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はじめに
独立行政法人情報処理推進機構（ＩＰＡ）ＩＴスキル標準センターでは、第一線で活躍しているハイ
レベルのスキルを持つ者同士が、社内や組織の論理に捕らわれずに建設的に情報交換や議論が行えるよ
うな場を通じて、ＩＴスキル標準の改版、人材育成のあり方等、次世代ＩＴサービスビジネスを担う後
進人材のスキルアップに貢献するための諸活動を行う、「ＩＴスキル標準プロフェッショナルコミュニ
ティ」を創設しました。そして 2004 年 7 月にプロジェクトマネジャーのプロフェッショナルコミュ
ニティである「プロジェクトマネジメント委員会（略称：ＰＭ委員会）」が活動を開始しました。
さらに、ＰＭ委員会の下に 2 種類のワーキンググループ（ＷＧ）、（ＷＧ１：ＩＴＳＳ＆研修改善Ｗ
Ｇ，ＷＧ２：ＰＭ育成ガイドラインＷＧ）を立ち上げました。本書は、下記に示されるＷＧ２メンバー
にて検討を行った、プロジェクトマネジャー育成に関するガイドラインをハンドブックとしてまとめた
ものです。

・ＷＧ名称

： ＰＭ育成ガイドラインワーキンググループ（ＷＧ２）

・ＷＧ２グループメンバー ：

乾

諭史

下記ＰＭ委員会委員が兼務

日本アイ・ビー・エム研修サービス株式会社

岡田

寿

日本ユニカシステムズ株式会社

北野

利光

キヤノンシステムソリューションズ株式会社

橋爪

宗信

株式会社ＮＴＴデータ

○濱

久人

（五十音順

松下電器産業株式会社
○はリーダー）
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// 本書の目的 //
■ ＩＴスキル標準（Ver 1.1）／研修ロードマップ（Ver 1.2）のプロジェクトマネジメント分野
について、ＰＭ（プロジェクトマネジャー：以下ＰＭはプロジェクトマネジャーのことをさしま
す。ただし、ＰＭ委員会はプロジェクトマネジメント委員会のことをさします）のプロフェッシ
ョナルから見た育成ガイドラインを提案します。
■ ＰＭの育成ガイドラインとして、個人の視点と組織の視点の両面から提案します。

// 本書の対象の方 //
■ ＩＴに関わる業務に従事している方（ＩＴ人材）の中で、ＰＭのプロフェッショナルを目指す方
およびＰＭとしてのキャリアアップを目指す方
■ ＩＴ分野におけるＰＭの育成を担当される方や組織
■ ＩＴ分野におけるＰＭの育成を支援（教育、研修）される組織や企業

図 ０．１

本書の対象者
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// 本書の対象としているプロジェクト //
本書で対象としているプロジェクトは主に受託側のプロジェクトとします。
委託側にも統括責任を負うプロジェクトマネジャーが存在しますが、本書で対象にしているプロジ
ェクトマネジャーは受託側でＩＴシステムを構築するプロジェクトの責任者をさします。また自社・
自組織内のＩＴプロジェクトでも同様に具体的システム構築部署のプロジェクトマネジャーを対象と
しています。

図０．２

対象としているプロジェクト

// 本書の対象としている人材 //
本書で対象としている人材・ＰＭ専門職は主に管理職層とします（図 0．３参照）。
ＩＴシステムを構築する上では、そのプロジェクトを立ち上げる、いわゆるプロジェクトオーナー
としての組織の責任者及びプロジェクトメンバーとして参加する多くの専門家、そしてプロジェクト
を総括するプロジェクトマネ
ジャーなどの多くのステーク
ホルダーが存在します。

経営者層

管理者層

はありません。例えば、ライ
ンマネジャーがプロジェクト
マネジャーのスキルを保有し
ていて、プロジェクトマネジ

社員層

このエリア
が対象人材

専 門 職 ︵他 職 種 ︶

完全に分離されているわけで

ＰＭ専門 職

織や個人の視点から見ると、

ライン職

これらの人材像は実際の組

ャーを兼務する場合もあるか
もしれません。また、アプリ

図０．３

対象としている人材

ケーションスペシャリストを
経験した人がプロジェクトマネジャーとなる場合があります。この場合は、当然両者のスキルをもっ
ていることになります。
しかし、ＰＭ委員会においては、プロジェクトマネジャーはラインマネジャーの機能と分離して、
専任でプロジェクトを総括すべきであるという視点に立っております。
そこで、このＰＭ育成ガイドラインでは、プロジェクトマネジャー育成の視点から、図 0．３に示
すようなプロジェクトマネジメントの専門機能を担う人材を対象としました。
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// 本書の対象としているプロジェクトマネジメントの専門分野 //
本書で対象としているＰＭの専門分野は、ＩＴスキル標準のとおりとします（図０．４参照）。

１）ＰＭの専門分野【

１．１

職種
プロジェクトマネジメント

３）の「専門分野の定義」を参照】
専門分野
ｼｽﾃﾑ開発／ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発／ＳＩ※
アウトソーシング
ネットワークサービス
ｅビジネスソリューション
ソフトウェア開発

レベル (ﾊｲ)
４ ５ ６ ７
６ ７
４ ５ ６
６ ７
３ ４ ５ ６

(ｴﾝﾄﾘ)

３

※ＳＩ：システムインテグレーション

図０．４ ＰＭの専門分野

２）ＰＭのスキル領域【２．２「ＰＭに求められる知識／スキル領域」を参照】
ＰＭのスキルは次の５つのスキル領域に区分できます。
・プロジェクトマネジメントスキル
・パーソナルスキル
・テクノロジー／メソドロジースキル
・インダストリー／適用業務スキル
・ビジネスマネジメントスキル
ＰＭには専門分野があり、ＰＭの育成にあたっては専門分野ごとの違いを認識して育成する
必要があります。しかし、テクノロジー／メソドロジースキルを除く４つのスキル領域はどの
専門分野のＰＭでも共通のスキルであり、育成方法も共通です。したがって、専門分野別のＰ
Ｍを育成するにあたって注意することは、専門分野に特化したテクノロジー／メソドロジース
キルが専門分野ごとに異なる点だけです。
一方、ＰＭの５つの専門分野の中で育成対象が最も多くかつ緊急性の高いＰＭはシステム開
発／アプリケーション開発／ＳＩ（以下、システム開発と略す）のＰＭではないでしょうか。
この意味で本書ではこのシステム開発のＰＭ育成を基本に解説します。
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// ＰＭ育成ガイドラインのスコープ //
育成ガイドラインワーキングで検討した項目は、以下のようなもので、本書はこれらの成果物をまと
めたものです。
■ ＰＭ育成ガイドライン（育成プロセス）の提案
１）ＰＭ育成に関する共通認識の検討
■ ＰＭとは
9 ＰＭとはどのような職種か
9 ＰＭはなぜ重要か
9 ＰＭの活動領域
■ レベルごとのＰＭの定義
２）ＰＭのキャリアパス（個人の視点と組織の視点の両面から）
■ ＰＭの目指すべきキャリアパス
■ ＰＭに必要なスキル、コンピテンシー
■ ＰＭを育成するための方針
■ ＰＭ教育、研修体系
３）ＰＭキャリアパスの事例
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１．
１．１

プロジェクトマネジャー（ＰＭ）とは
ＰＭとはどのような職種か

１）ＰＭとは
プロジェクトマネジメントは顧客だけでなく、社内ユーザーも対象とするケースも多くあります。
また、プロジェクトマネジメントの重要な責務に品質、予算（費用）、納期の遵守があります。ＩＴ
スキル標準において定義されているプロジェクトマネジメントについて、本書では『プロジェクトの
提案、立ち上げ、計画策定、遂行及び進捗管理を実施し、計画された納入物・サービス及びその品質
【Ｑ】・予算（費用）【Ｃ】・納期【Ｄ】に責任を持つ』と捉え、検討をしています。そこで本書で
はこの観点にてプロジェクトのマネジメントを実践できる人材をプロジェクトマネジャー（ＰＭ）と
呼ぶことにします。ＰＭの責任範囲のイメージを図１．１に示します。

遂行及び
立ち上げ 計画策定
管理／統制

提案

納入

最終成果物
（納入物・サービス）

プロジェクト
マネージャ

ＷＨＡＴ
How

品質（Q
品質（Q）

How Much

When

予算（C
予算（C）

納期（D）

図１．１

ＰＭの責任範囲のイメージ

２）ＰＭの活動領域と対象とするフェーズ
ＰＭが活動する領域をＩＴ投資の局面と活動領域視点から見てみると、ＩＴスキル標準ではＰＭの
活動範囲を図１．２のように定義しています。
ＩＴスキル標準のＰＭは受託側のＰＭを主な対象にしています。したがって、プロジェクトの受託
後，プロジェクト計画を策定するフェーズから納入、運用のフェーズまでを主たる活動領域としてい
ます。
経営戦略策定
経営目標／
ビジョン策定
プロジェクト
マネジメント

ビジネス
戦略策定

戦略的情報化企画

開発

運用・保守

課題
整理／分析

ソリューション
設計

コンポネント
設計

ソリューション
構築

ソリューション
運用

ソリューション
保守

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
計画の策定

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
管理／統制

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
管理／統制

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
管理／統制

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
管理／統制

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの
管理／統制

ＩＴスキル標準より抜粋
図１．２

ＰＭの活動領域
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３）専門分野の定義
ＰＭの専門分野はＩＴスキル標準では以下の５カテゴリーに分類、定義されています。

●システム開発／アプリケーション開発／ＳＩ
ＩＴソリューションの設計、開発に係るプロジェクトマネジメントを行う。

●アウトソーシング
情報システム環境の改善を通じた情報システムの効果的な運用に係るプロジェクトマネジメン
トを行う。
管理対象として、アプリケーション開発、保守、システム運用、サポートデスク運用、業務運用
などが含まれる。

●ネットワークサービス
データ(LAN/WAN)、画像、映像等の通信環境の提案・構築及び管理に係るプロジェクトマネジ
メントを行う。

●ｅビジネスソリューション
インターネットテクノロジを使用した業務システムの設計、開発に係るプロジェクトマネジ
メントを行う。
●ソフトウェア開発
ソフトウェア製品の設計、開発、改良及び保守に係るプロジェクトマネジメントを行う。
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１．２

PMはなぜ重要か

１）ＰＭはなぜ重要か
ＰＭは経営戦略に適合したプロジェクトを円滑に遂行し、計画された最終成果物（納入物・サービ
ス）を成功裡に提供する責任を担っています。
ところで、プロジェクトに対する現状とプロジェクトへの要求をみてみますと、いろいろな課題が
ありますが、重要なものをまとめますと下記の課題に整理できます。
z

プロジェクトを取り巻く環境は高度化、多様化しています

z

これらの環境に対応するシステムも、より高度で複雑なものとなり、かつ納期や価格の圧縮
要求が高くなってきています

z

一方プロジェクトでは、プロジェクト遂行のためにさまざまなステ−クホルダーの満足を達
成しつつ、計画された品質・コスト・納期の実現を求められています

プロジェクトに対する状況とプロジェクトへの要求を満たしてプロジェクトを円滑に遂行し、計画
された最終成果物（納入物・サービス）を成功裡に提供することが従来にも増して難しくなってきて
おり、ますますＰＭの存在が重要となってきています。

＜参考＞

システム開発プロジェクトの現状

日本のシステム開発プロジェクトは４件の内３件が失敗しているという報告（※）もある。現在進
行中のプロジェクトで予定のコストが超過し、
このままでは予算、契約金額が超過してしまうリスク、
あるいはスケジュールが遅れ気味で納期に間に合わなくなるというリスクを多くの企業が抱えてい
る。現状では、システム開発を発注する企業もそれを受託する企業（ＩＴベンダー）にとっても、ビ
ジネス上重大なインパクトが生じている。
このような状態を一刻も早く解決するためにプロジェクトマネジャーの育成が急がれている。
※：日経ＢＰ社『日経コンピュータ』2003.11.17

２）ＰＭ育成はなぜ重要か
１）で指摘された課題を解決するために、ＰＭには高度なスキルとコンピテンシーが求められます。
現在、ＩＴベンダーには高度なスキルとコンピテンシーを持つＰＭは、量的（人数）にも質的（スキ
ル）にも不足しています。
しかしながら、ＰＭの育成は促成栽培のように簡単にはいかず時間がかかります。したがって、長
期的な視野に立った育成が必須であるとともに、企業にとっても大きな投資が必要になります。この
ため、各企業のビジネス戦略やビジネス目標とのリンクがＰＭ育成には必須となります。ＰＭ育成は
企業戦略であり、経営トップマネジメントの重要課題と言えます。
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１．３

レベルごとのＰＭの定義

プロジェクトマネジメントの職種・専門分野を担うＰＭがプロフェッショナルとして価値を創出す
るために必要なスキルの度合として、ＩＴスキル標準では７段階のレベルに分類しています。
本書では、最上位のレベル７をスーパーハイレベル、レベル５〜６をハイレベル、レベル４をミド
ルレベル、レベル３をエントリーレベルと呼びます。ＰＭにレベル１〜２はありません。
レベルごとに５ＷＩＨを軸にして、各レベルでＰＭはどんなスキルと経験を持つのかを分析・整理
したものを表１．１に示します。
表１．１
５Ｗ１Ｈ

