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PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

・“PMI”と PMI のロゴは、米国及びその他の国で登録された Project Management Institute のサービス商標
（service and trademarks）です。
・“PMP”と PMP のロゴは、米国及びその他の国で登録された PMI®の資格のマーク（certification marks）で
す。
・“PMBOK”は、米国及びその他の国で登録された PMI®の商標です。
PMBOK®の内容に関する記述は、PMI®に著作権があります。
・“PMR”は、特定非営利活動法人 プロジェクトマネジメント資格認定センター（PMCC)の登録商です。
・“PMAJ”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の登録商標です。

● 本報告書に記載されている「ＩＴスキル標準®」および「プロフェッショナルコミュニテ
ィ®」は、独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ）の登録商標です。また、社名およ
び製品名は、それぞれの会社の商標です。なお、本文中では「ＴＭ」、「®」表示は省略
しています。
● 本報告書に記載されているＷｅｂページに関する情報（ＵＲＬ等）については、予告な
く変更、追加、削除（閉鎖）等される場合があります。あらかじめご了承願います。
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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捉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：ＩＴスキル標準＆研修
改善ＷＧ，ＷＧ２：ＰＭ育成ガイドラインＷＧ）を立ち上げました。
本書は、ＰＭ育成ガイドライン 2004 年版に基づいて、下記の 2005、２００６年度のＰＭ委員会
及びＰＭ育成ガイドラインＷＧにおいて検討、そして２００７年度も引き続き本書の公開のための検討
を行い、改定をしたものです。
ＷＧ名称

：ＰＭ育成ガイドラインワーキンググループ

ＷＧ２グループメンバ（２００７年度）

：

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 IT ソリューションズ株式会社

向後忠明

株式会社こうろう社

澤田

友宏

株式会社日立製作所

橋爪

宗信

株式会社ＮＴＴデータ

濱

久人

松下電器産業株式会社

増澤好文

キヤノン IT ソリューションズ株式会社

八久保修

株式会社テクノエイト

＊上記メンバーの所属企業：2008 年 3 月現在

ＷＧ２グループメンバ（２００５、２００６年度）
乾

諭史

日本アイ・ビー・エム人財ソリューション株式会社

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 IT ソリューションズ株式会社

齋

恒夫

株式会社グランドユニット

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
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// 本書の目的 //
■ ＩＴスキル標準（V３）／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
ルから見た育成ハンドブックを提案します。
■ ＰＭの育成ハンドブックとして、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
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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です。
委託側リーダ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。

プロジェクト

図０．２ 対象としているプロジェクト

// 本書の育成対象としている人材 //
本書で育成対象としている人材・ＰＭ専門職は主に管理者層です（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メンバー
としての組織の責任者及びプロジェクトを総括するプロジェクトマネジャーそしてプロジェクトメン
バーとして参加する多くの専
門家など，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

社員層

ていて、プロジェクトマネジ

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

３）の「専門分野の定義」を参照】

職種

専門分野
システム開発
ITアウトソーシング
ネットワークサービス
ソフトウェア製品開発

プロジェクトマネジメント

レベル (ﾊｲ)
４ ５ ６ ７
６ ７
４ ５ ６
３ ４ ５ ６ ７

(ｴﾝﾄﾘ)

３

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
・パーソナルマネジメントスキル
・テクノロジ／メソドロジスキル
・インダストリ／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／メソドロジスキルを除く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ＰＭ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／メソドロジスキルが専
門分野ごとに異なる点だけです。
一方、ＰＭの４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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第1部

ＰＭ育成ハンドブック

１． プロジェクトマネジャー（ＰＭ）とは
１．１

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が多くあります。
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。

計画策定
計画策定

立ち上げ
立ち上げ

提案

遂行及び
遂行及び

納入
納入

管理／統制
管理／統制

最終成果物

プロジェクト

（納入物・サービス）
（納入物・サービス）

マネージャ
マネジャー

ＷＨＡＴ
How

品質（ Q ）
品質（

How Much

When

納期（ D ）
納期（

予算（ C C））

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
ＩＴスキル標準では、ＰＭの活動範囲をＩＴ投資の局面と活動領域の視点から、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
© 200７-200８独立行政法人
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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４カテゴリーに分類、定義されています。

●システム開発
ＩＴシステムの提案，開発，保守に関わるプロジェクトマネジメントを行う（ＩＴシステムとし
て要求される機能を実現するためのソフトウェアを開発し，コンピュータ及びネットワーク環境を
構築する。インターネットテクノロジを使用したものを含む）

●ＩＴアウトソーシング
顧客の経営戦略を受けて，外部組織としてＩＴシステムの企画，構築，保守，システム運用，サ
ポート運用，業務運用に関わるプロジェクトマネジメントを行う。

●ネットワークサービス
データ、画像、映像等の通信環境(LAN/WAN)の設計，導入及び管理に関わるプロジェクトマネ
ジメントを行う。

●ソフトウェア製品開発
不特定多数のユーザーを対象としたソフトウェア製品の企画、設計、開発、改良及び保守に関わ
るプロジェクトマネジメントを行う。

© 200７-200８独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

11

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

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。重要なものとして下記の課題に整理できます。
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
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
一方、プロジェクトではさまざまなステ−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、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。
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

© 200７-200８独立行政法人
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２．

ＰＭに求められるスキル

２．１

知識、経験、スキル、ＰＭ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、ＰＭ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

知識、経験、スキル、コンピテンシー、ＰＭコンピテンシーの定義

用語

定義

知識

知っている事項
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
技量、技能のこと

スキル

知識を持ち、実際に活用できること
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
実際に行動を起こすことができる能力

コンピテンシー

または行動を起こす背景（裏）にある能力
ＰＭとして知識やスキルを持ち、実際に行動を起こすことができる力
（行動特性とも呼ぶ）

ＰＭコンピテンシー

経験がない分野でも、知識があり、行動できればＰＭコンピテンシーがある
といえる

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ロジェ

インダストリ ／
インダストリー
適用業務

ビジネスマネジメント

クトの成功に必須です。

プロジェクトマネジメント
●パーソナルマネジメント

テクノロジ
テクノロジー
／メソドロジー
（プロジェクトメンバー）を通じて仕事を遂行します。 ／メソドロジ
ＰＭはプロジェクトにおけるリーダーであり、人

パーソナル
マネジメント

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

© 200７-200８独立行政法人
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図２．１

ＰＭに求められる知識／スキル領域

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

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。

●テクノロジ／メソドロジ
プロジェクトで使用するハードウェア、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遂行するための設計技法、テスト技法、見積り技法などのソフトウェアエンジ
ニアリング知識及びテクノロジ／メソドロジに関する知識／スキルは必須です。

●インダストリ／適用業務
エンドユーザ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、適用業務について
の知識／スキルは必須です。

