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〔要約〕 

本報告書は、「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガイドブック（P2M）改訂調

査研究」の成果を取りまとめたものである。 

新しい発想のもとで生まれた日本発の「プロジェクト＆プログラムマネジメント標準ガ

イドブック（P2M）」の初版が発行されてから 5 年が経過した。この間、P2M の有効性は広

く世界に認められるところとなり、先進主要各国の PM スタンダードにも取り入れられつつ

ある。わが国では、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(PMAJ)が P2M

に基づく資格制度を設け全国的に普及してきている。毎年 500～600 名の新規会員も増え、

累計で約 2500 名の資格保有者が誕生し、その動向が世界からも注目されている。 

これらの資格者が実業界でその実践力を発揮することで、P2M の有効性の認知が更に深ま

り、普及するというポジティブ・スパイラルを起こし、産業界・経済界の国際競争力強化

策に重要な位置づけとなってきている。P2M 標準ガイドブックの改訂調査研究は、これを大

きく後押しするものとして実施された。 

 

今回の P2M の改定にあたっては、PMAJ 内に「P2M 改訂委員会」を設置し、広く改訂意見

を抽出・取り纏めを行ってきた。その「基本方針」は次の通りである。 

①P2M の基本コンセプトを失わず、時代の流れ・変化を取り込むものにする。 

②ガイドブックの体系として、全体整合を強化する。 

③難解または曖昧な部分を修正し、理解のし易さと読みやすさに重点を置く。 

④事例や図表等で時間経過と共にデータとして古くなった部分を更新する。 

⑤統一的、一貫性を持った言葉で表現する。 

 

 

Ⅰ．P2M 改訂調査研究による改訂の要点 

上記の基本方針に基づき、次のようなポイントを留意して改訂を行った。 

 

全般 

①現行ガイドブックは受注者側からの視点を基本に多くが記述されている。これを発注サ

イド（オーナー）の視点も加味した。 

②現行ガイドブックではＰ２Ｍと個別マネジメントの関係が明確に記述されていない。こ

れをＰ２Ｍのライフサイクルのどの時点、どの場面で個別マネジメントが使用される

のかが判るように書き改めた。特にＰ２Ｍの基本コンセプトである３つのモデル（ス
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キームモデル、システムモデル、サービスモデル）の観点を重視した。 

③現行ガイドブックでは CSR の概念が充分に記述されていない。これをステークホルダー

の解説を充実させ、概念を直接的のみならず間接的な利害関係者まで拡張し、

CSR(Corporate Social Responsibility)を組織戦略に取り入れた。 

④現行ガイドブックでは対象読者層を主として企業人としているが、実務経験の少ない若

い人（大学生等）にも理解できるように考慮した。 

⑤現行ガイドブックで利用されている事例でガイドブックには、詳細すぎたり、時間経過

で、適切でなくなったものは、構成上改良した。 

 

 

第１部 プロジェクトマネジメントエントリー 

①プロジェクトとプログラムの概説を 初に入れ、価値創造などの P2M の特徴をアピール

した。 

②ＰＭの必要性の背景の解説を充実させ、また、新たに設けた PMC(Project Management 

Coordinator)資格を盛り込んだ。 

③ガイドブックの使い方、読み方を記載した。 

 

 

第２部 プロジェクトマネジメント 

①プロジェクトマネジメントの一般的な内容を基本として、ガイドブックの全体整合を考

慮して、分かり易さを重視した。 

②プロジェクト実践力の説明を更に分かり易くし、第３部のプログラム実践力との整合を

とった。 

③「価値」について、プロジェクト価値に「知的資産価値」を追加した。 

④機能組織は効率追求、プロジェクト組織は効果追及という点を明確にした。 

⑤プロジェクトマネジメントスキルの章を充実化した。 

 

 

第３部 プログラムマネジメント 

 全体の構成を見直し、次の章立てとした。 

第１章 プログラムと経営戦略の実践 

第 2章 プログラムとプログラムマネジメント 
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第３章 プログラムマネジメントの共通観 

第４章 プログラム統合マネジメント 

第５章 コミュニティマネジメント 

第６章 プログラム・プロジェクトマネジメントの実践力 

 