レベルごとのＰＭの種類

なにを（プロジェクト規模等）

どのように

どの範囲で

だれを

タイム

モチベーション

Ｗｈａｔ

Ｈｏｗ

Ｗｈｅｒｅ

Ｗｈｏ

Ｗｈｅｎ

Ｗｈｙ

スーパーハイ

500人以上または10億円

全体／全工程に

社会

社会全体のステ

期待される

国内社会に

レベル

以上

総責任

異企業間

ー ク ホ ル ダ ーす

期間での遂

貢献

レベル【 ７ 】

複雑なまたは国際的な

べて

行

国際社会に

レベル

プロジェクト

貢献

ハイレベル

50人以上500人未満，5

全体／全工程に

レベル【５−６】

億円以上 【レベル６】

総責任

対象組織

企業あるいは複

期待される

企業戦略に

数企業間のステ

期間での遂

貢献

10人以上50人未満，1億

ー ク ホ ル ダ ーす

行

PM コミュニテ

円以上 【レベル５】

べて

ィに貢献

複雑な内容・契約のプロ
ジェクト
ミドルレベル

10 人未満のプロジェ

サブプロジェクト

レベル【 ４ 】

クト

エントリーレベル

あらゆるプロジェクト

レベル【 ３ 】

（規模に無関係）

対象業務

プロジェクトレベ

期待される

業務戦略に

の責任

ルのステークホ

期間での遂

貢献

作業の実施責任

ルダー

行

担当するプロジ

期待される

業務戦略に

ェクトレベルの

期間での遂

貢献

ステークホルダ

行

作業の実施者

対象業務

ー
プレレベル

設定なし

設定なし

設定なし

レベル【１−２】

11

設定なし

設定なし

設定なし

２．

ＰＭに求められるスキル

２．１

知識、経験、スキル、コンピテンシーの定義

本書で使用する「知識、経験、スキル、コンピテンシー」について、下記のとおり定義します。
表２．１

用

知識、経験、スキル、コンピテンシーの定義

語

定

義

知識

知っている事柄。知っているからといって活用できるとは限らない。

経験

実際にプロジェクトに参画し、行動すること。もしくはそれによって得ら
れたこと。

スキル

技量、技能のこと。知識を持ち、実際に活用できる力。
知識を持ち、プロジェクトの経験をすることで、スキルが定着する。

スキル＝知識×経験
コンピテンシー

知識やスキルを持ち、実際に行動することができる力（行動特性とも
呼ぶ）。
経験がない分野でも、知識があり、行動できればコンピテンシーがあ
るといえる。

コンピテンシー（行動特性）
＝（「知識」＋「スキル」）×「行動」
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２．２

ＰＭに求められる知識／スキル領域

ＰＭに要求される主要な知識／スキル領域は、次の５つです（図２．１参照）。

●プロジェクトマネジメント
ＰＭには最も主要な知識／スキルであり、自己
流の知識だけでなく、普遍的で体系的な知識はプ

インダストリー ／
適用業務

ビジネスマネジメント

ロジェクトの成功に必須です。

プロジェクトマネジメント
●インダストリー／適用業務
エンドユーザーとの良好なコミュニケーション
や適切なシステムを構築するためにも、適用業務

テクノロジー
／メソドロジー

パーソナル
マネジメント

についての知識／スキルは必須です。
図２．１

ＰＭに求められる知識／スキル領域

●テクノロジー／メソドロジー
プロジェクトで使用するハード/ソフトウェア、ネットワーク技術などのＩＴ（情報技術） 知識、
プロジェクトを効率的に運営するための設計技法・テスト技法、見積り手法などのソフトウェアエン
ジニアリング知識などのテクノロジー／メソドロジーに関する知識／スキルは必須です。

●パーソナルマネジメント
ＰＭはプロジェクトにおけるリーダーであり、人（プロジェクトメンバー）を通じて仕事を遂行し
ます。したがって、リーダーシップ、コミュニケーションやネゴシエーションなどの知識／スキルや、
プロジェクトチームとしての組織を運営管理するための知識／スキルなどが必要になります。

●ビジネスマネジメント
お客様との良好なリレーション、新規プロジェクトの提案、プロジェクト遂行上で発生するビジネ
スリスクの回避・軽減、契約や関連法規などのビジネスマネジメントに関する知識／スキルが必須で
す。
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２．３

ＰＭに求められるコンピテンシー

プロジェクトを成功裡に終了させるためには、２．１で定義された知識がスキルに留まっているだけ
では不十分で、持っているスキルを自ら積極的に、状況に応じて適切に活用する／できること、すなわ
ち、コンピテンシーを発揮することが必要です（図２．２参照）。
コンピテンシーとはスキルを持ち、実際に行動することができる力（行動特性）のことを言います。

コンピテンシー
◇知識

[スキル領域]

◇経験，スキル，行動

■プロジェクト
マネジメント

・プロジェクトマネジメント
共通知識

■パーソナル
マネジメント

・リーダーシップ力
・コミュニケーション力
・プレゼンテーション力

■テクノロジー／
メソドロジー
■インダストリー／
適用業務
■ビジネス
マネジメント

・プロジェクトマネジメント
経験／行動力

・ネゴシエーション力
・ドキュメンテーション力
・分析力
・行動力
・倫理（社会的責任）

・ＩＴ／ソフトウェアエンジニアリング知識

・製造業／流通業／金融業などの業界知識
・生産・在庫・販売管理などの業務知識

・業務分析／設計

・ビジネス経験／行動力

・ビジネス知識

図２．２

・要件定義／設計／テスト

ＰＭに求められるコンピテンシー
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＜参考＞

ＰＭコンピテンシーの定義

●コンピテンシー（competency）はハーバード大学の D.C.マグラレンド教授により提唱された能力

評価の概念で、
◆「高い業績をコンスタントに示している人の行動の仕方などに見られる行動特性」
◆もしくは「成果をあげ続けることのできる行動特性」、「再現性のある成果行動能力」
などと定義されています。
●ＰＭＩ（Project Management Institute）ではＰＭＣＤＦ（Project Management Competency
Development Framework、 ＰＭコンピテンシー能力体系）において、コンピテンシーを「知識、
態度、スキルその他の個人特性の集合（全体）」と定義しています。

 その人の職務の主要な部分に影響する
 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

ＰＭ知識
コンピテンス・ディメンション

ＰＭ実践

PM知識

PM実行能力

コンピテンス・ディメンション

プロジェクト
パフォーマンス

PM実績
ＰＭ知識
コンピテンス

フレームワーク
の提供

個人特性

個人属性

前提

ＰＭ実践
コンピテンス

技術スキル
の提供

ＰＭ人格
コンピテンス・ディメンション

ＰＭ人格
コンピテンス

・スコープ
・タイム
・コスト
・品質
・リスク
・ステークホリダー
満足

ヒューマン・スキル
の提供

PM個人の力量

図．コンピテンス・ディメンション
（出典：プロジェクトマネジャーコンピテンシー開発体系 P.10〜P.11、ＰＭＩ東京支部訳、テクノ発行）
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２．４

達成度レベル、熟達度レベルについて※

１）達成度レベル （達成度指標）
ＩＴスキル標準では、知識／スキルを持ち、それを活用して実際のプロジェクトで成功したことを
重視しております。そこで本書ではＰＭの実力を測る尺度として達成度レベルという概念を取り入れ
ています。また、ＰＭの達成度レベルはレベル３からレベル７までの５段階に分かれており、レベル
が高いほど高度なスキルを必要とされており、対応するレベルのプロジェクトを実践するために必要
なスキルを有し、かつ成功裡に実践した経験を有することを表す指標になっています。
なお、達成度レベルの評価項目として、責任性、複雑性、サイズ、タスク特性の項目があります。

２）熟達度レベル（スキル熟達度）
熟達度レベルとは、対応するレベルのプロジェクトを実践するスキルを保有していること（実践で
きる可能性）を表す指標です。
熟達度レベルを構成する要素として、５つのスキル領域とその細目である知識項目およびそのレベ
ルがＩＴスキル標準に定義されています。
各熟達度レベルは５つのスキル領域の熟達度レベルの高低に対応します。即ち、熟達度レベルが高
くなれば、保有している５つのスキル領域全体のスキル保有量は、熟達度レベルの低い場合より大き
くなります。

高

７

熟達度レベル

プロジェクト
マネジメント

パーソナル
マネジメント

６
５

ビジネス
マネジ
メント

テクノ
ロジー／
インダス
メソドロジー
トリー／
適用業務

４
３
２

低

PMにはこのレベルはない

１

少ない
図２．３

スキル量

多い

熟達度レベル別スキル量の推移（イメージ図）

熟達度レベル３の業務上の役割は、プロジェクトメンバーとなりますので、プロジェクトマネジメ
ントスキルより、実際に業務を実行するためのスキル、例えばテクノロジー／メソドロジースキルが
より重要になります。熟達度レベル４はＰＭとしての業務を担当しますので、例えばテクノロジー／
メソドロジースキルより、プロジェクトマネジメントスキルの方が重要になります。

※

本書では、達成度指標のレベルを達成度レベル、スキル熟達度のレベルを熟達度レベルと呼びます。
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熟達度レベル６、７のＰＭは大規模のプロジェクトを担当しますので、多くのプロジェクトメンバ
ーを抱えることになります。そのため、プロジェクトマネジメントスキルも重要ですが、より一層パ
ーソナルマネジメントスキルが重要になります。また、組織においてそのプロジェクトの成否がビジ
ネス面からも重要になりますので、ビジネスセンスを含めたビジネスマネジメントスキルも重要とな
ります。
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３．

ＰＭのキャリアパス

ＩＴ知識や経験がない状態で、いきなりＰＭになることは困難です。そのためＰＭになるにはまずア
プリケーションスペシャリストやＩＴスペシャリストなどのＰＭ以外の職種を経験することが必要で
す。
ＰＭになるためには、２通りのキャリアパスがあります（図３．１参照）。一つは、達成度レベル２
のＰＭ以外の職種から、ＰＭの熟達度レベル３へ移行するキャリア（①）です。もう一つの方法は、達
成度レベル（熟達度レベルではありませんので注意ください）３〜５のＰＭ以外の職種から、ＰＭの同
一レベルに相当する熟達度レベルへ移行するキャリア（②）です。
アプリケーションスペシャリスト／
ＩＴスペシャリストなど、他職種のパス

ＰＭのパス

熟達度レベル７

達成度レベル７

熟達度レベル７

達成度レベル７

熟達度レベル６

達成度レベル６

熟達度レベル６

達成度レベル６

熟達度レベル５

達成度レベル５

熟達度レベル５

達成度レベル５

熟達度レベル４

達成度レベル４

熟達度レベル４

達成度レベル４

熟達度レベル３

達成度レベル３

熟達度レベル３

達成度レベル３

熟達度レベル２

達成度レベル２

図３．１

②

②

②

①

ＰＭのキャリアパス

ＰＭ以外の職種における達成度レベル６〜７からＰＭへのキャリアはありません。もし、このレベ
ルに相当する他職種の方がＰＭとしてのキャリアを目指す場合は、ＰＭの熟達度レベル５からのキャ
リアになります。
ＰＭになってからのキャリアアップは、例えば熟達度レベル４のＰＭが実績を積み重ねることによ
り達成度レベル 4 になります。さらに上位のＰＭとしての知識を習得し、プロジェクトを成功裡にマ
ネジメントできるコンピテンシーがあると判断されれば、熟達度レベル５のＰＭへのキャリアアップ
が可能となります。
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４．

ＰＭの育成

４．１

ＰＭ育成の概要

ＰＭを育成するには、キャリアパスを明確にしたうえで、育成計画を立て、育成の場を設けて段階
的に育成していく必要があります（３．ＰＭのキャリアパスを参照）。
また、育成のためにはＰＭに必要な能力（ここではコンピテンシーと呼びます）とその基礎となる
スキルの定義が必要になります。
育成にあたっては、研修などにより知識を上げ、それをプロジェクトの場で実践することでスキル
を定着し、レベルを上げていくことになります。この過程で上位者による支援（コーチング、メンタ
リング）が行われると育成効果も高まり、育成効率／育成のスピードにも効果がありますので、組織
の視点からもこの部分の強化が重要なポイントになります。
プロジェクト成功の秘訣の一つに、組織の上位マネジャーがプロジェクトマネジメントを理解して
いることが挙げられます。このために、ＰＭの上位マネジャーも早めにプロジェクトマネジメント研
修を受講し、プロジェクトマネジメントを理解しておくことはＰＭ育成上も大切なことです。また、
育成を効果的・効率的に行うためにも、組織としてＰＭ育成候補者を選定し、このＰＭ育成候補者を
重点にＰＭ研修を受講させる（プロフェッショナル教育の実施）ことも重要です（図４．１参照）。
ＰＭ研修を受講したからといってそのままＰＭが育つわけでありません。しかし、学習によってプ
ロジェクトマネジメント
の知識を習得できるとい
うことがＰＭ育成の第一
歩となります。

経営戦略／ビジネス戦略／
事業部戦略

以上の観点からもＰＭ
の育成には、ＰＭあるい

将来のビジネス領域／
ビジネス目標の策定

はＰＭを目指している個
人の視点と、ＰＭ育成を
効果的・効率的に進める
ため、組織としての視点
から整理する必要があり

将来の社員数と
ＰＭの人員計画

現状のＰＭの
実態把握

ます。これらの項目につ
きましては第５章「５．
１

ＰＭを目指す人へ

将来必要になるＰＭのレベル別
人員と現状とのギャップ分析

ＰＭの育成対象人員（ギャップ分
（不足人数＋α）の策定

ＰＭ育成候補者の選定

個人別育成計画の策定
（研修、ジョブアサインなど）

個人別研修計画の策定

ＰＭ研修の受講

（個人の視点）」、「５．
２

ＰＭを育成する立場

プロジェクトで実践

の方へ（組織の視点）」
にまとめ、記述していま
す。

図４．１ ＰＭ育成のための基本プロセス
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４．２

スキル定着のプロセス

１）スキル定着のための一般的なプロセス
ＰＭの育成の第一歩はＰＭとして育成すべき人に、プロジェクトマネジメントなどＰＭに必要な知
識を習得させることから始まります（図４．２参照）。
知識を習得するためには、自己学習、研修、e-ラーニンングなどの方法があり、これらを効果的に
活用することが必要です。次に、習得した知識を実践で活用できる場、すなわちプロジェクトが必要に
なります。この場（＝プロジェクト）で実践することにより知識がスキルとなって身につくことにな
ります。
また、実践の場（＝プロジェク
ト）で学習してきた知識を適切に
活用できるようにするために、ま
た、困ったときに誤った手段をと
らなくするためにも、上級ＰＭの