●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。

この 5 つの知識／スキル領域における知識、経験、スキルの関係を図２．２に整理します。

【 スキル 】
【 知識 】

【スキルカテゴリ−】

【 経験 】

プロジェクト
マネジメント

・プロジェクトマネジメント
知識

パーソナル
マネジメント

・リーダーシップ力
・ネゴシエーション力
・コミュニケーション力 ・ドキュメンテーション力
・プレゼンテーション力 ・倫理（社会的責任）

テクノロジ／
メソドロジ

・ＩＴ／ソフトウェア
エンジニアリング

インダストリ／
適用業務
ビジンネス
マネジメント

・分析力
・笑力

・要求定義／設計／テスト

・製造／流通／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

・ビジネス知識

・ビジネス経験

図２．２
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２．３

ＰＭに求められるＰＭコンピテンシー

２．３．１ ＰＭコンピテンシーの必要性
個々のプロジェクトのパフォーマンスを比較すると大きな差が見られます。何故大きな差が出現するの
か？。
差の要因は多々あると考えられますが、大きな要因はＰＭの行動力にあるのではないかと考えます。
プロジェクトのパフォーマンス差を具体的に見ると次のようなことが顕著に現れています。
例えば、
● ＰＭの知識・経験は同程度にありながら、プロジェクトの成果に大きな差が出現している
● ＰＭの知識は同程度あり、経験に差がありながら、あまり経験の無いＰＭがプロジェクトの結果を成
功に導いている
などが観察されます。
このことはＰＭの行動力に差があることを表しているといえます。
では、行動力の差は何故出るのでしょうか？。
ＰＭがプロジェクトマネジメントの知識を確実に取得し、その上でプロジェクトに対する姿勢、捉え方・
考え方、こだわりなどを自分自身で確立して、プロジェクトの場で状況に応じて知識／経験／スキルを最大
限に活用するという行動の差になっていると捉えます。

ＰＭの行動力を見るとき 2 視点があると捉えます。
その一つは、
人が持つ基本的な能力です。この能力をコンピテンシーと呼びます。
表 2.1 で定義しました“実際に行動を起こす能力、または行動を起こす背景（裏）にある能力”です。
コンピテンシーは次のような構成要素からなるものと捉えます。

潜在・保有能力
・ ＥＱ（ＥＩ）
・ 認知能力

など

性格・行動傾向
・ 態度
・ 人柄
・ 特性

など

もう一つは
ＰＭがプロジェクトに対して高いパフォーマンスを出す能力。この能力をＰＭコンピテンシーと呼びます。
表 2.1 で定義しました“ＰＭとして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ＰＭコンピテンシーがあるといえる”です。
ＰＭがプロジェクトを成功裡に導くためにはプロジェクトに対する姿勢、捉え方・考え方、こだわりなど
が行動を起こすきっかけとなり、プロジェクトの場の状況に応じて知識やスキルを効果的に且つ効率的に
活用する行動が求められます。
© 200７-200８独立行政法人
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即ち、ＰＭには
●

プロジェクトマネジメントの知識／経験／スキルとそれらを活用し率先してプロジェクトマネジメン
トを実践する行動力

● 担当するプロジェクトの業種や業務知識とそれらを活用しプロジェクトマネジメントを実践する行動
力
● プロジェクトで使用するＩＴ知識／経験／スキル、開発技法・設計技法・テスト技法などのソフトウ
ェアエンジニアリング知識／経験／スキルとそれらをプロジェクトマネジメントに活かす行動力
● リーダーシップ、コミュニケーション、ネゴシエーションなどパーソナルマネジメントの知識／経験
／スキルとそれらを活用して自ら率先して実践し、プロジェクトメンバーのやる気を引き出す行動力
● お客様およびステークホルダーとの良好なリレーションの維持、新規プロジェクトの発掘などにおけ
るビジネスマネジメントやマーケティングの知識／経験／スキルとそれらを自ら率先して活用する行
動力
など幅広い行動力が求められます。
特に、ＰＭはプロジェクトにおける運営責任者であり、人を通じてプロジェクト目的を達成する使命を持
っているため、パーソナルマネジメントの知識／スキルを高めるとともに、これらをプロジェクトマネジメ
ントの中で充分に活用していく行動力が求められます。

プロジェクトの成果を導くためのＰＭコンピテンシーを知識、経験、スキル、コンピテンシーの関係で概観
した図を整理しています。（図２．３）

プロジェクトの成果
ＰＭとしての価値
【 スキル 】
【 知識 】

【スキルカテゴリ−】

【 経験 】

プロジェクト
マネジメント

・プロジェクトマネジメント
知識

パーソナル
マネジメント

・リーダーシップ力
・ネゴシエーション力
・分析力
・コミュニケーション力 ・ドキュメンテーション力 ・笑力
・プレゼンテーション力 ・倫理（社会的責任）

テクノロジ／
メソドロジ

・ＩＴ／ソフトウェア
エンジニアリング

インダストリ／
適用業務
ビジンネス
マネジメント

・プロジェクトマネジメント
経験

・要求定義／設計／テスト

・製造／流通／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／設計経験

・ビジネス知識

・ビジネス経験

コンピテンシ−
潜在・保有能力
性格・行動傾向

例えば ・ＥＱ ・認知的能力 など
例えば ・態度 ・人柄 ・特性 など

ＰＭコンピテンシ−

図２．３
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２．３．２ ＰＭコンピテンシーの位置づけ
ＰＭコンピテンシーはＰＭがプロジェクトを高いパフォーマンスで終結させていくための重要な軸と捉
えます。
例えば、
●

プロジェクトマネジメント知識はやたらと詳しいが、何のためにプロジェクトマネジメントをやって
いるか表面的にしか理解できていないＰＭが存在する

● プロジェクトはプロジェクトメンバー、ステークホルダーなど多くの人達の参画で目的を達成するこ
とになるが、プロジェクトのモチベーションを無視したＰＭが存在する

● 顧客に対するコミットメント・母体組織に対するコミットメントが強く、プロジェクトの目的達成に
対する意欲も強いが、厳しいＱＣＤの中でプロジェクトを運営していくための方法を知らず、メンバ
ーへの叱咤激励、顧客とのコミュニケーション、ネゴシエーションだけで乗り切ろうとするＰＭが存
在する
などはＰＭコンピテンシー不足の典型的な例です。

ＰＭはプロジェクト目的を達成するために、積極的に状況に応じて知識／経験／スキルを最大に発揮し、
プロジェクトの高いパフォーマンスを出し続けていくことを求められます。ＰＭに対してＰＭコンピテンシ
ーを高めていくこが切望されます。

ＰＭコンピテンシーはスキルを高めていくのと同様に、個人のコンピテンシー（潜在・保有能力、性格・
行動傾向）の差異はあるものの、経験を通した学習、研修や本だけでなく上司や同僚の経験を含む学習資源
などを通して高めていくことができます。
ここではＰＭコンピテンシーの位置づけを整理しています。（図２．４）

経験を通した
学習

プロジェクトの成果

パフォーマンス発
揮

ＰＭコンピテンシ−
スキル

スキル発揮

プロジェクト

能力活用

コンピテンシ−

学習

学習
学習資源
研修や本だけでなく、
上司や同僚の経験も含む

出典 ＩＴスキル標準Ｖ２ ２００６ １部：概要編̲1031
「図１１ ＩＴスキル標準の概念と各々の関係」を編集

図２．４ ＰＭコンピテンシーの位置づけ
© 200７-200８独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

