施される 

③ 総合試験は、2 日間で実施される 

・基礎能力審査

・カリキュラム形式による
複合能力審査2日間

約3ヶ月にわたる10モジュール
（各モジュール150分/週1回）

PMR
資格
付与

第1次 総合試験

合格

PMR
資格認定

登録
合格

第2次 コース試験
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④ 第 1 日目は、課題論述試験である 

⑤ 第 2 日目は、プロジェクトマネジメント実績、実績論文および課題論述試験の発表

形式による個人面談審査である 

⑥ 総合試験の合格者は第 2 次のコース試験に進むことができる。 

⑦ 総合試験の受験料は、受験申込案内を参照 

 

 

2.3  第 2 次コース試験の内容 

(1) コース試験 

「第 2 次コース試験」（以下「コース試験」という。）は、次の通りである。 

「コース試験」は、「カリキュラム」形式による「事例ケース中心」の審査である。 

カリキュラムとは、審査と能力強化のために科目単位で編成されるコースの審査計画

内容表である。カリキュラムは、第 1 次合格者に提示され一般公開されない。カリ

キュラムは、コース審査の都度編成替えすることを原則とする。 

 

(2) 内容 

■カリキュラム 

① カリキュラムの内容は、プロジェクトマネジメントに共通する事例材料を使っ

て実践力判定の意図で編成される。  

② 実践力判定は、産業別モジュール、状況と対応難度、利用能力の視点で編成さ

れる。  

 

■カリキュラム事例 

カリキュラムの 1 事例を図表 2 に示す。 
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日程 モジュール プロジェクト領域 

第１回 

～ 

第 5回 

中間審査（面談） 

第 6回 

～ 

第 10 回 

 

・情報システム構築事業 

・ソリューション型事業 

・社会系情報システム事業 

・国際協力型生産事業 

・大型プラント建設事業 

・国際協力公益事業 

・製品開発事業 

・中小企業の経営改革 

・サプライチェーン事業 

・PFI 事業 

・サービス事業 

・地域開発事業 

情報系 

経営系 

事業開発系 

エンジニアリング系 

製造系 

建設系 

金融系 

行政系 

サービス系 

終審査（面談）   

図表 2  カリキュラムの１事例 

■コース試験の実施 

• 審査とコース選択 

審査は、隔週土曜日（日曜日を一部含む）のクラス A,B の２つを設置し、10:00

から 16:00 までの間に１モジュール（150 分）の演習審査を 1 日 2 モジュール（午

前･午後）消化する。 

• カリキュラムモジュール数 

3 ヶ月間に 10 モジュールを予定し、8 モジュール以上の出席がない場合は資格

を取得できない。（特殊事情によりあるモジュールを受験できなかった場合は、

別途 PMAJ にご相談ください。） 

• 中間審査と 終審査 

5 モジュール終了後（中間審査）と 終モジュール終了後（ 終審査）に実施す

る。 

• 受験料 

受験申込案内を参照 
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(3) 審査ドメインのケース選定 

■ドメイン審査 

ドメイン審査（Domain Appraisal Test）とは、実践力を状況ニーズと能力シーズの

2 つの基準で分類した領域審査を言う。これはコース試験の審査員と受験生が「コー

ス試験のワークショップ」の位置づけに主に利用する。ドメイン審査は、PMAJ が

開発した「状況・能力ドメインモデル」（Situation Capability Domain Model：SCD）

を使う。 

 

■産業別プロジェクト領域 

コース試験には、産業系統別のプロジェクトマネジメントの領域試験を時間内でバラ

ンス良く複合編成する。情報系、中小経営・ベンチャー系、エンジニアリング系、国

際プラント系、建設系、地域系、行政系、金融系などでカリキュラムの全体を構成す

る。 

 

このモデルは、実践力審査で次のような利用価値がある。 

① プロジェクトで高頻度に発生する現象とマネジメント能力の関係を分類できる 

② 審査に必要な「モジュール試験」の 9 種のプロジェクト領域に準備が可能である 

③ 複合問題は、複数モジュールによりカバー領域が確認できる 

 

    状況ニーズ 
 
能力シーズ 

 
進捗達成状況  A 

 
要請変更状況  B 

 
問題解決状況  C 
 

 
基礎志向水準：L1 

 
 

  

 
戦術志向水準：L2 

   

 
戦略志向水準：L3 

   

図表 3  状況・能力ドメイン 

■ドメインモデルの説明 

プロジェクトマネジャーは、プロジェクトで直面する「状況ニーズ」（Situation needs：

Sn) に対応して、実践力という「能力シーズ」（Capability seeds：Cs）によって対応

する。 

 情報システム系モジュール試験 X の範囲 
モジュール X の試験範囲 

 中小企業系モジュール試験 Y の範囲 

社会交通システム系モジュール試験 Z の範
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１つの軸である「状況ニーズ：Sn」は、プロジェクトマネジャーの状況認識力に依存

し、それは「進捗達成状況 A」「要請変更状況 B」「問題解決状況 C」の３種の難

度（Difficulty）カテゴリーに大別される。 

もう１つの軸である「能力シーズ：Cs」は実践力に代表される「状況対応能力」水準

で大別される。その「能力シーズ」は、進捗達成のスキル中心の「基礎志向水準：L1」

から、要請変更による影響予測と対応をミックスした「戦術志向水準：L2」、そして

後に使命達成の視点で問題解決を図る「戦略志向水準：L3」で対応する。図表 3 に示さ

れるこのような状況ニーズと能力シーズ適応の分類法を「状況・能力ドメインモデル」

（Situation Capability Domain Model：SCD）と呼ぶ。 

L1 は、目的達成能力を意味して計画、指揮、動機づけ、コントロールなど進捗マネジ

メントに関する能力とスキルを必要とする。L2 は、不確実性対応能力でリスクマネジメ

ントに関する能力とスキルが中心となる。L3 は、ミッション達成能力とも重なる領域で

ある。問題認知、問題の分析、解決提案、優先順位、 適案の意思決定など戦略マネジ

メントが必要になる。 

 

(4) 実践力における複合能力の審査 

■審査形式 

実践力における複合能力は、コース期間中に多種混合形式で審査する。審査には PMAJ

が開発した「複合能力様式法」（次項参照）を利用する。審査時期と形式は必要に応じ

て PMAJ で検討し、試験方針に基づき 善案に変更する。全ての審査形式を含まないが、

その代表形式は次のとおりである。 

① ケース事例ワークショップにおける宿題 

② 中間時の個人面談審査 

③ 期末時個人面談審査 

④ 期末時課題論文審査 

⑤ 論文発表における質疑応答 

■複合能力様式法 

実践力の正確な審査は、専門家が長期間にわたり仕事に随伴して行動を観察し、高い

業績との関連性を確認する行動特性検出法があり実証性が確認されている。多数のすべ

ての応募者が適正な時間とコストの範囲内で審査を希望する環境の中で、PMAJ は実証

性のある審査法として「複合能力様式法」（Compound Capability Pattern model：CCP）

を開発し実践力審査に適用する。この方法は広いプロジェクトマネジメント領域におい
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て多数の専門家が自己の仕事・経験を通じて P2M 標準ガイドに関連して指摘した「高い

業績に関連する行動」から 100 要素に絞り込み、さらに 10 グループの「複合能力様式」

（以下様式法と呼ぶ）に整理したものである。 

したがって、知識、能力、姿勢が一体化されている。この CCP は、図表 4 に表示され

る全体思考様式、戦略思考様式、統合思考様式、リーダーシップ様式、計画行動様式、

実行行動様式、調整行動様式、人間関係様式、成果追求様式、生活様式に分類される。

将来環境や状況の変化に対応して様式は、定期的に見直し公表される。この「能力様式」

はさらに能力要素（Capability Element）として細分化され、審査判定要素分類体系

（Taxonomy）として整備されている。この体系では能力要素別に、５段階評価が可能で

あり審査に定量化指標を与える利点も与えている。 

 
 複合能力様式 基   準 

Ⅰ 全体思考様式 ミッション追求型基準（Mp：Mission pursuit） 
問題発見ができる、問題克服、解決への道筋思考ができる 

Ⅱ 戦略思考様式 成功要素認識基準（Sk：Strategic key perception） 
戦略要素を知る、優先順位をつける、障害に手を打つ 

Ⅲ 統合思考様式 価値追求型基準（Vp：Value pursuit） 
変化を知る、価値を維持する、オプションを適用する 

Ⅳ リーダーシップ様式 リーダーシップ型基準（Li：Leadership for innovation） 
改革に挑む、決定ができる、状況打破ができ 

Ⅴ 計画行動様式 計画行動型基準（Mp：Management in planning ） 
目標と資源を計画する、組織をつくる、ルールを決める 

Ⅵ 
 実行行動様式 実行行動基準（Me：Management in execution） 

契約を理解する、システム思考ができる、指揮できる 

Ⅶ 調整行動様式 調整行動基準（Mc：Management in coordination） 
進捗予測ができる、進捗障害を知る、解決できる 

Ⅷ 人間関係様式 コミュニケーション型基準（Hc：Human communication ） 
チームを維持する、メンバーを動機づける、場をつくる 

Ⅸ 成果追求様式 
成果追求の姿勢（Aa：Attitude of achievement） 
成果を追求するマインド、エネルギー、共感形成力、責任感、

対外組織説得力、価値を考える、結果をフィードバックする 

Ⅹ 生活様式 
個人姿勢型基準（Ac：Attitude of self control） 
自己規律がある、倫理を守る、責任を持てる、前向きの姿勢が

ある 

図表 4  審査判定要素分類体系（Taxonomy） 

この「複合能力様式法」は、審査に次の利点を持っている。複合能力様式を図表 5 に

示す。 
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図表 5  プロジェクトマネジャー・レジスタード（PMR）複合能力様式 

① 審査員は、実践力を構成する複合能力様式の範囲と内容を共有できる 

② 審査員は、複合能力様式でさらに細分化された構成要素を認識する 

③ 審査員は、応募者の複合能力を質問形式で引き出し確認評価できる 

④ 審査員は、応募者の複合能力の構成分布の偏りを確認できる 

⑤ 審査員は、統一指標で共通した定量的評価が確保できる 

⑥ 審査員は、事前に審査能力を共有できる 

 

(5) 自己採点 

応募者が自己採点形式で提出する複合能力様式に、個人資質と姿勢に密接に関連する

「成果追求様式」と「生活様式」がある。審査員は応募者の自己採点を尊重しつつ、質

疑により修正も可能である。この２つの様式は、20 項目にわたり次の基準で定量化採点

がなされる。 

評価法 

受験者は、項目別に 5 段階法を採用して採点します。質問形式で書いてありますが、

自信を持って説明ができれば、5 点です。 説明は十分ではないがプロジェクトマネ

ジメントの行動では示せるが 4 点です。 

実感もなく、行動にも思い当たることがなければ、3 点です。 

5 点 非常に優れている 

4 点   優れている 

3 点   能力を向上する必要がある 

2 点 経験が不足している 

1 点   未熟である 

 

           

思考 

   行動 

姿勢 
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■成果追求様式（10 項目） 

この成果追求様式は、プロジェクトマネジメントで必要とされる事業家のような成果

を徹底的に追求する個人のマインドやエネルギーがチームの牽引力になることは疑いが

ない。また職務を通じてプロジェクトマネジャーとして成長するために、共感形成力、

責任感、説得力などについても自己評価が必要である。成果追求様式を図表 6 に示す。 

 
基準 質問 評価点 

事業家に必要な資質は何ですか？  
成果追求マインド 

資質が発揮された経験事例を解説して下さい  

あなたはどのようなタイプのリーダーですか？  
成果追求エネルギー 

心理的エネルギーはどこから産まれますか？  

チームの共感を産出するには何が必要ですか？  
共感形成力 

共感が得られない場合はどうしますか？  

成果責任とは何でしょうか？  
成果責任 

リーダー個人の責任達成に必要な資質は何ですか？  

チーム内説得力について説明してください  
説得力 

対外組織説得力について経験を述べなさい  

  合計 

図表 6  成果追求様式 

■生活様式（10 項目） 

プロジェクトマネジャーは、職業人として職業規範の維持、信頼が基礎である。その

基礎は個人としての日常生活様式にあり、自己規律、職業倫理、社会通念、責任行動、

自主積極姿勢の研鑽が必要である。生活能力様式を図表 7 に示す。 
基準 質問 評価点 

自己の生活または職業信念は何か？  
信念を貫く 

反対勢力に屈せずに実現した行動を示しなさい  

この職業で も大切な規律は何でしょうか？  
職業の規範 

規範維持のために何を日常していますか？  

指導力を自己事例で説明してください  
指導力 

指導力の自己評価をしてください  

自己抑制の方法について実例で説明しなさい  
自己抑制 

感情を押さえる工夫について述べなさい  

仕事で困難を打破した積極姿勢を語りなさい  
自主積極姿勢 

打破を実現した日常生活の姿勢強化を説明しなさい  

  合計 

図表 7  生活能力様式 
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パート－2    
P2M 標準ガイドブックの国内外への普及促進報告 
（プラットフォームマネジメント委員会報告） 
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1. 調査研究の目的 

本報告は、世界のプロジェクトマネジメントの最新動向の把握と参加各国との情報交換

及び調査・共同研究により、P2M の国際標準化の推進を図ることを目的とした。さらに、

国内での PM および P2M 資格の普及活動を通して、P2M 標準ガイドブックの産業界での

活用と定着化を図ることを目的とした。 

 

2. 調査・研究の内容 

(1) 国外大学との P2M 調査研究・教育と海外普及について 

• リール大学院 MBA  P2M 特別講座 

本講座は、PMAJ と ESC リール大学院マネジメントスクールが共同で P2M 講座を

開催する事により、P2M の理論と実効性を確認するとともに広く産学界との交流を

通じて普及させ、且つ最新事例の発掘と情報交換を行う事を目的とした。  

今回の講座を通じて、世界の PM 動向、PM コンピテンシー動向など各種情報を入

手し、今後の PM コンピテンシーの考え方の基礎データとすることができた。 

• ホームページへの英文版掲載 

P2M の海外普及活動の一環として、日本プロジェクトマネジメント協会ホームペー

ジに、P2M および PMAJ 紹介と P2M に関する論文の英文版を掲載し、P2M の国

際標準化への取組みをスタートさせた。 

(2) 世界の PM コミュニティとの協調について 

• GAPPS 世界標準作成への参画 

プログラムマネジャー実践力標準の作成にあたり、P2M のコンセプトを幾つか導入

することができた。また、シンガポール・プロジェクトマネジャー協会との情報交

換によりアジア地域での PM の現状と動向を調査することができた。 

• Global Project Management Forum への参画 

日本の PM 力を世界にアピールすることと、新設 PMAJ を世界にお披露目すること

を目的としたが、ENAA/PMAJ から多数の発表を行うことにより、その目的は充分

に果たすことができた。さらに新しい PM 動向を示すキーワードを入手することが

できた。 

• ARPM 協会へ記事掲載 

世界の PM コミュニティとの協調活動の成果として、英国 ARPM 協会ホームページ

に P2M および PMAJ 紹介の記事を掲載することができ、P2M の国際標準化への第

一歩を記した。 
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(3) 国内での PM および P2M 資格の普及について 

• AG Net(Ability Garden Net)協力による PM 普及活動 

独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターと協力して、中小企業の中堅社

員 500 名を対象とした PM 教育を行い、国内での PM 普及活動を推進した。 

• P2M セミナーの開催 

国内での P2M 普及活動として、東京・大阪・名古屋で計 4 回の「P2M セミナー」

を開催し、合計で 550 名の参加者に P2M の活用事例を紹介した。 

• P2M 普及活動の検証 

P2M 資格制度の企業内での活用調査や PMS 資格者へのアンケート調査を行った。

これにより、P2M 資格制度の企業内での実態と活用状況がわかり、今後の普及活動

の参考とすることができた。 

 

3. チーム編成と研究調査スケジュール 

3.1 チーム編成 

委員会は、プロジェクトマネジメントの学識者、プロジェクトマネジメントを必要とす

る業界、領域からの専門家で構成した。当初はフリーな意見交換を行い、報告書取りまと

めの段階では、項目別に執筆を分担し、研究活動結果を本報告にまとめた。 

3.2 活動スケジュール 

■プラットフォームマネジメント委員会 

第 1 回 平成 17 年  6 月 3 日 

第 2 回 平成 17 年 6 月 17 日 

第 3 回 平成 17 年 7 月 1 日 

第 4 回 平成 17 年 11 月 1 日 
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第1章  国外大学との P2M 調査研究・教育と海外普及について 
 

1.1 リール大学院 MBA  P2M 特別講座  

 

1.1.1 概要 

昨年、一昨年に引き続き平成 17 年 7 月 18 日から 21 日までの 3.5 日間、ESC リール大

学院にてプロジェクト・プログラムマネジメント修士課程研修生および博士課程研修生、

計 97 名を対象に P2M 講座を開催した。その後 PMC パイロット資格試験を実施し 81 名が

受験に挑戦し合格者は 60 名であった。 

この講座は、PMAJ（PMCC）と ESC リール大学院マネジメントスクールが共同で P2M 

講座を開催する事により、P2M の理論と実効性を確認するとともに広く産学界との交流を

通じて普及させ、且つ最新事例の発掘と情報交換を行う事を目的としている。 

当講座は、同大学院での 2001、2002 年のワークショップ参加、2003 年の P2M 講座か

ら続く 5 年目の交流である。 

 

1.1.2 開講の経緯 

フランス ESC リール大学院グループ（Groupe ESC Lille）、Christophe Bredillet 主任

教授は、2002 年 10 月国際 PM 賢人会議に来日時に PMCC で打ち合わせを行い、日本が発

信した P2M（Project ＆ Program Management）の特別講座を ESC リール大学院にて開

催してほしいとの要請があったことをきっかけで、当講座名にて、一昨年度より開催され

ている。 

フランスリール大学グループ（Groupe ESC Lille）は、グランゼコール(Grande Ecole de 

Commerce)としてパリ、リール、モロッコ、アブダビに 4 つのキャンパスと研究所を有す

る名門である。Christophe Bredillet 主任教授は、リール経営大学院(Ecole Superieur de 

Commerce de Lille)教授と高等産業経営研究所（  Institute Superieur de Gestion 

Industrielle）研究主任を兼任し、プロジェクト・プログラムマネジメント MBA 教育を担

当している。プロジェクト・プログラムマネジメント関連では，パリ，リール、アブダビ

の 3 キャンパスにて講座を持っており，修士,博士課程合わせて 150 名程度が在籍している。 

講座継続の主たる目的は下記の通りである： 

 プロジェクト＆プログラムマネジメント知識の開発と拡充 

 プロジェクト＆プログラムマネジメントの企業適用への展開 

 教育、研究、情報交換に関して東西間での交流促進、P2M の国際的普及 
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1.1.3 参加者 

本年は、ESC リール大学院パリ分校から： 

博士課程研修生(Project Program Management)   1 名 

修士課程研修生(Project Program Management) 26 名 

ESC リール大学院から： 

博士課程研修生(Project Program Management)  2 名 

修士課程研修生(Project Program Management、S.Ｃ.Management)  68 名 

合計 97 名が参加した。 

 

1.1.4 本年の講義方針 

本年は、下記を詳細講義方針をとしている。 

・ビジネス課題に対処するに当たってのプロジェクトガバナンス 

（Project Governance of Managing Business Issues） 

つまり： 

プロジェクトマネジメントは、革新的なビジネス課題解決に対して応用され広く拡張し

つつある。この傾向は、事業でのプロジェクトガバナンスにおいて、２つの重要な兆候を

示している。一点は、環境変化対処への透視において革新的な思考法と全体像を描くこと

が出来ることと、もう一点は、ステークホルダーの調和の取れた価値に結びつけることに

直視させる事である。実際問題として、改革は、企業の繁盛拡大へのエンジンであり、社

会的な説明責任は、継続性に対してのガバナー（調整機）である。 

このESC Lille大学院－PMCC 特別MBA セミナーは、今年で３周年を迎えるとともに、

講座の後には、PMC（プロジェクトマネジメント・コーディネーター）資格を得るチャン

スが与えられる。 

・期待される業務分野におけるビジネス発展を行うための P2M 適用 

（Applying P2M to business development in prospective domain） 

・実務者が、プロジェクト内、又はプロジェクト間のコーディネート当っての訓練 

（Training practitioners for coordination in and among projects） 

・あなたの PM 知識試験認証への挑戦 

（Challenging certificate for proving your knowledge）  

さらに： 

①P2M のプログラムマネジメントを中心に教える 

②事例をできるだけ入れて理論と実践をパックにする 
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③PMC パイロット試験を実施することで、受講生の緊張感をたかめる 

こととした。 

 

1.1.5 プログラム詳細 

プログラム詳細と、講義タイトル、講師は下記の通りである。 

講師と演題 
氏名 講義タイトル 職責 専門 
C. N. Bredillet 教授 
"A P2M Toward a new Project & Program  
Management Paradigm"  

リール大学院教授 プロジェクトマネジメント 
プログラムマネジメント 
戦略マネジメント 

中井 毅 所長 
"Latest France-Japan Business and 
Technology Alliance " 

ＪETRO 
欧州連絡事務所長 

国際経済 
国際外交 

小原 重信教授 
“ P2M Entry and Framework for 
Practitioners” 

日本工大 教授 
シドニー工科大学 
客員教授 

プロジェクトマネジメント、

プログラムマネジメント、 
経営戦略、技術経営 

武富 為嗣教授 
"Project Management for Business and 
Coordination " " 

インテリジェントコー

ポレーション 
プラントエンジニアリング 
ビジネスコンサルティング 

中山 仁美氏 
"Project Management and IT Business 
System  in Nihon Unisys Ltd" 

日本ユニシス プロジェクト情報マネジメン

ト 
 

西尾 清光氏 
"Project Alliance & Risk Management"  

PMR  コンサルタント 

井上多恵子氏 
"Communication Management 
Examples from Sony Corporation" 
 

ソニー プロジェクトコミュニケー

ションマネジメント 

木下 俊彦教授 
“ Global and Local strategies for 
Competing and Cooperating in the 
Asia-Pacific” 

早稲田大学国際教養学

部教授 
国際経済学 

Dr. Bredillet, 木下教授"Group 
Practice by Students on Issue"“How P2M 
can address and help on business?” 
 

  

Dr. Bredillet, 木下教授 他 
" Panels by 5 Student Delegates and 5 
Lecturers "“Can European firms realize 
win-win game in their marketing, 
production strategies in EU, China and 
PECOs countries” 
 

  

石倉 政幸 
“ Project Management in Engineering 
and Construction” 

PMCC 事務局長 プラントエンジニアリング・資

格認定 

 

1.1.6 講義詳細 

各講義の詳細に付いては，各講師からの解説報告書に委ねるが，今回は，P2M 準拠事例
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報告（ソニー井上多恵子女史、日本ユニシス・ラーニング中山仁美女史）が行われ、好評

であった。 

 

1.1.7 アンケーと調査 

当講座参加者に対してのアンケート結果である。 

好評であるとともに、改善も求められている。 

Enquete -- Questionnaire Results from 2005 P2M Course 

1  Your Nationality?     

 French   20 

 Chinese   16 

 Libyan  4  

 Not shown   13 

 Other Country   9 

 Total   63 

2  Why have you chosen ESC Lille Management course?    

 To lean French   3  

 Benefit of Alumni Association  1  

 Tuition Fee  2  

 Curriculum such as    

    Project & Program Management  47 

 Others     

 Good Reputation  4 

 Good Program, Major    6 

 SCM Program  5 

 Doctoral Program  1 

 Certification  1 

3  How do you appreciate P2M Course?      

 Excellent  14 

 Good  20 

 Fair  14 

 Inferior  10 

 Worse 3 
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 Not Answered 3 

4   Do you wish to introduce this course to your friends?    

 Yes  36 

 Not sure  16 

 No  11 

5  Do you think Program Management is useful to your future job?    

 Very effective and useful  30 

 Useful  29 

 Not much effective  1 

 Unknown  2 

 Not answered 1   

6  How do you evaluate the PMC Certification      

 Useful as carrier development  26 

 Useful to Job assignment  20 

 Not known  15 

 Not answered 2 

7  Any suggestion on this P2M course?      

To give a "whole" and "comprehensive" view, and presentation on P2M  

More students - professor interaction 

The presentation should be more coherent + relevant to each other. 

Real difficulties for understanding accent of the lecturers    

I'm really interested by this course that will be great useful for my future   

carrier, so thanks a lot.  

More business case    

Longer (4 days )    

It was difficult to understand because of the accent.    

Delete it and decrease the tuition fee. 

Course not compulsory    

Good and good luck    

More group I application     

Approach P2M by managing one project and following the whole process.  

More interaction and practices 
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More work group 

Accent of lecturers 

To present the global framework of P2M and after, make more practical       

exercises workshops. 

Flow from one presentation to another 

More enthusiastic & interactive presentation. 

You should not have too many lecturers, and create a clear link between each 

interventions. 

May be the principles about P2M should be listed and explained more, not only 

some aspect of P2M.  

It was great, thanks for the line you gave us, I should be happy to see the 

conference again and again. 

Provide P2M guidebook in advance. 

 

尚、PMAJ（PMCC）は過去 3 年間に亘り当講座を開催してきた。各年度の講座タイト

ルは次の通りである。 

平成 15 年 7 月 

Economics & Society Renewal through Management Innovation: the P2M way. 

Sub theme: 

What is P2M? -Project and Program Perspective  

Enterprise Innovation by P2M Application  

Globalization and Enhancement of Competitiveness  

New Business Creation and Value Assessment by P2M 

Evolution of Project Management and Broader Application  

Open Discussion - Students Session  

 

平成 16 年 7 月 

Exploiting the Future by Managing Technology. 

Sub Theme: 

Developing and expanding project and program management knowledge jointly 

Broadening project and program management to business application jointly 

Accelerating education, research and communication between the East and the West  
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Social Change, Technology and Innovation 

Enterprise Innovation by P2M 

Toyota Business Model- Toyota Factory Visit 

Fostering New Player, Certificate Awards 

Panel Discussion- Students Session  

 

平成 17 年 7 月 

Project Governance of Managing Business Issues. 

