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〔要約〕 

Ⅰ. 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） 

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調査・研究を行

った。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研究を行った。 

1. PM コンピテンシーの位置づけ 

1.1  PM コンピテンシーとは何か？ 
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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。しかし、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、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。 

このした中で、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、最近、GAPPS（Global Alliance for Project Performanece Standards） 

から発表された GAPPS-PBCS（Perfomance Based Competency Standards）をあげるこ

とができる。 

後者の例としては、米国 PMI（Project Managemenet Institute）の PMBOK（Project 

Management Body Of Knowledge）に対する PM コンピテンシーである PMCDF（Project 

Mangers Competency Development Framework）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に依存した

タクソノミーとして定義している。 

注意すべきことは、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。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。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 や 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最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。 

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
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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。コ

ンピテンシーは能力かという点である。能力というのは非常に広い意味で使われる言葉で

ある。プロジェクトマネジャーの能力は、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。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。 

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る。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。 

次に専門的能力がある。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、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

といった能力クラスターをあげることができる。 

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考えられる。 

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く必要がある。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。 能力は、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。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、コア能力である点である。 

コンピテンシーは、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。例えば、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。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。 
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すなわち「PM コンピテンシー＝コア能力×専門能力×知識」であると考えられる。 

2. 世界の主要な PM コンピテンシーモデルの概要 

ここでは、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している。 

2.1  PMCDF（Project Manager Competency Development Framework） 

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年位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。 

コンピテンシーの定義は、スコット・パリー(Scott Parry 1998)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 

• 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 

2.2  ICB（International Competency Baseline） 

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 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） 

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

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 Professional） 

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

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。 

そして、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 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

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、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。 

2.3  NCSPM（National Competency Standards For Project Management） 
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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。 

2.4  GAPPS-PBCS 

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。 

特定の PM 手法に依存せず、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 

2.5  CPC ガイドライン（Capability Based Professional Certification Guideline） 

CPCはP2Mの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、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 

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。 

3.  P2M 資格と PM コンピテンシー 

3.1  PM 人材育成の必要性 

顧客ニーズ・マーケット・技術の変化などの環境変化が、複雑な問題を政治、社会、企
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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。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。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、全体最適に挑

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。 

3.2  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 

3.3  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、最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、次の視点が重要になる。 

①職業人を評価する 

②成果による判断をする 

③公正な評価をする 

④職業人能力の 3 つの基本属性（体系的知識(Knowledge)、実践経験(Competence)、 

姿勢・資質・倫理(attitude)）で評価する 

⑤知識基準と成果基準で評価する 

⑥個人能力と組織能力で評価する 

3.4  P2M 人材像と資格 

ここでは、４階級の「P2M 職業人の資格」における人材像を明確化した。 

 6 



①プロジェクトマネジメント・コーディネーター(PMC) 

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。 

②プロジェクトマネジメント・スペシャリスト(PMS) 

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。 

③プロジェクトマネジャー・レジスタード(PMR) 

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。 

④プログラムマネジメント・アーキテクト(PMA) 

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。 

3.5  資格と PM 実践力 

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、問題の本質に最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

定義した。 

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、①体系的知識(Knowledge)  ②実践経験(Competence)  ③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。  

次に、実践力の「評価基準」として P2M 資格に相当する５段階レベルを設定し、それぞ

れのレベルに相当する「PM 実践力評価基準(PM Capability Criteria)」（β版）作成し、

評価基準として定めた。 
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Ⅱ．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） 

1.  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 

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たものである。 

講義方針は、「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」とした。 

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。 

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、

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、P2M および PMAJ 紹介と P2M に関する論文の英文版を掲載した。 

2.  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 

参画の目的は、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こと。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ことである。 

この研究では、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、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、

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。 

成果としては、 

・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 
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向けの GAPPS がまとまり、ドラフトが公表され、広くコメントを募集された。 

2.2  Global Project Management Forum への参画 

本大会参加の目的は、①ENAA 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。②ENAA/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であった。 

ENAA/PMAJ では、基調講演、基調パネル、トラック基調講演を行い、その目的は充分

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できたことも大きな

成果であった。 

3.  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。受講者は 500 名であった。 

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。合計で 550 名の参加者に P2M の活用事例を紹介した。 

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。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。 

 

Ⅲ．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 

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。 

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、
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研修中、研修後の項目を調査・研究した。 

一般的に講師に求められる能力としては、知識・心構えとしては、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、リーダーシップ、対人理解の姿勢

などがあげられる。スキルとしては、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションス

キル、ネゴシエーションスキルなどの能力があげられる。またその状況に応じた対応能力・

応用力も重要な要素となる。これらの能力を兼ね備えた講師の３つの役割としては、アド

ミニストレーター、インストラクター、ファシリテーターがあげられる。 

2.  プロジェクトマネジメント講師育成カリキュラム 

「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。 

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。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。 

講師育成カリキュラムでは、全 5 日間のコースを受講し講師に求められる能力の中でも

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。 

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。 

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。 

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。 
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