18

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

国際的に見れば、ＰＭコンピテンシーのモデルがいくつか存在しています。
参考として、各国の事例を以下に示します。
ＰＭＩのＰＭＣＤＦ（米国）
PMCDF

： Project Manager Competency Development Framework

PMI(Project Management Institute)が提唱する PMBOK に対応する PM コンピテンシー開発フレー
ムワークである。
知識、行動、人格の３カテゴリーから構成されるコンピテンシーモデルを採用している。

ＩＰＭＡのＩＣＢ（欧州）
ICB

： International Competency Baseline

IPMA(International Project Management Association)が提唱する PM 標準 ICB は手法やスキルを
全て包含したモデルである。この中で、コンピテンシーは知識、経験、行動の３カテゴリーから構成さ
れる。

ＡＩＰＭのＮＣＳＰＭ（オーストラリア）
NCSPM

： National Competency Standards For Project Management

AIPM(Australian Institute of Project Management)が知識体系として PMBOK を採用して、
構造的にはＰＭＣＤＦと同じ構造となるモデルである。
PMCDF との違いはコンピテンシーを３レベルで規定していることと、カテゴリーを設定していないこ
とである。

© 200７-200８独立行政法人
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ＰＭコンピテンシーの定義

＜参考＞

●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通して向上できる
コンピテンス・ディメンションに分解できる
ＰＭ知識
ＰＭ知識
コンピテンス・ディメンション
コンピテンス・ディメンション

ＰＭ知識
ＰＭ知識
コンピテンス
コンピテンス

PMPM知識
知識

ＰＭ実践
ＰＭ実践
コンピテンス
コンピテンス

ＰＭ人格
ＰＭ人格
コンピテンス・ディメンション
コンピテンス・ディメンション

個人属性
個人属性

技術スキル
技術スキル
・スコープ
・スコープ
の提供
の提供
・タイム
・タイム
・コスト
・コスト
・品質
・品質
・リスク
・リスク
・ステークホルダー
・ステークホリダー
満足
満足

ヒューマン・スキル
ヒューマン・スキル
の提供
の提供

ＰＭ人格
ＰＭ人格
コンピテンス
コンピテンス

個人特性
個人特性

プロジェクト
プロジェクト
パフォーマンス
パフォーマンス

コンピテンス・ディメンション
コンピテンス・ディメンション

前提
前提

フレームワーク
フレームワーク
の提供
の提供

PM 実行能力
PM実行能力
実績
PMPM
実績

ＰＭ実践
ＰＭ実践

PMPM個人の力量
個人の力量

図２．５ 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（2004 年 11 月 30 日初版第 1 印）
P.10〜P.11、ＰＭＩ®東京支部訳、テクノ発行）

© 200７-200８独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

20

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

２．４

熟達度レベル、達成度レベルについて※

人材の能力を定義する場合、個人が保有している能力の大小で価値を捉える観点と個人が解決した問題
の大小で価値を捉える観点と２つの視点が存在します。実際のビジネスにおいては、本人の持っているス
キルに合わせてタスクが割り当てられ、タスクを実行した結果が、ビジネス上の成果となります。ＩＴス
キル標準では、こうした人材能力の捉え方を踏まえて人材能力を構造化しています。
ＩＴスキル標準では、スキルの発揮度合い（能力の高さ）を「スキル熟達度」、パフォーマンスの発揮
度合い（成果の大きさ）を「達成度指標」で示しています。ＩＴスキル標準におけるスキルとは実務能力
を指しており、単に要素技術を束ねたものではなく、要素技術をいかに選択し、課題解決の実現が出来る
かという実務能力として捉えています。
また、プロフェッショナルとは、ビジネスを成功させ、産業界の発展に貢献する存在であるため、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い
ます。

１）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、図２．６に示すように
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

６

プロジェクト
マネジメント
スキル

５

パーソナル
マネジメントスキル

ビジネス
マネジ
メント
スキル

テクノ
ロジ
インダス
および
トリ／
メソド
適用業務
ロジ・
スキル
スキル

４
３
２

低

PMにはこのレベルはない

１

少ない

スキル量

図２．６

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

※

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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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／メソドロジ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／メソドロジスキルよ
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。
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。

２）達成度レベル （達成度指標）
達成度レベルとは、対応するレベルのプロジェクトの経験や実績に基づく指標です。達成度レベルの評
価項目として、ビジネス貢献（責任性、複雑性、サイズ）、プロフェッショナル貢献の項目があります。
責任性は、顧客に対する責任の重さをあらわす要素です。プロジェクト全体の責任者だったのか、サブ
プロジェクトの責任者だったのかによって責任の重さが違ってきます。上司やプロジェクトメンバーなど
から受ける支援の程度や自立の程度、目標やプロセスへの権限、成果と評価の関連といった複数の指標か
ら判断されます。
複雑性は、プロジェクトの難易度をあらわす要素です。新規性、ミッションクリティカル性、国際性と
いった複数の指標から判断されます。
サイズは、プロジェクトの規模をあらわす要素です。ステークホルダーの数やプロジェクトの期間、受
注金額、プロジェクトの体制といった複数の指標から総合的に判断されます。
プロフェッショナル貢献は、自分自身のスキルを磨き、社会的評価を得ることにつながるもので、技術
の創造と継承、後進の育成という指標から判断されます。
達成度指標によるレベルは、当該職種と専門分野においてプロフェッショナルとして必要な課題解決の
経験と実績の度合いを７段階で表現している。レベルを概念的に捉える視点は、図２．７のようになります。

図２．７
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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、ＰＭ以外の職種
の達成度レベル２から、ＰＭの熟達度レベル３へ移行するキャリアパス（①）です。もう一つの方法は、
ＰＭ以外の職種の達成度レベル３〜５（熟達度レベルではありませんので注意ください）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パス（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、他職種からのキャリアパス

ＰＭのキャリアパス

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５

達成度レベル５

②

熟達度レベル４

達成度レベル４

②

熟達度レベル３

達成度レベル３

②

熟達度レベル２

達成度レベル２

①

図３．１ 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へのキャリアパスはありません。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
キャリアパスになります。
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高め、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、ＰＭ能力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
経営戦略／ビジネス戦略／
事業部戦略

が重要なポイントに
なります。
つまり、ＰＭ育成に

将来のビジネス領域／
ビジネス目標の策定

は次の４つの育成手
段が体系的、有機的

将来の社員数と
ＰＭの人員計画

に活用されてはじめ
て効果が出てくるも

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

現状のＰＭの
実態把握

のです。

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研修の受講

プロジェクトで実践

指導者による指導

図４．１ ＰＭ育成の基本プロセス
① 知識を習得するための研修（４．３を参照）
② 経験を積む場としてのプロジェクトでの実践（４．４を参照）
③ 習得した知識を実践の場で間違いなく発揮できる、また、より高い場へ引き上げるための指導
者による指導や支援としてのメンタリングやコーチング（４．５を参照）
④ いろいろな経験や考え方の違うＰＭの方々との交流を深められ、自己成長が促進されるＰＭコ
ミュニティへの参加
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。
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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が、学習によってプロジェクトマネジメントの知識を習
得するということがＰＭ育成の第一歩となります。
以上の観点からもＰＭの育成には、ＰＭあるいは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ます。これらについては第６
章「６．１