Sub theme: 

How to deal with business solution by applying project management?  

Project Management Coordinator Certification Test.  

Group Practice by Students on Issue. 

 

1.1.8 ESC Lille 大学院との交流と情報入手 

ESC Lille 大学院では、プログラムマネジメントを 1977 年より講座に取り入れており、

本年度より、P2M を PMBOK、Prince2 とともに、正式に講座に取り入れている。 

今回のリール大学院との交流を通じて、世界の PM 動向、PM コンピテンシー動向など

各種情報を入手した。 

 

1.2 ホームページへの英文版掲載 

P2M の海外普及活動の一環として、日本プロジェクトマネジメント協会ホームページに、

P2M および PMAJ 紹介と P2M に関する論文の英文版を掲載した。 

これまで掲載済みの P2M ガイド、CPC ガイドブック及び P2M Booklet（P2M 豆本 ）

に加えて、下記英文での紹介を掲載した。 

・ Project &Program Management for Enterprise Innovation(P2M) Promoted by the 

Project Management association of Japan(PMAJ) 

・ Revitalizing Japanese Economy/Firm ad Appropriateness o P2M 

  By Prof. T Kinoshita, Waseda University 
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掲載内容の詳細は添付(1)、(2)を参照。 
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第2章 世界の PM コミュニティとの協調について 
 

2.1 GAPPS 世界標準作成への参画 

（GAPPS＝Global Alliance for Project Performance Standards） 

2.1.1 この標準作成イニシアティブの目的 

このイニシアティブは、2000 年からの Lynn Crawford 博士の主宰によるものである。 

この目的とするところは下記にある。 

各国標準・認定協会にとって： 
・プロジェクトマネジャー向けパーフォーマンス準拠グローバル標準（GAPPS）が出

来れば、今後、各国での PM 資格の相互認定において、きちっとした裏付けが出来

る 

・世界のプロジェクトマネジメントコミュニティーにおいて、GAPPS の共同開発と、

そのグローバルな枠組みを相互に認め合う基盤が出来る 

PM 専門協会にとって： 

・PM 専門協会に、①より効果的なサービスの提供と、②プロフェッショナル認定のグ

ローバルな認識と相互乗り入れを可能とさせる 

・GAPPS フレームワークの共同開発と相互認識の基盤が出来る 
共有目的： 

・GAPPS の枠組み作りへの協調が出来る 

・各国ローカルコンピテンシー標準作成に当たってのグローバル標準枠組みを推進す

る事での合意が得られる 
・プロフェッション資格の相互認定に向けての合意 
・ その他相互にとっての共益事項 

 

2.1.2 このイニシアティブの経緯 

このイニシアティブは平成 12 年夏のロンドンでの IPMA#15 会議の後、Lynn Crawford 

博士と 40 名程度の有志らにより始められ、具現化させるために、平成 18 年 1 月のシンガ

ポールでのワークショップまで 8 回開催されて来た。 

これまでこのワークショップには､日本から日本工業大学の小原教授と PMAJ 石倉のほ

か、フランス､米国､南ア､豪州、カナダ、ソ連、シンガポールなどから計 60 名程度が参加

している。大学・教育関係者では、Lynn Crawford 博士（オーストラリア、ＵＴＳ）、

Christophe Bredillet 博士（フランス、ESC Lille），Neveen Moussa 博士（オーストラリ
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ヤ、AIPM）、B.Todhunter 教授（オーストラリア、Univ．Southern Queendsland）を

始め、J. Brian Hobbs教授（カナダ、Univ．Quebec，Montreal）､など又William Duncann(米)、

Bruce Rodorigues(南ア)、Janice Thomas 各氏など数多く参加している。 

ワークショップ参加者の面々 一例 

 

2.1.3 背景 

1990 年前半より、パフォーマンスを基準としたコンピテンシー標準が、国家職能資格認

定の枠組として英国、豪州、ニュージーランドで、また最近では南ア連邦で開発されてき

た。 

このような中で、平成 12 年には豪州のコンピテンシー標準が見直しの時期に来ており、既

に改定された英国標準を基にレビュー中であった。 

このように、英国標準の改定レビュー、切迫した豪州コンピテンシー標準の見直し、南

ア連邦のコンピテンシー標準の開発、ニュージーランド、日本や欧州でのコンピテンシー

標準を作るという動き、PMI のコンピテンシー標準に関する急激な動きなどの状況下、グ

ローバルな視点での整合へのレビューと、国ごとに審査される標準を通して、どうすれば、

コンピテンシー資格認定の互換性を持たすことが出来るかという手順を定めるのに、絶好

の機会となって来ていた。 

この事は、コンピテンシー資格認定での透明性の基盤を提供し、グローバルな認識のも

と、世界中で広範囲に利用されるであろうコンピテンシーに対する合理的な枠組作りにも

寄与出来ると考えられた。 

さらに、各業界と PM 実践者からの差迫った要求を満たすことも出来よう。 
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2.1.4 産業界、専門家そして実践者からの支援 

 平成 12 年 5 月、IPMA15 会議後、産業界（NASA、ABB、RR 他）PM 協会・コストエ

ンジ協会（IPMA、APM、JPMF、ICEC など）教育界（ESC Lille BS、クランフィールド

SM、UTS）資格認定組織（ECITB、南ア PM 標準協会）などが参加した会議において、

グローバル標準作成の必要性が強調され、PM のグローバルコンピテンシー標準を作ろうと

いうコンセンサスを得た。 

 その後、10 回にわたる会議､ワークショップが行われ、また国連から PM コンピテンシー

標準を作るのなら支援しようという申し出も受けている。 

 豪州では、AIPM が中心となって PM コンピテンシー標準を開発するため、政府及び産

業界の支援を得ている。 

一方 AIPM の職能認定プロセスは豪州国家職能資格と整合されている。（つまり レベ

ル４＝QPP、レベル５＝Reg.PM、レベル６＝PMD）AIPM はグローバルコンピテンシー

の枠組にそって、豪州の PM 国家標準の見直しを行うことに同意している。 

  

2.1.5 背景準備資料（概要） 

第 2 回目のワークショップに先立ち、Lynn Crawford 博士、ほか３名のシドニー工科大

学グループによる、GAPPS の為の、38 頁にわたる調査準備資料が作成された。これは PM

要員のためのパーフォーマンス準拠グローバル標準（GAPPS）の枠組みを作るための基礎

提案と、枠組み提案資料である。 

GAPPS の原案となっている標準は、オーストラリア、メキシコ、ニュージーランド、南

ア連邦、英国などで見るごとく国家職能認証の資格の枠組みとして開発された標準または

ガイドラインである。これらの標準は、実際の作業現場でのパーフォーマンスクライテリ

ア準拠による評価の為の基準を成している。ここ GAPPS はさらに範囲を広げて、同様の枠

組みで作製されているが、評価・認定の為でなく自己啓発も対象として含める事とする。

PMI の PMCDF も後者に位置づけられる。 
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このグループ研究では、世界でもっとも広く販売されている標準類の抽出、レビュー、

マッピングを行い、（上記 Fig. 1 参照）Lille での第２回ワークショップのためのガイドラ

インが抽出された。これらは、下記 Fig.2、呼び Fig 3 に示す、オーストラリア、南ア連邦、

イギリス国家認証標準と PMI の PMCDF を対象に調査された。 
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これらの標準・ガイドラインを検討の結果、48 個のコンセプト・トピックスが、少なく

とも 1 つ以上の標準・ガイドブックに選ばれている事から抽出された。 

これら 48 個のコンセプト・トピックスの内 18 項目は、4 つすべての標準・ガイドブッ

クに選ばれているコアーコンセプト・トピックスである。さらにこれらの標準・ガイドラ

インの構成・枠組みは Fig.4、Fig.5 に示されている。 
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この研究報告書は、下記が詳細に報告されている。 

• GAPPS の為の背景、目的、位置づけ 

• PM 標準・ガイドラインの潮流のレビュー 

• 目的、形式、そして開発プロセスを含むパーフォーマンス準拠標準のあり方の説明 

• 抽出した標準からのリサーチマッピングのやりかた 

• 抽出された 48 個のコンピテンスと 18 項目のコアーコンピテンスリスト  

GAPPS プロジェクトマネジャー向け）の枠組みは Fig.6 に示されている。 

 

2.1.6 結論 

これまでの 6 回のワークショップでの成果の成果として 

・グローバルプロジェクトマネジャー（PMgr）レベル １ 

・グローバルプロジェクトマネジャー（PMgr）レベル ２ 

向けの GAPPS がまとまり、ドラフトが公表され、平成 17 年 9 月 15 日締め切りで広くコ

メントを募集された。 

平成 17年の第 7回目のワークショップがロンドンで開催されコメントを取りまとめる検

討会がなされた。さらに平成 18 年 1 月にシンガポールにて第 8 回ワークショップが開催さ

れ、最終的な字句の詰めなどが行なわれ、正式公開の準備が進められた。 

平成 18 年 3 月末に公開予定の GAPPS 標準は、パート 1 添付（1）に示されている。 

 

GAPPS の枠組みは下記となっている。 

• 対象レベルは： 

・グローバルプロジェクトマネジャー（PMgr）レベル １ 

・グローバルプロジェクトマネジャー（PMgr）レベル ２ 

・グローバルプログラムマネジャー（これからの開発）  

向けの 3 レベルとする。 
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• このグローバルプロジェクトマネジャー（PMgr）レベル１または２標準の中に、５

ないし６項目程度のユニット（コアーとなるコンセプト）を置く。 

• ユニット（コアーとなるコンセプト）はそれぞれ数個の要素（エレメント：クリティ

カルなコンポーネント）からなる。 

• さらにこの要素（エレメント：クリティカルなコンポーネント）はそれぞれ数個の、

パーフォーマンス基準から構成される。 

• さらにこのパーフォーマンス基準には数個のレンジステートメントとしての補足説

明がなされる。 

これを表記すれば下記となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig6 GAPPS（プロジェクトマネジャー向けパーフォーマンス準拠グローバル標準）の枠組み 

 

 

プロジェクトマネジャー向けパーフォーマン

ス準拠グローバル標準 GAPPS 

５－６程度－ユニット 
  （コアーとなるコンセプト） 

数個の要素（クリティカル

なコンポーネント） 

数個のレンジステートメント

（補足説明） 

グローバルプロジェクトマネジャー

（PMgr）レベル １、２など標準 

数個のパーフォーマンス

基準 
Performance Criteria 
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2.1.7 シンガポール・プロジェクトマネジャー協会等との交流 

平成 18 年の第 8 回ワークショップの開催はシンガポール・プロジェクトマネジャー協会

がホストを務めてくれたこともあり、同協会、シンガポール政府（交通運輸庁、建設庁）3

大学(National Univ.The Institution of Engineers, Nanyang Technological Univ.)の代表

70 名と GAPPS イニシアティブの目的・現況・将来に向けた取り組みなどを討議する機会

が持たれた。また Nanyanng Technological Univ.の Ting 教授が、プログラムマネジャー

実践力標準作成分科会に参加した。 

シンガポール・プロジェクトマネジャー協会のメンバーは主に建設関連企業が主体であ

り、IT 関連企業はほとんど参加していないという。建設系のプロジェクトマネジメントで

は、予算管理が一番の関心事であるとの声が多かった。 

 

2.2 Global Project Management Forum への参画 

ENAA 宮川常務理事、田中理事長、石倉・佐藤統括副理事長の 4 名は、11 月 12 日より

16 日まで、インド ニューデリー市で開催された、IPMA（International Project 

Management Association）2005 年世界大会に ENAA の代表として参加し、初期の目的

を果たして帰国した。 

本大会参加の目的は、 

① ENAA が 1982 年以来協力関係にある IPMA のアジア初の世界大会で、しかも

1997 年以来友好関係にあるインド PM 協会がホストである本大会の協賛団体とし

て大会の成功に貢献する 

② ENAA/PMAJ から多数の発表を行い、日本の PM 力を世界にアピールする 

③ 新設 PMAJ を世界にお披露目する 

ことにあったが、これらの目的は十分に果たすことができた。 

以下に大会概要と参加の成果を報告する。 

日程 

日 午前 午後 夜 

9 日（水） （田中） 

タイ航空TG641便にて成田発 11:00バンコク着 15:30タイ航空 315 便乗

り継ぎ 19:50 発デリー着 22：45 

10 日（木） 田中と同一便でデリー着（宮川常務・岩佐氏） 

主催者への挨拶、GPMF 大会開催準備（田中） 
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11 日（金） 大会スケジュール確認、主催者への挨拶（宮川常務・岩佐氏） 

GPMF 理事会（田中）、宮川常務基調パネル打合せ 

12 日（土） Global Project Management Forum 15 回大会

開催 大会議長：田中、日本代表：石倉 

GPMF レセプション 

13 日（日） GPMF 賢人会議・ 

GPMF 理事会（田中） 

基調パネル打合せ 

大会開会式 

GlobalPM Leadership 

賞 受賞（田中） 

レセプション・外国参

加者歓迎ディナー 

14 日（月） 大会初日参加 

宮川常務・田中「政府の PM」パネル出演 

田中・富士通平田常務基調講演「イノベーション

と PM」実施 

IPMA 創立 40 周年 

祝賀会 

15 日（火） 大会 2 日目参加 

田中トラック基調講演（ENAA-PM 委員会成果

発表）＋臨時講演（同一内容） 

IPMA 表彰式 

大会ディナー 

16 日（水） 大会 3 日目参加 

午前並行セッション議長（田中） 

クロージング基調パネル「グローバル PM リー

ダーパネル」出演（田中） 

インド・カルチャー 

プログラム出席 

帰国へ 

17 日（木） タイ航空 TG316 便にてデリー 00:05 発バンコク着 05:35 タイ航空 676 

便 乗り継ぎ 07:30 発成田着 15:40 

 

2.2.1 大会概要 

第 19 回を数えた本大会は IPMA 創立 40 周年記念であり、しかも初めて IPMA の本拠

ヨーロッパを離れてアジアで開催された世界 PM 史上記念すべき大会であった。 

大会テーマの「ビジョンから現実へ（Vision to Reality - V2R）」 は、”動けインド：

そこに PM あり”という主催者の熱い思いが込められたものであった。参加者はインドか

ら 900 名、世界 60 カ国から 300 名の 1,200 名と IPMA 史上最大規模である。これまで 4 

年の世界大会の平均参加者数が 400 名であるので、いかに本大会が盛況であるかを物語っ

ている。 

大会プログラムのバランス、基調講演・パネルのスピーカーおよび内容の質、ホスピタ

リティー共に近年の世界中の PM 大会の中で飛びぬけて優れていた。参加者の盛り上がり
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も大変なものがあり、海外参加者の評判も

上々で、大成功の大会となった。 

この成功は、ホスト協会インド PM 協

会 PMA の会長・ IPMA 会長である

Adesh Jain 氏の大会成功に賭けた情

熱・執念と、インドの国を挙げての支援、

Jain 会長の IPMA の枠を超えた海外ネ

ットワークを通じての動員、そして大会運

営の豪腕に拠っている。 

ヨーロッパ各国協会のリーダー達は、今年前半まで Jain 氏のお手並み拝見とクールであ

ったが、参加者数が同氏の公約通りに伸び始めると、強い支持に変わり、国ごとに最低で 5 

名、最大 45 名（来年の開催国中国）の派遣団を送りこんで来た。 

日本は、ENAA/PMAJ の 14 名に加えて、ここ数年 IPMA と付き合いがある PM 学会

も 25 名ほどの派遣団を出しており、合計で 40 名とインド、中国に次ぐ大勢力となり、Jain

会長の期待を満たした。 

また、今大会は PMI の来年の会長、CEO を含めて、PMI 所属の大物が多数参加して 2

大協会交流の場ともなった。 

なお、大会の主賓は閣僚 No.3 の P. Chidambaram 財務大臣、次賓は計画・国家プロジ

ェクト監理大臣の Oscar Fernandes 氏、大会総裁は国営石油・天然ガス公社（ONGC）Subir 

Raha 総裁であった。 

 

2.2.2 GPMF 世界大会 

12 日（土）に開催した Global PM Forum (GPMF) 第 15 回大会は、25 カ国から 70 名

の参加を得て盛会のうちに終えることができた。 

田中が GPMF 会長となって初の大会であり、理事会の決議で、これまで実施してきた世

界の PM 協会の交流・情報交換の場的な大会としては最後となるので、周到な準備を行っ

たが、無事第 1 幕を引くことできた。 

本大会は、GPMF 第 1 ステージ最後の大会であることに鑑み、95 年ニューオリンズで

の第 1 回大会で行った各国協会の PM 状況報告を中心とした大会スタイルに回帰して、午

前中はアジア太平洋、午後がヨーロッパ（中東、南北アメリカは代表が揃わず）各国から、

与えられたテーマに沿って報告を行った。 

開会式：左から Fernandes 大臣、Chidambaram 大臣 
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基調講演は、本大会の主務大臣である、Oscar Fernandes 大臣にお引き受け戴いた。同

大臣はインドの主要国家プロジェクト 600 件の進捗監理・評価を行う Ministry of 

Statistics & Programme Implementation 

のヘッドであるので、「発展途上国の PM 取

り組みの命題」のタイトルで、インドの国と

しての PM 振興の必要性を強い口調で語っ

て戴き、参加者に感動を与えた。 

また、石倉より日本を代表して、新生

PMAJ の紹介と日本の PM の現況報告を行

った。 

GPMF を巡っては、PMI と IPMA の鍔

迫り合いがあり、大会開催まで会長として調

整に苦労をしたが、本大会でも PMI のプレゼンテーションを巡ってドイツの IPMA 副会

長などから直截的な批判が出るなど緊迫した雰囲気があった。しかしそこは大人の世界で、

これで険悪な雰囲気になることはなく、無事大会を終えた。 

翌日には、早速世界の PM 賢人を集め、理事会素案の今後のモデルに付いてヒアリング

会を開催するなど次のステップに向けて動き出している。 

 

2.2.3 IPMA 世界大会での ENAA/PMAJ からの発信 

本 IPMA 世界大会では、ENAA/PMAJ は「最恵国」待遇を受け、下記のような今後の

世界大会で二度と期待できない絶好のポジションを得ることができた。これは、

ENAA/JPMF とインド PM 協会の強い協力関係（97 以来、田中が 5 回、石倉氏が 2 回大

会に参加し、合計 20 回の講演を行う一方、Jain 会長も ENAA/JPMF の東京国際大会で

P2M お披露目講演の議長を務めるなど 3 度交流に来日）の賜物である。 

① 基調講演 

田中と富士通 平田常務で大会初日に「イノベーションと PM」と題した基調講演を

行った。他の基調講演はほとんど企業の事例であるなかで、本講演は PM のフロン

ティアを描いた講演であるので世界大会に相応しいとして高い評価を得た。 

② 基調パネル 

3 件のパネルのうち、2 件のパネルに出演を果たした。 

初日の「政府の PM」では、宮川常務・田中が出演し、METI/ENAA/PMAJ の PM へ

の取り組みを語り尽くし、大変良いアピールの場であった。出演者は他に、Fernandes 

GPMF 大会（Jain IPMA 会長講演） 
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大臣の次官、金融公社総裁、英国政府

のPM コンサルタントAlan Harpham 

氏であった。 

最終日のクロージングパネル Global 

PM Leader Panel では、田中が出演し、

こちらは、ぶっつけ本番何でもありの

ライブパネルで、パネルは踊った。 

③ トラック基調講演 

12 あるトラックの各々に基調講演が

設けられており、田中が PM 委員会の成果「マルチプロジェクトマネジメント」、

石倉が「P2M と P2M 資格制度」、佐藤統括副理事長が「日本の IT 産業の PM 取り

組み」、米澤部会長が「リスクマネジメントの一考察」を発表した。（田中の講演後、

次のセッションの講演者が現れずに、つなぎでもう一度実施するというハプニングの

おまけもついた） 

④ トラック講演 

一般講演では、東洋エンジニアリングの（本社）インド人社員 KR Umesh 氏が「発

展途上国顧客への PM 技術移転」、富士通梅村常務理事が「成功 IT プロジェクト事

例」、P2M クラブ岸良氏が「企業の PM 的業務改革事例」の発表機会を得た。 

⑤ トラック議長 

議長は、IPMA 各国会長が務める慣わしであるが、今大会は Jain 会長の人柄で、田

中と PMI のベテランにも議長役のお鉢がまわってきた。 

 

2.2.4 Global Project Management Leadership Award 受賞 

インドの PM 関係者（政府・PM 協会・産業界）権威者 7 名が選考委員となって、PM

のグローバル普及に卓越した功績を残した

PM リーダー（グールー）１名に授与するイ

ン ド IPMA 世 界 大 会 記 念 Global PM 

Leadership Award を田中が受賞することが

できた。インドを代表して Fernandes 大臣か

ら表彰盾を戴いた。 

受賞の事由は、20 数年に亘り世界 PM 界

に在りPM振興に地道な貢献をしていること、

政府の PM パネル 
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世界の三大 PM 協会すべてに高い評価を得ており GPM 会長を任されていること、並びに

世界の各所で、産業の PM とプロフェショナルの PM をバランスするユニークな PM 論を

展開している、ということであった。 

いささか面映い思いであるが、選考委員全員一致で推薦いただいたとのことで、半分は

田中のインド PM 界への貢献を評価してのことであろう。 

 

2.2.5 PMAJ の世界へのお披露目 

本大会では、他国代表から、何で IPMA 会員でもない ENAA/PMAJ をこれほどまでに厚

遇するのかという声も聞こえるのではないかと心配するほど手厚い待遇を受けた。 

このようなポジションを与えて戴いた Adesh Jai 会長に衷心から感謝すると共に、

ENAA/PMAJ のこれまでの同会長、インド PM 協会への協力が、同協会だけではなく、イ

ンド産業界、インド政府にまで高く評価されたことを誇りに思いたい。 

日本は、中国と並んで今世紀のスーパーパワーとなるであろうインドと経済協力を促進

しいているが、下からこれを支える NGO 外交の一ページとなったら私共参加者の幸いであ

る。 

 

2.2.6 GPMF 15thカントリーレポートの報告 

GPMF で恒例の主な参加国からのカントリー報告が行われた。日本からは石倉統括副理

事長が発表した。内容の詳細は、添付(3)を参照。 

 

2.2.7 この大会で入手できた新しい PM 動向を示すキーワード 

 Vision to Reality 

本 IPMA 大会のメーンテーマであり、プロジェクトマネジメントの果たすべき役

割を明示している 

 PM as Dream Making 

上記と同様に、プロジェクトマネジメントの果たすべき役割 

 Operation vs. PM 

  Estimate     Plan 

  Measure     Manage 

  Domain     Scope 

  Effort   Cost 

  Requirement     Meet expect 
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  Materials     Performance 

－日常業務とプロジェクト業務の特性の対比 

 Trust in people  

 PM is an integrated roll out of business  

 Vision- concept- design- implementation- commissioning startup-operation 

 Think outside of box, innovate and be better than best  

 Paranoid about productivity 

 Get ordinary people to do extraordinary things and build competencies  

 Best in class practices 

 War room for continuous monitoring  

 Trust people & Empower them  

 Defining conventional competencies  

 Technologies as strategic enabler  

 Embrace ecology & environment –no ecological disturbances 

 Convert adversity to opportunity  

 Internal project  

 Infrastructure –PMO 

 Not rely on single Project Manager but to the organization  

 PM for macro economic influences 

 Part-time PM, some time PM, Full time PM  

 PM soothing happening everywhere 

－プロジェクトマネジメントの特性・効果・PM の心得を表している 

 Project Thinking  vs   Operation thinking 

 Improving the probability of controlling the future 

                           vs Optimization of the presen 

 Optimization of the present  vs  Industrial age 

 Dynamic adaptability  vs Static adaptability  

 Proactive       vs       Reactive  

 Welcome new ideas     vs      Reject new idea  

 Competition & corporation  vs      Competition  

 Large capacity to handle issues  vs     Local capacity to handle issues  

 Believing in discontinuity  vs       Continuity  
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 Temporary nature of structure   vs    Permanent nature of structure  

 Optimization of whole       vs  Optimization of part  

 Prompt decision     vs    Prolonged decision  

 Increase business value   vs       Cutting the cost 

－プロジェクト思考 対 オペレーション思考の対比 

 In the human race there is no finishing line, as it keeps on going 

－人生訓 

 Waves of Project Management 

・”Technical” interpretations of PM World 

    ( The First Wave, Technical Paradigm  1950s-1970s )  

・Project Management inside World of PM  

( The Second Wave, Manager’s Paradigm, 1980s-1990s) 

・Realization of programs & projects in the real World to create the desired  

Future  

( The Third Wave, Phenotype Paradigm 2000s) 

－PM の発展の歴史 

 PM a Management of “arts”－> PM as “change management”－> then PM as 

“management of peoples and teams” 

－モダーン PM 第 3 の波 

 Trend towards “maturity” in the Professional Community 

・PMP – Separate Professionals 

・PMP – Professional Environment  

・POP – Project‐Oriented Companies  

・POB – Project‐Oriented Business 

・POS – Project‐Oriented Society 

・POW – Project‐Oriented World 

－PM プロフェッション界での成熟度トレンド 

など。 

 

2.3 ARPM 協会へ記事掲載 

世界の PM コミュニティとの協調活動の成果として、英国政府 OGC（商業庁）関連の

APMG-ICP グループホームページに P2M および PMAJ 紹介の記事を掲載していただくこ
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とになった。 

APMG-ICP はPRINCE 2のプロジェクトマネジメント資格保持者の相互研鑽の場を提供

する Website である。また PRINCE２とは、英国政府の肝いりで公共部門の IT 系プログ

ラムとプロジェクト管理の機能を増進すること目的として開発されたプロジェクト及びプ

ログラムの管理手法である。 

プログラムマネジメントの考えを取り入れていることで P2M と共通している。 

 