経験

メ
ン
タ
リ
ン
グ

知識の
実践

スキルの
定着
プロジェクトの場

指導員（メンター）の下で育成を
図ることが効果的です（メンタリ

知識の
習得

ングの活用）。
従って、ＰＭの育成はＰＭにな
ろうとしている人とその人が所属
する組織・企業のＰＭ育成の仕組

研 修

みとが有機的に調和し合って成し
遂げられるものであります。

図４．２
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スキル定着のためのプロセス

２）ＰＭ育成サイクル
ＰＭの成長の基本は、知識を習得し、その知識をプロジェクトの場で実践し、実践を通じて経験し
たスキルを個人および組織に定着させることです。そして、ＰＭ個人のスキルを高めるには、ＰＭ成
長の基本プロセスをスパイラルに展開することが非常に重要となります。そのためには、ＰＭが所属
する組織の育成の仕組みが機能する必要があります。
ここではＰＭ成長の基本プロセスをスパイラルに展開させるためのモデルをＰＭ育成サイクルと
して図４．３に示しています。
ＰＭはプロジェクト運営を成功に導くことが使命であり、プロジェクト実践前に、対象とするプロ
ジェクト運営に必要なスキルを保持しているかどうか、測定されていることが求められます。また、
プロジェクト実践後にプロジェクト運営に関わるスキルをどこまで達成できたかを測定することは
ＰＭ個人のスキルを向上させるためにも必要であり、ＰＭに新たなプロジェクトを的確にアサインす
る上でも重要です。
ＰＭ育成サイクルはスキルをプロジェクトの実践前スキルと実践後スキルとに分けている点に特
徴があります。
■自己診断
■面接診断
■実績値／経験度
■組織判断

スキル熟達度
（スキル保有度）

■コミュニティ
■ケーススタディ
■擬似環境
■メンタリング
実践前
スキル
■自己診断
■試験
■面接診断
■実績値／経験度

■コミュニティ
■ケーススタディ
■メンタリング
■実践結果レポート

プロジェクトマネジメント
知識

実践

注）ＩＴスキル標準の
レベル別

■プロジェクトレビュー
■プロジェクト評価
■第三者監査
■組織判断

実践後
スキル
■自己学習
■研修
■ｅ−ラーニング
■コーチング

達成度指標
（スキル活用度）

■自己診断
■面接診断
■実績値／経験度
■組織判断

図４．３

知識・スキル・実践スパイラル
育成方法・育成環境スパイラル
診断・評価・監査スパイラル
＊個人、組織の両視点を含む

ＰＭ育成のサイクル

保有しているスキルを活用して、ＰＭとして期待されている達成度レベルのプロジェクトを成功裡に
完遂すると、該当の達成度レベルに達します。この達成度を確認する方法として、プロジェクトレビュ
ー、プロジェクト評価、第三者監査などがありますが、いずれにしろ、第三者による客観的な判断が必
要になります。
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３）キャリアアップのイメージ
スキル定着プロセスやＰＭ育成プロセスを通じて、ＰＭの育成を図るとともに熟達度レベルや達成度
レベルを上げることで、キャリアアップを図っていきます（図４．４参照）。
レベル６
経験
メンタ
リング

知識の
実践

スキル
の定着
プ ロ ジェ クトの場

レベル５
知識の
習得

経験
メンタ
リング

知識の
実践

スキル
の定着
プ ロ ジェ クトの場

研 修

レベル４
知識の
習得

経験
メンタ
リング

知識の
実践

スキル
の定着
プ ロ ジェ クトの場

研 修

レベル３
知識の
習得

経験
メンタ
リング

知識の
実践

スキル
の定着
研 修

プ ロ ジェ クトの場

知識の
習得

プロジェクトの場

研 修

図４．４

キャリアアップのイメージ
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４．３

ＰＭ研修計画

ＰＭは熟達度レベル３以上からありますが、他職種の熟達度レベル２からプロジェクトマネジメント
の知識を習得し始めることになります。
熟達度レベル３になるまでには、主にテクノロジー／メソドロジー、インダストリー／適用業務のス
キルを身につけておくことが必要になります。
すでに述べてきたように、ＰＭにはプロジェクトマネジメントの知識／スキルの他に、パーソナルマ
ネジメント、テクノロジー／メソドロジー、インダストリー／適用業務、ビジネスマネジメントなどに
関する知識／スキルなど多岐にわたった知識／スキルが求められます。
プロジェクトマネジメントの知識／スキルを習得するためには次の手段・方法・ツールがあります。
・知識を習得する手段・・・・・・・・・・・・自主学習、集合研修、ｅ−ラーニング
・経験を積む場・・・・・・・・・・・・・・・プロジェクトの実践
・より高い場へ引き上げるための支援ツール・・メンタリング、コーチング、プロジェクトマネジメ
ントオフィス（ＰＭＯ）、社内外のＰＭコミュニテ
ィ、ナレッジデータベースなど
これらの知識／スキルを効果的・効率的に習得するために、予めＰＭ研修計画を作り、その計画に従
って計画的に研修を受講させていくことが必要です。
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ＩＴスキル標準で薦めているＰＭ研修計画の一例を表４．１に紹介します。
表４．１
熟達度
レベル

ＰＭ研修計画（例）

０
ＩＴ入門
パーソナル
スキル入門

１

（専門分野：システム開発／アプリケーション開発／ＳＩ）

２

３

４

５

コンプレックス
ＩＴエンジニアの プラットフォーム プロジェクトマネ
最新技術動向 プロジェクトマネ
基礎
の要素技術
ジメント方法論
ジメント
分散コンピュー
プロジェクトマネ
プログラミング
システム要件定 品質マネジメン
ティング・システ
ジメント最新動
の基礎
義技法
ト
ムの要素技術
向
アプリケーショ
ン開発の基礎

システム管理基 コンサルティン
盤の要素技術 グメソッド

リスクマネジメ
ント

６

７

コミュニティ活動

最新ビジネス動
向

インダストリアプ
リケーション動
向
プロジェクトマネ
プロジェクト管
調達マネジメン
ジメントのリー
理ツールとプロ
ト
ダーシップ
セス
プロジェクトマネ プロジェクトマネ
ジメントのコミュ ジメントのネゴ
ニケーション
シエーション

データベースの データベースの プロジェクトマネ ファイナンシャ
基礎
要素技術
ジメント実践
ルマネジメント

研修
コース

ネットワークの
基礎

ネットワークの
要素技術

セキュリティの
基礎

セキュリティの
要素技術

リーダーシップ
の基礎

システム設計の
基礎

コミュニケーショ
システム構築
ンの基礎
ネゴシエーショ
ンの基礎

システム運用／
保守
プロジェクトマネ
ジメントの基礎

プロジェクトマネジメントの研修コース
ＩＴスペシャリスト等、他職種の研修コースの中からいずれか一つを受講
ＩＴスペシャリスト等、他職種の研修コースを受講

プロジェクトマネジメントの基本的な知識は、作業スケジュールを作る、納期を守るなど、社会人に
なればどのような仕事に従事しようとも必須となるスキルが主体です。また、このようなスキルは学生
時代にも必要なスキルです。このような観点から、学生時代にプロジェクトマネジメントについて学べ
る環境が必要と判断しております。是非とも大学等における教育カリキュラムにプロジェクトマネジメ
ントを採り入れることが期待されます。
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５．

ＰＭを育成するために

ＰＭの育成には、ＰＭを目指す個人が果たさなければならない役割（個人の視点）と組織（企業）が
果たさなければならない役割（組織の視点）があり、各々の役割が協調・補完し合って初めて効果がで
てきます。
５．１では個人が果たさなければならない役割について、５．２では組織（企業）が果たさなければ
ならない役割（組織の視点）について説明します。

①目標の
共有

組織の発展

個人の目標

相互関係
組織の
プロセス

事業、
プロジェクト
目標

多くの組織が、プロ
ジェクト的になれば・・・
個人のレベルが多くの
組織で整合性があれ
ば・・・
図５．１

②プロジェクト
の場

結果
（個人の成果）
個人の
プロセス

結果(成果)

⑤組織内での
キャリアアップ
プロセス

③結果
の合意

④個人のスキル
アッププロセス

YES

NO

組織と個人のキャリアアップ・プロセス
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⑥他の組織へ

５．１

ＰＭを目指す人へ（個人の視点）

まず、ＰＭを自分のキャリアとすることを自分自身に確認し、納得することが重要です。次に、ＰＭ
に必要な知識やスキルを理解し、その習得方法、向上方法を活用し、自らＰＭに必要な知識やスキルを
習得・向上に努めることが重要です。
ＰＭに必要な知識やスキルを習得・向上策の一例を下記に示します。
①最初は、主にシステム開発プロジェクトのメンバーとして、ネットーク技術を含むＩＴに関するテ
クノロジー（技術）やシステム開発で活用するメソドロジー（技法・手法）について、知識を深め、
経験を積んでスキルを高めることに専念し、システム開発の基本を理解します。
②次に、プロジェクトマネジメントの知識を研修などで習得し、数人のチームのリーダーとして、チ
ームの作業スケジュールを立て、作成したスケジュールを予定通りに進捗させるために必要な知識
と行動によりプロジェクトマネジメントの基本を実地で習得し、スキル向上に努めます。
③さらに数人規模のプロジェクトのＰＭとしての経験を積みながら、パーソナルマネジメントの基本
を習得することを薦めます。プロジェクトは人が実施します。メンバーのやる気を引き出すことが
プロジェクトを成功させるための重要な要因の一つです。

５．２

ＰＭを育成する立場の方へ（組織の視点）

ＰＭを効率的・効果的に育成するためには、４章で指摘されたコンピテンシー向上の３つの要素、即
ち、
「知識を習得する手段」、
「経験を積む場」および「より高いレベルへ引き上げるための支援ツール」
を組織として整備し、取り組むとが必要です。
６章の「ＰＭのキャリアパスの事例」に見るように、各社いろいろ工夫してＰＭ育成に取り組んでい
ますが、共通していえることは下記の点を整備し、運営していることです。
■

スキルのレベルを計る仕組みを持っている

■

ＰＭ育成のため研修体系が整備されている

■

職位上でのＰＭの位置づけが明確になっている

■

ＰＭとしての育成体系（キャリアパス）が整備されている

■

社内認定制度を導入している

■

ＰＭコミュニティなどのＰＭ同士が交流できる仕組みを整備している

など

なお表５．１にキャリアッププロセスと評価において考慮すべき事項をまとめましたので、図５．１
と共に参考にしてください。
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表５．１
区

分

①目標の共有

キャリアアップ・プロセスと評価の考慮点
チェック項目

評価の仕組み

事業目標のもとになるミッション、ビジョン ・中長期計画
は？

・事業計画

組織の戦略目標はあるか？
組織の目標は個人にブレークダウンされてい
るか？
目標を設定するための仕組みはあるか？
目標は共有されているか？
②プロジェクトの プロジェクトの場は準備されているのか？
場

・コミュニティ活動

プロジェクトの場はその個人にとって適正
か？
プロジェクトへの参画は合意されているか？
支援の仕組みはあるか？

③成果の合意

成果の合意がなされる仕組みはあるか？
成果は適切に計測されているか？
成果が合意され、評価に反映されているか？
成果の合意は次のステップに生かされている
か？

④個人のスキルア スキルアップのプロセスは構築されている
ッププロセス

か？
そのプロセスは適切に運用されているか？
スキルアッププロセスを改善する仕組みはあ
るか？

⑤組織内でのキャ ＰＭとしてのキャリアアップのプロセスはあ ・人事評価に直接連動すべきではない
リアアップ・プ るか？
ロセス

ＰＭのキャリアアップと人事制度の関係は？

⑥他の組織へのキ 企業内の他組織へ異動する仕組みはあるか？
ャリアアップ

・通常のローテーション

企業外へキャリアアップする仕組みはある ・社内フリーエージェント
か？
異なる組織間で共通に、その人のレベルを計る
基準（ものさし）はあるか？
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６．

ＰＭキャリアパスの事例

本章では、ＰＭの育成を実施している企業におけるキャリアパスの事例を示します。事例に挙げた企業は、
ＩＴソリューションを提供する企業が中心ですが、大規模な企業、中規模の企業そしてユーザー企業の事例
も含まれています。各企業の事情に合わせ、手法等は様々ですが、ＰＭを育成するにあたり参考としてくだ
さい。

表６．１

事例企業の概要

企業規模

対象者

(従業員数)
A社

約８０００人

ＳＩベンダーの全部門

B社

約１２００人

ＳＩベンダーの全部門

C社

約２．８万人

ＩＴ企業のサービス事業部門

D社

約２００人

E社

約９万人

ＳＩ＆ソリューションベンダーの受託生産型部門及
び見込生産型部門
ＩＴユーザー企業の情報システム部門
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６．１

A 社の事例

【ＰＭ育成の背景・位置づけ】
Ａ社は従来、ＳＩ（システムインテグレーション）と呼ばれる情報システム開発を一貫して請け負う
プロフェッショナルサービスを提供してきました。昨今の情報システム開発を取り巻く環境の変化は著
しく、例えば従来なら一年間かけて開発していたシステムも、半年で開発しなければビジネス上生き残
れなくなってしまう場合があり、お客様からの低価格圧力も厳しく、従来型の開発を漫然と行っていた
のでは競争に負けてしまいます。プロジェクトの規模も従来では大規模な大型汎用機を用いた全国ネッ
トワークのシステム開発力がＡ社の強みでもあったのですが、最近は大型受注もそれ程多くは期待でき
ない中で、中小規模のシステム開発が主流となりつつあります。
このような環境変化の中で、Ａ社がＳＩビジネスを強化・拡大していくための主役として、プロジェ
クトを円滑に遂行する責務を負ったプロジェクトマネジャーの質的・量的拡大は急務であると考えてい
ます。具体的には「ＰＭ資格認定制度」を核としたプロジェクトマネジメント施策を全社的に推進して
おり、その狙いとしている解決すべき主な課題は以下の通りです。
１． ＳＩビジネスの環境変化に応じたＰＭの質的向上
２． プロジェクトマネジメント力の対外的明示
３． ＳＩビジネス拡大に向けたＰＭ数の確保
４． 当社のプロジェクトマネジメントノウハウの共有・継承
５． ＰＭの育成強化とプレゼンス向上
以下にこれらの課題を解決するためにＡ社が行っているＰＭ施策を説明します。

【ＰＭの質的・量的拡大に向けたプロジェクトマネジメント施策の具体例】
Ａ社のプロジェクトマネジメント施策は「ＰＭ資格認定制度」を中心とした段階的キャリアアップを
効率的に促進する以下の重点施策から成り立っています。