ＰＭを目指す人へ（個人の視点）」、「６．２ ＰＭを育成する立場の方へ（組織の視

点）」にまとめていますので、参照ください。
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４．２

ＰＭ育成のプロセス

１）PM 育成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、実践の場で学習してきた
知識を適切に活用するため、また
困ったときに適切な手段を取れる
ように、上位ＰＭ（メンター）の
下で育成を図ることが効果的です

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

（メンタリングの活用）。
このように、ＰＭの育成は、Ｐ

知識の
習得

Ｍ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
の仕組みとが有機的に調和し合っ
図４．２

て成し遂げられます。

PM 育成のためのプロセス
研 修

図４．２
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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
する組織において、ＰＭ育成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、評価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評価することは、
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
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

レベル４
知識の
習得

経験
メンタ
リング

研 修

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

本書で扱う PM 育成の範囲は、
①レベル３からレベル４へ
②レベル４からレベル５へ
の２つのキャリアアップにしました。
レベル５からレベル６、レベル６からレベル７への育成に関しては次の理由により本書で扱わないこ
とにしました。
ハイレベルであるレベル６やレベル７の PM は既にプロジェクトマネジメントの知識や実績が十分に
あり、これらの PM は、第三者から指導されるのではなく、今までに習得した知識やスキルを統合し、
実力を発揮すべきレベルにあります。本人自身が、さらに成長しようという意欲と熱意をもって、PM
コミュニティ活動や PM プロフェッショナル活動に前向きに取り組み、スキルを向上させなければなり
ません。
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４．３

ＰＭ研修について

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／メソドロジ、インダストリ／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／メソドロジ、インダストリ／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・仕組みがあります。
・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をする仕組み・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）、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、予め作成されたＰＭ研修計画に従って、
計画的に研修を受講していくことが必要です。
ＰＭ研修計画の一例を図４．５に紹介します。

© 200７-200８独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

29

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

未経験

レベル１

レベル２

レベル３

システム設計

レベル４

レベル

レベル５

レベル６

レベル７

最新技術動向
システム構築

テクノロジ
ｼｽﾃﾑ運用/保守
システム要件
定義技法

ＤＯＡ構造化
手法（注１）

コンサルティン
グ

メソドロジ

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ PM
のための
ｼｽﾃﾑ運用
管理方法論
（注２）
コミュニティ活動

メソドロジ
ネットワークＰＭ
事例
（注３）
ソフトウェア製
品
開発ＰＭ
（注４）

プロジェクト
マネジメント
方法論
（注５）

コンプレックスマネジメント

プロジェクト
マネジメント

プロジェクト

基礎

マネジメント

プロジェクト
マネジメント
上級

プロジェクト
マネジメント
実践

アウトソーシング
ビジネスのＰＭ
（注２）

プロジェクトマネジメント最新動向

インダストリアプリケーション動向

最新ビジネス動向

ビジネス/
ＰＭのリーダーシップ

インダストリ

ＰＭのコミュニケーション

ＰＭのネゴシエーション

パーソナル
職種共通

専門分野別選択

注１：システム開発

注２：ＩＴアウトソーシング

注４：ソフトウェア製品開発

注５：除くＩＴアウトソーシング

図４．５ ＰＭ研修計画 （例）
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４．４

経験の場としてのプロジェクト

ＰＭの各レベルにおける達成度指標はＩＴスキル標準「プロジェクトマネジメントの達成度指
標」に述べられています。
本書では、ＰＭの各レベルの達成度指標を満たすためには、まず、スキル熟達度を各レベルま
でに引き上げることが必要であるとの考えに立って作成しています。スキル熟達度を各レベルま
でに引き上げるためには、実践の場／経験の場としてのプロジェクトが不可欠になります。
本章では、このスキル熟達度を引き上げるために不可欠であるプロジェクト、そのプロジェク
トで果たすべき役割や経験について記述しています。

４．４．１

熟達度レベル４のＰＭのイメージ

１）担当するプロジェクト
下記いずれかのプロジェクトのＰＭを担当する。
① 下記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、ピーク時に管理する要員数が１０人未満の
プロジェクト
② 下記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、年間契約金額が１億円未満のプロジェクト
【リスク要件】
国際的なプロジェクト（文化的、社会的並びに、国際的、政治的に厳しい環境）
世界的にも先進的なプロジェクト
複雑な移行要件
複雑な契約条件（要求品質、金額、納期などの厳しい制約条件等）
複雑なシステム構築要件（パフォーマンス、セキュリティ、技術、稼動運用）
複雑なシステムデザイン（マルチプラットフォーム、高可用性、新規製品・技術、イ
ンターフェースの数及び条件）
複雑なアプリケーション要件
複雑なプロジェクト体制（顧客、サブコントラクト、オフショア、協業関係、関係部
門）

２）役割（例）
上記のプロジェクトにおいて、プロジェクト全体の責任者として、プロジェクトの提案、立上
げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセスを経験し、下記の役割を果たすこと。
① プロジェクトメンバーをリードし、
② 計画された納入物やサービスの要求品質を満たし、計画以下のコストで、計画内の納
期で、上記のプロジェクトを完了させること。

３） 熟達度レベル４のＰＭに育成するため、熟達度／達成度レベル３での経験・実績
（例）
対象プロジェクト（例）
リスク、規模を問わず、プロジェクトで経験し、実績を上げていることが必要です。
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高

リスク要件：
４項目以上
リスク要件：
２項目以上

リ
ス
ク

レベル５の
PM

レベル６の
PM

レベル４の
PM

レベル５の
PM

レベル７の
PM
レベル６の
PM
大

規模 （工数・金額・人数など）
小規模

中規模

大規模

超大規模

小規模 ： ピーク時に管理する要員数が１０人未満、または、年間契約金額が１億円未満
中規模 ： ピーク時に管理する要員数が１０人以上５０人未満、
または、年間契約金額が１億円以上５億円未満
大規模 ： ピーク時に管理する要員数が５０人以上５００人未満、
または、年間契約金額５億円以上１０億円未満
超大規模 ： ピーク時に管理する要員数が５００人以上、または、年間契約金額１０億円以上

図４．６ ＰＭレベルと規模・リスクの関連図

役割と経験すべき実務内容
役割と実績（例）
上記のいずれかのプロジェクトに主としてプロジェクトメンバーとして参加し、プ
ロジェクトの提案、立上げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセス、
あるいはいずれかのプロセスにおいて、担当した作業の成果物を計画通り達成（要求
品質、コスト、納期の観点から）した経験が複数回あることが必要です。
経験すべき実務内容（例）（順不同、全ての経験があることが望ましい）
１つ以上の開発手法について、全てのフェーズ（開発ライフサイクル）をプロ
ジェクトメンバーとして、複数回経験していること。
プロジェクト内のチームリーダ／グループリーダとして、担当したチーム／グ
ループを成功裡にリードした経験が複数回あること。
前記リスク要件に関係なく、４〜５人規模のプロジェクトのＰＭを１回以上経
験していること。
プロジェクトマネジメント・チームの一員として、プロジェクトマネジメント
知識を実践していること。
プロジェクトマネジメントのＱＣＤに関する知識領域を利用した経験がある
こと。
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４．４．２