3.1 章 プログラムと経営戦略の実践 

プログラムを経営戦略を実行する大きな枠組ととらえ、経営活動の中に定義した。 

3.2 章 プログラムとプログラムマネジメント 

①上位組織の戦略を実現するアクションをプログラムとして位置づけた。戦略を実現

するための実施活動としてとらえた。 

②ミッションの定義を、ミッション（組織のミッション）、プログラムミッション、

プロジェクトミッションとして階層性を持たせた。 

③プログラムとマルチプロジェクトの違いを明確に位置づけすることで、プログラム

マネジメントとの区別をした。 

④時間的な概念を入れ、プログラムのロードマップを記述することで、P2M のイメージ

を鮮明にした。 

3.3 章 プログラムマネジメントの共通観 

基盤を共通観としてまとめて、別立てとした。 

3.4 章 プログラム統合マネジメント 

①プログラム統合マネジメントにおける、プロファイリング、アーキテクチャの関係

を整理し理解しやすくした。 

②プログラム戦略の意味を理解しやすくし、第４部第１章との関係を明確にした。 

③プログラムマネジメントからポートフォリオを外した。  

3.5 章 コミュニティマネジメント 

コミュニティマネジメントを、別章立てにしてまとめた。 

3.6 章 プログラム・プロジェクトマネジメントの実践力 

P２M における実践力の概念および Taxonomy を追加した。 
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第４部 個別マネジメント 

 

第 1 章 プロジェクト戦略マネジメント 

①企業戦略におけるプログラムとの関係を記載した。プロジェクト戦略を実現させる

適用イメージを記載することで、全体観を捉えやすくした。 

②プロジェクトを取捨選択する基盤、プロジェクトへの資源優先配分し正しくプロジ

ェクトを行う基盤となるプロジェクトガバナンスを盛り込んだ。 

③CSR(Corporate Social Responsibility)の概念を取りいれた。 

④キーワードについて、第 3部（プログラムマネジメント）と整理整合を行った。 

 

第 2 章 プロジェクトファイナンスマネジメント 

①表現をわかりやすく簡素化した。 

②プログラムマネジメントの観点を補強した。 

③事例扱いであったもの一部を本文へ取り込んだ。 

 

第 3 章 プロジェクトシステムズマネジメント 

①構成を「システムズアプローチ」「システムズエンジニアリング」「システムズマ

ネジメント」の順序とした。 

②第 2部（プロジェクトマネジメント）との関係で、この章の位置づけを明確にした。

プロジェクトモデル及びライフサイクルマネジメントとの関係を明確にした。 

③ソフト・システムズアプローチを補強し、複雑複合問題や課題への接近法を示した。 

 

第 4 章 プロジェクト組織マネジメント 

①プロジェクトガバナンスの基盤として PMO を位置づけした。戦略的 PMO(Program 

Management Office) については、第 3部(又は第 4部第１章)で取り扱い、第４章

ではオペレーショナル PMO(Project Management Office) を中心に扱った。 

②成熟度については、他の成熟度もレファレンスとして記載し、戦略、プログラムと

の関連を示した。 

 

第 5 章 プロジェクト目標マネジメント 

①クリティカルチェーンを追加した。 

②Earned Value の関連略語は、 近良く使われる略語とこれまでのものを併記し、理
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解性を高めた。 

③コストマネジメントでは、原価企画部分の位置づけを補強した。 

 

第 6 章 プロジェクト資源マネジメント 

  ①無形資産について記述した。ブランドエコノミクス等について、経営的な視点から

記述した。 

②資源計画の実施が調達及びそれ以外でも重要であることを強調した。P2M にとって、

タイミング（適時）が重要であることを示した。 

 

第 7 章 リスクマネジメント 

①プログラムリスクに係わる概要を追記した。プロジェクトのリスクとプログラムリ

スクの違いを明確にした。 

 

第 8 章 情報マネジメント 

①「情報」を明確化し、そのマネジメントを示し、情報マネジメントする上で、情報

システム基盤やツールが重要な役割となることを示した。 

②セキュリティーについての考え方を盛り込んだ。 

 

第 9 章 関係性マネジメント 

①第 1 章のアライアンス部分を第 9 章の関係性マネジメントに移し、第 1 章では企業

としての戦略的な関係性、ビジネスモデルや戦略的アライアンス、M&A 等の内容を

基本として記載し、第９章では関係者としてのステークホルダーと良好な関係性

を構築するという視点から記載した。 

②複雑多岐性、多様性の強い例えば、社会を扱うプログラムなどでは、様々なステー

クホルダーが複雑に作用影響する。顧客を含むステークホルダーを広く捉えて記

述した。特に関係性の設計を充実した。 

③顧客と受注側が協力してやることが成果を上げる方法でもある、（Win-Win）の関係

性構築の内容を盛り込んだ。攻めの関係性（価値創造）と守りの関係性（プロジ

ェクトの実施）の内容を記述した。 

④第３部の内容とも関係するので、整合性をとって記述した。第３部での関係性分析

については、第９章と言葉が混乱するので、表現を変えた。 
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第 10 章 バリューマネジメント 