■ ＰＭ資格認定制度の導入
ＰＭ資格認定制度はプロジェクトマネジメントに関わる技能を持った人材価値を会社として認め、社
内資格という形で明示するものです。ＰＭ資格認定制度では以下の４つの資格レベルが設定されていま
す。
１．プリンシパルＰＭ
豊富な経験と優れた実績を有し、当社ＰＭの権威的存在であり、他のＰＭの憧れや模範となる存在と
して定義している。１０００名を越える超大規模プロジェクトや同時に数多くの中小規模プロジェクト
がマネジメントできるスキルを持ち、後進の育成・指導も主導的に行う立場にある。
２．エグゼクティブＰＭ
Ａ社のＳＩ事業を支える大黒柱。大規模プロジェクトや超大規模プロジェクトのサブシステムのマネ
ジメント、同時にいくつかの中小規模プロジェクトのマネジメントが実践できるスキルを持つレベル。
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３．シニアＰＭ
Ａ社ＳＩ事業の中核となって活躍するＰＭ。システム開発ピーク時の要員数が５０名程度の小規模プ
ロジェクトのマネジメントを実践できるスキルを有するレベル。
４．アソシエイトＰＭ
ＰＭ資格の登竜門。この認定を足がかりとして上位のＰＭを目指す。上位ＰＭの助言を受けながら、
プロジェクトのチームリーダーとしてマネジメントを実践できるスキルを持つレベル。
また、具体的なＰＭ認定制度の特徴は以下の通りです。
１．ＰＭケーパビリティ基準を定義
以下の３つの基準でＰＭ能力を評価します。
■ コンピテンシー基準
コンピテンシー基準とは、当社における優れたＰＭの行動を基に、ＰＭＢＯＫに定義された９
つのマネジメント分野においてプロジェクト遂行のために必要な能力、行動特性を定義したもの
です。ＰＭ資格のレベル毎に、必要な基準を定義しています。
■ 知識基準
当社のシステム開発に関するプロジェクトマネジメントに必要な知識を定義したものです。業
界に依存しないプロジェクトマネジメントの基本的な知識はＰＭＰ資格取得の際にも習得して
いますが、その他にＩＴ業界特有の知識や遵守すべきルール（社内規定を含む）を習得しておく
必要があります。
■ マネジメント基準
ＰＭ資格の各レベルの認定に必要なマネジメント経験を定義したものです。プロジェクトマネ
ジメントの経験年数だけでなく、実績も加味しています。
実際の認定にあたっては、ＰＭ資格認定の候補者を、推薦、審査（上位ＰＭによる面接）を通
じてＰＭケーパビリティ基準と照らし合わせて評価することにより、ＰＭとしての能力を客観的
に見極めることができるようになっています。
２．ＰＭＰ資格取得をアソシエイトＰＭの認定条件に設定
前述の知識基準について、基本的なプロジェクトマネジメントに関する知識を一定のレベルで有し
ている根拠として、アソシエイトＰＭに認定する条件として米国ＰＭＩの認定するＰＭＰ資格取得を
義務付けています。また、ＰＭＰ合格に必要な研修や直前対策等は社内で研修コースを設けています。
３．段階的キャリアアップの促進
プロジェクト全体を統括するＰＭ（プロジェクトマネージャ）だけで無く、その配下のグループリ
ーダやチームリーダーの役割を担う層を「ＰＭポスト」として設定しています。ＰＭ資格のレベルと
ＰＭポストとを対応付けできますので、各自が自分のキャリアを段階的にアップさせるための目標と
してもＰＭ資格認定制度が活用されています。
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４．ＰＭスキルの継続的な向上
Ａ社のＰＭ認定制度は３年間毎に更新する仕組みとなっています。更新にはＰＭに関わる活動ポイ
ント制を導入しています。具体的にはＰＭ関連の研修受講や社内ＰＭコミュニティでの活動、メンタ
リング等の育成施策（後述）に参加し、学会での発表や各種メディアでの紹介などに活動ポイントを
付与し、期間内に一定ポイントを取得することで資格を更新することができます。これによって、単
に業務としてのＰＭスキルの維持・向上ばかりでなく、後進の指導や、対外的情報発信といった活動
が盛んになり、ＰＭ施策がより活性化することが期待できます。

■ ＰＭ育成体系の整備（教育カリキュラム）
Ａ社では従来から研修センターでの人材育成を行ってきましたが、ＰＭ育成に関しては机上学習だけ
で無く、実践での先輩からの指導・助言や社内の過去の事例・教訓などから生まれたノウハウを共有し
ていくことが重要です。そこで研修センターの研修コースの拡充に加えて、新たにメンタリングやＰＭ
コミュニティをＰＭ育成施策として展開しています。
１．研修センターでの研修コース受講
主にアソシエイトＰＭ・シニアＰＭ育成に主眼を置いた、当社研修機関での研修コースを用意して
います。中には上位ＰＭへの必須科目等もあり、重点的に習得しておくべき実践知識を提供していま
す。主なカリキュラムは、ＩＴプロジェクトマネジメント基礎、社内規程・関連法規、プロジェクト
計画、プロジェクト遂行、リスクマネジメント実践、品質管理実践などがあります。（ＰＭ資格認定
前に学習が必要なＰＭＰ取得向け研修は別途用意しています）
２．ＰＭコミュニティ活動への参加
プリンシパルＰＭからシニアＰＭを中心に、プロジェクトマネジメントの技能研鑽を図り、ＰＭど
うしの相互交流を深める目的でＰＭコミュニティを形成します。具体的には、プロジェクト事例の分
析や研究を行い、実際のＰＭにも参加してもらって成功事例や失敗事例を詳しく紹介したり、ＥＶＭ
等の新たなＰＭ技術・手法の習得の場を提供したりしています。
３．メンタリング
組織をまたがる形で師匠（メンター）が弟子（メンティー）を教える制度を推進しています。具体
的にはプリンシパルＰＭ、エグゼクティブＰＭがメンターとなり、メンティーであるシニアＰＭやア
ソシエイトＰＭに対して自身の実践的な経験に基づく助言を行います。

■ 業務独占資格化の導入（今後）
現在はＰＭ資格と実際のＰＭポストは連動していませんが、将来は業務独占資格（医者や弁護士のよう
に資格が無いと就けない職種）として、ＰＭポスト配置へのＰＭ資格保有の義務付けを行う予定です（Ｐ
Ｍ資格を持たない者がＰＭポストに就いたり、下位の資格者が上位のＰＭポストに就いたりすることが原
則として認められなくなります）。具体的には現在のＰＭ認定などの施策の推進、定着状況を見て判断す
ることになっています。
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６．２

B 社の事例

【ＰＭ育成の背景・位置づけ】
Ｂ社はＳＩ（システムインテグレーション）事業の強化・拡大を目指していますが昨今は短納期化・
低コスト化・目的/技術の多様化等、ビジネスを取り巻く環境は厳しいものになっています。
このような環境の中で事業を成長させるためにはプロジェクト推進の鍵を握るＰＭの育成および適
格者によるプロジェクトのマネジメントが必須となっています。
これらのことからＢ社は以下の制度・組織を中心に失敗しないＰＭの育成に向けて取り組んでいます。
１．ＩＴスキル標準をベースとした『ＰＭ資格認定制度』
２．全社横断的にプロジェクトを統括する『プロジェクト統括部門』
３．人材育成のための『研修制度』

【制度・組織の概要】
Ｂ社のＰＭ育成に関する中心的な制度・組織の概要について述べます。

■ ＰＭ資格認定制度
ＰＭのコンピテンシーを評価し資格を明確にするＰＭ資格制度を構築し運営を開始しました。
背景として、プロジェクトは規模・難易度によりレベル分けされレベルに応じた資格を持つＰＭだけ
が担当できる仕組みとすることにより、ＰＭのプロフェッショナル度を高めプロジェクトの失敗を無く
すことを目指しています。
１．ＰＭのレベル区分

ＩＴスキル標準の熟達度レベル４〜７（４区分）相当を設定し認定

２．認定タイミング

２回/年、更新は３年毎

３．認定方式

部門責任者からの申請書による申請
管理部門が実績評価・認定資格の妥当性を確認：書面・面談
ＰＭ認定委員会による認定

４．認定条件

ＰＭ実施経験：熟達度レベル、スキルレベルの到達度、成功回数
研修受講実績、社外資格取得実績

運営は緒についた段階ですので効果については言及できませんがプロジェクトの量的・質的拡大に向
けた一つの基盤が確立できたと思っています。
これから制度を運営していく中でより定量的な評価やＰＭ育成手段への反映を行うための制度の改
善を進めていく必要があります。
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■ プロジェクト統括部門の活動
過去の苦い経験を元に全社横断的にプロジェクトを統括する組織（プロジェクト統括部門）をつくり
第三者によるプロジェクトのレビューおよびＳＩプロセスの標準化・改善を中心に活動しています。
この組織はプロジェクトの失敗を無くすことを目標にしていますが、ＰＭを支援しＯＪＴを通してＰ
Ｍを育成する役割も担っています。以下にＰＭ育成の視点でこの組織の活動内容を紹介します。
１．ＳＩプロセス規定
開発部門はＩＳＯ９０００の認定に加え、特にＰＭが実施すべき管理プロセスを規定しその実施状況
を評価
・プロジェクト計画書の作成（スケジュール・ＷＢＳ・要員計画

等）

・月度プロジェクトの進捗報告の実施
・課題/問題管理、変更管理、リスク管理の実施

等々

２．プロジェクトレビューの実施
プロジェクト統括部門がレビューアーとなってＰＭのプロジェクト推進状況を評価し、改善点は指摘
事項として期限内の対応を要請
・見積・提案

：見積内容/根拠の妥当性・適合性・実現性の評価

・進捗

：予実対比・見通しの妥当性評価、問題・変更管理の評価

・悪化

：原因追及、対応策・見直し計画の妥当性評価

３．ＰＭ実績評価
プロジェクトの評価（Ｑ・Ｃ・Ｄとリスク）と共にＰＭのプロジェクト推進状況から熟達度・スキル
レベルを評価
４．ＰＭ研修
ＩＳＯ９０００およびＳＩプロセス規定の研修を人事異動や組織変更に合わせて実施。
また、ＤＯＡやＷＢＳ等、手法についてもプロジェクトからの要請によりミニ研修会を開催。
５．事例研究会の開催
ＰＭ・ＰＭ候補主体の事例研究会を開催し失敗プロジェクトおよび最新ＩＴ活用プロジェクトの知
見・知識を共有化
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■ 研修制度
Ｂ社は人材開発部門がＰＭ・ＳＥの育成体系に応じた講座を用意して社外講師を主体に研修センター
を自社運営しています。ＰＭに関しては手法・技法は世の中にしっかりした書籍や講座があることから
実践に役立つノウハウやプロジェクトの運営に関した講座・教本となっています。
しかし、先述のＰＭ資格認定制度の認定条件として社外のＰＭ資格を取得することにしましたのでそ
のための講座を新設しました。
また、ＩＳＯ９０００やＳＩプロセス規定等プロジェクト統括部門で実施している研修も教材・講義
内容を整理し研修センターでの運営に変える方向にあります。
以下に研修センターが開設しているＰＭに関する講座の抜粋を紹介します。
・プロジェクトメンバー心得

：

プロジェクト管理の基礎知識を学ぶ

・プロジェクト管理

中級

：

プロジェクトに於ける行動の自己管理ができる

・プロジェクト管理

上級

：

プロジェクトマネジメント能力を発揮してプロジェクトを
推進する事ができる

・問題解決・アイディア訓練 ： 問題解決の基本手順と企画アイディアの発想能力を身につける
・タフネゴ能力養成

：

タフネゴシエーションへの心構えができる
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６．３

Ｃ社の事例

【ＰＭ育成の背景】
Ｃ社ではＳＩビジネスを大きく成長させるためには優秀なプロジェクトマネジャー（ＰＭ専門職）の
確保と育成が重要であると認識し、１９９１年からＰＭプロフェッショナル制度が企画・実施され、Ｐ
Ｍ専門職の育成に務めてきました。今日では業界最高レベルのＰＭ専門職集団を育成できているのでは
ないかと思われます。
この制度には
・各事業部の長期・短期のビジネス計画達成に必要なＰＭ専門職の人員計画
・ＰＭ専門職候補者の選定
・ＰＭ専門職に求められるスキルとこのスキルを習得できるＰＭ研修体系
・ＰＭ専門職のキャリアパスとその認定審査
・ＰＭスペシャリスト認定審査
・ＩＣＰ−ＰＭ専門職認定審査と更新
・各ＰＭ専門職のレベル毎の役割（責任と権限）