熟達度レベル５のＰＭのイメージ

１）担当するプロジェクト
下記いずれかのプロジェクトのＰＭを担当する。
① 前記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、ピーク時に管理する要員数が１０人以上
５０人未満のプロジェクト
② 前記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、年間契約金額１億円以上５億円未満のプロ
ジェクト
③ 前期リスク要件を４つ以上満たし、かつ、ピーク時に管理する要員数が１０人未満の
プロジェクト
④ 前期リスク要件を４つ以上満たし、かつ、年間契約金額１億円未満のプロジェクト

２）役割（例）
上記のプロジェクトにおいて、プロジェクト全体の責任者として、プロジェクトの提案、立上
げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセスを経験し、下記の役割を果たすこと。
① プロジェクトメンバーをリードし、
② 計画された納入物やサービスの要求品質を満たし、計画以下のコストで、計画内の納
期で、上記のプロジェクトを完了させること。

３） 熟達度レベル５のＰＭに育成するため、熟達度／達成度レベル４での経験・実績
（例）
対象プロジェクト
下記いずれかのプロジェクトのＰＭを複数回経験し、成功裡に完了した実績を上げてい
ることが必要です。
① 前記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、ピーク時に管理する要員数が１０人
未満のプロジェクト
② 前記リスク要件を２つ以上満たし、かつ、年間契約金額が１億円未満のプロジ
ェクト
役割と経験すべき実務内容
役割と実績（例）
上記のいずれかのプロジェクトでプロジェクト全体の責任者として、プロジェクト
の提案、立上げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセスを経験し、
下記の内容でプロジェクトを成功裡に完了させた経験と実績が複数回あることが必要
です。
① プロジェクトメンバーをリードし、
② 計画された納入物やサービスの要求品質を満たし、計画以下のコストで、計画
内の納期で、上記のプロジェクトを成功裡に完了させたこと。
経験すべき実務内容（例）（順不同、全ての経験があることが望ましい）
１つ以上の開発手法について、全てのフェーズ（開発ライフサイクル）をＰＭ
として、複数回経験していること。
自ら、プロジェクトマネジメント計画書を作成した実績が複数回あること。
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どの開発手法でも構わないが、ＷＢＳを自ら作成した実績が複数回あること。

４．４．３

適切な規模や複雑性を持つプロジェクトが存在しない場合の代替策

プロジェクトの経験をする場がない場合には下記のような代替策を講じることが必要となる。

該当規模のプロジェクトを有する同一企業内の、他の事業部へ PM 留学。
同一企業に該当規模のプロジェクトがない場合、
該当規模のプロジェクトを持っている関係会社などに PM 留学。
該当規模のプロジェクトが来るまで育成を延長。
複数の事例研修と論文、面接などで該当規模のプロジェクトの PM として資質
の審査・評価。
など
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４．４．４ ＩＴスキル標準
システム開発のプロジェクトマネジメントの達成度指標
（レベル３〜レベル５）
（ＩＴスキル標準 プロジェクトマネジメント 達成度指標 Ｖ２改定版から抜粋）

１）システム開発

−

レベル３

【 ビジネス貢献 】
責任性
プロジェクトの提案、立上げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセ
スにおけるプロジェクトメンバーとして、納入物やサービスの要求品質、コスト、納期
について、成果物を１回以上計画通りに達成した経験を有する。

複雑性
以下のいずれかの条件に該当するプロジェクトを成功裡に遂行した経験と実績を有す
る。
国際的なプロジェクト（文化的・社会的並びに、国際的・政治的に厳しい環境）
世界的にも先進的なプロジェクト
複雑な移行要件
複雑な契約条件（要求品質、コスト、納期の厳しい制約条件等）
複雑なシステム構築要件（パフォーマンス、セキュリティ、稼動運用要件等）
複雑なシステムデザイン（マルチプラットフォーム、高可用性、新規製品や技術、
インターフェースの数及び条件）
複雑なアプリケーション要件
複雑なプロジェクト体制（顧客、サブコントラクト、オフショア、協業関係、関
係部門）

サイズ
特定せず。

２） システム開発

−

レベル４

【 ビジネス貢献 】
責任性
プロジェクトの提案、立上げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセ
スにおけるプロジェクト全体の責任者として、プロジェクトメンバをリードし、計画さ
れた納入物やサービスの要求品質、コスト、納期を２回以上（レベル４以上の複雑性、
サイズ相当）成功裡に達成した経験と実績を有する。

複雑性
以下の２項目以上の条件に該当するプロジェクトを成功裡に遂行した経験と実績を有
する。
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国際的なプロジェクト（文化的・社会的並びに、国際的・政治的に厳しい環境）
世界的にも先進的なプロジェクト
複雑な移行要件
複雑な契約条件（要求品質、コスト、納期の厳しい制約条件等）
複雑なシステム構築要件（パフォーマンス、セキュリティ、稼動運用要件等）
複雑なシステムデザイン（マルチプラットフォーム、
高可用性、新規製品や技術、
インターフェースの数及び条件）
複雑なアプリケーション要件
複雑なプロジェクト体制（顧客、サブコントラクト、オフショア、協業関係、関
係部門）

サイズ
以下の規模に相当するプロジェクトを成功裡に実施した経験と実績を有する。
管理する要員数がピーク時１０人未満または年間契約金額１億円未満

３）システム開発

−

レベル５

【 ビジネス貢献 】
責任性
プロジェクトの提案、立上げ、計画策定、実行、監視コントロール、終結の全プロセ
スにおけるプロジェクト全体の責任者として、プロジェクトメンバをリードし、計画さ
れた納入物やサービスの要求品質、コスト、納期を３回以上（内 1 回以上はレベル５、
他はレベル４以上の複雑性、サイズ相当）成功裡に達成した経験と実績を有する。

複雑性
以下の２項目以上の条件に該当するプロジェクトを成功裡に遂行した経験と実績を有
する。
国際的なプロジェクト（文化的・社会的並びに、国際的・政治的に厳しい環境）
世界的にも先進的なプロジェクト
複雑な移行要件
複雑な契約条件（要求品質、コスト、納期の厳しい制約条件等）
複雑なシステム構築要件（パフォーマンス、セキュリティ、稼動運用要件等）
複雑なシステムデザイン（マルチプラットフォーム、
高可用性、新規製品や技術、
インターフェースの数及び条件）
複雑なアプリケーション要件
複雑なプロジェクト体制（顧客、サブコントラクト、オフショア、協業関係、関
係部門）

サイズ
以下のいずれかの規模に相当するプロジェクトを成功裡に実施した経験と実績を有す
る。
① 管理する要員数がピーク時１０人以上５０人未満または年間契約金額１億円以
上５億円未満
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② 管理する要員数がピーク時１０人未満または年間契約金額１億円未満で、上記複
雑性の条件の４項目以上に該当
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４．５