①構成を、現行「価値の認識と評価」「価値の源泉」「価値の提供」の 3 段階から、

「価値の認識」「価値の評価」「価値の創造、獲得」「価値の源泉」の４段階に

分けて、関連する知識を解説した。 

②スキームモデル、システムモデル、サービスモデルでの価値創造との関係を記述し、

第３部との整合性をとった。 

③プロジェクト価値とプログラム価値の違いを明確にした。 

 

第 11 章 コミュニケーションマネジメント 

①構成を、プロジェクト業務を遂行するための各種情報の配布伝達と異文化コミュニ

ケーションも含むコミュニケーションの基本事項と、実践経験、ビジネス上の応

用事例について記述した。 

②コミュニケーションは文化の相違を尊重し、お互いを受け入れそれぞれの特徴を併

せ持つハイブリッド型コミュニケーションの理解を図るように記述した。 

③「日本の」という限定した表現は削除した。 
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Ⅱ．P2M の概要 

P2M は、プロジェクトマネジメントあるいはプログラムマネジメントプを実践する専門職

業人（プロフェッショナル）や上位職者のための総合的な実践知識体系である。 

具体的には、P2M は、これらの広義のプロジェクトマネジメントを実践するプロジェクト

マネジャー、プログラムマネジャー、あるいは、彼らを統括する事業部長、さらにはプロ

ジェクト型事業が経営の重要な位置を占める企業や団体の経営者のために、世界で広く使

用されているプロジェクトマネジメントの実践方式に加えて、わが国産業が有する、イノ

ベーションを仕組みで支えるマネジメント手法やプロジェクト型生産活動におけるマネジ

メントの独特の強みを加味した、ユニークなマネジメント体系を提供し、実践のためのス

キル形成に役立たせることを目的としている。 

工業国におけるプロジェクト型事業成果による GDP への寄与率は 25%から 45％程度に達

すると推計されている。建設活動や設備・IT 投資や、世界の製造業における、生き残りを

賭けた新製品開発、市場ニーズの多様化に素早い切り替えできる事業活動、あるいは製造

とサービスの融合による付加価値創出事業のプロジェクト化、金融業における金融製品の

新規開発事業、さらにニュービジネスに代表されるサービス産業のプロジェクト事業推進

などプロジェクトによる事業拡大が、産業推進に貢献している。 

又、政府や公共事業体でも「より早く、より良く、より安く」（FBC：Faster, Better, 

Cheaper）という要求は公共セクターでのサービスや事業でもプロジェクト化した推進を促

している。国際協力による開発援助事業などでも、単発的援助プロジェクトの効果度や便

益の低下に加え、援助機関の資金量の低下などから、開発援助プロジェクトそのもののマ

ネジメント手法の改善、あるいは開発効果を高めるために、相互に関連するプロジェクト

を一つの体系化されたプログラムとしての運営方法などが求められている。 

このような変革が求められる環境下では、プロジェクトマネジメントに対して次のよう

な要請が生じている。 

① プロジェクトマネジメントの困難性は、どんなプロジェクトであっても独自･固有性が

強く再現性が少ないが故に事業分野によっては成功の確率が高くはないといえる。確実

に成功率を高め、質の高いプロジェクトを遂行し、産業力強化に貢献するための理解し

やすく堅固なプロジェクトマネジメント体系が必要である。 

② グローバル大競争下で、日本としてのアイデンティティーを持ってプロジェクトを「正

しく」マネージする実用的な体系が必要である。 

③ 政府は、2006 年に「新経済成長戦略」を発表し、日本経済の持続的な成長を実現するた

めには、イノベーションに注力することが重要と強調している。戦略を実現し経済成長
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を達成するためには、ヒト（人財力）、モノ（生産手段・インフラストラクチャー）、

カネ（資産）、ワザ（技術・知財）、チエ（経営力：各種資源の活用力）の５つの横断

的分野として基礎体力強化の必要性が説かれている。この 5つの基礎体力強化とマネジ

メントによる活用は P2M が効果的に担えるといえる。 

④ マネジメント体系を身に付けた使命達成型の職業人が必要である。 

⑤ プロジェクトマネジメントの体系化された知識と実践力を備え持続的な活用を図り、価

値創造への 大効果を引き出すためにガバナンス体制構築が必要である。 

 