ARPM 協会ホームページ www.apmg-icp.com 
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第3章  国内での PM および P2M 資格の普及について 
 

3.1 AG Net(Ability Garden Net)協力による PM 普及活動 

国内での P2M 普及啓蒙活動として、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター

と協力し、衛星通信講座（衛星放送を活用した全国一斉の教育システム：AG Net）を行い、

プロジェクトマネジメント教育を行った。 

 

3.1.1 概要 

① 狙い 

企業競争の激化や顧客のニーズの変化への対応など、厳しい環境の中で赤字体質の改善

や新規顧客開拓など様々な問題や課題への取組みが求められている。これらの問題や課題

を部門横断的に協力してチームとして取組んでいくことの重要性が高まっている。企業の

価値は、そこで働く従業員の日常活動の積み重ねによって創造されている。メンバーがそ

れぞれの役割を理解し、目標に向かって行動できる組織は将来に向けて企業価値を高めて

いく組織といえる。目標達成に向けた仕事の推進力を高めることを狙いとする。 

② テーマ： 

企業価値創造をめざすプロジェクトマネジメント～実践事例から学ぶ成功の秘訣～ 

③ 日程：平成 18 年 1 月 17 日（火）・18 日（水） 10：00～17：00  12 時間 

④ 対象：全国中小企業従業員の中堅社員以上 

⑤ 参加者：全国で 500 名 

 

3.1.2 コース内容 

1 月 17 日（火） 

 内容 講師 

① ■プロジェクトマネジメント必須知識の習得 

1. プロジェクトとは 

2. プロジェクトのマネジメントについて 

3. プロジェクト実行のステップ 

石倉講師 

② ■プロジェクト事例 

1. 中小企業における社内改革のプロジェクト事例 

2. 開発コンサルティングにおけるプロジェクト事例 

 

武富講師 

米坂講師 
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1 月 18 日（水） 

 内容 講師 

① ■プロジェクトマネジメントを仕事に活かす 

1. プロジェクトマネジメントの仕事の流れ 

2. プロジェクト計画立案 演習問題 

3. グループ別発表 

白井講師 

② ■プロジェクト事例 

1. パスネット開発にみる PM 事例 

 

竹林講師 

 

3.1.3 受講者の主な反響（アンケート調査） 

• 知らなかった手法や考え方を利用して業務を進める可能性ができた。ODA 活動やパス

ネット開発についての事例は知識だけでなく心に響くものがあった。 

• 今までプロジェクト管理について漠然と考えていたものが具体的に理解出来た。 

• プロジェクトマネジメントをする為の重要なポイントが明確になり今後の業務に活か

して行くことができそうである。 

• WBS など詳しく知ることができた。 

• それぞれの手法は知っているが、トータルの流れが理解できた。 

• 現在の職場に対しての自分の立場を見直すことが出来た。 

• 自分自身に気づき職種間、組織間の連携の対応システムの良し悪しがわかった。 

• 現在いくつかのプロジェクトを実行しているのだが、今回の研修で具体的方法が見え

た、活用したい。 

• 今まであまり関心がなかったことが興味をひかれるようになった。 

• 今後のプロジェクト管理にすぐ利用できそうなツールを勉強できた。 

• 今まで、独学で学び実践してきたプロジェクトマネジメントを見直す機会となった。 

• これから新しい事業を立ち上げる予定があり、段取りやスケジュールをたてるうえで

役にたった。 

• 日ごろ、作業中心の業務を、一旦立ち止まってプログラムを組むことがもっと効率化

に結びつく。 

• プロジェクトマネジメントに関する具体的な内容がわかった。つかえていた問題のヒ

ントになり活かせそう。 

• PM としての重要性について必要なスキルを学べた。事例がよかった。 

• SWOT のイノベーションを今後活用していきたい。 
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3.2 P2M セミナーの開催 

国内での P2M 普及に向け、本年度は東京・大阪・名古屋で計 4 回の「P2M セミナー」

を開催した。下記に実施概要を報告する。 

 

3.2.1 東京地区 P2M セミナー 実施概要 

 テーマ：P2M の価値・活用  ―時代は今 P2M。P2M は価値創造マネジメント 

 日  時：平成 17 年 8 月 4 日（木）  13：30～18：00 

 会  場：明治大学 リバティタワー 1 階  大講堂 

 参加者：200 名 

 セミナープログラム 

・特別講演  「P2M の価値、P2M をどう活用するか」 

           シドニー工科大学客員教授  日本工業大学教授  小原 重信 氏 

・記念講演  「日本経済・企業の再生と P2M アプローチの妥当性」 

                     早稲田大学 国際教養学部 教授      木下 俊彦 氏 

・P2M 実践事例  「ミドルマネジメントで決まる 21 世紀型人材づくり」 

        パナソニックラーニングシステムズ㈱ 代表取締役 北村 保成 氏 

・新資格 PMC について     PM 資格認定センター 事務局長   石倉 政幸 

 

本セミナーには、P2M クラブ会員、JPMF

会員、一般参加者を含め 200 名の参加者があ

った。講師による P2M の価値活用および実践

事例の報告に、大変参考になり今後の業務に活

かしていきたいとの声を多くいただいき、今後

も P2M セミナー開催を要望する声も多数いた

だいた。 

 

3.2.2 関西・P2M セミナー 実施概要 

 テーマ：人材の育成と“企業価値”を高める経営を！ 

 日  時：平成 17 年 11 月 3 日（木） 13：05～17：00 

 会  場：大阪産業創造館（サンソウカン） 6F 会議室 E 

 参加者：100 名 

 セミナープログラム 
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・記念講演 『プロジェクトマネジメントと経営戦略』 

                            大阪大学大学院経済学科教授  浅田孝幸 氏 

・実践事例 1『ミドルマネジメントで決まる 21 世紀型人材』 

       パナソニックラーニングシステムズ㈱ 代表取締役 北村 保成 氏 

・実践事例 2『大阪府庁総務事務改革プロジェクト』 

                  M&T システムオペレーションズ㈱ 社長   辻部 稔 氏 

・実践事例 3『技術部門の改革と人材育成』 

           大日本スクリーン製造㈱技術開発センター 課長   朝田晋次 氏 

・PMCC の現状と新資格 PMC について 

         プロジェクトマネジメント資格認定センター 事務局長 石倉 政幸 

実践事例を中心とした本セミナーでは、「人材育成の参考になった。」「企業価値を高

めるとはどういうことか分かった。」との声を多くいただいた。 

 

3.2.3 名古屋・P2M セミナー 実施概要 

 テーマ：P2M の価値・活用 ―P2M の発想と知恵 

 日  時：平成 17 年 11 月 25 日（金）  15：00～18：30 

 会  場：名古屋ソフトウェアセンター 

 参加者：50 名 

 セミナープログラム 

・P2M は価値を創るマネジメント 

                                  名古屋工業大学 副学長    清水 基夫 氏 

・勝ち残るプロジェクトをつくる方法 

                           (有)経営組織研究所 代表取締役   渡辺 貢成 氏 

・P2M の価値と PM 資格制度 

           プロジェクトマネジメント資格認定センター 事務局長 石倉 政幸 

本セミナーでは、渡辺講師の「勝ち残るプロジェクトをつくる方法」の講演の評価が高

く、アンケート調査でも全員が「非常に良かった」「良かった」と回答していただいた。 
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＜アンケート記入＞ 

・P2MVWM が良く理解できた。 

・枕のつかみ、全体のポイント把握とタイ 

ムマネジメントの総てに亘り見事なプレ 

ゼンでした。 

・今後の業務に役立たせていただきます。 

 

 

 

3.2.4 東京地区 新春 P2M セミナー 実施概要 

 テーマ：時代は今、P2M 

 日  時：平成 18 年 2 月 25 日（土） 13：00～18：00 

 会  場：霞ヶ関ビル 1 階 プラザホール 

 参加者：200 名 

 セミナープログラム 

・世界のプロジェクトマネジメント動向と P2M 

                    日本プロジェクトマネジメント協会 理事長  田中 弘 

・ODA における P2M 活用の可能性 －プログラム化を中心に－ 

                 アイ・シー・ネット株式会社 代表取締役  米坂 浩昭 氏 

・P2M と私：自己革新のシナリオ 

                     有限会社シンクリエイト 代表取締役  岩下 幸功 氏 

・P2M 実践活用事例  

   ―プログラムマネジメントの工程管理手法についての考察 

                           NEC ネッツエスアイ株式会社  藤岡 芳晴 氏 

・新商品開発と P2M 

             株式会社スペースクリエーション 代表取締役  青木 邦章 氏 

本セミナーでは、PMS、PMP、ITC 等プロジェクトマネジメント・情報関連の有資格者

が多数参加した。アンケート調査でも従来にないさまざまな意見が寄せられた。 

 

 

 

56%
44%

0%

良かった 

良くない 

非常に良かった 
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＜アンケート調査＞ 

・セミナーの評価はいかがですか。全体評価でお願いします。 

 

・今回のセミナーに出席された目的を達しましたか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜主な意見＞ 

• P2M の発展には、各企業の「成功事例」が必要であり、私もそこに興味があります。

今後とも P2M の｢実践事例｣「成功事例」を示していただければ非常に参考になります。 

• 異業種の方の発表を聞けるこのようなセミナーを今後も企画･開催してください。 

• プログラムの概念、PM についてよく理解できました。またその重要性も今日の講師

の方々の指定されている通りと思います。一方で、PM については超大企業の場合は

別として、それ以外の大企業・中小企業の経営者・プロマネと言われている人にもほ

とんどその概念が理解されていない。この問題の解決が急がれるのではないでしょう

か？ 

• 概念的な点では、大変有意義でした。しかし、実務者としてはもっと具体的な成功事

例、適用業務の提案があればよいと思います。 

 

高い
16%

期待の水

準以上
71%

期待以下
13%

達した
29%

ほぼ達した
62%

達していな

い
9%
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3.3 P2M 普及活動の検証 

PMAJ は、P2M の発信とその啓蒙普及活動を通じ、産官学界の組織の効率化と発展に寄

与することをミッションとして、受託事業により開発された人材育成システムを活用し、

P2M 資格試験の受験者数・合格者数の拡大と産官学界の組織の効率化・発展を目標として

これまで種々の活動を展開してきた。その成果の一端を下記に表す。 

 

3.3.1 P2M 普及推移 

平成 14 年度から平成 17 年度における、PMS 試験受験者数、PMS 試験合格者数、さら

に P2M 企業内講習会受講者数は、ほぼ順調な伸びを示している。 

 

3.3.2 P2M 資格制度の企業内での活用について 

P2M 資格制度を企業内人材育成・組織の効率化の一環として一早く採り入れたＮ社グル

ープでは、最近 PMS 講習会の受講と PMS 資格取得が、どのように企業内に活用されてい

るかのアンケート調査を行っている。同結果をＮ社グループから下記のごとくご提供いた

だいている。 

（対象：PMS 講習会出席者、PMS 合格者：223 名宛て、149 名回収。平成 17 年 5 月実施） 

304
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393

559530
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626
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1,389

0
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合格者数

平成17年度
第2回合格者
発表は3月31
日を予定

P2M普及推移表
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① 資格取得を契機に、P2M 知識体系等を、約 6 割が何らかの業務に取り入れている。 

② ほぼ全員 9 割が周囲の人に薦めたい知識能力と認識し、8 割が資格取得を推奨してい

る。 

③ P2M 講習会の受講は、9 割が満足し、8 割が受講を今後周囲にも薦めたいとしてい

る。 

④ 8 割が資格更新を望んでおり、関心が高いが、上位資格への挑戦は 4 割にとどまる。 

 

3.3.3 PMS 資格者へのアンケート調査 

PMAJ でも同様に、PMS 資格者へのアンケート調査を行った。 

アンケート：“P2M クラブアンケート調査” 

（対象：クラブ会員（PMS 合格者）：794 名宛て、137 名回収） 

① あなたの組織は P2M を導入しているか：導入している 23％ 

② P2M を導入したことにより、プロジェクトマネジメントへの関心が増えた：23％ 

③ PM 資格取得により知識を整理して能力を高めることができた：51％ 

④ プロジェクトの人的資源による失敗要因のうち、最大要因は PM 知識が企業内に継

承されていない：55％ 

 

3.3.4 新聞等に掲載された主な記事 

キャリアデザイン－進路設計のヒントとして、P2M およびその資格制度（PMS、PMR）

の紹介記事が掲載された。 

「P2M の企業の中核人材への推奨」（日経産業新聞 2005 年 4 月 11 日付） 
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添付資料 
 

添付(1)  PMAJ ホームページ掲載論文-1 

 

Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M) 

Promoted by the Project Management Association of Japan (PMAJ) 
 

Abstract 

The Project Management Association of Japan (PMAJ, formerly the Project 

Management Professionals Certification Center; PMCC), was chartered on October last 

year, merging with Japan Project Management Forum; JPMF, the oldest body 

promoting project management in Japan. PMAJ currently has approximately 3,000 

corporate and individual members, and approximately 2500 project management 

professionals certified. The PMAJ has now become the representative project 

management association of Japan. 

P2M, a Guidebook for Project & Program Management for Enterprise Innovation was 

released in November 2001 at the International Project Management Congress in Tokyo. 

P2M is providing Guidelines for Enterprise Innovation through program and project 

management, and is intended to serve as a guide to assist in enterprise growth, 

competition and survival in the global business and public services environment, 

complementing the knowledge repositories and competency standards of other 

international project management bodies. 

 

P2M is also intended to provide a Capability Building Baseline (CBB) for project 

management and Mission-Performer Professionals who focus on “value creation for 

commercial or public enterprises, with a consistent chain from mission to strategy, and 

on to the projects comprising a program”. P2M is designed to facilitate “Enterprise 

Program Management”. 

 

1.  Project Management Association of Japan (PMAJ) 

The total number of project management (PM) practitioners in Japan is estimated at 

approximately 100,000, not including project team members. There are used to be five 
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PM bodies, PMCC, JPMF, PMI Tokyo Chapter, SPM (academic PM society) and CMAJ 

(Construction Management Association of Japan). However, Japan has not had a 

representative national PM association until last year, when to resolve this problem the 

management of the PMCC and the JPMF decided to merge. 

 

PMAJ is the non-profit organization, formerly founded as PMCC in April 2002, and 

then merging with JPMF, which was founded in 1998. The PMAJ is responsible for 

promotion of project management and certification system based on P2M for project 

management professionals in many different Japanese industries, and is also 

responsible for maintaining and upgrading P2M. 

 

The PMAJ has set the following mission goals as follows: 

1) To establish and promote the project management professionals qualification 

system 

2) To facilitate innovation in the industrial community by maintaining and improving 

P2M 

3) To provide a full range of services to PM practitioners 

 

To achieve these mission goals, PMAJ’s objectives are: 

• To enhance the acquisition of PM/P2M knowledge by diverse industry 

divisions/organizations 

• To qualify 4 levels of PM professionals based on P2M 

• Targeting 4000 professionals Qualified in 5 years  

• To provide various educational programs on PM to PM practitioners 

• To collaborate with the global PM community.   

The PMAJ is operating successfully so far and expanding its activities, currently 

emphasizing: 

• Classroom education to enhance acquisition of varied PM knowledge 

• Certification examination based on P2M  

• Certification of qualifications 

• Advancement of P2M thru PM research 

• Publication of PM/P2M related books and journals 
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• Networking and harmonizing with other PM organizations/communities 

worldwide 

• Participating in and hosting international PM events. 

 

2.  Project & Program Management for Enterprise Innovation (P2M) 

• Need for a capability to respond to social change 

In order to respond to social changes such as 

economic uncertainty and increasingly 

complicated and sophisticated requirements 

in many fields, not only in technical systems 

but also in social systems and enterprise 

management, project management must be 

capable of effectively solving these complex 

and complicated problems, and manage 

projects and programs to promote value 

creation activities.  

To create this capability, P2M was developed as a new PM knowledge and competency 

system. 

P2M was developed by the Committee for Research and Development on Project 

Management (Chairperson: Prof. S. Ohara, Nippon Institute of Technology) of the 

Engineering Advancement Association of Japan (ENAA), in response to a commission 

from the Ministry of Economy, Trade and Industry.  

P2M is providing guidelines for enterprise innovation through program and project 

management, and is intended to serve as a guide to assist in enterprise growth, 

competition and survival in the global business and public services environment, 

complementing the knowledge repositories and competency standards of other 

international project management bodies. 

P2M is designed as a guide to standard Japanese project management, with the aim of 

raising awareness about the "breakthroughs" and "practical capabilities" that are 

required by a knowledge-intensive information society.  While consistent with 

conventional world standards, P2M is designed to encourage a paradigm shift that will 

generate new values and ways of thinking.  The standard interpretation of project 
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management is application of a system of thoughts, wisdom, procedures and methods to 

steadily realize value in a specific theme, using a team organization over a limited time 

period.  P2M goes beyond the scope of other official project management standards and 

guides by also encompassing program management.  This is important as enterprise 

applications of project management go beyond a simple foundation for standalone 

engineering projects, and must encompass complexity and interrelationships requiring 

a program approach to consolidation and management of projects.   

 

• Domain of P2M  

The approach of P2M is to recognize 

three kinds of projects consisting of 

concept development (scheme model), 

implementation (system model) and 

operation (service model) and to 

generate diversified, creative and 

synergistic business models.  These 

business models can be seen as a 

deliverable of program management where an enterprise adapts its wisdom, know-how 

and accumulated data to respond to environmental changes.  Business models require 

a new concept of project integration aligned with enterprise management that 

encompasses basic principles, integration, community and structure.  Readers can use 

P2M to guide them in creating programs, identifying knowledge specific to a project or 

process, and systematically, efficiently and comprehensively design a management 

approach. 

 

• Program Definition 

In P2M, a Program is defined as “an undertaking in which a group of projects for 

achieving a holistic mission are organically combined.”  Multiple projects that are 

independent or weakly interrelated are not regarded as a program. 

In a program, the concept and fundamental requirements of a value-creating 

undertaking proposed by an entrepreneur or owner is represented by a series of 

meaningfully grouped projects that constitute the program.  This requires the solution 
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of complex issues involving various concepts in various ways and typically includes rich 

content and context that encourage the development of road maps to achieve solutions.  

This complexity necessitates integrated consideration of various factors such as politics, 

economy, society, technology and ethics.  Combination and integration of these factors 

generally determines the size, dimension and scalability of programs.   

Being an organic combination of multiple projects, programs reflect the complexity 

arising from the interfaces between projects, as well as the combination and 

overlapping of project life cycles.  In 

addition to the basic attributes of single 

projects, program durations tend to be 

longer and uncertainty is likely to be 

higher because they may confront 

substantial environmental changes. 

P2M is already widely used as a guide, 

and as it respects other standards while 

providing an innovative approach to project and program management for value 

creation in enterprises, P2M provides a sound foundation for further development and 

improvement of the project management. 

  

• Underling Concept and Standard Approaches 

The basic concept, orientation and standard approaches of project management and 

program management are considered below in terms of (1) definition, (2) basis attitude, 

and (3) common view as below. 
 

 Project management Program management 
Definition Value creative undertaking based on a 

specific mission 
Value creating undertaking based on a 
holistic mission 

Basic attitude Uniqueness, temporary nature, uncertainty Multiplicity, scalability, complexity, 
uncertainty 

Common view Systems approach 
Project life cycle 
Mental space of projects 
Project stakeholder 
Use of management skills 

Program mission 
Program value 
Program community 
Program architecture 
Program integration management skill 

  Comparison between Project Management and Program Management 
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• Uniqueness and Evolving Dimensions of P2M  

P2M targets a “Mission Oriented Solution” to create 

value in a service economy, acts as a guide to 

“Fostering Producers” all the way from command 

and control to production and program, and links 

“Projects to Strategy to Reframe” in enterprises 

using human resources covering technical systems, management systems and social 

systems. 

P2M also covers the total lifecycle of a project from conception to disposal, and 

emphasizes project creation / development and project knowledge management. Also 

P2M feeds back value created through projects to ongoing enterprise management, and 

serves the needs of not only individual private practitioners but also corporate 

professionals. 

 

3.  Certification System for Project Professionals Based on P2M 

P2M is intended to be a basis for accreditation of mission achievement professionals. 

Mission-achievement professionals should possess professional capabilities backed by 

sound knowledge, practical 

experience and a professional 

attitude.  The first step to 

becoming a project professional is 

learning a systematic body of 

relevant knowledge, as a 

prerequisite for becoming a 

specialist.  Knowledge, however, 

is not sufficient in and of itself.  

Defining a problem, breaking it 

down into tasks, designing the method by which tasks will be implemented, and 

coordinating and controlling inter-related activities to meet project objectives requires 

practical experience.  Moreover, project professionals are responsible to society and 

project stakeholders for their professional performance, and must abide by ethical 

codes. 
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The Project Management Specialist (PMS) certificate is granted to those who have 

demonstrated the mastery of knowledge as outlined in P2M.  The intermediate level is 

the Project Manager Registered (PMR), which requires demonstration of higher 

capability and evidence of practical experience, based on “Capability Based Professional 

Certification Guideline (CPC guidelines)”.  The highest level is the Program 

Management Architect (PMA).  PMR is more or less equivalent to certified project 

manager qualifications according to qualifications systems such as IPMA level B and 

AIPM Registered PM, while PMA is a unique certificate for program management.  For 

these two certificates, holding the PMS qualification is a prerequisite.  

PMAJ has studied adding an additional level called Project Management Coordinator 

(PMC) for a primary level covering the core portion of PM knowledge. 

PMAJ started certification on the PMS, PMR and PMC in 2002, 2004 and 2005, 

respectively. 

 
Based on P2M, project management certification systems are summarized as follows. 

 
Abbreviation Name Qualification for Test, Effective period, Test type Level 

PMC 
PM Coordinator 
Project Management 
Specialist 

Paper examination, renewal required every 5 years, Primary and 
Core  

 
PMS 
 

PM Specialist 
Project Management 
Specialist 

Paper examination, renewal required every 5 years,  Basic 

PMR 
Project Manager 
Project Management 
Registered 

PMS + PM experience in at least one project, renewal 
required every 5 years, thesis + interview Practical  

PMA 
PM Architect 
Project Management 
Architect 

PMS + experience in at least three projects, renewal 
required every 5 years, thesis + interview High  

 
Project Management Certification Systems 

 

4.  Domain of use and training activities of P2M 

A large number of Japanese companies have employed western-style knowledge 

management and modern project management, and obtained excellent results. 

Many Japanese companies also achieved success with their independent project 

management. What is worth attention is that energetic Japanese companies employed 

creative and complex themes and had program management that enabled them to solve 
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problems successfully. It is P2M that was turned into a practical system; it goes beyond 

western-style project management and matches the current Japanese cultural climate. 

Accordingly, it is easier for Japanese companies to use P2M, and there is also an 

expectation that western companies will also introduce it. 

The domain of use is illustrated below, and includes the reforms of self-governing bodies 

showing financial deficits, the renovation of stagnant corporations, the survival of small 

and medium-sized businesses, the IT solution business, speedy product development 

and global supply networks.  

Domain of use of P2M 

 

5.  Examples of the application of P2M  

P2M methodology usage at waste disposal plants, accelerated by switchover into the 

PFI system 

Nowadays more and more self-governing bodies are planning to privatize public waste 

disposal plants. As far as Specific Purpose Companies are concerned, such projects 

mean they must assume long-term risk.  Therefore, it is necessary to launch a project 

only after taking the overall administration into consideration.   
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• Legal regulation led to the creation of a new project 

The waste disposal business is now at a major turning point due to the formation of a 

resource circulation type society, which was stated as a national policy, and due also to 

the need to prevent global warming. 

So far, Japan has made it a fundamental rule to incinerate sanitation waste.  General 

household waste disposal is performed as a part of administrative services, but as the 

problem of dioxin appeared, the environs of waste incinerators have been under stricter 

control.  As a result, there is an increasing need for self-governing bodies that operate 

disposal plants to maintain the facilities carefully and to construct new facilities. 

On the other hand, competition in technical development has started to heat up among 

companies that construct these facilities in order to meet environmental regulation. 

They have further developed waste disposal technologies that enable material recycling, 

thermal recycling, and chemical recycling to be carried out in accordance with the 

concept of the resource circulation 

type society.   

In addition, waste generated by 

corporate manufacturing activities 

and the finished products 

themselves have fallen under 

regulation by various recycling laws, 

including the Containers and 

Packaging Recycling Law, the 

Electric Appliance Recycling Law, and the Automobile Recycling Law.  Manufacturers 

are forced to take responsibility for disposal of their products. 

 

• Administrative reforms will change private businesses  

Due to a shortage in tax revenue attributable to the recent economic depression, there 

are insufficient funds for investment in waste disposal administration. The number of 

self-governing bodies that plan to privatize public waste disposal facilities has 

drastically increased due to efficient and effective management of funds and the use of 

the private sector’s vitality.  

These contracts used to be lump sum subcontracting agreements based on performance 
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requirements, and covered processes from designing, manufacture, construction and 

trial operation through to delivery, in conformity to work order specifications drawn up 

by the self-governing bodies.  However, because public facilities are in transition to 

privatization, facilities operation, maintenance and management processes fell under 

the scope of subcontractors.   Risk assumed by companies used to be the cost of 

construction alone, but now companies have to assume risk for about 15 years during 

which the facilities are operated.  Consequently, companies are forced to argue about 

whether they will take part in a bid or not from the administrative standpoint as well.  

Therefore, in the past, the waste disposal business needed to make judgments from the 

standpoint of whether or not their technical capabilities match the production 

constraints and requirements from customers, but now they also need administrative 

judgment. In particular, since the project is a long-running one from the acceptance of 

orders to the operation of facilities, it has been transfigured into a business that exerts a 

great influence on corporate administration.  