指導者による指導

ＰＭ育成手段としては、下記の４つが必要に
なります。
① 知識を習得する手段としての研修
②

②現場でのPM実践
②現場での PM実践

④PMコミュニティ
④PMコミュニティ

•コンピテンシーの確立

•相互交流
•情報共有
•新技法・事例研究
•対外活動

ハイレベル

経験を積む場としてのプロジェクト
の実践

ミドル
レベル

③ 知識をプロジェクトで発揮させ、より

PM
事例情報
の登録

PM
ﾅﾚｯｼﾞ
ﾍﾞｰｽ

高いスキルの習得を実現させるため

エントリ
レベル

の指導者による指導
④ ＰＭコミュニティへ参加し、いろいろ

•ＰＭ情報共有
•ＰＭ情報発信

③メンタリング
③メンタリング

な経験や考え方の違うＰＭの方々と
交流を深め、自己啓発によってＰＭ自

•キャリア形成の助言
•ノウハウの継承

①ＰＭ研修
①ＰＭ研修

•ＰＭ知識の習得

図４．７ ＰＭ育成手段の関連

身がさらにＰＭの幅を広げ、成長
この節では、③「指導者による指導」および④「PM コミュニティ」について記述します。
指導者による指導には、
① メンタリング、

② コーチング、

③ ファシリテーション、 ④ カウンセリング

などの方法がありますが、現在、プロジェクトマネジメントの指導方法で注目されているメンタリング
とスポーツ選手の育成で実績を上げているコーチングについての説明と共に、ＰＭ育成にこれらの方法
を活用する場合の留意点などを記述します。
なお、メンタリングとコーチングの違いについては諸説ありますが、本ガイドでは表４．１に示すよう
な違いがあると捉えています。
表４．１ メンタリングとコーチングの比較表

メンタリング

コーチング

定義

経験豊富でコンピテンシーの高い上位のＰＭ（熟達者、指導
経験豊富でコンピテンシーの高い上位のＰＭ（熟達者、指導
者、師匠）が自分のノウハウ（暗黙知）を成長過程にいるＰＭ
者、師匠）がいない場合、上司がPM育成対象者である部下
育成対象者（メンティと呼ぶ）に教え・指導することよってメン
に対してコーチング技術を使用することによる育成方法
ティを育成する育成方法

指導者

メンターと呼び、経験豊富でコンピテンシーの高い上位のＰ
上司
Ｍが指導者として、この任を務める

方法

メンターとメンティの間で、育成目標を定めて育成に取り組
自らその阻害しているものを取り除くことを支援することで育成す
む方法
る方法

メンター/
メンティの関係

ナナメの関係（上司・部下の関係ではない）

育成対象者に育成する上で阻害になっていることを気づかせ、
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４．５．１

メンタリング

１）メンタリングとは
メンターとメンティとをペアにして、双方が合意の上でメンティの成長と具体的な能力獲得を
目指すことをいいます。従って、メンティが強化したい分野、目標レベル、具体的な獲得計画などが明
示されていなければなりません。また、メンタリングの成果として、メンティのレベル向上度を示す必
要があります。
留意点として、メンタリングは、あくまでも企業における総合的な人材育成システムの一要素として
位置付ける必要があります。これは、人材育成のための他の要素（各種訓練プログラム、業績評価、人
材募集･雇用など）との間で充分な検討と慎重な運用が重要であることを意味します。
ＰＭ育成におけるメンタリングの用語を
以下のように定義しておきます。
＊メンターとは、スキルや経験の少ない

上司
メンター
（上級PM)

コーチング
タ
テ

人を指導する上司以外のスキルや経
験の豊富な人

育成計画書

ナナメ

＊メンティとは、上司以外のスキルや経
験の豊富な人に指導されるスキルや
経験の少ない人

メンタリング
メンタリング
計画書

＊メンターとメンティの関係：
メンター１人に対してメンティ１人

図４．８

他のPM
ヨコ
メンティ
（育成対象者：
下位のPM）

PMコミュニティ

メンター/メンティ/上司の関係

（１対１）を基本形としますが、状況
によりメンター１人が複数のメンティを相手にする場合（１対Ｎ）やメンティ１人に対して複数
のメンターが関わる場合（Ｎ対１）、あるいは、複数のメンターと複数のメンティとが関わる場
合（Ｎ対 N）もあります。本書では１対１のメンタリングを前提に説明します。
＊メンタリングプロセスとは、次のような狙いでメンタリング効果を上げるように考えられた一連の
プロセスです。
①効果的なメンタリング関係を作る
②メンティ、メンター両者に期待通りの良い変化を起こす
③メンタリングの成果をきちんと評価できる
＊メンタリングは、メンティが実際にプロジェクトで、PM の役割を担って活動しているときに実施
することを前提にしています（ＯＦＦ-ＪＴではありません）。
＊ＰＭコミュニティとは、ＰＭ同士が情報交換や事例研究などを通して、プロジェクトマネジメント
に関わる様々な情報交換や研鑚を行うための集まり。
＊コーチング：上司が部下に実施する各種の指導のこと。

２）メンタリングプロセス
メンタリングを進める上での一連のプロセスとして一例を図４．９に示し、各プロセスの概要を紹
介します。
①目標の提示
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人材の育成には時間を要します。従って、トップマネジメントは、組織にとって充足しなけれ
ばならないＰＭ育成への投資を決意し、専門分野、人数、時期を明確に人材育成部門に指示し
ます。
②PM 育成計画
人材育成部門は、トップマネジメントの指示に従い、実情を把握し、専門分野ごとに必要とす
る人数を、年次ごとに具体的な PM 育成計画として立案します。
③予算の確保
人材育成部門は、ＰＭ育成計画に基づいてメンタリン
グ関係費用を確保します。メンタリングは、半年から

①目標の提示

１年単位の実践教育になりますので、長期的な投資計

②PM育成計画

画を必要とします。
④運営組織の編成

③予算の確保

人材育成部門は、メンタリングを推進する運営組織（以
下推進グループと呼びます）を作り、メンタリングに
関する企画･運営･評価を一任します。
⑤メンタリング制度の策定
推進グループは、メンタリングを具体的に推進するた

④運営組織の編成
⑤メンタリング制度
の策定

めに、メンタリング制度を策定します。主な内容とし
て、メンタリング制度について、メンターの果たすべ
き役割、上司や人材育成部門との関係、メンターおよ
びメンティの募集方法や選定基準、メンタリング後の

⑥メンタリング制度
の公開
⑦メンターの募集

評価方法、具体的な実施手順などを盛り込みます。

⑧メンティの募集

⑥メンタリング制度の公開
推進グループは、人材育成部門との間でメンタリング

⑨ペアリング

制度の内容をレビューし、承認を得てから社内に公開
します。この中で、年間のおおよそのスケジュールや
マイルストーンを示すことが大切です。

⑩メンタリング計画書
の作成

⑦メンターの募集
メンタリング制度に基づいて推進グループは、メンタ
ーを募集します。本来なら自薦が望ましいのですが、
職制を通じての募集や他薦などの形態も考えられます
いずれにしろ、ＰＭ育成計画を質･量ともに充足するだ