P2M は、プロジェクト業務に直接的に従事する専門職業人や経営者の他に、次のような管

理者や実務家、及び学生にとっても利用価値がある。 

①国内外で産業開発や社会開発などに従事する専門家 

②公共事業に新機軸の導入を試みる管理者 

③国や地方自治体で、機動性が求められる政策や戦略の立案と実施に携わる人 

④プロジェクト型経営手法（management by projects）の習得をしようとする企業人

や学生 

⑤日本プロジェクトマネジメント協会が提供する P2M 資格の取得を試みる者 

 

2.1．P2M の特長 

改訂では、下記のような P2M の特徴を、より鮮明になるよう改訂した。 

①世界で一般的に活用されているプロジェクトマネジメントの基礎知識の提供 

②日本発の、付加価値の高いプロジェクト創出のためのマネジメント手法の提供 

③これらの二つを駆使して価値創造を行う使命達成型職業人モデルの提示 

④プロジェクトマネジメントのガバナンスの概念提供 

 

2.1.1 世界で活用されているプロジェクトマネジメントの基礎知識の提供 

P2M は、世界的に 強の一角にあるわが国エンジニアリング業界の長年のグローバル体験

に基づくプロジェクトマネジメント実践手法をベースに、製造業や IT 業界など多方面で利

用するマネジメントの特長を取り入れた、プロジェクトマネジメントの実践知識体系を提

供している。 

 

2.1.2 日本発の、付加価値の高いプロジェクト創出のためのマネジメント手法の提供、 

P2M の第 3 部ではプログラムマネジメントを解説している。プログラムマネジメントは、
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大規模なプロジェクトをプログラムと称し、これを有機的なプロジェクト群に分解して、

マネジメントの有効性を高めようとする概念である。 

プログラムマネジメントの創出と計画設計に戦略的な意味付けを与えた点で世界のパイ

オニアとなった。 

P2M が説くのは以下のフィロソフィーである。 

①グローバル競争の時代にあっては、静的な事業・組織運営組織から、積極的、ダイナミ

ックな価値創造やイノベーションをプロジェクトに組み込む、未来を先取りしたマネジメ

ントの仕組みづくりをする。 

②現下の環境では、解決すべき問題は、ますます複雑・複合的な問題となってきている。

設定する複雑系の課題にも、複数のプロジェクト群の有機的な結合によるプログラムアプ

ローチをする。 

③価値創造型プロジェクトあるいはプロジェクト事業の創出の手法は、わが国の企業が国

際競争力を維持していく源泉であり、米欧発の伝統的なプロジェクトマネジメントの体系

に加えて、これらの日本発を組み込むことにで、プロジェクト化時代の経営に合った大き

な武器となる。 

 

2.1.3 使命達成型職業人 

以上を実現するには、明日のわが社、わが団体、わが国を創る、といった強い信念をも

った、主体性のある使命達成型の価値創造する職業人が必要である。 

P2M は、P2M を実践するプロジェクトマネジャー、プログラムマネジャーやプロジェクト

マネジメントに関連する職業人が医師、弁護士、公認会計士などと同様に、社会に認知さ

れた高度専門職業人（プロフェッショナル）であることを希求している。さらに、わが国

社会が、そしてグローバル社会が求める、現代の複合課題や複雑系課題の解決に挑戦する

「使命達成型職業人」を理想モデルとしている。 

 

2.1.4 プロジェクトマネジメントのガバナンス 

プロジェクトマネジメントの活用を正しく図り、プロジェクトマネジメント実施のプロ

セスを透明にし、本来期待された投資に対し 大効果を引き出すために、プロジェクトマ

ネジメントのガバナンス体制構築が必要である。 

プロジェクトマネジメントのガバナンスは、第 4 部第 1 章の「プロジェクト戦略マネジ

メント」、に述べるが、エンタープライズプロジェクトマネジメント（EPM）の概念はプロ

ジェクトガバナンスを確保する体制の代表的なものである。 
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今回の改訂により P2M の理解が更に進み、P2M の普及・拡大を促し、ひいては一人でも多

くの実践力のあるプロジェクトマネジャーの輩出につながることが、わが国の経済・産業

力の発展・高度化に寄与するものと期待している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 
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