など

の内容を含んでいますが、本事例ではＰＭ専門職のキャリアパスを中心にＣ社の事例を紹介します。

【ＰＭ専門職育成施策の具体例】
ＰＭ専門職の育成には、プロジェクトを成功裡に遂行する
役員級

ために必要となるプロジェクトマネジメントの知識の習得、
習得した知識を実践できる場（プロジェクト）と適切に指導

ＩＣＰ−エグゼクティブＰＭ

できる指導者（メンター）とが密接に関連し合いながら遂行

ＩＣＰ−シニアＰＭ

することが必要です。Ｃ社ではこれらを実現するために、図

ＩＣＰ−アドバイザリーＰＭ

６.1 のＰＭ専門職グループを大きく２つに分けたＰＭ専門職
のキャリア体系を設定し、運営しています。

ＩＣＰ−ＰＭ
専門職

ＩＣＰ認定審査
ＰＭスペシャリスト

１つは「ＰＭスペシャリスト」と呼ばれる初級プロジェク
トマネジャーに当るＰＭ専門職グループ、もう１つはＩＣＰ

ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ認定審査
ＩＴエンジニア

−ＰＭ専門職と呼ばれる中・上級プロジェクトマネジャーに
当るＰＭ専門職グループです。

基礎研修終了

図６.１ Ｃ社のＰＭ専門職のキャリア体系

■ Ｃ社のＰＭ専門職のキャリア体系
１．ＰＭスペシャリスト
このＰＭグループは将来本格的なプロジェクトマネジャーを目指すための登竜門であるとともに、こ
の期間にプロジェクトマネジャーの補佐的な業務やプロジェクトリーダーとしてのプロジェクトマネ
ジメントの基礎的な業務を担当し、プロジェクトマネジメントスキルを磨きます。
このような業務を通じて、本格的なプロジェクトマネジャーの適性のあるものをＰＭ専門職育成候補
者として登録し、初級プロジェクトマネジャーとして小規模なプロジェクトのプロジェクトマネジャー
を担当し、プロジェクトマネジメントの実践し、更にスキルを高めます。
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２．ＩＣＰ−ＰＭ専門職
このＰＭグループはＰＭＰ資格を有し、親会社を含む全世界のＰＭ専門職と同等の厳しい認定基準に
合格したプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルな集団で、中規模以上のプロジェクトやリス
クの高いプロジェクトなどのプロジェクトマネジャーとして責務を果す役割を持っています。このグル
ープには４つの職位（認定レベル）が設定され、最上位は役員級のレベルまで昇進可能な体系になって
います。
１）アドバイザリーＩＣＰ−ＰＭ
中規模のプロジェクトやリスクが中程度のプロジェクトなどのプロジェクトマネジャーとして担当
します。あるいは、いくつかの小規模プロジェクトを同時に統括するプロジェクトマネジャーとして
担当します。一方、後進の育成・指導や社内のＰＭコミュニティ活動を実施することも求められてい
ます。
２）シニアＩＣＰ−ＰＭ
Ｃ社のプロジェクト専門職の中核的な存在で、大規模のプロジェクトやリスクの高いプロジェクト
などのプロジェクトマネジャーとして担当します。あるいは、いくつかの中・小規模プロジェクトを
同時に統括するプロジェクトマネジャーとして担当します。一方、後進の育成・指導や社内のＰＭコ
ミュニティ活動でも主導的な立場で実施することも求められています。
３）エグゼクティブＩＣＰ−ＰＭ
超大規模のプロジェクトや非常にリスクの高いプロジェクトなどのプロジェクトマネジャーとし
て担当します。あるいは、いくつかの大・中規模プロジェクトを同時に統括するプロジェクトマネジ
ャーとして担当します。一方、後進の育成・指導や社内外のＰＭコミュニティ活動でも主導的な立場
で実施することも求められています。
４）シニア・エグゼクティブＩＣＰ−ＰＭ
このレベルは役員級のレベルで、Ｃ社のＰＭ専門職としての第一人者で、大規模以上のプロジェク
トやリスクの高いプロジェクトに対してプロジェクト支援やアドバイスを通じて、プロジェクトの成
功と健全な運営に責務を果します。また、複数の超大規模や大規模プロジェクト、あるいはリスクの
非常に高いプロジェクトなどのプロジェクトを同時に統括するプロジェクトマネジャーを担当しま
す。一方、後進の育成・指導や社内外のＰＭコミュニティ活動でも主導的な立場でリードすることも
求められています。

■ キャリアパスと認定審査
Ｃ社では一定以上の職位になると上司と相談して今後の自分の専門分野を選択し、その分野の専門性
を高めるため、スペシャリストの道へのキャリアを歩み始めます（図６．１参照）。その後、更に専門
性を高めるためにプロフェッショナルとしてのＩＣＰへ進みます。ＰＭスペシャリストやＩＣＰ−ＰＭ
専門職のキャリアに進むためには、スキルやプロジェクトでの実績などが評価されます。この評価を客
観的に行うために認定審査があり、この認定審査に合格しませんと、ＰＭスペシャリストやＩＣＰ−Ｐ
Ｍ専門職のキャリアに進むことはできません。認定審査について下記の通り紹介します。
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１．ＰＭスペシャリストの認定審査
一定以上の職位に達したＩＴエンジニアが今後の自分のキャリアとしてＰＭ専門職を選択し、業務
上の実績もあり、所定のＰＭ前提研修を全て修了しているなどの一定の条件を満たしていると、ＰＭ
スペシャリストへの認定審査を受けることが可能になります。認定審査は一次審査（筆記試験）と二
次審査（面接）に分かれています。一次審査は、ソフトウェアエンジニアリングの知識を含めＩＴ（情
報技術）全般の知識やＣ社製品技術に関する技術の知識、プロジェクトマネジメントの知識、および
ヒューマンスキルに関する知識などについて、一定以上の知識を有していることを確認するため、筆
記試験を実施します。この筆記試験に合格しますと二次審査へと進みます。二次審査は、ＩＣＰ−Ｐ
Ｍ専門職２名（原則）が面接官になって、プロジェクトマネジメント知識に基づいてどの程度実践で
きているか、プロジェクトメンバーあるいはプロジェクトリーダーしての実務経験・実績はあるか、
およびヒューマンスキル、特にコミュニケーションスキルは大丈夫か、などの項目をプレゼンテーシ
ョンと面接によって判定、審査します。
２．ＩＣＰ−ＰＭ専門職の認定審査
ＰＭスペシャリストとして、プロジェクトリーダーやプロジェクトマネジャーをいくつか経験し実
績を上げてくると、ＰＭスペシャリストの上位キャリアであるＩＣＰ−ＰＭ専門職へのキャリアへの
挑戦、すなわち、ＩＣＰ−ＰＭ専門職認定審査を受けることが可能になります。このＩＣＰ−ＰＭ専
門職認定審査を受審するためには下記の前提条件（受審要件）を達成していなければなりません。
（図６．２を参照）
１） 受審要件
・ＰＭ専門職としてのキャリアを目指していること
・所定のＰＭ前提研修を全て修了していること
・所定のスキルレベルに達していること
・ＰＭＰ資格試験に合格していること
・所定の規模以上の複数プロジェクトでプロジェクトマネジャーとしての実績のあること
・部門からの推薦があり、育成計画に立案されていること

など

２）認定審査
認定審査は一次審査（書類選考）と一次審査合格者に対する二次審査（面接）とあり、エグゼ
クティブＩＣＰ−ＰＭ専門職３人以上（原則）の審査委員によって厳しく審査されます。
審査内容は、プロジェクトマネジメントスキルやＩＴ全般のスキルに留まらず、リーダーシッ
プやコミュニケーションなどのヒューマンスキル、ビジネスマネジメントスキルや行動力などで、
ＰＭ専門職として求められる総合的なコンピテンシー（ＰＭコンピテンシー）が審査されます。
審査のために提出する書類には、ＰＭスペシャリスト期間中にプロジェクトマネジャー、ある
いはプロジェクトリーダーとして、担当したプロジェクトをどのようにマネジメントしてきたか
などについて所定の項目毎に計画と実績と対比して、所定数のプロジェクト分を作成・提出しま
す。
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３．ＩＣＰ−ＰＭ専門職の更新・昇進認定審査
ＩＣＰ−ＰＭ専門職は永久資格ではありませんので、ＩＣＰ−ＰＭ専門職に認定されてから一定期間
毎に、この期間中に担当してきたプロジェクトの実績が評価され審査されます。
この審査が更新認定審査で、更新認定審査プロセスは前項で説明した認定審査と同じく、書類選考（一
次審査）と面接（二次審査）によって行われます。提出する書類も認定審査と同じ項目になっています。
従って、ＰＭコンピテンシーはある一時点（審査時点）だけ評価されるのではなく、ＩＣＰ−ＰＭ専門
職期間中常に評価の対象になっています。このため、ＰＭコンピテンシーを継続的に持続・向上させて
いくことがＩＣＰ−ＰＭ専門職を継続していくためには重要になります。
また、現ＩＣＰ−ＰＭ専門職の職位より上位のＩＣＰ−ＰＭ専門職の職位へ昇進するための昇進認定
審査もあります。審査プロセスは更新認定審査と同じで、現ＩＣＰ−ＰＭ専門職期間中にプロジェクト
マネジャーとして担当したプロジェクトの実績と上位のＩＣＰ−ＰＭ専門職としての責務が果たせる
かという点が審査・評価されます。
再 審 査
ビジネス・
ニーズ

部門候補者
選定

図６．２

適格認定
審査

ＩＣＰ−ＰＭ
認定審査

• 書類審査

一次：書類審査
二次：面接審査

ＩＣＰ−ＰＭ
として就任

Ｃ社ＩＣＰ−ＰＭ専門職認定プロセス

■ ＰＭ専門職に求められるスキルとスキルアップ
ＰＭ専門職にはプロジェクトマネジメント関連の知識だけに留まらず、ＩＴに関する知識と実践経験、
適用業務知識やヒューマンスキル、およびお客様とのリレーションシップやビジネスマインドに関する
スキルなど、幅広い知識と経験が要求されます。表６.１にＣ社がＰＭに要求しているスキルの一部を紹
介します。
表６.１ Ｃ社のＰＭに求められるスキル（例）

スキル・カテゴリー

サブ･カテゴリー（例）

リレーションシップ
ビジネス・プロセス
インダストリー／ 市場動向
アプリケーション インダストリー・アプリケーション
プロジェクト計画
プロジェクト
トラッキング／レポート／成果物
マネジメント
リスク管理
サブコントラクト管理
情報システム・オファリング
アーキテクチュア
ＩＴエンジニアリング
システム設計技法／ツール
システム管理
リーダーシップ
コミュニケーション
ヒューマン
ネゴシエーション
問題解決／意思決定
ビジネス
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■ ＰＭ研修体系
Ｃ社ではＰＭ専門職を目指すためには所定の研修の受講を必須にしています。ここではプロジェクト
マネジメント関連の知識を習得するための研修のみに絞って紹介します。
１．ＰＭスペシャリストを目指す人へのＰＭ研修
ＰＭスペシャリストを目指す方は下記のＰＭ研修が必須になっており、ＰＭ研修以外にもＩＴ研修
などにもいくつかの必須コースがあります。
・ＰＭＢＯＫをベースにしたプロジェクトマネジメントの基礎
・ＡＤ（アプリケーション開発）プロジェクトマネジメントの基礎
・サービスビジネスの社内の諸手続きとプロセスの基礎

など

２．ＩＣＰ−ＰＭ専門職を目指す人へのＰＭ研修
ＩＣＰ−ＰＭ専門職を目指す方は下記のＰＭ研修が必須になっております。更に、ＰＭＰ資格の取
得が必須になっているため、ＰＭＰ資格取得のためのセルフスタディも必要になります。
・品質管理実践講座
・コントラクトマネジメント実践講座
・フィナンシャルマネジメント実践講座
・リーダーシップ実践講座
・サービスビジネスプロセス実践講座

など

３．ＩＣＰ−ＰＭ専門職認定後の研修
ＩＣＰ−ＰＭ専門職に認定後でも、ＰＭ知識／スキルの維持向上のため、年間一定時間以上のＰＭ
研修などによる知識／スキルの維持・向上を義務付けており、更新認定審査項目の一つになっていま
す。また、後進の指導・育成、論文の執筆やメンタリングのメンター、社内外のＰＭコミュニティで
の活動なども義務付け、ＰＭコンピテンシーの維持・向上に努めることを求めています。

■ おわりに
プロジェクトマネジャーの育成には時間がかかります。このため、効率的・効果的、かつ継続的に育
成するための仕組みが必要です。この仕組みを活用し、優秀なＰＭ専門職を継続的に育成するためには
根気よくＰＤＣＡを廻し、仕組みをよりよいものへ改善・進展していくことが肝要です。Ｃ社にPM専
門職育成のプロフェッショナル制度が導入・運営されて10数年が経ちました。この間、多くの改善が
施され、プロフェッショナル制度の進展が図られてきました。この結果、多くの優秀なＰＭ専門職育成
の成果が出ています。これは、この制度を継続運営してきたこと、そして常に制度の改善を続けてきた
ことに拠るものと考えます。
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６．４

Ｄ社の事例

【ＰＭ育成の背景】
Ｄ社は大きく分類すると次の 2 つの事業から成立っている企業です。その一つはお客様のシステム開
発を受託契約し、受託開発を通して価値を提供する受託生産型事業ともう一つは市場のニーズをマーケ
ティングし、ニーズに適合したソリューション・ソフトウェア製品を創出し、市場に高品質の情報とサ
ービスを付加した商品として価値を提供する見込生産型事業です。事業の構成比率としましては現在の
ところ受託生産型事業が９０％で、見込生産型事業は１０％となっています。
特に、受託生産型事業においてはお客様と直接受託契約し、受託開発をする形態と大手システムベン
ダーあるいは大手ソリューションベンダーと受託契約し、受託開発をする形態があります。
これらの事業を維持・継続・発展させていくために、以下の４点を経営指針として掲げています。
z

スピード 10 倍、1 人月からＳＩまで

z

プロフェッショナルＰＭ力を売りにするビジネス展開

z

プロフェッショナルＳＥ力を売りにするビジネス展開

z

個人が活き活きする組織の実現

プロフェッショナルＰＭ力とプロフェッショナルＳＥ力が要となるものです。ＰＭ、ＳＥのプロフェ
ッショナル力の成熟度及び達成度レベルの指標としてＩＴスキル標準のレベルを編集して採用してい
ます。

【ＩＴ人材（ＰＭ）育成の基本骨格】
Ｄ社には 2 つの型の事業がありますが、ここでは受託生産型事業に焦点をあてＩＴ人材（ＰＭ）育成
の基本骨格を記述します。
受託開発においては受託案件毎にプロジェクト創出ボードにてプロジェクトを発足させます。プロジ
ェクトのことをＰＴ（プロジェクト・チーム）と呼んでいます。プロジェクト創出ボードにはビジネス
システム部門長、スキルマネジメント部門長及び全社員が所属するスキルチームのリーダーの出席を原
則としています。
プロジェクト創出ボードは毎日 1 時間ぐらいで、稼動中のＰＴの中で重大な課題把握と解決策の設定
及び受託案件毎にプロジェクトスコープを確認しＰＴを発足させるかどうかの意志決定を行っていま
す。ＰＴを発足させる場合スキルチームからプロジェクトのマネジメントを行うプロジェクトマネジャ
ーとプロジェクトのメンバーを選出することになりますが、スキルチームのリーダーは創出されるＰＴ
に参画するかどうかの意志表示することが出来るようになっています。プロジェクトマネジャーのこと
をＰＬ（プロジェクトリーダー）と呼んでいます。
一方、スキルチームの構成要員（チームリーダー及びメンバー）の知識とスキルのレベルについては
ＩＴスキル標準のスキルレベルを基準指標として採用しています。スキルチームの構成要員はどの職
種・専門分野の、どの熟達度レベルにあるか、あるいは達成度レベルにあるかについては後述するＩＴ
人材（ＰＭ）育成のプロセスで述べる各種の診断・審査を経て設定されています。
そして、スキルチームの構成要員は熟達度レベルあるいは達成度レベル毎にスキルマネジメント部門
が設定した品質・生産性等を売上高に換算した売上高基準値を持つことになります。
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■ 評価について
ＰＴをマネジメントしたＰＬの評価はＰＴの総売上利益です。ＰＴのメンバーの評価は品質・生産性
等を売上高に換算した売上高基準値に対する比較です。また、スキルチームの構成要員についても品
質・生産性等を売上高に換算した売上高基準値に対する比較で評価が行われます。
スキルチームのリーダーに対しては、社長自らが定期的に４〜５名を集めて、経営視点からの会社経
営、組織運営及びヒューマンスキル等に関してのメンタリングを実施しています。メンタリングの効果
が徐々に出てきており、ＰＴをマネジメントするＰＬのコンピテンシーが高くなってきています。
これまでに説明してきた概観は“組織成長モデル”と“ＰＴ創出と評価の仕組”として下図に整理し
ています。参照してください。
Ｄ社組織成長モデル