⑪メンタリング開始
⑫メンタリング実施
⑬メンタリング終了

けの人数が必要になります。募集に応じたメンター候
補をブッキングしておくことになりますが、この段階
で面談やメールなどによりメンター候補の状況を把握

⑭メンタリングの
評価と報告

しておく必要があります。また、必要に応じて、メン
ターの上司に報告します。募集するメンターについて
の詳細は後述する「メンターの役割」を参照してくだ
さい。
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⑧メンティの募集
メンタリング制度に基づいて推進グループは、メンティを募集します。これは職制を通じての
募集や自薦、他薦などの形態が考えられますが、ＰＭ育成計画を質･量ともに十分に充足するだ
けの候補者が必要となります。募集で集まったメンティ候補を一旦ブッキングしておきます。
このときに面談やメールなどの手段でメンティ候補の現状や、強化したいスキル分野、レベル
などを確認しておくことが必要です。また、必要に応じて、メンティの上司に報告します。募
集するメンティについての詳細は後述する「メンティの義務」を参照してください。
⑨ペアリング
推進グループは、事前に収集しておいた情報を基にメンティの要望を充足するメンター候補を
選定し組み合わせます。この後、推進グループがコーディネートして、メンター候補とメンテ
ィの顔合わせを行い、お互いの状況の把握、レベルアップしたいスキル分野とレベル、メンタ
リングの具体的な実施方法などについて意見交換し、合意を得てペアリング完成となります。
双方の合意が得られなければ、推進グループが別途他のメンター候補を選定して再度ペアリン
グを実施することになります。ペアリングが完成したら、メンタリング実施上の各種のルール
を詳細に説明することになります。この段階で、メンタリング解消についても伝えておくこと
が大切です。
⑩メンタリング計画書の作成
ペアリングの完成したメンターとメンティは、共同して、「メンタリング計画書」を作成しま
す。この中には、メンティの部署･氏名、メンターの部署・氏名、メンティが担当しているプロ
ジェクトの概況、予想される問題点、メンティが強化したいスキル分野と目標レベル、メンタ
リング活動期間と、活動の中間報告時期、メンタリング結果の自己評価などを項目として盛り
込みます。この「メンタリング計画書」は、推進グループに提出され、この計画に基づいて推
進グループが支援することになります。推進グループは、メンター、メンティのそれぞれの上
司に対し、メンタリングの開始と終了予定期日を連絡し、協力を要請します。
⑪メンタリング開始
共同で作成した「メンタリング計画書」に則りメンターとメンティは、メンタリング活動を開
始します。推進グループは活動が開始したかどうかを把握しておく必要があります。
⑫メンタリングの実施
メンティ、メンターは、メンタリング計画書に則り、活動の中間報告書を作成し推進グループ
に提出します。また、推進グループは、メンタリング活動をしている各ペアリングに対して各
種の必要な支援を実施します。
たとえば、会合場所の確保、資材･教材の準備や貸し出し、各種の必要な事務手続き、メンター･
メンティの状況把握や適切な助言などが考えられます。
⑬メンタリングの終了
メンタリング活動が終了したら、メンターおよびメンティは、各自の立場から、メンタリング
活動結果を評価した「メンタリング終了報告書」を作成し、推進グループへ提出し、ペアリン
グとしての活動は終了します。
⑭メンタリングの評価と報告
推進グループは、提出された「メンタリング終了報告書」やメンタリング開始時、終了時、メ
ンタリング実施中の各種支援活動などの結果を評価し、人材育成部門および経営層に報告しま
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す。また、推進上の不備な点は適宜改善します。評価のタイミングとしては､都度実施、定期的
な実施、あるいは、これらの組み合わせなどが考えられます。

３）メンタリング実施上の役割
メンタリングは、組織の中のいろいろな立場の方々の協力があって成り立つ活動です。ここで
は、主なステークホルダーの役割について紹介しておきます。
①トップマネジメントおよび上司の役割
★トップマネジメントとしての役割
事業の将来を見据えた投資計画なので、人材と予算、支援する仕組みを組織として準備する
ことになります。これらは、
・メンタリング推進グループの組織化
・メンター、メンティに対する支援策
として具体化されます。
★メンティを出す部門およびメンターを出す部門の上司の役割
組織としての人材育成の重要性を充分に認識し、メンタリング活動を積極的に支援すること
になります。これは直接的な指導ではなく、活動しやすい環境の提供や PM の作業の支援と
いった間接的な支援が主体です。
②メンタリング推進グループの役割
メンタリングプロセスの全てにわたってメンタリング活動を支援しますので、成否を決める
大変重要な役割といえます。主な作業を示すと以下のようになります。
・予算の獲得･執行、決算報告
・メンタリング制度の作成･改定
・メンター、メンティの募集、面接、上司との打合せ
・ペアリング（メンター、メンティの組合せ）
・メンタリングの開始･実践･終了のフォロー
・メンタリングの評価･報告
・メンターへのメンタリング手法の研修･教育
③メンターの役割
メンティの手本になり、相互に信頼関係を結び、支援をすることによってメンティの成長を
手助けすることがメンターの役割です。したがって次に示すような人材が適任と言えます。
★メンターの役割を果たすために必要なスキルと特質
・プロジェクトマネジャーとして成功経験の豊富な人
・プロジェクトマネジメントに関する豊かな経験を提供できる人
・パーソナルマネジメントに関する豊かな経験を提供できる人
・ビジネスマネジメントに関する豊かな経験を提供できる人
・他人の成長に喜んで責任を持ち、信頼を共有する能力の保持者
・命令調ではなく､自らが模範を示すことができる人
・組織内の人材資源について幅広いネットワークを持つ人
また、メンターの選定方法の例を下記に示します。
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★メンターの選定方法
・ＰＭの経験者を公募し、その志願者を評価して選定します。
・経営幹部や上司によって推薦されたＰＭの経験者を評価して選定します。
④メンティの義務
ＰＭとして、現状よりも向上させたいと思う知識およびスキル、特に、身に付けたい知識お
よびスキルを明確に上司または推進グループに示すという意思表示が重要です。強い向上心
や欲求が、メンタリングを通じてレベルアップという目標を成就させることになります。
★メンティの義務を果たすために必要なスキルと特質
・自分の成長や能力開発に個人的な責任を持つような人
・信念に基づいて、自ら行動できる人
・自分の能力を最大限に発揮するように常に努力する人
・問題の真の原因は自分にあると冷静に判断でき自己責任が取れる人
・新たな能力を開発したり、既に持っている能力を高めたりすることに高いモチベーショ
ンがある人
・フィードバックされた意見やコーチングを受け入れる素直さを持った人
メンティの選定方法の例を下記に示します。
★メンティの選定
・公募による自己推薦：上述の「メンティの義務を果たすために必要なスキルと特質」を
満たしており、ＰＭの役割を与えられている自己推薦者
・上司からの推薦：上述の「メンティの義務を果たすために必要なスキルと特質」を満た
しており、管理職や直属の上司がメンタリングを要請したＰＭ