To cope with this situation, a qualified P2M project manager of the PMR level is 

needed to manage this PFI project. 
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添付(2)  PMAJ ホームページ掲載論文-2 

Revitalizing Japanese Economy/Firms and Appropriateness of P2M Approach 

Toshihiko Kinoshita, Prof., School of International Liberal Studies,  

Waseda University, 

 

What Japan is facing is not the crisis, but the world has completely changed. It may take 

30years until we regain new stability. Japan should tackle to respond to the unprecedented 

change. Never refuse change.                                          Peter Drucker 

 

Introduction 

This paper will consider the past, present and future of Japanese economy and firms 

and show how they are undergoing significant changes. It will also show that Japan’s 

economic system led by private sectors are becoming more conventional. And it will 

verify that the energies of these changes are the vectors for how to achieve total 

optimization from multiple partial optimizations in a state or firms in a changing 

business environment, equipped with a vision. This is what has been mentioned as a 

core concept of Project & Programme Management (P2M), which we have been making 

efforts to put into practical use both in Japan and overseas over the last several years. 

As a conclusion, this paper intends to clarify that we should not fall into fatalistic 

view, i.e., our future is not yet decided, but it is something nobody else but we ourselves 

should decide, and that each nation, local region, and firms has things that must be 

pursued. Furthermore, this paper attempts to clarify that our future must lie in 

harmony with the peaceful world, and most of all, in harmonious coexistence with Asia. 

The keywords applied here are “structuring” and “total optimization.” 

 

Charles Darwin argued that the winners of the natural world are not the strongest 

nor the wisest, but those that most flexibly adapt to the changes. The law of the 

"survival of the fittest" appears most distinctively when natural environment undergoes 

dramatic changes, for example, during ice age. Only those that managed to change 

crisis into opportunity survive. As an exception, those that live in the world without 

natural enemies survive, escaping changes. Similar law largely applies to corporate 

environment. When politico-economic situation continues to be sound and robust both 



 193 

in Japan and overseas, most of Japan-based firms flourish almost equally, regardless of 

individual’s DNA for survival, and the good (potential flexibility for changes) and wrong 

of management is not clear. However, when the basic conditions for development of 

economic society change dramatically in a short term in states of emergencies such as a 

financial crisis, an economic crisis, and an energy crisis, the struggle for existence 

among firms reaches an extremity and the industry and firms will differ in rise and fall 

and light and darkness depending on the level of adaptation capability. Let us name 

this a cool-headed "corporate Darwinism" principle under a paradigm shift. This report 

intends to verify and survey the development of Japanese firms and economy amid the 

global business environment changes after the end of "Cold War" from such a viewpoint. 

Shortly after the end of World War II, the world was divided into the market-economy 

bloc and the planned economy block (COMECON nations and China), and the ‘Cold 

War’ world started. China before long parted ways with the Soviet Union and the age of 

political priority continued with Cultural Revolution and other big political games 

taking place. Thus, its economic system became mostly paralyzed and economic 

development stagnated till the late ‘70s during which the change of the rudder to 

"socialist market economy" was shouted. 

As Western world or market economy block adopted "mixed economy" system in 

general, the fiscal role increased and "big governments" appeared on the scene. This 

structure continued till the ‘80s. Japan was no exception. Although two oil shocks, 

‘Nixon Shock’ in ‘71, and the Plaza Accord in ‘85 cannot be compared with the shock of 

the Second World War or the end of Cold War in its scale and depth, they resulted in a 

very big paradigm shift world-widely,  greatly shocking the Western countries and 

bringing about dramatic changes. America's overwhelming predominance in the world 

economy became gradually lost and Japan and European countries, especially [West] 

Germany, made remarkable progress economically. Thus, the " US -Japan-Western 

Europe trilateral pillars “appeared in the world. In the meantime, Japan and 

Japan-based firms showed the highest growth power in the world and the ability to 

flexibly adapt to international environmental changes through its and their unique 

model(s). Ezra Vogel, the author of 'Japan as No.1—A Lesson to America' published in 

‘79, praised greatly the "miracle of Japan" which had been continuing over a long period 

of time in contrast to the US. Japanese economy has kept the dual structure made up of 
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a group of export-oriented manufacturing firms with high productivity that had been 

gaining competitive edge through friendly rivalry in export and overseas production, on 

one hand, and of weak groups like agriculture, construction, distribution, real estate, 

the finance business, etc., largely protected by the national border, regulations and 

language/cultural barriers, and marking lower productivity, on the other hand. The 

latter could also grow, due to factors including a big domestic market, system of subtle 

cooperation on finance between the government and private sectors called a convoy-fleet 

(‘gososendan’) system, a high barrier to entry, and the subsidy from the government 

(especially through Foodstuff Control Special Account). In the Cold War age, the 

domestic inconsistency or potential gap between high productivity industries and 

low-productivity industries did not surface so much except agriculture under fierce 

attack by such countries like the US. It was because firms in high productivity sector 

were capable of paying a large sum of corporate tax, and there was a structure in which 

the tax would be redistributed to low-productivity sector through public works, subsidy 

or subsidized finance, and tax revenues could also be obtained from other corporate 

sectors, real estate owners and consumers, thanks to high economic growth throughout 

the ’60-80s and an asset inflation in the latter half of the ‘80s. Indeed, it was farm 

subsidies and public works by the central government and local governments for 

railroads, highways/roads and other infrastructures that had activated regional 

economy. Japan became a rich country and a target of envies of the world by the ‘80s, 

while on the other hand, being bantered as "the only country in the world where 

socialism succeeded.” Although many of the finance business, real estate businesses and 

construction firms fundamentally lacked the ability to compete in overseas markets, in 

the ‘80s, they started to internationalize following the overseas expansion of the 

manufacturing industry and aggressively pursued international development using 

strong "yen" and abundant funding ability. It was mostly such firms and rich people 

that kept buying real estates across the world in the ‘80s. 

At the end of the ‘80s, with the fall of the Berlin Wall, the Soviet Union divided into 

Russia and neighboring countries, and Central and Eastern Europe also seceded, 

resulting in the collapse of COMECON in ’91. In China as well, the era of “Cultural 

Revolution” ended, and the shift to the "socialist market economy" which aspires to the 

market economy started while the political framework of a dictatorship by the 
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Communist Party has been maintained. In this way, "Cold War" regime basically ended 

and the heterogeneous world that had been split into east and west began to unite at a 

staggering rate of speed. 

Japan-Europe-US "trilateral regime" of the ‘80s yielded its seat to “unipolar 

multipolarism” of the superpower US. The US Government advocated strengthening its 

national competitive power, and opened up information technology (IT), core of which 

the military had monopolized, to the private sector. Thus, "IT age" began to blossom 

world-widely with the U.S. as a center and the geopolitical importance of Japan for the 

US decreased. U.S.-led ‘globalization’ brought a shadow with light to all corners of the 

world. While expansion of the world economy and world trade progresses, the future of 

the world is increasingly becoming uncertain with such new risk factors as 

international terrorism, global climatic warming, and the new North-South problem on 

the rise. The “9.11” incident in 2001 furthered this tendency deterministically. 

Countries of the Western continent that had led EU, a self-reliant economic bloc and 

foundation of regional currency Euro, especially France and Germany, opposed the US 

over the way of the outbreak of war against Iraq and the nature of the U.S.-led NATO. 

Japan has been tossed about by such paradigm shift to global neo-classical type 

capitalism for about 15 years from the end of the Cold War to the present. On the 

political front, the one-party rule of the Liberal Democratic Party came to an end and 

the era ruled by a coalition cabinet started. Politician's role increased in the national 

economy, and the age when the bureaucrats virtually ruled the important decisions in 

the diet ended. It is not that Internationalism was thrown away, but it is experiencing a 

socio-political set back, and nationalism is on the rise. The real GDP growth rate of 

Japan has remained a miserable figure of 1% a year on the average since the ‘90s and 

the expression “lost decade" or the “lost 13 years” caught on. Japanese firms were 

subjected to an unprecedented and severe struggle for existence on micro-economic 

front, but those that could transform business models appropriate for the new age, 

achieved high profits and became "Winners.“  While the struggle for existence has 

intensified, new senses of values such as global environmental consideration, respect for 

intellectual property rights (IPR), corporate governance (CG), and emphasis on the 

corporate social responsibility (CSR) have increased. 

From ‘03 to ‘04, the Japanese economy was supported by external factors: the jumping 
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of domestic equipment investments and the buoyant economies of both U.S. and China. 

Japan entered a situation in which "Beyond the long darkness, faint light has at last 

begun to be visible" as Chairman Okuda, Nippon Keidanren stated in early ’04. 

Afterwards, though continuing to seesaw, the Japanese economy has been gradually 

improving. Although one hopes for the continuation of buoyant economy, the thorny 

path may be waiting in the future for the Japanese economy, handicapped with 

declining birthrate and a growing proportion of elderly people, and a large amount of 

accumulated budget deficit amid growing global uncertainties. 

Incidentally, the Project & Program Management Knowledge System transmitted 

from Japan, or, "P2M" which we are spreading, aims at enhancing the power of 

execution that adapts the organizational capability of such entities as firms, countries, 

and local municipal entities to their maximum, corresponding to external changes 

flexibly and promptly, in order to attain visions and missions. This paper tries to 

examine whether responses of firms at the time of rapid changes in the business 

environment were correctly conducted or not and to conduct attribution analysis of their 

quality, assimilating P2M to "the thread of guidance" in the age of Corporate 

Darwinism. In other words, I wish to clarify why P2M had to be born in Japan, and how 

its approach has been effective for a revitalization of Japanese economy and Japanese 

firms. Based on such awareness of the issues, I must touch on the changes in 

macro-economy and micro-economy of Japan during the past 20 years and how major 

players have dealt with the situation, especially the major listed manufacturing 

companies which have been positively conducting overseas deployment. 

 

VII. Why “Project & Program Management (P2M)” had to be born in Japan. 

1. Differences between top executives of Japan and the US 

In Japan where business schools to create professional executives are not widespread, 

P2M should have conspicuous characteristic in setting its main purpose as providing 

knowledge management through integrated approach of uniting corporate strategy with 

solution derived by ‘Program’ composed of individual ‘Projects’. In P2M, emphasis is 

placed on “Program Profiling Management” for accurately defining corporate 

management issues just as in the cases of BPR and Six Sigma. In order to pursue total 

optimization, it is the fundamental principle to construct a system in which top priority 
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is given to projects with short period and low risks, while fully considering such 

characteristics as the length, size, effects, contents and level of influence to the 

organization for each project and to gradually carry out those with higher difficulties. 

In Japan, “Project Manager” has basically been an existence that can be likened to 

either a master builder or master of a ship for each project. To make the story easily 

understandable, it would be appropriate if we took a case of major Japanese 

conglomerates in (heavy) plant industry and specialized engineering firms, equipped 

with the world’s first class technologies. There are quite a number of ‘excellent’ 

employees in those companies such as Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy 

Industries, Ishikawajima-Harima Heavy Industries, and Hitachi, Ltd. (also a major 

general electron/electronic manufacturer), and pure engineering companies with fewer 

staffs such as JGC, Chiyoda Corp. and Toyo Engineering Corp (TEC). Although Project 

Managers needed to work under certain conditions including budget, specification, and 

expected profit, they were basically for the nonce secluded from the management of the 

firm and always dedicated themselves to their own assigned work. 

In the era of mass production and mass sales, economy was sloping upward and thus 

vertically structured division organization, a feature of big conglomerates, could 

function well. The complex of “partial optimization” also functioned well in general. It 

demonstrated effects of absorbing variation in overseas economy and risks in change of 

fashion. Balance was appropriately taken among divisions and by putting emphasis on 

autonomy of divisions, “internal peace” in a firm was maintained; thus few serious 

problems occurred. As long as the convoy system was functioning, lack of investment 

fund did not occur for such big conglomerates regardless of their profitability, and 

abandonment of expansion opportunity was feared more than the merits that might be 

obtained by “selection and concentration.” Under such business environment, top 

down-type CEO was not favored in a firm, and in most cases, consensus-oriented person 

was chosen as the top. In spite of that, not many problems did occur.  

However, in the post-Cold War environment, minds of consumers in particular have  

rapidly changed. Market conditions and production way have also been undergoing 

radical changes, with emerged networked IT changing traditional work method. 

Especially in electric and electronics companies, Product Life Cycle (PLC) has been 

shortened, and many firms tried to adopt the ”Winners take all” strategy in which firms 
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launch new products to the market, grasp large shares within a short period of time and 

disable followers to catch up. Patent strategy and black box strategy have also been 

accelerated. 

The divisional system (jigyoubu-sei) tended to forget comprehensive strategy (total 

optimization) and pursue partial optimization. It was a natural course of events for a 

number of Japanese firms to pay attention to the footsteps of Jack Welch of GE to 

review such approach after the transformation in global paradigm. Many tried to follow, 

but ended up having it half-done or wrongly-done. Nissan Motor and Matsushita 

Electric (or ‘Panasonic’ , as called outside Japan) were among the few exceptionally 

prominent successes in this move. 

Every year, such organizations as IMD, a business school in Switzerland, announce 

the competitiveness ranking of the countries in the world. There is no doubt that 

Japan’s ranking which in the ‘80s used to be No. 1 or No. 2 has sharply declined (in 

media terms, from “Japan-bashing” to “Japan passing,” and furthermore to 

“Japan-nothing”) and that the rise of China as “The World’s Factory” that provides 

low-cost and improving quality products, has stimulated Japanese firms to take a new 

leap forward under the new environment against wind. For Japanese firms to survive, 

their only choice is to sweat at making a new structure that realizes total optimization 

and remain viable under the new global rule of competition. This applies to all 

industries and entities including manufacturing industry whose main line of work is 

“Monozukuri” or making of products, services industry, financial industry, government 

--- especially local administrations, and educational organizations. In executing this 

strategy, M&A and strategic alliances have been used frequently in all countries 

including the U.S. 

 

2．Advantages of “Architecture” theory and points for consideration 

In Japan, management mind is gradually changing. Nonetheless, there are still 

industries that are strongly proud of maintaining their traditional mind. Most of the 

major firms in the above mentioned heavy industry have a commonality in their large 

fixed capital investment. These companies have comprehensive high technologies of 

production, assembly, and engineering that embody world's preeminent “integrated and 

approximation (suriawase) type” architecture. And yet, they accept not being able to 
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achieve high ROI and ROA and to have low stock prices ranging from 100 to 300 yen 

level as of the end of ‘04. It is apparent that on the one hand there are radical changes in 

world’s cost structure, unique and multifaceted group structure within which it is 

difficult for synergy to work, and a considerably large stable market. On the other hand, 

several elements have delayed disengagement from existing situation. They include the 

special circumstances of the industry in which the needs of overseas market with rapid 

changes differed from those of domestic products and that simultaneous pursuit of them 

both becomes difficult, the strong linkage with the local society resulting from 

clusterization of industry (“castle town”), and fragile financial structure. Moreover, one 

factor has also largely influenced it. It is the fact that because foreign capitals have not 

aggressively entered as in the cases of automotive industry and financial industry, 

“outside pressure” for consolidation, reorganization, and external direct investments 

were small in spite of the low market price of these firms.  

This is obvious at a glance when one compares the situation of Japanese and western 

plant/specilized engineering firms. There were 67 major Western plant engineering 

firms in ’85, but the number has sharply declined to 49 in ’90, and then to 17 famous 

firms in ’01 including Bechtel, Fluor, Foster, Feeler, GE, Siemens, ALSTOM, and ABB. 

In the meantime, MW Kellog, a typical process engineering firm was taken over by 

Dresser, while Lummus Crest, a dominant engineering firm for ethylene process 

became a subsidiary of ABB. And yet in Japan, although major plant engineering firms 

suffered a “Winter era for the plant” in the late ‘80s, they recovered their wind by the 

demand boom for plants in Asia in the ‘90s during the bubble economy age that followed. 

Once again today, they are increasing their order intakes due to global shipbuilding 

boom and making of the LNG base. Major players have not changed very much.  

However, financially speaking, their market value has been declining after ’96 due to 

order intakes at unreasonable prices resulting from excess competition in the middle of 

the ‘90s. On the other hand, specialized engineering companies that have little fixed 

capital in Japan and that have depended mainly on external demand for their 

development (that have “open module type” architecture) such as JGC and Chiyoda 

Chemical later have skillfully used their high engineering technologies demonstrated in 

constructing facilities including LNG plants and outsourcing. They have expanded their 

order intakes for large projects, morphing into companies with high earning capacity. 
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Chiyoda is following this example. 

P2M, the new knowledge system transmitted from Japan was initially developed as a 

result of a survey research at the study group of Engineering Advancement Association 

of Japan (headed by Shigenobu Ohara, currently Prof., Nippon Institute of Technology). 

The main purposes of the study group were to let Japanese plant engineering 

companies suffering from these structural changes have a sense of responsibility as 

entities (sense of mission) and to have them think of the optimum solution for the 

company as a whole and not the partial optimized solution. It was also to quantify tacit 

knowledge (explicit knowledge) within firms and to make them true corporate assets. 

Following its verification, a new twist was added and it has developed into P2M 

qualification accreditation system widely known both in Japan and overseas. 

 

3．Importance of Cross-Functional Team (CFT) 

In order to make total optimization possible, first, cross-divisional project team 

system is strongly encouraged to break down sectionalism as much as possible. In 

electric/ electronics industry, for example, Sharp has used its mobility derived from not 

being the largest company as their strength. Sharp co., under the command of its CEO,  

Mr. Katsuhiko Machida, has established an efficient system over a long period of time 

in which new products are made in project teams. Thus, it has made numerous hit 

products. Ultra major companies, especially conglomerate companies that have a great 

many unrelated divisions, such agile cross-functional cooperation is extremely difficult. 

They have a tendency to waste time. Recently at major plant manufacturers, moves to 

cut off engineering divisions (to split-up firms or subsidiaries) are underway. But even if 

split-up firms were to take place, in case individual split-up firms cannot be 

independent financially, the possibilities of cases similar to non-split-up firms 

happening are high. Nevertheless, now that we have entered the era in which global 

capital logic penetrates, it is apparent that status quo cannot be maintained.  

Recently it is IT related firms that are trying to aggressively deal with the 

predicament using P2M type approach. It is an interesting phenomenon to make efforts 

to use a qualification system for improving the efficiency of work and as the basis for 

career development. 
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4．What are the differences between the revitalizations of Japanese firms and the 

revitalizations of American firms? 

(1) The case of Japanese firms: “Revitalization of Monozukuri (manufacturing- 

business-centered) economy) ” 

The recent revitalizations of Japanese businesses definitely have not been 

accomplished by simply adopting an American style business model. It was possible 

because Japanese firms did not lose sight of “themselves” that have excellent contents. 

By reviewing the revitalizations of Japanese businesses this time, one can see that 

they are the revitalizations of “Monozukuri (manufacturing-business-oriented) 

economy.” The profits generated by major manufacturing firms are several times of 

those of service industries. The service industries have an overwhelming number of 

fields that are difficult to link to the global economy (nontradable goods). They are 

strongly bound by regulations/practices and other past constraints. Furthermore, they 

are strongly affected by the sluggish growth of the Japanese economy. (There are 

exceptions to this such as IT software industry, major distributions, and marine 

transport that can develop in many directions amid globalization.) Nevertheless, the 

Japanese economy and firms which were bantered as “the most socialistic in the world," 

are beginning to quickly and strongly commit themselves to "logic of capital" in recent 

years irrespective of whether they were part of the manufacturing industry or service 

industry. Adopting such measures as ROE/ROA/EVA management, market-value 

accounting, abolition of ‘automatic’ annual wage increase system and 

performance-based evaluation, and holding of recruiting tests throughout the year are 

prime examples of this stance. 

Many of the people that praise revitalizations of Japanese management centering on 

“Monozukuri” nationalistically are missing this trend. Even the Toyota group that 

enjoyed a large amount of profit amounting to 1.75 trillion yen for the term FY ’04, 

ending March ‘05, has largely made revisions to its conventional "seniority-based 

payment system and lifetime employment" and has embarked on accepting contract 

workers and temporary employees extensively. Overseas production ratio, or overseas 

production amount(OPA)/OPA+ domestic production amount, is rising, but yet,  

failures of foreign operations are not allowed. Japanese technical system can be brought 

in, but localization of human resources, goods, money, design, and engineering are 
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unavoidable. Amid this situation, mistakes in production are gradually increasing. A 

new issue of how to cover such unprecedented risks is being produced.  

Furthermore, as an element that makes Japanese style management more complex 

and difficult, a product life cycle (PLC) can be mentioned. In such changes taking place, 

the number of companies that are setting with confidences long-term financial targets 

that had been considered characteristics of Japanese firms is decreasing. Such super 

excellent firms as Toyota and Canon have the luxury to continue with it, but pressures 

from foreign shareholders and others that put emphasis on relatively short-term profits 

have a tendency to increase. Firms struggling with the management have abandoned 

long-term management targets and have fallen into living out on a day-to-day basis. 

 

（2）Excellent companies that aspire to revised “Japanese-style management” system 

However, in Japan, the thought that “Human resources are the biggest assets of the 

firm.” still remains steadfastly and there are still a number of firms very cautious about 

layoffs which are commonplace in the US. Mr. Mitarai, President of Canon, who 

announced the plan in Nov. ’04 to build the most-automated plant in Kyushu, Japan 

and to have them assume different roles than China in the future also clearly states 

that “Canon will not fire human resources.” (Canon will protect employment for life, but 

will conduct severe evaluation and transfer positions.) Of course, there were more than 

a few Japanese companies that literally reduced its personnel or encouraged voluntary 

redundancy with special bonus added system in the last 10 years. However, these 

measures were taken at a sluggish pace inconceivable by American corporate culture. 

Behind this was the characteristic of Japanese business that has been long-lasting since 

the end of the war; if it meant escaping the bankruptcy of businesses, even the major 

trade unions tend to cooperate especially strongly with increase in productivity and 

cooperate in across-the-board reduction in salary and bonus. (This difference in 

corporate culture between Japan and the US poses a large problem when Japanese 

companies aim to develop overseas.) In this way, the hybrid type which unites "5S, 

""teamwork, ""attachment to Monozukuri," (3 reals, namely, "Reality, Real Place and 

Real Things" or 3 GEN’s or “GENJITSU, GEMBA and GEMBUTSU” in Japanese) "the 

reflection and KAIZEN," and "the emphasis on OJT" which have been the origin of the 

competitive power of Japanese companies and the Japanese-style modified version of 
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"logic of capital," has become the new Bible ("best practice") of Japanese corporate 

management. The expression “revitalization of Japanese style management” is not 

precise, but there is no question the Japanese business culture is playing a major role in 

reviving the Japanese economy. 

It can be said that the spread of vitalizations of outstanding Japanese firms has 

become the engine for vitalization and recovery of depressed national economy and that 

as a result, consumers’ and investors’ confidences are on the path of recovery. Thus, an 

economic circulation pattern for the new era different from the traditional pattern of 

depression leading to large-scale budget by the government, which led to economic 

recovery, appeared on the scene. Naturally, the difference with the Anglo-American 

society is that there is a tendency for existing employment system and respect for the 

elderly culture to hamper the implementation of Business Process Engineering (BPR) 

which aspires to flat organization or empowerment (delegation of authority) and 

emphasis on knowledge. IT and venture firms and some other firms are excluded here. 

Simply put, it means that it is difficult to become a flat organization with a strong 

leadership suitable for efficient use of IT. This can be considered to be the cause leading 

to halfway utilization of IT in the field of Management Decision Making. The fact that 

there are many Japanese firms that began overseas deployment 20 to 30 years ago and 

are still struggling with internationalization of management aspect are often due to 

such reasons. Although their products are of high quality and price-competitive, they 

are having a difficult time securing human resources and appointing local resource 

people to the executive levels. Putting emphasis on “people” and the existence of the 

cooperative union had been the strong characteristics of Japanese firms. However, now, 

Japanese firms are faced with the question of how to adjust their strengths with their 

global deployment. 

 

3. Balanced hybrid is the correct solution. 

As a matter of fact, it is next to impossible to turn the behavior of Japanese firms as a 

whole at once to an international (Anglo-American) standard. If it is advanced by force, 

competitive power may be lost on the contrary. This is also the reason why a heated 

discussion on pay-per-performance system (‘seika-shugi’) is taking place. This system 

has already been introduced by 86.7% of the companies and includes wages attached to 
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posts. Therefore, in general terms, the following sequencing is required. Firstly, firm 

needs to promote delegation of authority to an overseas subsidiary and follow that up by 

establishing a mechanism that enables good global management. With the trend for 

adoption of consolidated statements for both domestic and overseas businesses and 

market-value accounting, the efforts for achieving such total optimal route will continue 

semi-permanently. Naturally, it will be unavoidable for a personnel strategy to change; 

mid-career recruiting that places emphasis on expertise and seeks adaptable fighting 

potential will increase and eventually will change to recruitment throughout the year. 

(Some firms are already implementing it.) Since this is the recruitment strategy in 

accordance with the needs of the site, the position of the Personnel Department in the 

company will inevitably weaken. 

 

VIII. Why was continued success possible for certain firms? 

1.  "Winner" maintenance model 

Viewing the actions of the Japan-based multinationals in the past 10 to 20 years, we 

can see that leaders of not a small number of them made following mistakes. They 

either did not employ required measures suitable for both domestic and overseas 

changes accompanying advance of globalization, indulging themselves in their past 

glory, or excessively invested in plant-and-equipments, misforecasting the future of 

macroeconomy or a commodity market, and were burdened with excessive production 

capacity and debt. Of course, there are also other types of companies such as Toyota, 

Honda, Canon, Sharp, Kyocera, Takeda Pharmaceutical, Shin-Etsu Chemical, and 

Shima Seiki, regardless of their size, that have hardly made such failures for the last 20 

to 30 years. It is ideal to analyze what kind of management philosophy and model these 

companies have adopted to enable them to continue to win, make a general model based 

on the findings, and have it woven in into the system of P2M (as a mechanism to 

prevent "missions" to become irregular). If it differs from European and American 

corporate models greatly, and if it is generalizable (transferable), it will serve as the 

optimal management model transmittable from Japan. 