Ｄ社のＰＴ創出と評価の仕組
評価規準
測定基準

経営指針

ＰＬ評価 ： ＰＴ総売上利益

経営戦略

組
織
成
長

個人スキル
成長
開発プロセス
成長

スキルチーム評価 ： 基準売上高
ＰＬ知識・ス
キルレベル
ＳＥ知識・ス
キルレベル
ＰＧ知識・ス
キルレベル

ＰＭＢＯＫ等

ＩＴ
ス
キ
ル
標準

ＣＭＭＩ

ＰＴ
創出
ボード

ＰＴni：ＰＬ＋メンバー

お客様

■ ＰＴ（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｔｅａｍ）の定義
・売上、経費が発生する作業は全てＰＴとする。
・基本的には受託案件単位とする。
・規模の制限は無く1人月からとする。
・ＰＬとメンバー（含、外注）で構成される。
ＰＴ（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｔｅａｍ）の役割（ミッション）
・与えられた制約と資源で作業の完了までを
責任をもって行うこと。

図６．３

ＰＴn1：ＰＬ＋メンバー
ＰＴn2：ＰＬ＋メンバー

ビジネスシステム
部門

ITｽｷﾙ標準を
編集して採用

開発プロセスの成熟度
レベル３

スキル指標

個人評価 ： 基準売上高／ｽｷﾙﾚﾍﾞﾙ

・・ ・

ルール／プロセス

社内
制度

成長サイクル

ＩＴスキル標準
スキルレベル

スキル
チーム
【構成】
ﾘｰﾀﾞｰ
＋
ﾒﾝﾊﾞｰ

スキルマネジメント
部門
開発
案件

■ ＰＬ（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｌｅａｄｅｒ）の定義
・ＰＴ内の最高責任者。
ＰＬ（Ｐｒｏｊｅｃｔ Ｌｅａｄｅｒ）の役割
・与えられた制約と資源で作業の完了までを責任をもって進めること。
・ＰＴミッションの設定及び遂行。
・要員管理（教育、労務管理、健康管理等）。
・ＰＴ創出推進ボードへのＰレビューの実施。
■ スキルチーム（所属チーム）の定義
・社員の所属の単位。
・ＰＬ、ＳＥ及びＰＧは何処かのチームに所属する。
・チーム単位で 知識・スキルをレベルアップする。

成長モデルとＰＴ創出と評価の仕組み

■ ＩＴ人材（PM）育成のプロセス
ＩＴ人材（ＰＭ）育成の基本骨格を基底とした育成プロセスを記述します。
受託開発は事業構成比で見ると９０％になっています。受託開発のＰＴの規模で見ると大規模から小
規模まで多種多様です。また、職種面から見るとプロジェクトマネジメント、ＡＰスペシャリスト、Ｉ
Ｔスペシャリスト、ネットワークサービス等がほとんどとなっています。Ｄ社ではプロフェッショナル
ＰＭ力とプロフェッショナルＳＥ力の両面が重要と捉えています。
それで、ここではＰＭとＳＥの両面から育成プロセスを見ていくこととします。Ｄ社ではＰＭをＰＬ
と呼んでいますので、ＰＭをＰＬとして表現していきます。
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Ｄ社の育成プロセスの概要は以下のように設定しています。
育成プロセスは①〜④をスパイラルに展開しています。
①

知識／スキル目標
↓

②

ａ

知識／スキル育成
↓

③

ｂ

習得した知識／スキルを実践し、知識／スキルを捕捉

知識／スキル実践
↓

④

知識／スキル目標を立て、目標知識／スキルを習得

ｃ

捕捉した知識／スキルを評価

知識／スキル評価
↓

ｄ

評価した知識／スキルをフィードバックし、更なる知識／スキル目標を設定

①〜④の概説を以下にします。
フェーズ①【自分の目指すキャリアの明確化】
●

能力開発チャレンジで知識／スキル目標を立てる

………個人目標

・能力チャレンジシートに記載
実績目標、知識／スキル目標を立てる
ＩＴスキル標準のレベル指標を指標基準

●

−職種

プロジェクトマネジメント

専門分野

レベルＸＸ

−職種

ＩＴスペシャリスト

専門分野

レベルＹＹ

−職種

ＡＰスペシャリスト

専門分野

レベルＺＺ

ＰＴミッションで知識／スキル目標を立てる

………組織目標

・ＰＴミッションシートに記載
フェーズ②【経営戦略に則した育成計画】
●

知識／スキル目標を研修や自己学習で修得（学習して身に付ける）
・内部研修
−ＰＬＭＣ研修（プロジェクトリーダー及びプロジェクトリーダー補）、ＳＥ研修
注）PLMC：Project Leader

Members Club

・外部研修
−ＩＢＭ研修、ＵＮＩＳＹＳ研修等
・自己学習
−E-Learning、CD-ROM 教材、通信教育等
●

知識／スキル目標を実践（ＯＪＴ）で習得（経験を通して学習して身に付ける）
・与えられた実作業
−コーチング
・ＰＴミッションで立てた目標の実施
−コーチング、メンタリング
・習得度のレビュー・審査
−各種レビューの実施

Ｐ（ＰＴ）レビュー、審査レビュー等

−面接の実施
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フェーズ③【人材を適材適所にアサイン】
●

能力開発チャレンジの知識・スキル目標の達成度捕捉
・ＰＴ作業報告の捕捉
−工程、言語別作業実績（工数・時間）捕捉
・知識・スキルの捕捉
−情報処理技術者試験の受験
−各ベンダー試験の受験
−ＩＴスキル標準のスキル診断
−ＰＭＰ資格試験の受験
−内部研修、外部研修の受講
−論文作成、事例発表

●

ＰＴミッションで立てた目標の達成度捕捉
・ＰＴミッション評価・審査レビュー
・ＰＴミッション達成度面接
・ＰＴミッション成果物
・社内発表、論文作成

フェーズ④【客観的評価】
評価については現在刷新中です。ここでは従来の評価の仕方を記述します。
●

実績評価
・ＰＴ作業実績評価（Ｄ社の設定するＰＴ評価基準にのっとり評価）
・ＰＴミッション達成度評価（Ｄ社の設定するＰＴ評価基準にのっとり評価）

●

知識／スキル評価
−情報処理技術者試験の合格
−各ベンダー試験の合格
−ＩＴスキル標準のスキル診断レベルが目標達成
−ＰＭＰ資格試験の合格
−内部研修、外部研修の受講評価
−面接診断（Ｄ社の設定するＰＴ評価基準にのっとり診断）

●

ヒューマンスキルの評価
−お客様評価（お客様へのアンケート／インタビュー）
−面接診断（Ｄ社の設定するＰＴ評価基準にのっとり診断）

●

ビジネススキルの評価
−お客様評価（お客様へのアンケート／インタビュー）
−面接診断（Ｄ社の設定するＰＴ評価基準にのっとり診断）
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■ ＩＴスキル標準の適用の仕方とＩＴスキル標準への期待
・ＩＴスキル標準の適用の仕方
Ｄ社はＩＴスキル標準を社員の職種・専門分野の知識／スキルの熟達度あるいは達成度の指標基準と
して適用することに限定しています。人事考課等にまで適用することは考えていません。
具体的には、スキルチームのリーダー及びメンバーの知識／スキルの熟達度あるいは達成度の指標基
準として適用しています。
・ＩＴスキル標準への期待
業界・業種毎にＩＴスキル標準が展開され、業界・業種毎に職種・専門分野の熟達度レベルあるいは
達成度レベルが設定され、受託開発の企業と業界・業種の企業の間に統一された売価が決定されるよう
になれば、ＩＴスキル標準の価値が高まるのではないかと期待します。
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６.5

E 社の事例

【PM 育成の背景・位置づけ】
Ｅ社は電子部品、家電、システムとさまざまな分野を事業部が中心となって、実施してきました。従
来は各事業部が競争する運営が強みとなっていましたが、よりダイナミックで迅速な製品開発には、事
業部の弊害が目立つようになり、全社を１４のドメインに大きく括りなおすとともに、“軽くて早い”
Ｅ社を目指してプロジェクトによる事業運営を推進しています。
２１世紀型の顧客直結プロセスを実現するために、組織もフラット＆ウェブと呼ぶ少ない階層で柔軟
に動く組織に転換しています。その活動の中心を担うのが、フラット＆ウェブリーダと呼ばれる人材で、
彼らに求められるのはミッション、ビジョンを明確にして、必要な人材を集め、限られた期間の中で成
果を生み出すまさにＰＭの能力です。そこで、全社的にＰＭの育成を推進するとともに、製造プロセス
の統合を進めています。
このような動きの中で各ドメインの横串を通す重要な役割を果たすのがＩＴであり、その整備を担う
のが情報システム部門です。この事例で紹介するのは、この情報システム部門で実施しているＩＴスキ
ル標準を採用したプロフェッショナル要員の育成の仕組みです。ＰＭの育成もその一環で実施していま
す。
新人材育成プログラムと呼ぶ育成の仕組みの中で、以下の３つを指針として掲げています。
●

コアコンピタンス確立に向けたコアスキルと、コアスキルを備えた人材像を「ＩＴスキル標準」
で類型化し、明示する。

●

目指すべき人材像にむけた教育体系、キャリア開発体系、評価・処遇のシナリオを明示する。

●

人材育成思索は経営の要請に合わせ、常に進化すべきものであり、恒常的に施策を見直しする
仕組みを明示する。

45

【ＩＴスキル標準活用プロセス】
Ｅ社のＩＴスキル標準の活用プロセスとその中でのＰＭ育成の施策は、以下のとおりです。

■ 育成の基本のしくみ
恒常的な施策の見直しのために、人材育成委員会が設置され、人材類型ごとに運営されています。
この人材育成委員会の中で、現在は以下のような仕組みが定められて運営が行われています。
１．キャリアフレームワーク
キャリアフレームワークは、７つの人材類型と７つのレベル、各人材類型の上位レベルにいた
るキャリアパスと、職掌区分を記述しています。
■ ７つの人材類型
ＩＴスキル標準の１１人材類型から、Ｅ社の戦略に基づく対応付けをして以下の７つの類型
を専門分野としています。
・マーケティング＆セールス
・コンサルタント
・ビジネスプロセスイノベーター
・プロジェクトマネージャー
・ＩＴアーキテクト
・システム監査人
・ＩＴビジネスアドミニストレーター
■ ７つのレベル
ＩＴスキル標準を参考にして、７つの段階レベルを設定しています。なおレベルと資格に関
しては、従来の資格制度および格付け制度との整合を図り、以下のようになっています。
・レベル２以下は、社内の格付け基準
・レベル３は主事の標準水準
・レベル４は主事の上位水準
・レベル５は参事の標準水準
・レベル６は参事の上位水準
■ 各人材類型の上位レベルに至るキャリアパス
育成のステップは「適正の見極め」、「専門性の追求」、「専門性の幅の追及」となってい
ます。またキャリアフレームワークで上位レベルに到達するまでのキャリアパスの全体像が見
えるようになっています。
■ ＰＭは以下の３つの専門分野が設定され、レベル４から認定されます。
・新規開発・構築
・維持改善・運用
・導入展開
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２．活用の具体的内容
■ 人材開発のプロセス
人材育成のプロセスは、図６．４のようになっています。基本ステップは以下の手順で運用
されます。
①

計画作成・登録

②

場の提供

③

評価

人材開発計画書の作成では、「目標人材類型」に基づいて、キャリア開発計画を本人と上司
が相談して立案します。
人材開発計画を①計画作成・登録 ②場の提供 ③評価 のステップで運用
育成のフレーム

個人のキャリアアップ

人材戦略

個人のキャリアアップの立案
（人材育成計画書の作成）

新人材育成
プログラム
新キャリア
フレームワーク
新教育体系

上司と合意した計画を職能登録
（人材開発計画書をシステムへ登録）

仕事のアサイン／配置転換
教育受講／コミュニティ参加等

中期計画に
リンク

事業計画に
リンク

個人のキャリアアップ
プランをサポート
教育受講の機会
OJTの機会

新認定制度
コミュニティ

組織のサポート

評価（育成計画に対し本人と
上司双方の評価を実施）

図６．４

人材育成のプロセス
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専門力認定推薦

■ 専門力認定制度
情報システム部門には人材類型ごとの専門力認定制度があり、その認定を特称昇格の必須条
件とし、認定結果を特称昇格にリンクする運用としています。その基本は、業績および業績を
上げるために発揮した専門力を審査するもので、認定結果は永久資格にはならず、認定期間は
３年間となっています。
表６．２

専門力認定審査の方法

レベル3以上

レベル2

認定者

本社情報企画グループグループマネジャー

審査員

コミュニティメンバー
社外専門家
計3名

レベル1

所属部門長

審査方法 書類審査:実績･スキルレポートに
よるスキル把握
面接審査:申請者の発表と質疑を
通して，発揮した専門力の基準へ
の到達度を見極める

書類審査
人材開発計
画書
報告会

登用面談

認定要素 人材育成必携
「人材類型別詳細スキル基準」に
従い判断

別途格付け基
準に従う

ー

実施時期 ５月〜８月

１月〜２月

７月

■ ＰＭ育成体系の整備（教育カリキュラム）
育成のための教育カリキュラムは、人材育成委員会で検討され構築されます。その運用は人材開発
部門で行われており、全社共通のカリキュラムを基本に運営をしています。また、ＰＭ育成に関して
は研修だけでなく、プロジェクトでの実践や先輩からの指導・助言や社内の過去の事例・教訓などか
ら生まれたノウハウを共有していくことが重要です。人材育成委員会の中にＰＭコミュニティを設け
て、ＰＭ育成施策として展開しています。