For example, the model of Toyota is called by such names as Toyotaism, but it has not 

been made into a general model. At the time of the oil shock that shook companies all 

over the world, Toyota was among the first to escape from the predicament. (However, 
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in reality, it was the history of try & error including failures.) Toyota also overcame the 

drastic appreciation of the yen from the second half of the ‘80s onward by such measures 

as overseas deployment and automation efficiently making use of people (as it is called 

in the company “making people work on their own will”). (It is clearly shown by 

investigation of the MIT team that total productivity rather fell in some European and 

American automobile companies that immoderately used many robots and promoted 

full automation. Although Toyota itself had the same experience, it differed in its 

subsequent dealings.) People showed big interest on Toyota’s success and many 

researches on the company were made. They studied how the company maintained a 

sense of impending crisis and continuously repeated KAIZEN, educated people both 

inside and outside the company and came to gain world market share of 12%. As stated 

above, the secret for Toyota’s strength was claimed to be in its "lean production" in the 

research conducted by the research consortium of MIT. However, Toyota’s strength does 

not come only from a physical production system. Education of people and efficient 

linking it to the production system is the most important as below-mentioned. Toyota‘s 

consolidated pretax profit in the fiscal year ‘03 was 1.8 trillion yen and its value of 

shares at the end of the year was larger than the sum of US Big-Three at 14.6 trillion 

yen. ROE was also very high at 15%. Moreover, for the mid-term ended September ‘04, 

seven out of ten companies of the Toyota group recorded the highest ever profits for the 

mid-term.  

Companies such as Honda, Canon, and Sharp are different from Toyota in their sizes 

and management philosophies. However, they are the same as Toyota in that they are 

corresponding to changing times flexibly and continuing with their successes by not 

ceasing their investments in people.  

These companies have tried to introduce the similar management and production 

systems in their overseas operations. In advanced nations such as the US, localization 

of personnel is also substantially under way. President Cho of Toyota states as follows. 

“Toyota has been dealing with human resources development, the key for future growth, 

always having a sense of impending crisis. Beliefs and senses of values for management 

at Toyota inherited as ‘tacit knowledge’ were arranged and collected in ’the Toyota way 

2001’ in ‘01. It was then deployed to overseas business entities as well as inside the 

firms at home. At the same time, in advancing ‘globalization of management’, Toyota 
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appointed locally recruited personnel to the top of overseas business entities and 

appointed five foreigners as the executive managing directors of the Toyota, Japan. 

Taking such measures as establishing ‘Toyota Institute’ in ’02 as a training 

organization of the resource people who will support global Toyota evolving around the 

‘Toyota way,’ we have been deeply committed to the establishment and innovation of the 

system and structure to develop people.” Indeed, Toyota can be called A-student in the 

sense that it is raising people with desirable action characteristics through daily work 

and education, and preventing an arrogance of executive members and precedent 

principle ("bureaucratization"), while linking to the management which aspires to total 

optimization including expansion of local production. Having said that, the total 

performance of Toyota’s overseas business entities is not yet at the same level as that of 

its headquarters in Japan. Supposing it is greatly influenced by the culture (DNA) of 

the geological family line (Mikawa) which respects Sakichi Toyoda as its founder, there 

may lie the starting point of an "original Japanese-style management model." 

There are two reasons why Toyota has been popular in the US after the ‘90s. One is 

that Toyota did not spare funds for future investment that considered the limit of 

energy resources, such as hybrid cars. Another is the keen perception of the firm on 

international politics, especially US politics. Much is mentioned about Toyota’s offshore 

production. The fact that Toyota understands well the political situation of countries 

such as US they set up operations in and has acted with caution taking the situation 

into consideration deserves special mention. In the middle of the ‘80's, Toyota went 

through the ordeal of having its car unreasonably destroyed by an American 

congressman in front of Capitol Hill. There may be a view that it is natural for any 

company to act in a similar way by experiencing such an incident. However, the truth of 

the matter is that following points seem to be largely influencing Toyota’s actions. They 

are: that Toyota’s top leaders assumed such important posts as Japan Federation of 

Economic Organizations and that they were confronted by internal politics of US, 

Europe, and other nations, and fierceness of Western economic diplomacy based on such 

politics. It is not from altruism that Toyota made corporate joint venture (NUMMI) with 

America’s biggest car manufacturer GM and made efforts to expand sales of GM cars in 

Japan. It is supposed to be from a viewpoint that if GM management would feel 

cooperation with Toyota is desirable, it will stabilize Toyota’s activity base in US. 
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2.  A key of success for localization is a thorough management that incorporates local 

political risks. 

GM, which hit a deadlock with its discount tactics, is intent on a large restructure, 

and the day when Toyota will surpass GM is not far off. Ford, which ranks second to GM, 

is also facing an uphill battle, and is reducing its market share. However, Toyota 

leaders know well that it may bring a new risk to Toyota. 41% of Toyota’s consolidated 

profit for the term ended March ‘05 came from overseas, with most of it generated in the 

US. It was based on Toyota’s sense of management incorporating such local political 

risks that the firm decided to cooperate with GM in producing hybrid cars in May ‘05 

and that in June, it raised its automobile prices in the US slightly. Such a feeling of 

tension serves to maintain Toyota’s sense of impending crisis. And it has become the 

energy for Toyota to continue to self-innovate. Looking overall at these points, one 

comes to understand that seemingly invincible development of Toyota which is said to 

stick resolutely to Monozukuri has been achieved not only by the strength of its 

manufacturing sites. The skillfulness of total " Shikumizukuri” (structurization) has 

also been playing its part in combination with its strength. 

Naturally, there are some companies that think that their strengths as companies 

will be destroyed by halfway localizations and venture themselves to (temporarily) turn 

their faces away from local politics or "cross-cultural management." If their actions are 

based on clean-cut logic and have a persuading way amid local society, such moves may 

be acceptable for sometime (but would not be indefinitely accepted). 

 

IX  Opportunities for revival of corporate-earnings and P2M 

1. Can companies conquer their past success experiences?  

On the other hand, Japan-based multinational manufacturing companies such as 

Nissan, Matsushita Electric (Panasonic), NEC, Sony, Toshiba, FUJITSU, Hitachi, 

Mitsubishi Heavy Industry. SANYO, Komatsu, Nippon Steel, YAMAHA, and Toray that 

had represented Japan for a long period of time were also severely damaged due to such 

factors as long-stagnant domestic economy since from around the ‘90s, collapse of the 

US IT bubble from ‘01 to ‘02, failure of plant-and-equipment investments, and catching 

up of South Korean and Chinese firms. Fall of these companies were affected by drastic 

changes in both internal and external business environments. Even more than these 
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changes, it appears that the aspect that past success experiences had blocked adaptation 

to changes had been strong. Matsushita (Panasonic), Hitachi, Nissan, Komatsu, 

YAMAHA, and Toray Industries are among the companies that have since then been 

quickly improving their corporate performances. 

 

2. The case of Matsushita  

Matsushita at the head of this list, has a unique corporate culture. Prof. Tadao 

Kagono who has conducted researches on management of Japanese companies for many 

years studied the management technique the company has applied in Japan, Malaysia, 

and other countries. He is seeking the origin of its competitive power in its "simple 

honesty." However, Matsushita (and its group) has not maintained competitive power 

by "simple honesty" alone. Naturally, they cover the basics of “Monozukuri”. On top of 

that, the firm has thoroughly pursued cost reduction, reformed the organization and the 

distribution system, and carried out total “Shikumizukuri” which included acute sense for 

international politics. That is why the company was also able to immediately recover 

from fail. 

The company had recorded huge operating loss of 211.8 billion yen, and the ordinary 

loss of 537.8 billion yen for the consolidated statements in the FY ‘01 . In the face of this 

greatest management crisis since the end of the war, the new President Kunio 

Nakamura has been making challenges including: (a) Fundamental shift to 

predominance of the Sales Division from predominance of many Production Divisions in 

selecting new products and their specification, (b) Making "V products," utilizing the 

technologies other companies do not have, (c) Personnel reduction, (d) Reorganization 

and expansion of sales network (including making of super pro shops in FY ‘03 fiscal 

year, (e) Strategic alliance with a Chinese company TCL, (f) and sales strategy of 

unique products for overseas markets. The number of personnel reduced by the middle 

of ’05 starting from the term ended March ‘02 reached 27,000 in total by paying special 

retirement bonuses, and across the company staff rationalization seems nearly to be 

completed. However, it does not mean that the company has stopped its effort for staff 

rationalization. It started to put out a call for early retirement aiming to reduce 1,000 

employees by July ‘05, equivalent to 6% of the whole personnel at the semiconductor 

company, a separate company spun off. 
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Thus, the extremely relentless "Nakamura revolution" has so far been very successful. 

Namely, the operating profit for the FY ‘03 was 195.5 billion yen, an increase of 54.5% 

from the previous year. And for FY ‘04, it recorded 308.5 billion yen, an increase of 

57.8% from the previous year. Domestic sales increased by 32% in the fiscal year. For 

overseas sales, Asian countries, such as China grew, and the Appliance Division 

increased its operating profit by 47%. However, operating profit on sales was 2.8% in FY 

‘04, seemingly below the target (5% by FY ‘06). And its stock price was also low, with 

1,685 yen on July 2, ‘05, only reaching 54.9% of its stock price of 3,070 yen at the end of 

March ‘00. Reform is still in the middle of the way. While the rapid fall in prices of 

electrical machinery and electronic products becomes prominent, the company is newly 

investing in the white home appliances for China. Such a move appears on the surface 

to be contrary to common sense, but it can be said that the company is aiming at 

improving its profit ratio. A larger management task for the company is reforming its 

non-manufacturing department. 

 

3．The Case of Nissan  

The reform at Nissan was more dramatic. At one time, it was feared that the company 

might even go bankrupt. However, Nissan escaped from the predicament splendidly, by 

requesting Renault for management participation and by welcoming Mr. Carlos Ghosn 

as CEO and president. In FY ‘03, Nissan became the No. 2 auto manufacturer in 

domestic sales, surpassing Honda. New President Ghosn presented a new vision to the 

Nissan executives, made use of the Cross-Functional Teams, half destructed business 

affiliation with Nissan-affiliated parts makers by dissolving the capital ties, and boldly 

altered the steel supply organization which had been formed in line with ranking of the 

business affiliations. Through such measures, he succeeded in cost reduction of 20% 

while making hit cars.  

In respect of dissolving business affiliations, Nissan applied a different method from 

Toyota or Honda. Although some ridicule at Nissan’s method as “modulization of car 

production," when management performance is viewed in total, it does not appear that 

problems are cropping up because of this method. Of course, Toyota and 

Honda-affiliated parts makers are also selling to automobile companies other than 

Toyota or Honda. By doing so, they are cutting down on the cost, making new 
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investments in plant- and-equipments, and strengthening their competitive powers. 

However, it is said that even if Toyota and Honda normally do not make key parts by 

themselves, in general, they have the power to make them in case of emergencies. They 

are also said to have an accurate grasp of production costs of those items. That it is the 

main factor (business model) that enables both companies to keep bargaining power 

toward each part company and to enjoy high profits in spite of being assembly makers 

(their partmakers instead can grow safely with the big assemblers if they are 

competitive and actually some of them are recording better ROE). It is contrastive to the 

case of US Big Three. In their cases, fearing that profits will be compressed sharply once 

a company becomes a mere assembly maker, they have produced key parts in-house. 

This results in high production costs. It can also be said that if the usual logic of a stock 

market were followed, companies cannot but pursue short-term profits, and because 

executives will be replaced in rapid succession, they cannot but become like the US 

companies. Toyota is following its original way including holding much cash so that 

they can avoid such a path. This is regarded as the reason why Toyota’s stock price is 

lower than that of companies such as Canon, Takeda, and Honda in spite of it 

generating greatest profits in Japan. 

Thus, Matsushita and Nissan converted their strategies in manners that can be 

called "revolutionary," applying their core strengths. They are moving along the paths 

to successful companies, attracting attention both at home and abroad. However, 

attention should be drawn to the fact that it was modified Japanese styles that 

appeared, not based on the Anglo-American style with such measures as an extensive 

layoff structure and even with adversarial M&As by the managements under 

shareholder’s control. They have been, however, influenced by the Anglo-American 

styles in that shareholders status have evidently risen out of stakeholders, and that 

life-time employment have and payroll system have largely transformed. Therefore, 

clarifying the actual conditions of corporate Darwinism through strategic behaviors of 

"winners," Toyota or Matsushita (Panasonic) that are vigorously pushing forward their 

in-house reforms aiming at becoming the "winners" will be useful in making foreigners 

understand the strong recovery mechanism of the Japanese private sector and the 

dynamism of Japanese companies. What these companies have carried out have many 

portions that overlap with P2M’s philosophy in respect of having "a vision" and "a 
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mission" (sense of mission), and adopting the strategy that seeks total optimization. 

 

4. The Age of Civil-Wars Continues in electron and electrical machinery industry. 

Based on the latest research indicating that since technologies of general appliances 

and electronics manufacturers are in general "open module type" and not "a 

sophisticated integrated style (suriawase-style monozukuri )” like automobile industries, 

it is easy for the predominance of competitive power to wane suddenly. This is clear 

when one looks at the changes in the stock price since ‘00. At the end of ’04, Sony was 

still maintaining the highest stock price in the industry of major Japanese electronic 

and electrical machinery firms. However, its stock price had fallen to 27% of the stock 

price for the term ended March ‘00 when the company was enjoying information 

technology boom. Similarly, the stock prices of Toshiba, NEC, and FUJITSU fell to less 

than 30 percent. On the other hand, those of Sharp and Matsushita are 76% and 53% of 

the stock prices for the term ended March ‘00; they both maintained the 1,600 yen level 

at the end of FY ‘04. In this sense, new business models of Sharp and Matsushita are 

drawing attention. In ‘04, Sharp announced that it was planning to execute a large 

investment for plant-and-equipments in Mie Prefecture while Matsushita  announced 

its plan for similar large investments in Fukuoka Prefecture and Hyogo Prefecture 

(Amagasaki-City). Sharp has skillfully narrowed down its investments for new products 

with the motto, “Only One rather than Number One." It is now the world's No.1 in the 

production of liquid crystal panels and also ranks in the top class in manufacture of 

solar cells, which could be called the ultimate energy source. It also has hot-selling 

products such as ion refrigerators. The company is also coming out on top in 

international deployment of Enterprise Resource Planning (ERP) among manufacturers. 

Moreover, Matsushita is coming out with big hot-selling products such as DVD 

videotape recorders and slanting drum washing/drying machines. Both companies, 

Matsushita in particular, are also in the preceding group for business with China and 

their brand images are also high. One must also note the point that Samsung 

Electronics from South Korea is developing its brand value and raising its market share 

in the world in this field. Even if it is called a "module type," it also has many portions 

with high added values. If it succeeds in "Shikumizukuri,” the world different from the 

one in the past will begin to spread.  
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In the meantime, those makers that should be called specialized electronics and 

electrical machinery, or parts makers in the same industry including NIPPON 

DENSAN, ROHM, Kyocera, MABUCHI MOTOR, Murata Manufacturing, FANUC, and 

Canon which was originally a camera maker and now has big shares in printers, digital 

cameras and so on also have higher ROE and ROA. Although there are many companies 

whose stock prices have fallen compared with the term ended March ‘00, their absolute 

values are considerably higher than comprehensive manufacturers. This appears to 

give a big hint to the future course of the comprehensive electronics and electrical 

machinery industries.    

From the viewpoint of revival of the manufacturing industry, since ‘03, the recent 

favorable conditions of the steel industry, the shipbuilding industry, the chemical 

industry, and medicine are remarkable. Although the steel industry is an Oligopoly, the 

industry has for many years been troubled with depression. Recently, due to factors 

including rationalizations and the spread of price increase in steel-materials, corporate 

earnings for JFE, Nippon Steel, Kobe Steel, and Sumitomo Metal Industries are all good. 

Such high-flyer story as JFE newly building blast furnace has also come out. The 

technical level of Japanese iron and steel makers is world's No.1. Nonetheless, 

industries such as steel, industrial plant manufacture, and shipbuilding are positioned 

in the middle of "advanced nation industry" and "developing country industry," 

excluding special products. Presently, South Korea (Pohang Steel or POSCO) has 

almost caught up with Japan in steel production. (Meanwhile, profit deterioration of 

shipbuilding companies resulting from sudden increase in steel price is expected.) 

Although it has many quality problems, China is a runaway leader in the production 

quantity of steel with yearly outputs of 200 million tons. China has the possibility to 

hold the position of the world's price leader in the future. South Korea has maintained 

the world’s No.1 production in shipbuilding. Now, South Korea aims at increasing its 

added value by improving the quality, not limited to only quantity. In this sense, even 

in such fields, although Japanese companies can respond for the time being by product 

differentiation at a company level, looking at it from macroeconomy point of view, great 

expansion of added value or ability to absorb employment cannot be expected. It can be 

said that it appears symbolically in the stock price. 

Although major specialized engineering firms had temporarily faced the crisis of 
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survival due to the record-smashing appreciation of the yen, recently, they are less 

easily influenced by changes in exchange rate due to active order-receiving activities 

conducted overseas in their fields of expertise such as LNG facilities, global 

procurement strategy and improvement in management skills. JGC is making 

remarkable achievements and CHIYODA has also been in good condition recently.  

Although pharmaceutical industry continues to be a promising industry in the future, 

generally speaking, the competitive power of Japanese medicine companies cannot be 

called strong. This is greatly influenced by the fact that it had long been a regulated 

category of industry.  

Mr. Kunio Takeda of Takeda Chemical assumed the presidency in ‘93 following the 

sudden death of his elder brother. The first action he took was to reduce the excessive 

number of employees of the company, which had blistered by the diversification drive. 

He says the company had absolutely no philosophy in those days in its recruitment 

policy. He says that reduction of the excessive number of employees was “to prepare 

ahead of time for the situation in the future when there will be too many retired 

employees.” He considered that “in carrying out management reform, it is important 

for its vision, or the direction the company should be heading to, to be presented to all 

employees: or. ---- maximum pursuit of stockholders’ profits should be carried out. ---- 

And it must be changed to a structure in which a person who achieves success is 

rewarded.” And he called on the employees to “win straight victories in world 

competition as a R&D type multinational company with a focus on medicine, not being 

complacent at being the No.1 local company on the small island in the orient.” And he 

set three targets of "heightening the added value of an enterprise," ” right-sizing of 

employees, "and "selective distribution of management resources" as basic strategies for 

the midterm plan. It is surprising that even at a top-rated firm like Takeda with a long 

history of 200 years, such basic management strategy for survival was adopted only a 

dozen of years ago. Although Takeda was not an exception to keep "excessive number of 

employees" by around that time, it appears that the fact that the pharmaceutical 

industry was a regulated type of industry had also greatly influenced this. 

Strengths of firms as mentioned above are in many cases naturally interlocked with 

the amount of "brand value" of individual firm. (However, since the size of a firm is also 

related, it is dangerous to judge a company value only based on the "brand value.") 
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5. Things that are happening in industries other than the manufacturing industry 

Let’s also glance at industries in Japan other than the manufacturing industry.  

I would like to briefly discuss about the globalization of services industry. The 

information system & IT software industry have recently begun to show strong 

interests in P2M. Japan started very late in the development and the spread of IT 

technology and software in comparison with the US. Regarding IT infrastructure, Japan 

is no longer inferior to the US. But, there are still big differences in the development 

and the spread of software including those for business rationalization. IT-related 

market is rapidly spreading. The market for information hardware (For example, sales 

volume of PC in ‘03 was 1.71 trillion yen and the figure for server including main frame 

was 620 billion yen.) is not very big, but IT software and service grew up to 14.17 trillion 

yen, 20 times its amount in ‘80, second only to the auto industry (sales volume in ’03: 

19.51 trillion yen). (Of course, reselling of Microsoft’s software is also included in this 

figure.) In Japan, the amount of services industry tends to be underestimated. One 

example of this is that electronic printing is still sorted as the manufacturing industry. 

But, judging from the actual condition of its operations, there are many that should be 

assorted as the services industry. However, excluding some favorite fields such as 

animation, Japan is far behind US on technical developments and branding in this field. 

Japan should lay emphasis on developing software markets that can create added 

values. Meanwhile, as for the making of IT software, subcontracting to Asia, and 

especially to China and still far less to India, is increasing rapidly. Dalian and Shanghai 

are today two big bases for accepting orders. 

For manufacturing firms as well, in companies with high ratio of software 

development, trial & error methods are being deployed. Matsushita has pushed forward 

ahead of others with vertical integration of related businesses such as parts or mobile 

phones. The production division of the main body shared software development 

resources. In contrast, NEC missed out on the wave. The firm at first pushed forward a 

strategy to list its subsidiaries to reinforce management powers of their subsidiaries. 

NEC Software and NEC System were put on the market in succession, and the main 

body gained profits from its subsidiaries going public. However, due to the 

environmental changes in software industry that followed, it became impossible as a 

whole group to cope with the demand for rapid increase in software development. Thus, 
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outsourcing to external cooperating companies increased. The synergy within the group 

became unfunctional partly due to duplication in work among the two listed companies 

and the main body, and at the same time, it became difficult to manage cost, Therefore, 

NEC made the once listed two companies wholly owned subsidiaries and decided to 

integrate and reorganize them into two firms specialized in software development and 

system development at the end of ‘04. President Kanasugi states, “This decision has 

given priority to the most suitable solution for NEC group, and not the most suitable 

solution for each subsidiary.” 

Next, let’s consider the situation of general trading houses (or Sogososha), leader of 

international commercial services. The profits of three major companies soared in 

September of FY ‘03 and ‘04 by active injections of management resources to fields such 

as resource-based projects. However, they did not record high profits only by 

investments. At least, these three companies had introduced scientific achievements 

evaluation systems and risk-assets management systems in around ‘00 and have since 

been carrying out "selection and concentration." In addition, the differences between 

"winners" and the followers are spreading. 

In the field of insurance against loss or damage, there are also big firms such as Tokio 

Marine & Nichido Fire Insurance, Mitsui Sumitomo Insurance, and Sompo Japan 

Insurance which are moving into life insurance businesses in addition to insurance 

against loss or damage in China or other Asian countries backed by favorable conditions 

in the domestic market. The reasons why these industries are booming are not uniform. 

But it can be safely said that they all appear to be shifting from compounded partial 

optimizations to total optimization. 

The shipping business, once a pronoun of industry in recession, is today a booming 

industry recording massive profits. Efforts to compress costs by using long-term 

chartered foreign-flag ships and rapid increase in freight charges along with such 

elements as sharp international trade growth of China have largely led to the rapid 

profit growth in recent years.  

Because deregulation plays an important role in distribution type industries such as 

warehousing industry, efforts of companies alone do not solve the problems. However, 

an application of P2M, which calls for aiming at total optimization with a sense of 

mission, is possible. In this way, there also exist a great many fields in service industry 
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where P2M can be applied. 

 

6. Management integration that is becoming active 

"The triangle merger" whereby foreign capitals can purchase Japanese companies by 

exchanging of shares will be made possible by commercial law revision in ‘06. 

(Discussions are presently taking place on how to effectively free from hostile buyouts.) 

Strategy in which a company becomes holed up in Japan, protecting own business will 

no longer be valid. 

Sure enough, movements for mergers or reorganizations started coming out in ‘05. 

First Yamanouchi Pharmaceutical and Fujisawa Pharmaceutical announced their 

mergers, and Astellas Pharma was established in April of ‘05. Subsequently, it was 

announced that Sankyo in the second place and Daiichi Pharmaceutical ranked in the 

sixth place domestically would merge in October of ‘05. Furthermore, major medicine 

manufacturer such as Takeda and Eisai have appropriated record-high R&D expenses 

in FY ‘06. 

 

7．A new aspect of international division of labor 

One must pay attention to changes after the latter half of ’05 when there is concern 

for the future of the world economy. Faced with such a situation, what kinds of roads 

will such major production companies (particularly electronic and electrical machinery 

and appliances industries) choose in order to survive? The division of labor that exists 

between Japan and foreign countries such as the US and China will increasingly 

progress. The business models that such companies as Sharp, Matsushita and Canon 

are starting to deploy, namely, （a）Do not lower the R&D level. Develop more advanced, 

original technologies in the domestic market and shorten lead time. Develop basic 

technologies in the US and develop products in places near large markets. （b）Select 

right spots for production taking into consideration production cost, transportation cost 

and delivery days to the market, market size, overall risks including country risks, risk 

of technology leaks, and production concentration risks. （c）Deploy patent strategies for 

the maximum protection of the intellect property rights. （d）Make high added value 

products with increasingly confidential core technologies for commercialization of 

products, and grab big market shares with one sweep for new products thinking about 
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production life cycle (PLC), enjoying profits by preceding others. （e）Connect group 

companies in the world with SCM considering cost factors, market changes, and risks 

such as accidents.（f）Aim at global optimization of financial affairs strategies with ERP 

and maximize company values. It appears that internal reforms and integrated 

strategies will become the mainstream. 

 

Concluding Remarks 

 

1.  In search of the new horizon, Japanese firms need further structural transformation.  

In this paper, I have clarified the situation in which Japanese companies recovered 

and strengthened their competitive powers during "the lost ten (or thirteen) years, " 

largely changing their business models, particularly through the financial crisis from 

‘97 to ‘98 or bursting of IT bubble in the US. Nonetheless, it may be too early if one were 

to assume that the ability of Japanese firms have completely recovered to the world’s 

highest standards, observing the all-time high profits Japanese firms in many 

industries recorded in ’03 and that they can continue to record the similar results in 

coming years. It was greatly supported not only by the restructuring and innovation by 

Japanese firms, but also by external factors of the recovery of the U.S. economy beyond 

anticipation (it is accompanied by the highest-ever "twin deficits") and overheating of 

the Chinese economy. The situation doesn't allow premature conclusions since the latter 

factor may change suddenly from ’05 onwards. The recent recovery of corporate 

earnings and the recovery of macroeconomy are in that sense, still at an initial stage of 

innovation. Japanese economy has not regained a truly big dynamism based on new 

technologies that are completely different from the existing technologies. Furthermore, 

the present condition is that main players have also changed little. From now on, it is 

hoped that this structure will be deepened further and will develop the most-advanced 

nanotechnology, biometrics, and such alternative energies, energy-saving industries, 

and new material industries as next-generation batteries, fuel cells, and micro gas 

turbines, or medical treatments and welfare industries for aged societies, and 

environmental industries. For such new technical developments, the role of the 

government is not insignificant, and cooperation among industrial, administrative and 

academic sectors is desired. 
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2. Redefining the relation between a national strategy and corporate strategies: Reviewing 

the role of the government is needed. 