■ 今後の課題
世の中に通用するための人材育成を目指して導入したＩＴスキル標準ですが、自社の制度に合わせ
るために対応付けされた部分と、社会のギャップをどのように埋めていくか、専門力認定制度の審査
結果を社内外通用するコンセンサスを得られるものにするかといった活動が必要となります。さらに
社内のラインマネジャーという職掌をどのようにマッピングし、人材育成を行うかという点が課題と
なっています。
※）参考：ＩＴスキル標準ガイドブック／ＩＴスキル標準センター
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７．

まとめ

多くのプロジェクトで問題が発生する中、ＰＭの不足やスキルの不足が大きな問題となっています。
本書では、その解決への一助とすべく、２００４年度の育成ガイドラインワーキングにおいて検討した
内容をまとめたものです。ＩＴスキル標準を活用してＰＭとしてキャリアアップを目指す人やＰＭの育
成を行う組織が活用できるように、ＰＭに求められるスキル、キャリアパスとその方針などで構成しま
した。本書は初版ということもあり、育成ガイドラインとしての網羅性や正確性で十分でない部分があ
ると考えられます。今後、ＰＭ委員会の２００５年度以降の活動の成果により、必要に応じて随時改版
していく予定です。
■ 今後の検討課題
●

ＰＭの具体的な育成方法

●

研修ロードマップの活用方法

●

ＰＭ専門分野の検討

●

スキル項目・スキル評価方法

など
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８．
８．１

プロフェッショナルコミュニティ

ＰＭ委員会の紹介

プロフェッショナルコミュニティ

● プロフェッショナルコミュニティ設立趣旨
独立行政法人情報処理推進機構ＩＴスキル標準センターでは、ＩＴスキル標準の改版や、企業等での
活用事例の収集・分析、及びプロフェッショナルの後進育成に有益な情報発信等を行うことを目的とし
て、プロフェッショナル人材や、ＩＴスキル標準を活用した人事・教育訓練制度を先進的に実行してい
るＩＴ企業などの知見の収集、ＩＴスキル標準を基盤とした人材育成の支援事業を進めています。
この一環として、ビジネスの第一線で活躍しているハイレベルのスキルを持つ者同士が、社内や組織
の論理に捕らわれずに建設的に情報交換や議論が行えるような場を通じて、ＩＴスキル標準の改版、人
材育成のあり方等、次世代ＩＴサービスビジネスを担う後進人材のスキルアップに貢献するための諸活
動を行う「プロフェッショナルコミュニティ」を創設致しました。

● 活動内容
委員会は、プロフェッショナルコミュニティの目的を達成するために次の活動を行い、その成果を資
料等にまとめて情報を発信致します。
・後進人材育成のためのガイドライン作成
・ＩＴスキル標準／研修ロードマップの内容のレビュー・改善
・ハイレベルなＩＴ人材の育成要素に関する助言等
・その他目的を達成するために必要な活動

など
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８．２

プロジェクトマネジメント委員会の設置

● 委員会の設置について
ＩＴスキル標準

プロフェッショナルコミュニティでは、業界にて最も要望が高い、プロジェクト

マネジメントのハイレベルな人材育成を目的として「プロジェクトマネジメント委員会」を設置しま
した。

● プロジェクトマネジメント委員
既にプロジェクトマネジメントの分野において活躍されている団体がありますが、その中より、
・日本プロジェクトマネージメントフォーラム（ＪＰＭＦ）
・ＰＭＩ東京支部（ＰＭＩＴ）
・プロジェクトマネジメント学会（ＳＰＭ）
に、ハイレベルな人材を保有されている企業をご紹介頂き、企業の代表を委員として平成１６年５
月にプロジェクトマネジメント委員会が発足しました。なお、平成１６年６月現在における本委員会
の委員（◎は主査）は次の通りです。
井沢
乾

澄雄
諭史

日本電気株式会社
日本アイ・ビー・エム研修サービス株式会社

岡田

寿

日本ユニカシステムズ株式会社

小川

健司

日本アイ・ビー・エム株式会社

北野

利光

キヤノンシステムソリューションズ株式会社

向後

忠明

ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社

澤田

友宏

株式会社日立製作所

土出

克夫

富士通株式会社

丹羽

武志

株式会社インテック

◎橋爪

宗信

株式会社ＮＴＴデータ

濱
好川

久人
哲人

松下電器産業株式会社
エム・アンド・ティ・コンサルティング

（五十音順）
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// 主な活動内容 //

井沢 澄雄
Sumio IZAWA

z 日本電気株式会社に入社後、主に官庁系、公共系、一般
産業系の顧客向け情報システム開発プロジェクトに参画
し、SE、プロジェクトマネージャーを担当。
z その後、プロジェクトマネジメントに関する研修企画、
開発、講師を担当し、現在はプロジェクトマネジメント
関連のコンサルティングを担当。
z 主な出版物
「ソフトウェア開発のプロジェクトマネジメント入門」
（1999/4、共訳、日刊工業新聞社）
「オブジェクト指向とコンポーネントによるソフトウェア工学−
UML を使って−」
（2000/9、共訳、ピアソン・エデュケーション）
「プロジェクトマネジメント大全」に「メンバーのモチベーション

日本電気（株）
Ｅラーニング事業部
プロセスコンサルティンググループ
マネージャー

を向上」寄稿
（2002/7、日経コンピュータ）

z プロジェクトマネジメント学会 正会員
z 技術士（情報工学部門）、PMP、PMS、情報処理技術者
プロジェクトマネージャー

// 主な活動内容 //
z 日本 IBM へ入社後、主に、金融業・製造業・流通業のお客様

乾 諭史

向けのアプリケーション開発 SE、プロジェクトマネージャ

Satoshi INUI

z その後、SE 本部において SE リソースに関する施策の立案・

ー、SE マネージャーを担当。
企画を担当後、日本 IBM の SE 関連会社に出向。
z 日本 IBM への復帰後は、プロジェクトマネジメント・プロフ
ェッション・リーダーとして、日本 IBM におけるプロジェク
トマネージャー育成に関する諸施策の立案・企画・推進を担
当。
z 2000 年 10 月から、日本 IBM 研修サービス株式会社に
おいて、プロジェクトマネジメントの必要性・重要性な
どの啓蒙活動や、PM 育成のコンサルタントおよび講師な

日本アイ・ビー・エム研修サービス（株）
ラーニングアドバイザー

どを担当。
z PMP、IT コーディネータ
z プロジェクトマネジメント学会 正会員、PMI および PMI
東京支部会員、JPMF 会員
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// 主な活動内容 //
z 1967 年、日本ユニバック株式会社へ入社以来、商社、製造、

岡田 寿
Hisashi OKADA

証券、都市銀行等、多数のプロジェクトにて SE 及びプロジ
ェクトマネージャーに従事。
z 1992 年以降、情報戦略コンサルティングの方法論開発、及
び製造、流通、物流、証券、電力、地域開発等の情報戦略コ
ンサルタントに従事。
z 2002 年、日本ユニシス株式会社を定年退職し、現在は、日
本ユニカシステムズ株式会社で、該社経営に直接係わるビジ
ネスの仕掛・仕組造りの技術顧問に従事。

z 学会ビジネスモデル学会員、経営情報学会員等。

日本ユニカシステムズ （株）
技術顧問

// 主な活動内容 //
z SE として入社後、アプリケーションプログラム開発にプログ

小川 健司
Kenji OGAWA

ラマーとして参加。
z S/1 OS、IMAGE プロセスのミドルウェア開発にシステ
ムプログラマーとして参加。
z 大和研究所にて、製品開発マネージャーとして、オフィ
ス製品開発のプロジェクトマネジメントを 10 年間担当。
z 1997 年：長野オリンピックプロジェクトにて IT システ
ムのテスト統括マネージャーに就任し、大規模プロジェク
トマネジメントに従事。帰任後、アウトソーシング関連の
品質技術を担当し、各 PM のプロジェクトマネジメントの
評価を担当。
z 現在：技術部門でプロジェクトマネジメントを含む全社

日本アイ・ビー・エム （株）
技術

スキル向上施策（特に技術系社員）の策定と実施を担当。
z PMP（Project Management Professional）を保有。

コンピテンシー開発 担当
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// 主な活動内容 //
z 現在の組織は、全社の SI プロジェクトを対象に、第三者がそ

北野 利光
Toshimitsu KITANO

の実施状況を評価することで失敗をなくすために、2002 年
に発足しました。
z 具体的な活動については、以下のとおりです。
z SI プロセスに関する基準を設定し、ISO9001 の認証を得て
いますが、最近、プロセスの充実を図るべく CMMI の達成に
向けた活動を開始しました。
z また、プロジェクトの QCD、およびリスクを、レビューと月
次進捗報告で評価しています。
z 悪化しているプロジェクトに対しては、真の原因・対策・
見通しを明確にすることをベースに活動しています。

キヤノンシステムソリューションズ（株）
開発推進本部
プロジェクト管理部 部長

// 主な活動内容 //
z 1968 年：日揮株式会社入社

向後 忠明
Tadaaki KOUGO

z 1988 年：NTT インターナショナル（株）移籍
JICA 調査団団長／トルコ中央銀行決済システム構築 PJ、タ
イ中央銀行決済＆小切手システム構築 PJ にプロジェクトマ
ネージャーとして参加
z 1993 年：NTT インターナショナル香港支店（NTT 香港事務
所兼務）代表
z 1995 年：PJ 部次長兼品質保証部長（ISO 認証取得）1997
年：MGTI（NTT 投資案件で設立された SPC）取締役建設・
戦略企画長部長
z 1999 年：スリランカテレコム（株）

ＮＴＴコミュニケーションズ （株）
ソリューション事業部
ＩＴビジネス推進部
ＰＭＯ 担当部長

民営化 PJ での CAO（Chief Administrative Officer）
z 2002 年：NTT コミュニケーション（株）
ソリューション事業部企画部、及び IT ビジネス推進部 PM ア
ドバイザー（PMO 設立及び PM 育成・資格認定制度企画）、
及び財務部 PM アドバイザー（次期経理システム更改・構築
PJ）
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// 主な活動内容 //
z 1977 年、日立製作所に入社以来、SE として、銀行／生保／

澤田 友宏
Tomohiro SAWADA

損保／証券取引所といった金融機関の多数のプロジェクトに
参画。
z 現在は、金融分野の PMO として活動。
z 専門分野は、高性能／高信頼性システム構築。
z プロジェクトマネジメント学会

正会員

（株） 日立製作所
情報・通信グループ
プロジェクトマネジメント本部
プロジェクトマネジメント
エンジニアリング部 部長

// 主な活動内容 //
z 主な活動領域

土出 克夫
Katsuo TSUCHIDE

受託 SI プロジェクトの診断、プロジェクト監査
プロジェクトマネージャ指導
プロジェクトマネジメント研修のコース・教材開発、
同支援、
同研修講師／研修講師育成支援
z 保有資格
PMP（PMI）
技術士（総合技術監理部門・情報工学部門）
IT コーディネータ／同、インストラクタ
公認システム監査人（NPO・日本システム監査人協会）
z 所属団体

富士通 （株）
ビジネスマネジメント本部人材開発部
プロフェッショナル研修センター
兼）共通技術本部
プロジェクトマネジメント室

JPMF（同、関西 副代表）
日本技術士会
関西情報技術士会
日本システム監査人協会
ITC 近畿会
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// 主な活動内容 //
z 1989 年株式会社インテックに入社

丹羽 武志
Takeshi NIWA

z 電力関連、ロジスティクス、経理、証券など、国内・国外で
SEならびにPMとして主にメインフレームを中心とした開発
および保守プロジェクトに参画しました。
z 現 在 は 、 全 社 プ ロ セ ス 改 善 推 進 担 当 と し て CMMI
（Capability Maturity Model Integration;能力成熟度モデ
ル統合）をベースにソフトウェア開発プロセスの改善活動に
従事しています。
z 国内・国外でプロセス改善に関するセミナー、研究発表を行
っています。
z プロジェクトマネジメント学会、JASPIC 各正会員

（株） インテック
技術本部
主事

// 主な活動内容 //
z 1988 年：日本電信電話株式会社（NTT）入社。同年株式会

橋爪 宗信
Munenobu HASHIZUME

社 NTT データに分社。主に法人向け IT システムの設計・開
発に従事する。専門は方式設計技術。
z 1996 年：R&D 部門へ異動し、分散開発環境を研究。その後、
全社的な品質保証・審査（リスクマネジメント）／技術支援
組織の企画・組織化に携わる。当該組織で PM 資格制度を提
案し、全社的に PMP 資格取得を推進する部門（PM 推進室）
を兼務。
z 2002 年：ビジネスインキュベーション部門の創設に関与し、
異動。全社における新規ビジネス創出、社内ベンチャー制度
の運営、海外 VC ファンドへの投資を担当。

（株） ＮＴＴデータ
ＳＩコンピテンシー本部
ＰＭＯ ＰＭ戦略担当 部長

z 2003 年：SI コンピテンシー本部 PMO へ異動し、全社 PMO
組織化を推進。現在は PM 環境整備と訓練（特に品質管理）
等を担当。（PMO 自体はプロジェクト審査と PM 支援、PM
環境整備、PMO 訓練の４本柱で運営しています）。
z プロジェクトマネジメント学会 正会員（評議員）
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// 主な活動内容 //
z 1979 年 4 月、建設系の福山コンサルタント株式会社に入社。

濱 久人

都市計画、交通計画、道路情報システムなど、数多くのプロ

Hisato HAMA

z 1989 年 10 月、松下電器産業株式会社に入社。システム開発

ジェクトに参画。
部門の PM として、テーマパークなどの AV システムや、官
公庁の通信システム、ITS、都市情報化などのプロジェクトを
担当。その後、営業企画部門などを経て、現在は、左記の部
署にて、経営、プロジェクトマネジメント、IT スキル標準関
連の研修を担当。
z IT コーディネータ、プロジェクトマネジメントなど、各種研
修の講師も担当。

松下電器産業 （株）
人材開発カンパニー
コーポレート技術研修センター
東京担当参事

z 保有資格
技術士（建設）、ITC インストラクタ、IT コーディネータ、PMS（プ
ロジェクトマネジメントスペシャリスト）、ISMS 審査員、公認シ
ステム監査人

z 所属団体
PMI、PMIT、PM 学会、日本情報処理学会、日本テスト評価学会、
土木工学会、ITCA、システムアナリスト協会

// 主な活動内容 //
z コンサルティング活動

好川 哲人
Tetsuto YOSHIKAWA

- プロジェクトマネージャーの育成（pmstyle）
- プロジェクトマネジメントオフィスの設立、経営
- IT 人材のコンピテンシーマネジメント
- ITSS に基づく人材マネジメント

z ＰＭに関するサイト運営
- プロジェクトマネジメント OS 本舗
- pmstyle.com

z 人材マネジメント関係サイト運営
- IT スキルラボ
- All About Japan IT プロフェッショナルのスキル

z メールマガジン発行
- プロジェクトマネージャー養成マガジン（8500 部）

エム・アンド・ティ・コンサルティング
技術経営コンサルタント
技術士

- pmstyle.com（1500 部）

z 所属団体
- JPMF、PMI、PMIT、PM 学会、IEEE
- 経営行動科学学会、組織学会
- アメリカ経営学会（The Academy of Management）
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９.