Due to revival of "Monozukuri,” and fashionalization of Japan’s strong systematized 

techniques (architecture) argument or FTA (EPA) argument, the industrial state 

argument is also strongly rooted. This argument states that efforts should be made in 

Japan to guide Japanese companies to avoid globalization (multinational 

corporatization), to guide them to make strong products and expand export, thus 

avoiding “hollowing out of industry.” That kind of argument also has a point, and there 

are companies proclaiming that they are carrying out such actions at their companies. 

However, the government cannot force companies to act in line with “an ideal 

situation” for a country. Nor should it do so. It is because companies are one element of 

an economic society. Although they may have social responsibilities, they have to leave 

the market if they cannot survive. In this sense, they differ from individuals who are 

guaranteed minimum standard of life by Constitution. 

It is very welcome that the Japanese government aims to expand domestic 

investments by Japanese companies and foreign capitals and expand exports as a 

country through such measures as managing macroeconomy, deregulation and easing of 

regulations (including Postal Service Reform), technology strategy including basic 

technology developments by an industry-government-academia, tax reforms, 

educational reforms, pension reforms, energy policies, measures for earth environment 

and industrial wastes, new business support, and appropriate security policies. It is 

because in the end, that is the basic road for maintaining and improving the lives and 

the welfare of citizens. It is the new vision. 

But it is dangerous to regard " reduction in foreign direct investments to overseas” 

plus “expansion of exports “ as something with political purposes. For example, 

Germany, the world’s second largest export country next to the US, increased its export 

rapidly in ’04, but the country is behind in restructuring in every field, and the future 

prospects for the economy are not necessarily bright. Likewise, South Korea rapidly 

expanded its export mainly focusing on China in ‘04, but its economy is not strong. And, 

most of Korean firms are hesitating to invest inwardly and are increasing only the 

overseas investments. Indeed, exports are expanding by past investments in new and 

powerful plants and equipments and employees who have strong feelings of loyalty, but 



 219 

the prospects for tomorrow are opaque. Seen in this way, even granting that 

multinationalization of companies is inevitable, it’s this “Shikumizukuri” that is 

expected as the role of the government. This includes improving the business 

environment or devising and promoting new technology development strategies that 

can reproduce the patterns in which R&Ds for cutting edge technologies are actively 

carried out in Japan, and are commercialized by highly-motivated entrepreneurships, 

proactively creating product (or service) cycles. Various reforms should be intentions 

and processes that make “Shikumizukuri” possible. How Japanese companies becoming 

multinationalized or foreign capitals can be made aware of Japan’s superiority and 

invest domestically, and how excellent foreign engineers can be attracted depend 

largely on abilities of the central government and local governments. (It can be said that 

in that sense, the local government run by the former governor Mr. Kitagawa of Mie 

Prefecture, which promoted rationalization and was in the forefront of attracting 

enterprises, showed district residents and the citizens an ideal model for the local 

government.) Expansion of “Investment in Japan,” decentralization policy called as 

"Trinity" reform being promoted by the Japanese government are also fundamentally 

right. The rest depends on whether the contents can be made to give high "customer 

satisfaction" to companies or district residents through the efforts and the ingenuities of 

people concerned. 

Individual companies should choose all types of options with self-responsibility within 

the limits of regulations for survival and development. The Japanese government and 

other entities of an advanced democratic nation do not need to make more red-tape. It is 

because global competition is an all-out war. The exchange rate of each country in the 

world is changing every day, and the growth rate of each country is also fluctuating 

largely every year. The strengthening movement in the world towards the local market 

is also an important element in making investment decisions. As far as manufacturing 

industry is concerned, it is necessary today to perform R&Ds near consumers in many 

business categories. Moreover, for those companies that must fight for cost 

competitiveness, China and Southeast Asia in many cases would be suitable as 

production places.  

Demand for merchandises at home in Japan is becoming saturated in many fields 

under the aging society, and global competition keeps becoming more intense. 
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Cosmetics is an excellent example of it, but even for automobile industry Japan is said 

to be strong in, the view that domestic demand will decrease from now on is strong and 

offshore production is expected to overtake domestic production in several years. There 

are also companies such as Mabuchi Motor or Minebea, which by going out to foreign 

countries have been able to survive and develop. Of course, going abroad is not the only 

corporate strategy available. Manufacturing companies such as Toyota, Honda, Nissan, 

Suzuki, Canon, Matsushita, Sharp, Sony, Epson, Rohm, OMRON and Kikkoman have 

high overseas production ratios. At the same time, they are obtaining large amount of 

funds by exporting high technical products and parts, or exporting of technologies. 

Furthermore, there are some companies that have big shares in the world with products 

that are all produced in Japan, while there are some that can maintain and strengthen 

their competitive powers by separating domestic and overseas production by direct 

investments, strategic alliances, outsourcing (OEM and ODM), and other measures. 

Moreover, there are also companies that have become successful by shifting their core 

competencies from “Monozukuri” to other fields, such as distribution and services. 

Companies including Nintendo, a manufacturer of game machines, which is making a 

big leap forward in both hardware and IT software (contents), can be put into this 

category as well. 

GE has had strong competitive powers in the international market in advanced 

medical machines, airplane engines, and large-sized dynamos. But today, its greatest 

source of profits is "GE Capital, " its finance section. Welch, former CEO who was called 

superb executive officer is said to have carried out such “Shikumizukuri.” But GE also 

has the early history. Foundation of strategic business units, withdrawal from computer 

enterprises and other efforts had been implemented by the time Welch came along. 

However, still, GE once again faced a big problem and came to require Welch to carry 

out reform. In Japan, for example, Kao is very strong at home, but it is exposed at home 

and abroad to the offensives of the US based multinational companies such as P&G 

with huge capital power and network in every corner of the earth. Strengthening the 

capital power and increasing the share in the global market are absolute musts for Kao. 

Dell, the world's largest PC supplier, has realized made-to-direct orders from customers 

without stores. To maintain this model, Dell decided  at the end of ‘04 to build a new 

factory of their own which will be their third factory in the US while owning efficient 
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cell production factories in countries including China. This move should be understood 

as “Shikumizukuri” which aims at maintaining their bargaining power against their 

outsourcing factories or total risk management rather than as resulting merely from its 

short distance to American consumers. In any event, believing that there is only one 

measure in the age of originality and ingenuity is not good. Otherwise, there is a risk of 

falling into the technical narcissism Japanese manufacturing companies tended to have 

in the ‘80s. 

It was natural that the architecture theory came out from the problem consciousness 

of what the systematized techniques suited to Japan are. And much can be learned from 

the knowledge accumulated during the process of this discussion. However, for example, 

if gasoline automobiles shift to battery cars in the future, there may be cases in which 

predominance of Japanese automobile companies may be lost suddenly as was seen in 

the semiconductor production field some years ago. Moreover, even if a company makes 

a dynamo or a micro turbine with the highest technology in the world and dominates 

the domestic market, there is doubt about whether it can recoup its investments in case 

the products are seen as “over-specification” for the markets of the rapidly expanding 

newly emerging countries. The Japanese model in the past of “If at the very least, 

variable costs can be covered, receive orders at a loss, feed employees, set equipments in 

motion, and wait for the trade to be better based on a long-term perspective.” no longer 

functions. It is because in the present, whether a company can succeed in surviving or 

fails depends on its comprehensive strength. Thus, the issue is the total strategy that 

takes into consideration the risk elements. The state and corporate-strategy theories 

based on an architecture theory naturally have limits. What is important is 

"Shikumizukuri” (for total optimization) that enables a company to raise profits in the 

global market where the business environment continuously changes.  Technical 

strategies are parts of it. This applies to countries, local governments, public entities, as 

well as to companies. 

 

3. Importance of educational policy as a national strategy 

Speaking in long-term, the competitive society where the whole world will bet their 

survival on structural reform will continue. However, the Japanese economy plagued by 

steeply declining birthrate and a rapidly growing proportion of elderly people is 
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handicapped in the international world. Not only companies, but also central and local 

municipal governments, universities, and individuals are subject to severe scrutiny 

with regards to what kind of visions they will have and what they will do towards the 

future. In such a time, not only companies, but many Japanese seem to have forgotten 

Darwinism spirit or true entrepreneurship that ask the question, “How should one look 

at the overall picture, make flexible choices amid the changes, and survive?” They are 

influenced by conventional Japanese education, training, and grade system that have 

excessively segmentalized specialized knowledge and emphasized skills led by 

conventional educational policies and scientific policies. How we will breakthrough such 

situation of being up against the wall with systemic fatigue of the political economic 

society in Japan comes back in the end to a task of political reform requiring a long time. 

However, the fact that that is truly the engine for the structural reform should not be 

forgotten. The role of the government and the way of decentralization of power also need 

to reflect such a viewpoint. Although this point was not discussed in this paper, the idea 

of P2M also has the potential to be. 

June 2005.     

©T-Kinoshita@waseda.jp 
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添付(3)  GPMF 15th New Delhi – Country Report for Japan 

Cover Slide 

Good morning ladies and gentlemen.  Thank you Chairman for this special opportunity 

to report project management in Japan. 

I am very glad to mention that this presentation of mine is the first in the world as 

delivered by an official of newly born Project Management Association of Japan 

abbreviated as PMAJ. 

PMAJ was chartered as a NPO corporation on October 5th as a result of merger 

between the Project Management Professionals Certification Center, or PMCC where I 

was a director in charge and general manger, and JPMF – Japan Project Management 

Forum in which Mr. Tanaka is President. 

I am Masayuki Ishikura, proposed Senior National President of PMAJ and my 

appointment will be on November 22nd when we hold our first GAM (general 

membership assembly).  

 

PM in Japan in short 

Our first home work is to provide an overview of PM in Japan, using key words. 

According to my guess, there are about 100 thousand project management practitioners 

in Japan; this figure does not include those doing project work but may sound too small 

as compared with Japan’s population and the size of its economy.  However, my feel 

does not indicate any larger number.  Out of this those practitioners who are enrolled 

in project management associations are some 13 thousand, that accounts for 13% of the 

total PM population of the country. 

 

Now, if I am told to describe PM Japan in short, I would cite these trends. 

The Japanese PM community presents a sharp contrast of its highly competent 

industrial project management capability vs. young yet growing PM professionalism. 

Accidental or self-made project managers are performing well especially on engineering 

and construction projects.  This is a paradox and poses a big issue to us managing PM 

associations. 

 

One unique observation is that professional PM bodies are supported by industry.  
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Without industry support, the viability of PM associations is yet questionable. So, a 

majority of PM practitioners affiliated with PM associations are conscious of 

corporations, or their employers. 

In this rather adverse situation, PMAJ and PMI Tokyo Chapter are propelling 

professionalism in our country. 

 

Japan entered a new era of project management practice when in November 2001 we 

published “A Guidebook of Project and Program Management for Enterprise 

Innovation” labeled as P2M.  P2M is now well accepted in our industry.  I will come 

back to more details about P2M later.  

 

Japan sees diversity in PM initiatives; in fact there are totally five PM bodies; this is 

pretty strange since until 1997 there were no professional PM bodies in our country. 

 

Japanese engineering and construction companies are predominant in many parts of 

Asia, having built about 50 to 80 % of large industrial plants and high rise buildings 

country to country..  So, Japan has strong influence on Asian industrial PM models. 

 

National stakeholders of PM 

This slide shows the major stakeholders of the Japanese Project Management. 

There are two professional PM associations as anywhere else, viz. PMAJ, Japan’s 

national and only full-service PM association and PMI Tokyo, Japan Chapter.  In 

Japan, there is an academic PM society by the name of SPM, the only one in the world; 

however this society is virtually more or less our competitor as more than 95% of its 

members are PM practitioners from the IT industry. 

Two branches of the industry have strong stakes in PM.  One is the engineering and 

construction industry.  Actually the three leading Japanese global E&C companies are 

pace-setters of the global E&C project management.  Next, the services sector of the IT 

industry and telecommunication or information movement industry exercises eminent 

influence in the PM market as PM practitioners from this sector account for some 85% 

of the total PM population. 

You may wonder why there is no higher education institute indicated in this diagram.  
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In fact, curiously enough, there is virtually no university that teaches project 

management in Japan.   

What is the Government in PM?; it is awakening in PM however policies are not 

consistent among the agencies. 

Former PMCC was, until recently, a pure PM certification body.  Although, PMCC is 

now part of PMAJ, certification function remains to be independent.  There are two 

organizations that certify para-PM credentials but none of them have industry wide 

acceptance. 

 

Professional PM strength 

This table indicates, as specified, our national professional PM strength. 

There is no statistics of PM practitioners in the country but I estimate the total number 

of PM practitioners at some 100,000; this number does not include project team 

members. 

 

There are four PM bodies; PMAJ, PMI Tokyo Chapter which is incorporated as a special 

volunteer association under the Japanese law, SPM, an academic PM society and CMAJ 

standing for the Construction Management Association of Japan that is an association 

of independent PM and Construction Management practitioners in building and 

partially civil construction field. 

 

The member strengths and the number of qualified persons based on certification 

systems of the respective organizations are given. 

(Read the numbers) 

You question whether there is any government support for PM promotion. 

To make complicated stories simple, our P2M is endorsed by the Japanese Government 

Ministry of Economy, Trade and Industry. 

 

Three questions that trouble us about PM nationally 

Here I am giving three questions. 

The first is the excessive diversification of our PM society. 

The Japanese PM community is really characterized by its diversity which is caused by 
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the rugged PM maturity levels, assorted, more than enough PM associations, 

generation gap among PM practitioners, diversified business expectations of PM 

utilization, and sectionalism of government agencies that support types of PM and 

assorted PM bodies. 

This diversity has brought about competition among PM bodies that fermented chaotic 

state in a way but at the same time innovation of PM ingredients out of competition, to 

survive.  However, we ex-PMCC and JPMF have demonstrated our consciousness to 

tide over this problem, in the hope of sound growth of our PM profession. 

The fact that we have only one university that formally teaches PM is sort of shame.  I 

feel that PMAJ should voice that Japan must pay more attention to higher education of 

project management. 

 

Third, we have industry support on building project management professionalism, 

however, considering the strength of the Japanese economic strength, we wish to voice 

much more support for us.  Tell them to utilize P2M or PMBOK more strategically and 

sit for P2M certification for more durable profitability, creating more business values or 

turning around. 

 

What we predict about our national PM in five years from now  

We do have great hope for the future of our project management world in Japan. 

What I would like to see are: 

• First, PMAJ will be the full-fledged national PM association with 10,000 members. 

• Those project managers qualified by certification systems will amount to 30,000 

• P2M value will have been validated at many Japanese corporations/agencies 

• P2M born in Japan will be used in various aspects elsewhere 
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to be streamlined

PM Certification
Bodies
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5

Professional PM strengthProfessional PM strength

Not applicable2,000SPM - Society of Project 
Management 

250

(CM certificate)

1,000CMAJ- Construction 
Management Association of 
Japan

10,000

(PMP)

2,600PMI Tokyo Chapter

(incorporated)

2,014

(PMS)

3,000PMAJ - Project Management 
Association of Japan

No. Certified or 
Qualified

Individual Member

Strength

Name of PM Associations

100,000
(excluding those doing project work)

Estimated Total Number of 

PM Practitioners

Any state (public) support?

Government endorsement of P2M standard owned by PMAJ

6

Three questions that trouble us about PM Three questions that trouble us about PM 
nationallynationally

Excessive diversification of the national PM 
society

Extremely inactive higher education of PM 

Less robust industrial support of the PM 
infrastructure
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7

What we predict about our national PM in What we predict about our national PM in 
five years from now five years from now 

PMAJ will be the full-fledged national PM 
association with 10,000 members

Those project managers qualified by 
certification systems will amount to 30,000

P2M value will have been validated at many 
Japanese corporations/agencies

P2M born in Japan will be used in various 
aspects elsewhere

8

P2M Ｃｏｎｔｅｘｔ & Expanded Concept
Project:   Specific Mission Achievement
Program: Holistic Mission Achievement
Program Management: A Framework of Capabilities  

to flexibly adopt Organization’s Performance 
abilities to the External Changes
Up Stream

“Mission”

Middle Stream

“Execution”

Down Stream

“Operation”

Conventional PM

P2M
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9

P2M Tower
PM EntryPM Entry

11.  .  Project StrategyProject Strategy
ManagementManagement

2.  2.  Project Finance Project Finance 
ManagementManagement

3.  3.  Project SystemsProject Systems
ApproachApproach

4.  Project Organization4.  Project Organization
ManagementManagement

5.  5.  Project ObjectivesProject Objectives
ManagementManagement

6.  6.  Project Resources Project Resources 
ManagementManagement

7.  Project Risk 7.  Project Risk 
ManagementManagement

8.  Project IT8.  Project IT
ManagementManagement

99.  .  Project RelationsProject Relations
ManagementManagement

10. 10. Project Value Project Value 
ManagementManagement

11. Project Communications11. Project Communications
ManagementManagement

Program & Project Management AreasProgram & Project Management Areas

Part 1Part 1

Part 2Part 2

Part 3Part 3

Part 4Part 4

Project ManagementProject Management
Framework & PrinciplesFramework & Principles

Program ManagementProgram Management
Framework & PrinciplesFramework & Principles
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1. 調査研究の目的 

本報告は、プロジェクトマネジャーに必要とされるコンピテンシー（実践力）に基づく

人材育成を行うのに相応しい講師を養成するために、講師要件・育成カリキュラム・認定

方法を研究し、一人でも多くの実践力のあるプロジェクトマネジャーの育成を目的とした

ものである。 本研究は、 ㈱富士ゼロックス総合教育研究所に調査・研究を委託したもの

である。 

 

2. 調査・研究の内容 

(1) プロジェクトマネジメント講師要件 

プロジェクトマネジメント講師の要件としては、PMR 資格を保持しているもしくはその

レベルに相当するコンピテンシーと実践力が必要になると考えられるが、ここではその他

の講師としての能力要件、講師行動要件評価項目、評価の仕組み・方法について、研修前、

研修中、研修後の項目を調査・研究したものである。 

(2) プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラム 

ここでは、「一人でも多くの実践力のあるプロジェクトマネジャーの輩出」という目的

達成のため、優れた講師を数多く育成する具体的な講師育成プロセス、講師育成カリキュ

ラムを研究した。 

(3) プロジェクトマネジメント講師認定方法 

講師育成のためには、講師を認定するための評価方法と評価基準が必要になる。オブザ

ーブ評価や受講者アンケート評価に基づく講師認定のプロセス、さらに講師認定評価員の

条件について調査・研究を行った。    
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第1章  プロジェクトマネジメント講師要件 
 

はじめに 

現在、日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）では、実践 PM 人材の輩出に向け

た日本発の PM 知識体系であるプロジェクト＆プログラムマネジメント（P2M）を構築し、

幅広い業界で多くの資格者を認定してきた。特に H15 年度に制定された PMR 認定のガイ

ドラインでは、実践的な PM 人材としてのコンピテンシーや実践力の評価基準が明確にさ

れている。 

これら PMR レベルの人材を一人でも多く輩出するためには、これらの人材を育成する講

師の育成も急務の課題である。実際に PMR レベルのコンピテンシーや実践力を持ち、それ

を伝承する知識やスキルを併せ持つ人材の育成や認定である。 

本調査報告では、このプロジェクトマネジメント講師育成のための育成や認定方法を取

りまとめたものである。具体的には、プロジェクトマネジメント講師としての要件定義、

育成プロセスから育成カリキュラムの提示、認定方法・基準の構成となっている。 

 

1.1 PM コンピテンシーの実際 

H16 年度のプロジェクトマネジメント委員会報告書では、PM コンピテンシーと実践力

については、次のようにまとめられている。 

コンピテンシーは、常に有効な行動を取ることができ、有効な行動を再現でき、有効な

行動の結果を予測可能である。「高業績者によって実証された有効な行動パターンを生み

出す行動特性能力」（米国国防省）をいう。このコンピテンシーは、タテ型組織における

特定能力の最高業績を達成した個人特性をモデルとした評価もしくはベンチマークである。

一方「実践力」（Capability 又は Practice capability）とは、実務に必要な要素①知識、

②経験、③姿勢、④資質、⑤倫理要素に裏付けられ、これら 5 つの実践要素が一体化され、

プロジェクトチームが実務を行っていく中で価値を生み出す総合能力を意味する。P2M が

意図する実践力は「チームメンバーの充足感」と「チームメンバー全体の向上心」をもた

らす「チームワークの潜在力」を引き出せる個人的能力と組織における能力の合成的能力

といえる。（CPC ガイドライン）実践力が有れば、同種類の職種や周辺職域が適用でき、

求められる成果物が出せる対応能力と速やかに柔軟に適応できる能力を有するといえる。

又、実務で課題や課題の本質を洞察し、解決を提案し、合意形成し処理する能力を有する。

換言すると、課題・課題発見能力、予知能力、意思決定能力、人間関係能力などが状況に

応じて発揮されるスパイラルプロセス（インクリメンタルプロセス）があり能力を深化向
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上させることができると言える。 

H15 年度の CPC ガイドラインで公表された「複合能力様式」の評価（審査）判定要素分

類体系（Taxonomy）・10 項目は次の通りである。 
複合能力様式 基準 

①全体思考様式 

ミッション追求型基準（Mp: Mission pursuit） 
 課題・問題発見できる 
 課題・問題克服 
 解決への道筋思考ができる 

②戦略思考様式 

成功要素認識基準（Sk: Strategic key perception） 
 戦略要素を知る 
 優先順位をつける 
 障害に手を打つ 

③統合思考様式 

価値追求型基準（Vp: Value pursuit） 
 変化を知る 
 価値を維持する 
 オプションを適用する 

④リーダーシップ様式 

リーダーシップ型基準（Li: Leadership for innovation） 
 改革に挑む 
 決定ができる 
 状況打破ができる 

⑤計画行動様式 

計画行動型基準（Mp: Management in planning） 
 目標と資源を計画する 
 組織をつくる 
 ルールを決める 

⑥実行行動様式 

実行行動基準（Me: Management in execution） 
 契約を理解する 
 システム思考ができる 
 指揮ができる 

⑦調整行動様式 

調整行動基準（Mc :Management in coordination） 
 進捗予測ができる 
 進捗障害ができる 
 解決できる 

⑧人間関係様式 

コミュニケーション型基準（Hc: Human communication） 
 チームを維持する 
 メンバーを動機づける 
 場をつくる 

⑨成果追求様式 

成果追求の姿勢（Aa: Attitude of achievement） 
 成果を追求するマインド 
 エネルギー 
 共感形成力 
 責任感 
 対外組織説得力 
 価値を考える 
 結果をフィードバックする 

 ⑩生活様式 

個人姿勢型基準（Ac: Attitude of self control） 
 自己規律がある 
 倫理を守る 
 責任を持てる 
 前向きの姿勢がある 

図表 1-1  評価（審査）判定要素分類体系（Taxonomy） 
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PMR 資格の認定試験では、実践力（知識、経験、姿勢、資質、倫理要素等）を、能力試

験モデル（CVM）と評価（審査）判定要素（Taxonomy）によって客観性、透明性、公正

性、公平性を保持しバランス良く評価するために、「（課題）論述」「コース」「面接」

を複合的に組み合わせ実施している。この組み合わせによって総合的に実践力を合理的、

効率的に評価できるように、適切な回数、適切な時間配分で異業種課題、複数組織領域に

またがる課題、複合能力様式の組み合わせ及び重点化を行った課題設問を作成し複数の審

査員、判定委員による評価を行う方式を採用している。 

プロジェクトマネジメント講師の使命は実践力のある PM を育成することであり、その

育成に当たって受講者（講師候補者）の潜在能力を顕在化させ、顕在化された能力が知識

や経験、姿勢、資質、倫理要素等に裏打ちされた堅固なものであるかどうかを見極め、目

標を成就させる指導に当たることである。その要件としては、この PMR 資格を保持してい

るもしくはそのレベルに相当するコンピテンシーと実践力が必要になると考えられる。 

また、参考事例として H16 年度に米国の PM 推進団体のノウハウをベースに弊社（富士

ゼロックス総合教育研究所）と某大学および某 IT 企業との産学連携事業で構築した PM コ

ンピテンシーモデルは次の通りである。 

これらを参考として、インタビュー、OJT／OFF JT、ロールプレイ、ワークショップ、

プレゼンテーション、小論文のような手法で能力の養成と顕在化を行って成長性と達成力

を測ることが有効である。 

 
大項目：リーダーシップ 

①組織的視点と使命感 担当プロジェクトの課題や必要事項に関して広範囲な視点か

ら捉え、また最終的な責任者として自己責任を持つ能力 

②洞察力 長期的な視点で思考し、事象によって発生するであろう効果・

影響・リスクについて想定し、分析することができる能力 

③積極性 メンバーやステークホルダより率先して、プロジェクトの持つ

理念や目標の遂行に対し情熱的な姿勢を持つ能力 

④コーチング メンバーの動機付け・メンタリングを行うとともに、メンバー

の業務目標・キャリア目標の達成につながる支援ができる能力 
 

大項目：達成力  

⑤学習と成長 新たな知識・スキルを常に吸収し、仕事への反映と自己向上に

努める能力 

⑥達成志向 目標をコミットメントし、困難な状況になっても冷静さを失わ

ず、最後まで情熱的に物事に取り組む能力 

⑦イニシアチブ プロジェクトの要求事項と期待を超える成果を自ら設定し、実

際に行動に移すことができる能力 

⑧最適化 現状業務および現在抱えている問題点に対し、より早い手順や

アプローチを推進することが出来る能力 
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大項目：問題解決力  
⑨情報収集／調査／分析能