<付録>ＰＭ委員の推薦図書

委員名

井沢澄雄

乾諭史

推薦図書名

出版社

プロジェクトマネジャーコンピテンシー開発 プロジェクトマネジメント協
株式会社テクノ
体系 ＰＭＩ標準
会 著

出版年

推薦文

2004 年

本書は、米国ＰＭＩが、プロジェクトマネジャーの能力を向上させることを目的に作成された書籍であり、プロジェクトを成功裡
に実施するための要素を、「知識」、「実践」、「人格」の３つの側面から紹介している。「知識」と「実践」コンピテンシーに
あるパフォーマンス基準では、５つのプロセスと 9 つの知識エリアの組み合わせで、プロジェクトマネジャーが実施すべき活動群
がわかりやすい表現で記述している。「人格」コンピテンシーでは、ＰＭＢＯＫガイドでは表現しきれなかった個人特性（性格、
行動、態度）などの推奨活動が述べられている。１００頁程度の薄い書籍であり、特に「パフォーマンス基準」の記述は、プロジ
ェクトマネジャーとなった方に一読をお勧めする。

人月の神話
-狼人間を撃つ銀の弾はない-

フレデリック・Ｐ 著
Ｊｒ．ブルックス 著
滝沢徹/富沢昇/牧野祐子 訳

ソフトウェアの成功と失敗

ケイパーズ・ジョーンズ 著
伊土誠一/富野寿 訳

共立出版

1997 年

ロバート・Ｌ・グラス 著
山浦 恒央 訳

日経ＢＰ出版セ
ンター

2004 年

ソフトウェア開発 ５５の真実と１０のウソ

岡田寿

著者名（訳者等）

品質と生産性を重視したソフトウェア開発
トム・デマルコ 著
プロジェクト技法
渡辺 純一 訳

アジソンウェスレイ
パブリッシャーズジ
ャパン

近代科学社

1996 年

1975 年に「ソフトウェアの神話」と題して発行されたもの（原版）の復刻版。原版は、小生がプロジェクトマネジャーになってプロ
ジェクトマネジメント関連の書籍として最初に読んだ本で、「遅れているソフトウェアプロジェクトに要員を追加しても、遅れを取り
戻せるどころか､逆に遅れは増大する」、「２人で５ヶ月かかる仕事を５人で２ヶ月ではできない。どちらも１０人月であるが前者と後
者では大きく違う」など「ブルックスの法則」と後に言われるようになったこれらの教訓は現在でも強烈な印象が残っている。プロジ
ェクトマネジメントを始めた方に是非一読して欲しい書籍である。
著者が世界各国の６７００件のソフトウェア開発プロジェクトから導き出されたプロジェクトの成功要因、失敗要因などをデータに基
づいて解説している。ここに解説されている成功要因や失敗要因の事実をＣＩＯなどのトップマネジメントを始め、ソフトウェア開発
プロジェクトに係わるすべての人々が認識されていたら、過去にマスコミなどで話題なったソフトウェアの大きなトラブルなども、軽
減できたのではないかと思うと残念である。ソフトウェア開発プロジェクトに係わるすべての人々に是非読んで頂きたい書籍である。
ソフトウェア開発にまつわるいろいろな話題をテーマ毎に整理され､出典や反論などを含めて客観的に解説した書籍である。「プログラ
マー個人を分析した研究によると、最も優秀なプログラマーは最悪に比べ、２８倍優れている」と言う一節は、自分のプロジェクトに
所属するＩＴエンジニアが最悪のケースにならぬようマネージすることもプロジェクトマネジャーの大事な仕事であることが良く分か
る。示唆に富んだ言葉がたくさん盛り込まれているので、プロジェクトの合間や困った時に気楽に読めて役立つ書籍である。

1987 年

ソフトウェア開発プロジェクトのマネジメントにおいても政治的視点、人間的視点、マネジメント・プロセス視点、技術（技法、方法
論）的視点、及びビジネス的視点の知識・スキル・行動が求められる。
技術（技法、方法論）的視点の知識・スキルを取得・整理するとき、『測定できない事項はコントロールすることができない』と言う
基本的考え方を基に、ソフトウェア開発プロジェクトの主要要素である機能、費用、品質の見積、測定、分析、蓄積の技法について、
事例もふんだんに取り入れて理論的に解説している該図書は古典領域に入ると思われるが一読に値する。

-見積り・設計・テストの効果的な構造化-

小川健司

熊とワルツを
-リスクを愉しむプロジェクト管理-

トム・デマルコ 著
ティモシー・リスター 著
伊豆原 弓 訳

日経ＢＰ社

2003 年

トム・デマルコの最新刊。リスク管理に関して大変分かりやすく解説している。「リスク管理には、困難さを伴うがリスクがあるから
こそプロジェクトをやる価値が有る。プロジェクトマネジャーはリスクを愉しむべきだ。」との考え方は、ピープルウェアの著者であ
るだけに説得力がある。即効性が有るとは言えないが、今日からでも役に立つ著書である。特に「デンバー国際空港再考」は、実際の
ケースだけに具体的で非常に示唆に富んだ内容を含んでいる。プロジェクトマネジャーだけではなく、それを目指す方に是非読んでい
ただきたい。

北野利光

ＳＥのためのプロジェクト管理心得ノート

竹野内 勝次 著
渡部 英男 著
久井 信也 著

日刊工業新聞社

2002 年

この書はＰＭ・ＳＥ育成の一環として技術的要素や手法的要素ではなく現場でのノウハウを主体に記述されている。
ＰＭ・ＳＥはプロジェクトの経験を通して成長していくが、実体験を基にしたトラブルを起こさないための具体的なノウハウを提供し
ており、経験が少ないＰＭ・ＳＥがトラブルを起こさないためにもプロジェクトメンバー全員が一読する価値がある。

トコトンやさしいプロジェクトマネジメント 日本プロジェクトマネージメ 日刊工業新聞社
の本
ントフォーラム（JPMF）編

2003 年

ルーチンワーク以外の仕事や行事は全てプロジェクトである。それをいかに効率よく負担の少ない方法で実行するかを考えるのがプロ
ジェクトマネジメントである。本書はプロジェクトマネジメントをまったく知らない初心者向けに書かれたものであり、プロジェクト
マネジメントの単なる解説にとどまらず実際のマイホーム建設を例にして主婦にもわかり、興味を持てる内容になっている。

ワンランク上のプロジェクトマネジャーを目 向後 忠明 著
指して

2003 年

向後忠明
電気通信協会

PM 方法論を知識として持っていてもプロジェクトを実体験しないとプロジェクトマネージメントの実際を理解することはできない。
そのため、本書は著者の 30 年以上の各種プロジェクトでのマネジメント経験をベースにプロジェクトマネージメント手法を PM 知識
体系（PMBOK 及び P②M）及び最新情報を入れて、SI ソリューション型プロジェクトを例に仕事の流れに沿って具体例を示しながら
わかりやすく解説している。
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委員名

推薦図書名

実践・リスクマネジメント
澤田友宏

土出克夫

丹羽武志

橋爪宗信

-製品開発の不確実性をコントロールする
５つのステップ-

実用企業小説 プロジェクトマネジメント

図解 国際標準プロジェクトマネジメント
-ＰＭＢＯＫとＥＶＭＳ-

動かないコンピュータ
-情報システムに見る失敗の研究-

著者名（訳者等）

プレストン・Ｇ・スミス 著
ガイ・Ｍ・メリット 著
澤田 美樹子 訳

近藤 哲生 著

能澤 徹 著

日経コンピュータ 編

出版社

生産性出版

日本経済新聞社

日科技連出版社

日経ＢＰ社

企業変革力 Leading Change

ジョン・Ｐ・コッター 著
梅津 祐良 訳

日経 BP 社

メンタリングの奇跡

マーゴ・マリー 著
宮川雅明/ 川瀬誠/ 坂本裕司 PHP 研究所
訳

出版年

推薦文

2003 年

本書は製品開発プロジェクトに焦点をあて，著者である米国で著名なコンサルタントと通信機器メーカのプロジェクトマネジャーが実
際に経験し、成功を収めたリスクマネジメントプロセスを紹介している。本書では様々な業務やプロジェクトに応用できるような標準
的なリスクモデルを提示し、そのモデルをもとにリスクマネジメントプロセスを５つのステップで順序だてて説明している。参考文献・
用語集・例題も収録されており、具体性や臨場感という点で、他に類のない内容である。また、原書はＰＭＩ（プロジェクトマネジメ
ント協会）より、２００２年度に発売されたプロジェクトマネジメント関連の書籍の中で最も優秀な書籍として表彰を受けている。
（PMI
David I. Cleland Project Management LＩＴerature Award 2003）

2004 年

「小説」と謳っているが、元日立製作所情報通信部門のプロジェクトマネジャーだった著者の実体験に基づく、プロジェクトマネジメ
ントの認識論、方法論、実践論を織り込み、プロジェクト成功ノウハウを迫真のストーリーの中で展開。特に自律的に学習するチーム
づくりや人と組織との関係性の理解、プロジェクトメンバーの能力発揮とモチベーションアップ、プロジェクトの組織能力の継続的向
上など、ヒューマン系にフォーカスしたノンフィクション性に近い内容。各章末には「プロジェクトノート」としてまじめな解説が付
されており、PM の教科書としても格好の図書といえる。

1999 年

本書は国際標準プロジェクトマネジントに関して広範な分野をカバーしている。PMBOK の概要を知りたい人はむろん、特に新しくプ
ロジェクトマネジメントに携わることになった人にとって、PMBOK にいきなり取り組むのは難しいのが通常であり、なにがしらの参
考書が必要になることが多い。その意味では、本書は PM 知識を体系的に学ぶための優れた学習教材といえよう。PMBOK の各論に関
し、具体的な解説や図解が施されており、実務ベースでの応用が容易である。特に、スケジューリング技法や EVMS を基礎から学び
たい人にとっては大変理解しやすい内容であるため、参考になるであろう。

2002 年

本書は文字通り「動かないコンピュータ」−最近の情報システムで発生したトラブルや失敗を集めた事例研究書である。ユーザー企業
にとって情報システムとは競争優位の源泉とも言える状況であり、そのシステム開発が成功裡に遂行されるかどうかが企業の経営戦略
そのものに影響する。動かないコンピュータの事例を見てみると、その失敗の殆どはプロジェクトマネジメントに起因している。PM
や PMO の方達にとって撲滅すべき失敗プロジェクトのケーススタディとして必読の書であり、
「本来ならどうすべきだったか？」
「我々
ならこうする」といった振り返りや気づきを通して各位のスキルを向上させて欲しい。プロジェクトマネジメントに属する我々にとっ
ては耳の痛い話ばかりではあるが、本書が発行されなくなる状態が PM の究極の目標であるので敢えて推薦する。

2002 年

本書はリーダーシップ論の第一人者であるコッター教授の代表的な書籍である。現在企業は大幅な変革を継続的に進めていくことを求
められている。コッター教授は企業変革の取り組みを八つの段階で論理的に、明確に描き出すと共にそれを推進するリーダーの役割を
明示している。企業の変革はプロジェクトで推進することが必要になっており、ここで提示されたリーダーはまさにプロジェクトマネ
ジャーそのものといえる。プロジェクトをどのようにリードしていくべきか学ぶべきものが多い。なお本書は 1997 年に「21 世紀の
経営リーダーシップ」として刊行されたものを改題・改訳されたものである。

濱久人

-最速で人が変わる、組織が変わる！-

プロジェクトマネジャーが成功する法則
-プロジェクトを牽引できるリーダーの心得と
スキル-

好川 哲人 著

技術評論社

2003 年

2003 年

好川哲人

いかにプロジェクトを成功させるか

ＤＩＡＭＯＮＤハーバード・ビ ダイヤモンド社
ジネス・レビュー編集部 編

2005 年

本書はメンタリングの概念から、その効果と弊害、推進方法、評価までを総合的に解説したものである。推進時に活用するチェックリ
ストなども提示されており、実践的な解説書となっている。PM 育成ガイドラインでは、PM のキャリアアップにはメンタリング・コ
ーチングを不可欠の要素と捉えている。PM 育成にあたっての良い参考になるであろう。
本書はプロジェクトマネジメントのスキルに焦点を当て、プロジェクトマネジャーが持つべきＰＭコンピテンシーを解説し、そのコン
ピテンシーの構成に欠かせないテクニカルスキル（プロジェクトマネジメント手法、ツール）、ソフトスキル（思考法、ヒューマンス
キル、ほか）、マインド（心得、戦略、習慣）を網羅的に解説した書籍である。単にプロジェクトマネジメントのテクニカルスキルを
活用するだけではなく、本書で紹介しているソフトスキルを意識して使い、さらにマインドへの意識付けをすることにより、ＰＭコン
ピテンシーの向上が期待でき、プロジェクトマネジャーとしてよりレベルの高い行動が可能になるだろう。
ハーバード・ビジネス・レビューのセレクション。いわゆるプロジェクトマネジメントのノウハウものではお目にかかれない、深い考
察がずらりと並ぶ。特に第１章、第６章、第８章がお奨め。これ以外にも、ＤＳＭ（デザイン・ストラクチャー・マトリクス）の解説
は、ＤＳＭが有名な技法であるにもかかわらず、あまりお目にかかれない。プロジェクトの成功とは何かがよく分からない人にもお奨
めです！ＰＭコンピテンシーの中核となる「プロジェクト思考」を極めたいなら、これを１冊熟読してみてはどうだろう。
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