力 
プロジェクトに関する広範囲な情報を収集・蓄積し、タイムリ

ーに分析・活用することができる能力 

⑩論理的思考／体系的思考 さまざまな事象の因果関係を整理し、問題分析や仮説立案な

ど、プロジェクトの推進に役立てることができる能力 

⑪創造力 業務改善・是正措置・リスク対応策を検討する際、質・量にお

いて高いレベルでアイデアを創出することができる能力 

⑫リソースマネジメント より効率的にプロジェクトを進めるために、また課題解決のた

めに限りあるリソースを適切に配置することができる能力 
 

大項目：コミュニケーション力  

⑬調整力 対立している集団やトレードオフ関係の事象に対し、バランス

感覚を持って、適切に対処・調整することができる能力 

⑭関係性構築力 ステークホルダと自己、およびステークホルダ同志の関係が常

に良好な状態を保つよう働きかける能力 

⑮交渉力 相違した意見や条件を持つ対象者に対し、合理性・有効性を説

き、自己との合意に導くことができる能力 

⑯提案力 
関係者のニーズや周囲の状況を把握し、反映させた内容につい

て、個人または集団に対し主張することで何らかの意思決定を

要求する能力 
 

大項目：プロジェクトマネジメント知識 

①計画策定知識 PMBOK を主としたプロジェクトの立ち上げプロセス群、計画

プロセス群についての知識を修得している 

②管理知識 PMBOK を主としたコントロールプロセス群、実行プロセス

群、終結プロセス群についての知識を修得している 
 

大項目：IT プロジェクトマネジメントスキル 

③要件分析／要件定義／見

積り 

顧客のビジネスモデル分析から要求仕様を定義し、IT プロジェ

クトを発足させるために必要な情報を明確にし、成果に的確な

見積を行うことができる能力 

④変更管理／リスクマネジ

メント 

情報共有の漏れ、環境変化などから IT プロジェクトで頻繁に

起こりうる要求仕様の変更に対して、当初から対応策を計画に

盛り込み、適切に対処することができる能力 

⑤成果物の品質評価 プロジェクトの成果物が要求仕様どおりかどうか、また実際の

運用に支障が出ないかどうかを評価することができる能力 

図表 1-2  PM コンピテンシーモデル ※富士ゼロックス総合教育研究所版 

これらのコンピテンシーモデルに対して、次のような６段階でのコンピテンシーレベル

を設定している。 

 

 

 

 

 

 



 239 

到達レベル 項目 
・0：未修得レベル 
・1：理解レベル 
・2：基本レベル 
・3：自律レベル 
・4：指導レベル 
・5：業界トップレベル 
 

・知識の理解 
・基礎事項の理解・意識 
・基本的な行動 
・自ら主体的な行動 
・他社の模範と指導 
・業界のベンチマークの対象 

 

潜在的化〔（潜在的に〕できる（可能性がある）〕 顕在化（顕在化）している 

・0：全く知識がない、理解できていない 

・1：基礎事項を理解し、意識できる 

・2：基本的な行動ができる 

・3：自ら主体的に行動できる 
・4：他社の模範となり、指導できる 
・5：業界のベンチマークの対象となることができる 

・全く知識がない、理解していない 

・基礎事項を理解し、意識している 

・基本的な行動している 

・自ら主体的に行動している 

・他社の模範となり、指導している 

・業界のベンチマークの対象となっている 

図表 1-3  コンピテンシーレベル ※富士ゼロックス総合教育研究所版 

上記レベル基準に潜在化しているか〔（潜在的）にできる（可能性がある）〕と顕在化

しているか〔（顕在化）している〕の二つの視点で見ることで実践力がより具体的に把握

できる。 

 

1.2 講師としての能力要件 

一般的に講師に求められる能力としては次の図表 1-4 のような能力が挙げられる。 

またその状況に応じた対応能力・応用力が重要な要素となる。 

 
知識・心構え（行動・態度） スキル 

①プロジェクトマネジメント全般知識 
②P2M 専門知識 
③PM コンピテンシー 
④リーダーシップ 
⑤対人理解の姿勢 
⑥誠実さ 
⑦フェアネス（公平さ） 

①コミュニケーションスキル 
（傾聴スキル、ヒアリングスキル、フィード

バックスキル） 
②プレゼンテーションスキル 
（演壇技術） 
③ネゴシエーションスキル 
④ファシリテーションスキル 
（円滑なディスカッション、動機付け） 

図表 1-4  講師に求められる能力 
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これらの能力の中で「知識・心構え（行動・態度）」の①・②・③は、前述の PM コン

ピテンシーレベルに相当する部分である。その他の「知識・心構え（行動・態度）」およ

び「スキル」については、講師として最低限必要とされる能力と言われている。 

これらの能力を兼ね備えた講師の 3 つの役割としては次の通りである。 

 

①アドミニストレーター 

学習方法ごとの進め方にそって研修を滞りなく進行させる役割 
・学習内容と目的の紹介をする 
・進め方の説明をする 
・次の学習への橋渡しをする 
・スケジュールにそった進行をする 

②インストラクター 

研修で教える考え方を受講者が正しく理解し、スキルを適切に活

用できるようにさせる役割 
・質問を通じて受講者の理解を確認する 
・内容に関する質問に応える 
・建設的フィードバックを行って、正しくスキルが使われるよう 

指導する 
・肯定的フィードバックを行って、正しい答えや適切なスキルの 

使い方をほめる 
・理解が難しいところには、関連する具体例をあげて解説する 

③ファシリテーター 

学習した考え方やスキルを、実際の場面で活用していこうとい

う、受講者の意欲を高める役割 
・考え方やスキルを実際の活動と関連づける質問をする 
・受講者の心配ごとや懸念を浮き彫りにし、それに適切に対応 
する 

・受講者間で活発に意見交換がされるよう促す 
・有意義な話し合いを進める 
・口の重い受講者も巧みに促し、すべての受講者を話し合いに 
参加させる 

図表 1-5  講師の 3 つの役割 

特に③ファシリテーターの役割としては、受講者の意欲を高めるために受講者のタイプ

などを分析し、適切に受講者のモチベーションを向上させる知識やスキルが求められてく

る。 

講師としてのリーダーシップも重要な能力の一つである。講師としてのリーダーシップ

とは、①人にではなく、状況・問題・行動に焦点を当てる、②受講者の自信と自尊心を尊

重する、③受講者との建設的な関係を大切にする、④物事を改善していくためにイニシア

チブを発揮する、⑤自らが実践して模範を示す、ことである。講師はこれらの行動を研修

中に意識して実践し、快適な学習環境の提供と受講者の参画を促すことが求められる。 

コミュニケーションスキルとしては、傾聴スキルとフィードバックスキルが重要となっ

てくる。受講者の話や意見をよく聴き、適切にフィードバックするスキルである。特にフ

ィードバックスキルでは、建設的・肯定的なフィードバックが重要で、受講者に積極的に
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研修に参加するようモチベーションアップに有効な手法となる。 

プレゼンテーションスキルは、講師として全体講義時や個別指導時などあらゆる場面で

活用するスキルである。受講者にわかりやすく知識やスキルを伝わるよう内容を組み立て

たり、受講者レベルやニーズに沿った形で構成し、それを適確に受講者に伝達する能力で

ある。そして講義時の評価に大きく影響するプレゼンテーションスキルの一つが、演壇技

術である。演壇技術とは、①ボディ・ランゲージ、②目配り、③ジェスチャー、④顔の表

情、⑤話す速さ、⑥声の調子、⑦喚起する呼びかけなどがあげられる。これらの演壇技術

を駆使しながら講義をすることにより、受講者は講義内容の理解や受講への積極的な姿勢

を促進することになる。 

これら講師としての能力要件を踏まえ研修前～研修中～研修後までの各行動レベルまで

落とした評価項目案は次の通りとなる。評価では、顕在能力（している）と潜在能力（で

きる）を見極めることが実践力評価では重要である。 

 
  実    施    項    目 レ

自身のスケジュール・連絡方法を明確にしておく  

開催日程・開催場所・対象企業・開催目的などの基本情報は確認しておく  

受   

託 

自分の経歴・得意分野を明確にしておく  

お客さまと同じ業界での実績・導入事例について理解する  

研修の実施目的・導入の背景・期待される成果を理解する  

研修の受講者（業務内容・ 対象層、役割・使命・レベル・上司の期待等）を理解する  

情報収集 

担当者の意向によっては直接お客さまと上記の件を打ち合せする  

担当者に実施スケジュールと内容を確認する  

講師マニュアル、教材を再読し、運営方法・副教材を確認する  

お客さまの課題・受講者等に合わせて、プログラムの内容を営業と協議のうえ調整する  

実施前までに研修環境（器材準備・レイアウト）を整えておく  

器材の動作確認と操作方法を確認しておく  

研修開始の３０分前には準備を全て完了させる  

準備の内容について事前に担当者と確認する  

研修の内容に関連する例話を準備する  

研
修
実
施
前 

事前準備 

終わり方について担当者と確認をしておく  

オープニングが決められたとおりの時間で終了する  

受講者に必要最低限の情報を伝える（庶務的なこと）  

オープニ

ング 

感じの良い挨拶をする  

研修に関係ないことは数多く話さない  

休憩時間以外はみだりにその場を離れない  

実施 

決められたスケジュール通りに研修を運営する  

ねぎらいの気持ちと込めて修了証を渡す  

研
修
実
施
中 

エンディ

ング ねぎらいと感謝の言葉を添えて研修を終了する  
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時間管理をきちんと行い、約束した時間に終了する  

お客様と合意した終わり方に添って終了する  

終了後速やかに事務局に報告する  

  

会場は現状復帰し、機材・教材は点検のうえ適切な処置をとる  

事前に担当者と報告内容について確認する  

報告書は電子情報で一週間以内に提出する  

事務局 

報告 

課題や提言を意識的に報告内容に盛り込む  

担当者の意向に基づくフォロー活動をする  

担当者に定着のための解決ノウハウを提示する  

定着状況 

の確認・ 

フォロー 

フォロー活動中に得た情報を適宜担当者に報告する  

受講者の評価・お客様の声などを謙虚に受け止める  

新しいキャリアに向けた自己の課題がわかる  

常に最新の社会・企業動向に関心を払い情報を収集する  

研
修
実
施
後 

自分自身

の振り返

り 

現状に満足せず常に高い目標を持ち改善する  

図表 1-6  講師行動要件評価項目案 

これらの評価項目は一例であるが講師としては、研修中だけではなく、研修前の準備段

階や研修実施後のフォロー段階でも受講者の視点に立った活動が求められてくる。 

講師としては、講義テーマに関する全般的な知識以外に多くの知識・スキルが必要にな

ってくることは明らかである。 

 

1.3 プロジェクトマネジメント講師要件の確定と評価の仕組み・方法 

前述の通りプロジェクトマネジメント講師の要件としては、PMR 資格取得者レベルの知

識・スキルを持ち、かつ講師としての必要な要件を持つ人材と想定できる。特に PMR 資格

取得者レベルについては、資格認定制度が現存するので、当面その制度による認定者講師

候補と考えられる。講師要件については、現時点で必要な能力を持っているか、また顕在

化できるのか確認がキーとなる。そのための評価方法としては、確固たる方法論は現存し

ないため一定の教育トレーニング（トレーナーズ・トレーニング）の受講、実際の講義場

面のオブザーブ評価、実際の受講者からのアンケート評価などにより総合的に評価するこ

ととなる。 

講師育成のための教育トレーニングについては、第 2 章で詳細に述べるため、ここでは

講師評価の仕組み・方法について記述する。 

①講義場面のオブザーブ評価：図表 1-6 講師行動要件評価項目案を参考に具体的には次

のような評価項目例で、講師の行動レベルをチェックする。 
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研修実施前・評価項目例 レベルチェック例（5 段階評価） 

導入目的、受講者を想定して、リハ

ーサルを実施している 
 

5：研修全体をリハーサルしている 
4：ほぼリハーサルしている 
3：部分的にリハーサルしている（苦手なセッション） 
2：あまりリハーサルしていない 
1：全くリハーサルしていない 

業界の専門用語・専門知識を理解す

る 

5：主体的に情報収集を行っている 
4：事務局が提供した情報に質問などの働きがけをする 
3：事務局が提供した情報に関して十分に理解している 
2：事務局が提供した情報を未消化のままである 
1：関心を払わない 

 
研修中・評価項目例 レベルチェック例（5 段階評価） 

受講者に関心を払う 

5：全員の受講者に関心を払っている 
4：かなりの受講者に関心を払っているのがわかる 
3：受講者に関心を払う姿勢が感じられる 
2：一部の受講者には関心を払っている 
1：受講者に関心を払う姿勢が感じられない 

緊張感を和らげ受講者を惹きつける 

5：非常に効果的で感動を与えている 
4：効果的に惹きつけている 
3：惹きつける努力をしている 
2：手法は使っているが惹きつけるほどではない 
1：工夫しようとせず惹きつけられない 

受講者の理解度を確認する 

5：受講者の理解度を個別に確認している 
4：複数の受講者の理解度を個別に確認できている 
3：クラス全体として概ね確認できている 
2：理解度を確認しているが不充分かつバラツキがある 
1：理解度を確認していない 

研修内容について明解でわかりやす

い説明をする 

5：例話・視点を変えた言葉、業界用語を取り入れた説明 
4：明解さを促進するための工夫をしている 
3：研修内容について明解でわかりやすい説明ができる 
2：研修内容について型どおりの説明はしているが不明瞭 
1：受講者の理解にいたっていない 

批判的な受講者に対して、安定的・

肯定的な態度をとる 

5：批判的な受講者を受容し、満足させている 
4：受容し、満足させようと工夫している 
3：安定的・肯定的な態度が概ねとれる 
2：きちんとした対応が取れず、他の受講者に一部悪影響 
1：他の受講者に悪影響 

 

研修実施後・評価項目例 レベルチェック例（5 段階評価） 

受講者の理解度と修得度を把握して

いる 
 
 

5：理解度と修得度を把握しており、課題や対応策を提示 
4：受講者一人ひとりの理解度と修得度を把握 
3：受講者全体として把握 
2：把握が不充分 
1：全く把握していない 

開発シーズや教材の不具合などの情

報提供を行う 
 
 

5：将来の施策・対策につながるような情報提供 
4：教材不具合情報と加えて開発シーズの情報提供 
3：教材不具合情報の提供 
2：不具合などに気づいても速やかな情報提供がない 
1：情報提供は全くない 

図表 1-7  講義場面のオブザーブ評価 
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これらの評価結果として、3.5 以上が講師として行動すべきミニマム基準として採用して

いるケースが多い。 

②受講者からのアンケート評価：参考例として弊社の講師の主な受講者評価項目例は次

の通りである。 

・有意義なディスカッションをリードしていた 

・講座内容に精通していた 

・率直な意見交換のできる、快適な学習環境をつくっていた 

・知識・スキルを修得しているかどうかを、真剣に気にかけていた 

・各学習の目的を説明し、明確な方向性を示していた 

・受講者の質問に対し、自分であるいはほかの受講者を通して適切な答えを示していた 

これらの項目に関してどの程度講師が意識して行動していたかを受講者の率直なコメン

トとして評価する方法である。講師に関するアンケートなどではこのような視点での評価

項目を取り入れることが講師の知識・スキルを評価する上では有効となる。 
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第2章  プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラム 
 

はじめに 

この章では、プロジェクトマネジメント講師をどのように育成していくのかという方法

論と実際の学習カリキュラムについて述べる。 

プロジェクトマネジメント講師の役割は、「一人でも多くの実践力のあるプロジェクト

マネジャーの輩出」という目的を担っている。つまり「現在 PMS レベルのプロジェクトマ

ネジャーをさらに実践力を重視する PMR にレベルアップさせる」ことの出来る能力を身に

つけることである。講師にはそのため、プロジェクトマネジャー育成の重要な任務に担っ

ているという認識と責任感が求められ、また自らが主体的にかかわっている使命感が望ま

れる。これらの点を認識した上で本章では、上記目的を達成できるような優れた講師を数

多く育成する具体的な内容を述べる。 

 

優れた講師の育成 

講師に求められる能力とりわけプロジェクトマネジメント講師にはどのような能力が求

められるかについての詳細は、前章 1.2 講師としての能力要件を確認されたい。本章では、

その要件を効果的に身に付けさすための育成プロセスとカリキュラムを述べる。前章の通

り講師に求められる能力は以下の 3 点である。（図表 1-4 講師に求められる能力参照） 

■講師に求められる 3 つの能力 

① 知識（PM 全般知識及び専門知識・コンピテンシー等） 

② 心構え・心構え〔行動・態度〕（リーダーシップ・講師としての対人理解の姿勢・フ 

ェアネス等） 

③ スキル（コミュニケーション・プレゼンテーション等） 

優れた講師であるためには、上記能力がある一定のレベルを満たすことを指す。また、

講師個人が既に持ち合わせている高いコンピテンシーはそのまま十分活かしていただくこ

とも含んでいる。つまり、全てのコンピテンシーを一律同質化するものではない。 

上記 3 点によって、講師が学習内容を受講者に対して分かりやすく伝え内容を理解させ、

職場での活用を促し、更に現場でのプロジェクトの成果を上げることを目指している。 

 

前提として 

プロジェクトマネジメント講師では以下を前提として必要条件と十分条件を満たす人材

を講師として公募し、育成・認定したい。（認定については第 3 章で詳しく述べる） 
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従って、次の具体的な節では、以下を満たすための具体的なプロセス・育成内容そして

各要件を確実に達成しているのかを測定する基準について述べる。 

■必要条件 

必要条件とは次の通りである。 

PM レジスタード（PMR）の資格を有していること 

上記資格を有していない場合は、次のような要件を満たしていることが望ましい。 

① 3 年以上のプロジェクト実務経験があること。 

② プロジェクトマネジャーあるいは中核メンバーとして、2 種 50 人以上のチーム、3

種類 30 人以上のチーム、5 種類 10 人以上のチームのいずれか、もしくは同等の実

務経験があること 

③ PM スペシャリスト（PMS）レベルの知識を有すること 

■十分条件 

そして、次の 3 条件が十分条件である。 

① ある一定レベルの PM コンピテンシーを有すること 

（※図表 1-2 PM コンピテンシー参照） 

（※図表 1-3 コンピテンシーレベル参照） 

② ある一定レベルの講師能力要件を満たしていること 

（※図表 1-4 講師に求められる能力） 

③ プロジェクトマネジャー育成への責任感と使命感を持ち合わせていること 

 

2.1 講師育成プロセス 

この節では講師を育成する一連のプロセスについて述べる。 

今回の講師育成プロセスは大きく 5 つのフェイズから構成されている。第 1 フェイズは

対象の講師候補者の公募。前述の必要条件を満たしている候補者。第 2 フェイズでは診断・

評価・選定（テスト、レポート、面接など）である。これは前述の十分条件に当てはまる。

第 3 フェイズでは教育トレーニング、第 4 フェイズではデモストレーション、第 5 フェイ

ズでは登用である。この後半フェイズ第 4･第 5 が講師認定プロセスに当てはまる。詳細は

第 3 章で述べる。 
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図表 2-1  講師育成プロセス案 

 

まず、第 1 フェイズ「講師候補者の公募」では PMR 資格もしくはそれを補う実務経験を

有することが応募する対象者の条件になる。（前述の必要条件） 

第 2 フェイズ「診断・評価・選定」では、公募された候補者のコンピテンシーと実践力

を診断・評価し、適正な人材として選定する。ここで言う実践力とは「知識・経験」を指

す。本来講師に求められる能力として前述の通り、（図表 1－４ 講師に求められる能力 参

照）知識・心構えで７項目、スキルで４項目必要とされ、講師育成の上では、これら全て

の能力向上が求められる。第 2 フェイズでは講師に求められる能力の中で診断・評価・選

定の視点から重点的にコンピテンシーと知識と経験を選んだ。評価基準としては各項目 3.5

以上の評価結果で選定とする。方法としては以下の通りである。 

「コンピテンシー」の診断・評価・選定とは、PM コンピテンシー（前章 図表 1－2PM

コンピテンシーモデル参照）を自己診断でチェックするものとする。自己診断の上では前

章 図表 1－3 コンピテンシーレベルに基づき 6 段階で行う。 

「知識」の診断・評価・選定とは、PMS の知識テスト形式とする。知識レベルは、正解

率７割程度の知識を有するかどうか確認する。 

「経験」の診断・評価・選定とは、これまでのプロジェクト実務経験について候補者と

直接面談し、インタビューを通じて確認する。具体的なヒアリング内容としては、「プロ

ジェクト領域・プロジェクトの概要・プロジェクトで果たした役割・プロジェクトの特徴・

金額規模・プロジェクトのタイプ（スキームモデル・システムモデル・サービスモデル）・

プロジェクトを通じて創造した価値・プロジェクトにおける職位・部下の人数・プロジェ

クト年月等」を確認する。 

第 3 フェイズ「教育トレーニング」では、全 5 日間のコースを受講し講師に求められる

能力（前章 図表 1-4 講師に求められる能力参照）の中でも第 2 フェイズ段階で取り上げ

なかった項目を育成重点項目として強化する。具体的内容は、次節「2.2 講師育成カリキュ

講師育成プロセス 

講師認定プロセス 

第 1 フェイズ 
講師候補者の

公募 

第 2 フェイズ 
診断・評価・

選定 

第 3 フェイズ 
教育トレーニ

ング 

第 4 フェイズ 
デモストレー

ション 

第 5 フェイズ 
登用 
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ラム」で述べるものとする。また、対象人数としては教育の品質を重視するため、一回の

教育トレーニングにおいてコースの特性上 15 名が最大人数である。これは単なる講義形式

ではなく、実践演習を取り入れているためである。 

 

以下残りの 2 フェイズは講師認定プロセス段階である。 

第 4 フェイズでは、実際のデモストレーションを行う。これは本番同様に受講者の前で

実施する。ただし、教育トレーニングを経た段階であるため、指導講師に補助も兼ねてオ

ブザーブをしてもらう。ここで「オブザーブ評価」、そして受講者からの「アンケート評

価」とを合わせて総合的に能力要件を評価することになる。この評価結果は、本番登用へ

の重要な指標となる。因みに「オブザーブ評価」・「アンケート評価」ともに 5 段階中 3.5

レベルを講師認定の基準とする。従って、第 4 フェイズの結果が講師認定の段階となる。

詳細は第 3 章で述べる。 

第 5 フェイズでは、認定者のみ実際の登用となり講師として活動がスタートされる。ま

た、登用後の講師能力を日々向上させるために定期的（年一回程度）に講師レベルアップ

コースなどステップアップの場の設定や実際の講義場面をオブザーブし、レベルアップに

努める必要もあろう。 

 

2.2 講師育成カリキュラム 

講師育成カリキュラムでは、第 3 フェイズ「教育トレーニング」の詳細を述べる。全 5

日間のコースを受講し講師に求められる能力（前章 図表 1-4 講師に求められる能力参照）

の中でも第 2 フェイズ段階で取り上げなかった項目を育成重点項目として強化する。 

具体的カリキュラムについてはシラバスを確認されたい。経験の幅の広さを確認するた

めには、プロジェクト領域を混合させたカリキュラムを組むことが有効となる。 
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プロジェクトマネジメント講師養成カリキュラム＜１日目＞案 

シラバス 

時 間 学 習 内 容 項 目 
９：３０～ 
１０:００ 

 
 

 

イントロダクション 
コース紹介 
１． コースの目的 
２． 達成目標 

 
 

１０：００～ 
１１：００ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

セッション１ 
講師に求められる能力と役割 
１． 講師に求められる能力とは 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①知識 
プロジェクトマネジメント全般知識・P2M
専門知識・PM コンピテンシー 
②心構え・心構え（行動・態度） 
リーダーシップ・対人理解の姿勢・誠実さ・

フェアネス（公平さ） 
③スキル 
コミュニケーション・スキル 
・傾聴スキル・ヒアリングスキル・フィード

バック・スキル 
プレゼンテーション･スキル 
・演壇技術 
ファシリテーション・スキル 
・円滑なディスカッション・動機付け 

１１：００～ 
１２：００ 

 
 
 
 

２．講師に求められる 3 つの役割 
 
 
 
 

①アドミニストレーター 
②インストラクター 
③ファシリテーター 
3 つの役割の違い 
活用のタイミング 

１２：００～ 
１３：００ 

 
１３：００～ 
１５：００ 

 
 

 

昼食 
 
セッション２ 
プロジェクトマネジャーのコンピテ

ンシーと PMR への期待 
１． PM コンピテンシーとは 
 
 
 

 
 
演習 
最適な役割発揮場面とは 
①リーダーシップ 
②達成力 
③問題解決力 
④コミュニケーション力 
⑤プロジェクトマネジメント知識 

１５：００～ 
１７：００ 

 
 

２． PMR への期待 
 
 

① PMS との違い 
② 実践力とは 
③ 複合能力様式法（Ⅰ～Ⅹ） 

１７：００～ 
１７：３０ 

Ｑ＆Ａ・まとめ・テスト  

 
 

 
プロジェクトマネジメント講師養成カリキュラム＜２日目＞案  

シラバス 
時 間 学 習 内 容 項 目 

９：３０～ 
１０:００ 

前日の振り返り  
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１０：００～ 
１１：３０ 

 
 

セッション３ 
リーダーシップとコーチング 
１．リーダーシップの 5 原則 
（1） 5 つの原則とは 
 
 

①人にではなく、状況・問題・行動に焦点を

当てる 
②受講者の自信と自尊心を尊重する 
③受講者との建設的な関係を大切にする 
④物事を改善していくためにイニシアチブ

を発揮する 
⑤自らが実践して模範を示す 

１１：３０～ 
１２：００ 

 
１２：００～１

３：００ 

（2） スキル実践 
 
昼食 

演習 
スキルの活用 
 

１３：００～ 
１３：３０ 

 

２．コーチング 
（1） コーチングとは何か 

① コーチとして人と関わるときの原則 

 
１３：３０～ 
１４：００ 

 

 
（2） コーチングの目的 
 

 
①コーチングの基本的なスキル 
 

１４：００～ 
１５：００ 

 
 
 
 
 

 

（3） コーチングの考え方 
 
 
 
 
 
 

① コーチングの視点 
② コーチングの構造 

・ 現状把握 
・ 目標の明確化 
・ 行動の明確化 
・ フィードバック 

③ コーチングの前提 

１５：００～ 
１７：００ 

 
 
 
 

 

（4） スキル実践 
 
 
 
 
 

スキル訓練 
傾聴の原則 
質問のスキル 
 
ロールプレイ 
状況確認 
 

１７：００～ 
１７：３０ 

Ｑ＆Ａ・まとめ・テスト  

 
 

プロジェクトマネジメント講師養成カリキュラム＜３日目＞案  
シラバス 

時 間 学 習 内 容 項 目 
９：３０～ 
１０:００ 

前日の振り返り  

１０：００～ 
１１：００ 

 
 

セッション４ 
ファシリテーションスキル 
１．快適な学習環境をつくる 

①基本ルールの遵守 
②学習の障害を取り除く 
③プロジェクトの課題との関連付け 



 251 

１１：００～ 
１２：００ 

 
 
 

２．受講者の参画を促す 
 
 
 

①講義と質疑応答のバランス 
②受講者との円滑なディスカッション 
③具体例の提示 

１２：００～ 
１３：００ 

昼食  

１３：００～ 
１４：３０ 

 
 

３．簡潔明瞭な指示をする 
 
 

①表現方法 
②説明の順序 
③理解の確認 

１４：３０～ 
１６：００ 

 
 
 

４．批判的な受講者に対処する 
 
 
 

①問題解決型アプローチ 
②価値観の認識 
③態度への対処 
 

１６：００～ 
１７：００ 

 
 

 

５．フィードバック 
 
 
 

①建設的フィードバックとは 
②フィードバックの手順 
②フィードバックの提供 
③動機付け 

１７：００～ 
１７：３０ 

Ｑ＆Ａ・まとめ・テスト  

 
 

 
プロジェクトマネジメント講師養成カリキュラム＜４日目＞案  

シラバス 
時 間 学 習 内 容 項 目 

９：３０～ 
１０:００ 

前日の振り返り  

１０：００～ 
１１：００ 

 
 

 
 

セッション 5 
プレゼンテーションスキル 
１．分析の重要性 
 
 

 
 
①目的の明確化 
②受講者ニーズの把握 
③プレゼン項目の選定 

１１：００～ 
１２：００ 

 
 

２．内容の組み立て 
 
 

①内容構成 
②エンディングとは 
③オープニングとは 

１２：００～ 
１３：００ 

昼食  

１３：００～ 
１４：００ 

 

３．ブラッシュアップ 
 
 

①受講者の影響度分析 
②ビジュアルエイド 
③ドキュメントの使い方 

１４：００～ 
１６：００ 

 
 

４．発表 
 
 

①受講者ニーズへの対応 
②表現技術 
③訴求力 
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１６：００～ 
１７：００ 

 
 
 
 

 

５．演壇技術 
 
 
 
 
 

①ボディーランゲージ 
②目配り 
③ジェスチャー 
④顔の表情 
⑤話す速さ 
⑥声の調子 

１７：００～ 
１７：３０ 

Ｑ＆Ａ・まとめ・テスト  

 
 

プロジェクトマネジメント講師養成カリキュラム＜５日目＞案  
シラバス 

時 間 学 習 内 容 項 目 
９：３０～ 
１０:００ 

前日の振り返り  

１０：００～ 
１２：００ 

 
 

セッション６ 
実践演習と評価フィードバック 
１．実践演習―① 

①テーマ選定 
②内容組み立て 
③順番決定 

１２：００～ 
１３：００ 

昼食  

１３：００～ 
１５：００ 

１．実践演習―② ①テーマ選定 
②内容組み立て 
③順番決定 

１５：００～ 
１６：００ 

２．評価フィードバック 
 

①評価のポイント 
②知識・心構え 
③スキル 

１６：００～ 
１７：００ 

 
 

３．各セッションの振り返り 
 
 
 
 

①講師の能力と役割 
②PM コンピテンシーと PMR への期待 
③リーダーシップとコーチング 
④ファシリテーションスキル 
⑤プレゼンテーションスキル 

１７：００～ 
１７：３０ 

Ｑ＆Ａまとめ・テスト  

図表 2-2  プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラム＜5 日間＞案 

本コース実施上のポイントは次の通りである。 

① 優秀な指導講師の調達 

② カリキュラムに沿った教材の開発・調達 

③ 実践的なケーススタディやロールプレイ事例の開発 

④ 事前の受講対象者の知識およびスキルレベルチェック 

（※図表 1-4 講師に求められる能力参照） 

⑤ 強み／弱点分野のみ受講できるようなモジュール化対応 

⑥ コース受講後のコーチング指導などのフォローアップ 
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これらの中でも特に重要なのは指導講師の確保である。第 3 章の講師認定評価員でも触

れるが、指導講師イコール認定評価員という要件と考えられ、希少な人材であると予想さ

れる。その点では、指導講師が持つノウハウや知見をいかに早期に本件の育成講師に伝授

できるかがキーになると考えられる。そのため上記カリキュラムには、これら指導講師の

持つノウハウやナレッジを盛り込むことを検討する必要がある。 

 

2.3 カリキュラム実施後の到達レベル 

教育トレーニングとして講師育成カリキュラムを実施しどこまで講師に求められる能力

の向上が図られたかの把握も重要である。到達レベルのチェックについては、以下 2 点で

行う。 

■カリキュラム到達レベルチェック 

① テストによる理解度チェック 

② 指導講師に対する行動レベルチェック 

 

①では各セッションの終了時に理解度テストを行う。内容としては、学んだ学習内容の

知識・スキル等についてである。例えば、用語の意味やスキルの手順そして適切な活用場

面等の理解を確認する。正解率 8 割が目標となる。 

理解度テストについては、受講前の事前テストやアセスメントなどを実施し、受講後と

の結果差異を確認することで効果を把握することも有効である。 

②では１-3 プロジェクトマネジメント講師要件の確定と評価の仕組み・方法で述べた講

師の行動レベルチェック「研修中・評価項目例」基づき、受講者が指導講師を評価するこ

とにより学習した知識・スキルがどの程度理解できたかを確認する方法である。 

これは模範となる指導講師の行動をチェックすることにより受講者の気づきを促すこと

を目的に実施する。 

 
研修中・評価項目例 レベルチェック例（5 段階評価） 

受講者に関心を払う 
 
 

5：全員の受講者に関心を払っている 
4：かなりの受講者に関心を払っているのがわかる 
3：受講者に関心を払う姿勢が感じられる 
2：一部の受講者には関心を払っている 
1：受講者に関心を払う姿勢が感じられない 

緊張感を和らげ受講者を惹きつける 
 
 

5：非常に効果的で感動を与えている 
4：効果的に惹きつけている 
3：惹きつける努力をしている 
2：手法は使っているが惹きつけるほどではない 
1：工夫しようとせず惹きつけられない 
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受講者の理解度を確認する 
 
 

5：受講者の理解度を個別に確認している 
4：複数の受講者の理解度を個別に確認できている 
3：クラス全体として概ね確認できている 
2：理解度を確認しているが不充分かつバラツキがある 
1：理解度を確認していない 

研修内容について明解でわかりやす

い説明をする 
 
 

5：例話・視点を変えた言葉、業界用語を取り入れた説明 
4：明解さを促進するための工夫をしている 
3：研修内容について明解でわかりやすい説明ができる 
2：研修内容について型どおりの説明はしているが不明瞭 
1：受講者の理解にいたっていない 

批判的な受講者に対して、安定的・ 
肯定的な態度をとる 
 
 

5：批判的な受講者を受容し、満足させている 
4：受容し、満足させようと工夫している 
3：安定的・肯定的な態度が概ねとれる 
2：きちんとした対応が取れず、他の受講者に一部悪影響 
1：他の受講者に悪影響 

図表 2-3  講師育成カリキュラムの到達レベル（行動レベル） 
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第3章  プロジェクトマネジメント講師認定方法 
 

はじめに 

本章では、プロジェクトマネジメント講師認定方法について述べる。現時点でプロジェ

クトマネジメントの講師としての認定の仕方は様々な組織体ごと多種多様な方法が取られ

ているのが現状であろう。一般的には講師養成カリキュラムが重要視されているが、「優

れた講師の育成」には、講師養成カリキュラムを包括した一連のプロセスが重要になる。

講師養成全体のプロセス、とりわけ実際の講師認定プロセスが重要になろう。 

前章プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラムでは第 1 フェイズから第 5 フェイ

ズまでの 5 段階のプロセスを全体像として体系化した。そのプロセス中、第 4・第 5 フェイ

ズが今回取り上げる講師認定に当てはまる。 

 

3.1 講師認定プロセス 

講師認定プロセスでは、教育トレーニングを経た受講者の教育効果そのものが実際の認

定に結びつくことになる。認定するためには評価方法と評価基準が必要になる。評価方法

は、教育トレーニング受講者が行うデモストレーションでの実際の講義場面のオブザーブ

評価、そして実際の受講者からのアンケート評価などにより総合的に評価する。 

 

 

 

 

 

図表 3-1  講師認定プロセス 

 

■デモストレーションでの 2 つの評価方法 

① オブザーブ評価 

② 受講者アンケート評価 

講師認定プロセス 

第 4 フェイズ 
デモストレーション 

↓ 

第 5 フェイズ 
登用 
↓   

「オブザーブ評価」 
「受講者アンケート評価」 

 

定期的（年一回） 
・講師レベルアップコース 
・講義場面をオブザーブ  
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①オブザーブ評価としては、第 1 章 プロジェクトマネジメント講師要件 １-3 プロジ

ェクトマネジメント講師要件の確定と評価の仕組み・方法で述べたに講師の行動レベルチ

ェックや第 2章 プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラム 2.3カリキュラム実施

後の到達レベルで述べた①理解度チェックよりさらに詳細に知識・説明能力・協調性・コ

ミュニケーション能力の 4 つの項目について 5 段階で評価する。 

 

■オブザーブ評価の 4 項目 

 

 

評価 評価ガイドライン 
1 P2M ガイドブックに示される知識、理解していない。 
2 特定領域である程度の知識を有しているが、基本的に P2M ガイドブックの知識が身

についていない。 
3 専門領域について P2M ガイドブックに示される知識を持っているが、応用能力、活

用能力が十分ではない。そのため、説明や解答が受講者に理解されないことも多い。 
4 P2M ガイドブックに示される知識を有している。専門領域については高い知識レベ

ルにあり、実践経験が高いことが判断できる。実践経験をふまえた解説を行い、受講

者の理解度を高めている。 

P 
M 
・ 
P 
2 
M 
知 
識 

 
5 プロジェクトマネジャーとして求められる知識と実践対応能力を有するレベルと判

断でき、講師に必要な背景となる知識やその専門能力・応用能力も高い。受講者にと

って目指すべき姿と写っている。 

評価 評価ガイドライン 
1 講義や質疑応答の基本がきていない。何を言いたいか理解できず、受講者の混乱を招

くことが多い。 
2 講義では、ある程度の内容は理解することができるが、全体の論旨に矛盾があるし、

伝えるべき内容の整理が不十分。伝えるべきことが十分理解されない。質疑では、相

手の質問を理解できず十分な回答が行えていない。 
3 講義によって必要なことは、受講生に伝えられている。しかし、重点で伝えるべきこ

とが十分に整理されておらず、総花的で分散してしまうこともある。質問に対して、

間違いのない回答が行えているが受講者のレベルを考慮できていないし、受講生の動

機付けについて十分考慮されていない点もある。 
4 講義は重要な点に焦点が当てられて、理解すべき重要ことが十分に理解されている。

質疑応答は受講者のレベルを判断しており、受講者への動機付けも行なわれている。 

説 

明 

能 

力 
 

5 講義は十分にストーリー性を考慮している。十分な計画が事前に行なわれていること

が理解される。実施された講義は、重要な点に焦点が当てられて、理解すべき重要こ

とが十分に理解されている。質疑応答も受講者のレベルを的確に判断し、わかりやす

い上に受講生への動機付けが十分なされている。 
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図表 3-2  オブサーブ評価基準案 

これらの評価は、通常は認定評価員（指導講師）によって実施され、良く出来ている点

および改善すべき点を適確にフィードバックすることになる。改善点については、具体的

な不足している知識およびスキルの指導が求められる。指導方法には、個別コーチング、

講師育成カリキュラムの再受講、指導講師実施時のオブザーブなどが挙げられる。 

また、認定評価員だけではなく他の講師候補同士で評価し合うことは自分への気づきに

もつながり大変有効である。 

次に②受講者アンケートの評価はオブザーブ評価と同様に重要な指標となる。講師とし

て学習内容にどこまで精通しているかはもとより、快適な学習環境作りや実際の仕事への

適用までを考え指導していたかなどを実際の受講者の視点で評価する。以下 7 項目を 5 段

階で評価する。 

 

評価 評価ガイドライン 
1 インストラクション・チームへの参画意欲がまったく認められず、他の受講生との協

調性をまったく感じられない。 
2 インストラクション・チームにある程度参画しているが、積極性が見られない。自ら

進んで実施しようという意欲が見られない。あるいは、自分中心で排他的対応をして

いる。 
3 インストラクション・チームに参画しているが、積極的にチームをリードし、チーム

全体の学習能力を高めるような参画には至っていない。時々自分の意見に固執しチー

ム全体での話し合いに不適切な行動をとることもある。 
4 インストラクション・チームをリードするような積極的参画を行い、チームの学習を

高めた。他の人の発言に対する傾聴能力も高い。 

協 

調 

性 

 

5 インストラクション・チームをリードするような積極的参画を行い、チームの学習を

高めた。他の人の発言に対する傾聴能力も高く、参画に消極的なメンバーも参画を促

し、参画意欲を高める働きかけを行っている。 

評価 評価ガイドライン 
1 自分の意見を正しく伝える能力が欠落している。また、傾聴能力もなく他の人の意見

も聴いていない。 
2 自分の意見を伝える努力を行っている。しかし、十分に意見を伝え、他の人の話を傾

聴することが十分行えていない。 
3 自分の意見や主張を分かりやすく的確に伝えている。他の人の意見に十分耳を傾けて

いる。意見の違いから十分に本質を理解する学習に進んでいない場合もある。 
4 自分の意見や主張を分かりやすく的確に伝えている。他の人の意見に十分耳を傾けて

いる。さらに相手の主張の理解を深めるために、積極的な質問を投げかけ、学習を深

めている。 

コ 

ミ 

ュ 

ニ 

ケ 

｜ 

シ 

ョ 

ン 

能 

力 

 

5 自分の意見や主張を分かりやすく的確に伝えている。伝えたことが十分理解されてい

るかを確認している。他の人の意見に十分耳を傾けている。クラスやインストラクシ

ョン・チーム全体の理解を深めるために、積極的な質問を投げかけ、多くの気づきに

よって学習を深めている。 
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■受講者アンケート評価例 7 項目 

① プログラムの内容に精通していた 

② 率直な意見交換のできる、快適な学習環境をつくっていた 

③ あなたがプログラムを習得しているかどうかを、真剣に気にかけていた 

④ 各学習の目的を説明し、明確な方向性を示していた 

⑤ 受講者の質問に対し、自分であるいはほかの受講者を通して適切な答えを示していた 

⑥ 有意義なディスカッションをリードしていた 

⑦ プログラムの考え方やスキルを、実際の仕事に適用できるように指導していた 

図表 3-3  受講者アンケート評価例 

受講者アンケート項目例 評価レベル例（５段階評価） 
①プログラムの内容に精通していた 5 強く思う 

4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

②率直な意見交換のできる、快適な学習環境をつくっていた 

 
5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

③あなたがプログラムを習得しているかどうかを、真剣に気にかけ

ていた 

 

5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

④各学習の目的を説明し、明確な方向性を示していた 5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

⑤受講者の質問に対し、自分であるいはほかの受講者を通して適切

な答えを示していた 
5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

⑥有意義なディスカッションをリードしていた 

 

5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 

⑦プログラムの考え方やスキルを、実際の仕事に適用できるように

指導していた 
5 強く思う 
4 思う 
3 普通 
2 あまり思わない 
1 思わない 
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受講者アンケート評価については、このような講師の視点での評価と併せて、講座全体

の満足度や講座の重点項目理解度などの評価も把握して総合的に評価する必要がある。受

講者評価は、受講者の知識・スキルレベルや人間的なタイプなどによって、評価がばらつ

くケースが多く慎重に評価をする必要がある。講師として受講者から高い評価を得るため

には、事前に次のような項目を受講者に確認することが重要である。 

①本講座参加の目的や期待 

②現状の本講座に関する知識・スキルレベル 

③受講の動機（本人意思・上司からの指示など） 

④本講座と日常業務との関係など 

これらの事前情報により、講座内容を再設計する必要があれば、受講者のニーズに沿う

内容に再設計しなくてはいけない。また、受講者のレベルがばらつく場合は、対象者層を

明確にしてそのレベルに合わせて講座を実施する旨を事前にアナウンスすることも検討し

なくてはいけない。この点は講師の関与する範疇外と考えがちだが、効果的な講座を運営

する上では、講座募集時の案内や受講対象者のレベル明記など講座企画全体にアドバイス

することも重要な役割となる。 

また、受講者それぞれのタイプに応じたコミュニケーションの取り方なども念頭に置か

なくてはいけない。画一的なコミュニケーションではなく、その受講者のモチベーション

が上がるように支援するコミュニケーションアプローチである。 

これらの個人のタイプを見分け・分析する手法としては、行動心理学に基づいた行動ア

セスメントツールなどの知識を活用することで可能となる。講師として、これらの知識を

持ち受講者に接することにより、受講者のモチベーションや学習意欲を上げることが期待

できる。 

認定講師としては、常に自己啓発による知識・スキルの継続な強化と指導講師からの継

続的なフォローによるレベルアップが必要となる。 

 

3.2 講師認定評価員の条件 

講師認定を評価する評価員については、PMR の資格を有していること、そして講師経験

があることが望ましい。PMR の資格を有していない場合には、それ相応の条件として最低

限 PMS の資格を有し、プロジェクトの実務経験を重視することが望まれる。 

 

■講師認定評価員の条件 

① PM レジスタード（PMR）の資格を有していること 
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② 講師としての経験が 3 年以上であり講師要件を満たしていること 

上記①資格を有していない場合は、以下の要件を満たしていること 

① PM スペシャリスト（PMS）の資格を有すること 

② ７年以上のプロジェクト実務経験があること。 

プロジェクトマネジャーあるいは中核メンバーとして、5 種類 300 人以上のチーム、

10 種類 100 人以上のチーム、15 種類 50 人以上のチームのいずれか、もしくは同等

の実務経験があること 

③ 講師としての経験が 3 年以上であり講師要件を満たしていること 

講師認定評価員は、講師を認定するだけではなく、次なる講師を育成する役割を担うの

で常に新しい知識・スキルを強化することが求められる。一人でも多くの優秀な講師を育

成することが評価員の評価にもつながることになる。 

 

3.3 （参考）教員認定プロセス 

はじめに 

以下、大学教育における教員免許状取得についての、教員認定プロセスについて述べる。 

なお、事例として、高等学校「商業科」教諭 1 種免許状取得を前提とする。 

また、教員免許状取得にあったては、すでに何がしかの教員免許状を取得している状況

で、さらに別の教科を取得するケースも考えられるが、ここでは、大学に入って初めて教

職員免許状を取得することを前提とする。 

 

総論 

各大学において、教職課程とは、教育職員免許法および教育職員免許法施行規則（以下

「免許法等」という）に定める所定の単位を修得して、教育職員となる資格を得るための

課程として存在している。 

そこで、高等学校「商業科」教諭 1 種免許状を取得する場合、免許法等によれば、教科

に関する科目 20 単位以上、教職に関する科目 23 単位以上、教科又は教職に関する科目 16

単位以上の合計 59 単位以上の取得が必要となる。 

しかしながら、教職員免許状を取得するための基礎資格として、学士の学位（大学卒業

に必要な単位数の修得）を有することが必要となる。 

以上より、大学卒業の資格を有した上に、各種別の教職員免許状取得に必要な科目の習

得をした者に教職員となる資格が与えられる。 

そこで以下、【基礎資格】・【教科に関する科目】・【教職に関する科目】・【教科又
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は教職に関する科目】の別に説明する。 

【基礎資格】 

学士の学位を有する（大学を卒業する）ためには、最低限 124 単位の取得が必要となる。

このうち、1 年次・2 年次には、最低限 62 単位の取得が必要となり、3 年次・4 年次におい

ても、最低限 62 単位の取得が必要となる。この 3 年次・4 年次の単位取得に当たり、教職

員免許状の取得を目指す場合、【総論】で述べた 59 単位にプラス 3 単位以上の取得が必要

となる。 

【教科に関する科目】 

教科に関する科目は、商業科に関する専門的な知識の習得をねらいとする。 

当科目の取得にあったては、「職業指導」4 単位の履修が必須とされている。「職業指導」

は学校教育における進路指導をその内容とする。 

その他選択科目として、様々な科目の中から所要単位数を習得することになる。これら

選択科目は大学によって開講科目の違いはあるが、例えば「商業学」・「国際貿易論」・

「流通政策」・「簿記原理」・「会計学」・「工業簿記」・「財務諸表論」・「原価計算

論」・「監査論」・「経営学」・「経営管理学」・「国際会計論」・「生産管理」・「経

営財務論」などがあり、基本的に各科目 1 講義あたり 90 分を 10 講義受け、単位取得テス

トに合格することにより 2 単位が与えられる。 

なお、科目によっては、その内容の多寡により、20 講義の受講と単位取得テスト合格を

条件に 4 単位を与えたり、10 講義の受講と単位取得テスト合格を条件に、2 単位づつに分

割する科目もある。 

【教職に関する科目】 

教職に関する科目は、各種教科の教員免許状取得にあたって、共通的な教員として・生

徒と接する上で知っておくべき知識をその内容とする。 

当科目の取得にあたっては、①教職の意義に関する科目 2 単位、②教育の基礎理論に関

する科目 6 単位、③教育課程及び指導法に関する科目 6 単位、④生徒指導、教育相談及び

進路指導等に関する科目 4 単位、⑤総合演習 2 単位、⑥教育実習 3 単位の別に取得するこ

とが必要である。 

① 教職の意義に関する科目は、教職の意義及び教員の役割や教員の職務内容等の内容を

習得することとされ、例えば「教師論」のような科目が開講されている。 

「教師論」では、知識偏重の批判の中から「ゆとりの教育」が生まれてきたが、その

「ゆとりの教育」も、いわゆる学力低下として批判されている中で、いかに教え育む

かを学ぶ。 
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② 教育の基礎理論に関する科目は、教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想や生徒

の心身の発達及び学習の過程等の内容を習得することとされ、例えば「教育原理」・

「教育心理学」のような科目が開講されている。 

「教育原理」では、教育にかかわる社会的・制度的な「学校」制度とは何かを学び、

「教育心理学」では、生徒の心理的な発達的特徴を把握し、それに応じた動機付けの

必要性を学ぶ。 

③ 教育課程及び指導法に関する科目は、各教科の指導法や道徳の指導法、教育の方法及

び技術等の内容を習得することとされ、例えば「商業科教育法」・「教育方法学」の

ような科目が開講されている。 

「商業科教育法」では、商業科の高等学校学習指導要領（例えば、教えるべき内容・

時間数等）の内容を学び、「教育方法学」では、個性と創造性を養うために有用な

IT を活用した情報教育の手法等を学ぶ。 

④ 生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目は、生徒指導の理論及び方法や教育

相談の理論及び方法等の内容を習得することとされ、例えば「生徒指導の研究」・「進

路指導概論」のような科目が開講されている。 

「生徒指導の研究」では、教育相談（カウンセリング）について学び、「進路指導概

論」では、大学等への進路指導や就職斡旋だけでなく、いかに生きていくかというこ

とに対する援助を行うのに必要な知識を学ぶ。 

⑤ 総合演習は、これまでの教科書を中心とした学習から、自らが問題を見出し、課題を

設定し、自ら調べ、考え、それに答えを与えていく、能動的な個人を育てることの内

容を習得することとされ、例えば「教職総合演習」のような科目が開講されている。 

⑥ 教育実習は、教育実習生として実際の現場に行き、講義・演習等で学んだ理論を教育

実践を通して、頭と身体で体得することとされる。 

なお、①から⑤までの科目単位取得にあたっては、【教科に関する科目】と同様の条件

が必要となるが、⑥教育実習については、1 講義あたり 90 分を 6 講義分、実際の現場での

教育実習をはさんで事前と事後にわけて受講し、実際の現場での教育実習を 2 週間（12 日

間）行わなければならない。実際の現場では、現場の教師の指導に従い、実際の授業を参

観したり、事前に学習指導案、板書計画を作成し、それに基づき実際の授業を行い、事後

評価を受けるなどを行う。 

【教科又は教職に関する科目】 

当科目は、先に述べた、教科に関する科目及び教職に関する科目の中から、教職員免許

状取得に必要な 16 単位以上を取得する。なお、ここで取得する 16 単位は、教科に関する
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科目 20 単位及び教職に関する科目 23 単位にカウントした科目とは違う科目で構成しなけ

ればならない。 

さらに、卒業に必要な 3 年次・4 年次の単位数を満たすためには、後 3 単位以上が必要

となるが、これについては、教科又は教職に関する科目でもその他の科目でもかまわない。 
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