４）メンタリングにより期待されるメリット
メンタリングは、その道の先達による個別指導という形態をとるため、多くのメリットが期待で
きます。ＰＭ育成の理想的な姿といえましょう。ここでは主なステークホルダーが期待できるメ
リットを挙げておきます。
①組織および上司のメリット
・組織を越えて個別のＰＭ育成ができる。
・メンティの要望を適えたペアリングの可能性が高くなり、育成が加速できる。
・部下の育成に関して、上司の不足しているプロジェクトマネジメントスキルの一部が補え
る。
②メンターのメリット
・ＰＭの成長を助けたという経験から、メンターとしての誇りが生まれ、また、精神的な満
足感により、メンターの自尊心も満たされる。
・組織にとって価値があり重要な、ＰＭ育成という仕事に関与することにより、周囲より尊
敬される。
・周囲の人とうまく交流するスキルを磨くことができため、対人スキルが向上する。
・メンティの新鮮なものの見方が、メンターの熱意、意欲に刺激を与える。
・ＰＭの育成という異なった視点が、仕事の意欲（モチベーション）を向上させる。
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・プロジェクトが直面している事柄を詳しく把握でき、組織やプロジェクトに適切なアドバ
イスができる。
・メンターとしての幅広い活動の結果、組織の使命や方向性に対する理解や影響力が高まる。
③メンティのメリット
・プロジェクトマネジメントのスキル習得が加速される。
・パーソナルマネジメントについてのスキル習得が加速される。
・ビジネスマネジメントに関する知識やスキル習得が加速される。
・プロジェクトの失敗の確率が減り、逆に成功への可能性が高まる。
・仕事の満足度が上がることを期待できる。
・プロジェクトマネジメントの潜在能力の発見が期待できる。

５）メンタリング実施上の留意点
理想的な人材育成策と言われるメンタリングにも実践していくためには次のような項目に留意す
る必要があります。
①ＰＭ育成には、時間と費用がかかることを経営層には充分に理解してもらうことが必要です。実
践を積んだ企業関係者は、メンタリング制度が組織に溶け込んで定着するまで、２〜３年はかか
ると言っておりますし、メンター、メンティの費用以外にも推進グループを始めとする各種の管
理コスト、支援コストが必要となります。
②メンタリング制度を成功させるためには、制度そのものの企画・運営・評価を具体的に実施する
推進グループがきわめて重要になります。人材育成に熱意を持った方のアサインが望まれます。
③メンターとメンティの組み合わせも重要なポイントになります。例えば、地位の離れすぎたメン
ター、職位の逆転するメンター、時には年齢の逆転などがメンタリング活動にマイナスの要因に
なることも考えられます。
④相互信頼のはずのペアリングがミスマッチであることも活動中にわかることがあります。このよ
うな場合は活動を継続するのではなく早めにペアリングを解消することが重要です。このような
場合の解消の仕方を準備しておくことも運用上は重要でしょう。
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４．５．２

コーチング

１）コーチングとは
コーチングとは相手の目標を達成させるため，その人の能力を引き出すことをいいます.プロジェ
クトマネジメントにおいて、コーチングはさまざまな場面で活用されることが想定されます。たと
えば､ＰＭが、プロジェクトメンバーの育成を行うときに、コーチング手法を理解し、活用すること
はとても有効です。また、メンタリングなどにもコーチングの手法は応用可能です。
しかし、本書の目的は、ＰＭの育成にあります。そこで､ここでは、上司がＰＭをコーチングする
場面を対象として記述しています。
一般的にコーチングの出現は、「馬車」をさす「Coach」と言う言葉から生まれたといわれてい
ます。そこから「大切な人を、現在その人がいるところから、その人が望むところまで送り届ける」
の意味が派生したといわれています。コーチングでは、以下のようなことを考慮する必要がありま
す。
–

目標を聞き出す

–

それを達成するために何をすべきかを問いかける

–

正解を提示するのではなく，解決策を引き出す
•

聞き役に徹することで自発的な行動を促す

•

答えは、その人自身が持っている

•

その答えや能力を引き出し、行動に結びつけるのがコーチングです

２）コーチングプロセス

聴
コーチングを進める上での一連のプロセス
く

は図のとおりです。このプロセスを繰り返しな
がら、能力を向上させます。

コーチ
質
問

①質問され、考えると考えが整理される

コーチを
受ける人

②話して、傾聴されると考えに自信が出る

話
す

行動

考
え
る

図４．１０ 一般的なコーチングプロセス

③気づきにより行動する

３）プロジェクトマネジメントにおけるコーチ
ングの目的
プロジェクトマネジメントにおけるコーチング導入の目的をまとめました。しかし、コーチング
はさまざまな場面や条件で行われますので、必ずしもこの目的だけに限らないかもしれません。有
効に機能するのであれば、より多くの場面で活用されることを期待します。
実際のプロジェクトの環境で、そのプロジェクトを成功に導くために、ＰＭの持つ課題
をともに考えることで、解決します
プロジェクトの実施時に、上司が、ＰＭを導くことによりＰＭのプロジェクトマネジメ
ント能力を上げます

４）コーチングに期待されるメリット
プロジェクトマネジメントにおけるコーチングのメリットをまとめました。
①組織／上司のメリット
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–

上司、部下の関係を効果的に構築できます

–

上司のノウハウを効果的に伝えられます

–

部下の創意工夫を生かせます

–

コーチングによって、自らのレベルも上がります

②コーチングを受ける対象者のメリット
–

指示命令ではなく、自らの考えを生かせます

–

プロジェクトの課題を解決できます

–

高い視点での助言を受けることで、自らの考えを整理できます

５）コーチングにおける役割
本書では、コーチングは上司と部下であるＰＭの関係を対象としていますが、コーチングはその
両者だけでできるわけではありません。コーチングに関わる組織や上司を支援する人たちの総合的
な活動によって支えられる部分があります。ここではこれら関係者の役割をまとめました。
表４．２

コーチングに関わる組織や人々の役割

区 分
組織

役

割

・コーチング手法を活用することを組織でオーソライズする
・ＰＭより相談を受けた場合，コーチを要請された側は，最善の対応をすることを
組織内でオーソライズし，コーチングの成果を評価する
・ＰＭＯ、ＰＭコミュニティなどＰＭ経験者の組織化を行って、ＰＭに関するコー
チングを行いやすい環境を作る
・コーチング手法の研修・教育を実施し，コーチのスキルレベルを確保する
・ＰＭ経験の豊富な上司の場合，上司としての部下への指導責任の一環として，コ
ーチングを実施するだけでなく，ＰＭの経験者として，ＰＭのレベルアップを図
ることを第一義とする
・ＰＭの経験が十分にない上司は，自らのマネジャーとしての経験に基づいて，コ
ーチングを行う。コーチングは必ずしもその分野の専門性を有しなくても指導は
可能であるが，ＰＭの経験を十分に有しない上司は，経験豊富なＰＭの意見を参
考にして，コーチングを行う
・必要に応じて，ＰＭＯなどに所属するもしくは社外のＰＭ経験者の支援を求める

上司

そ の 他 の ・ＰＭＯに所属する経験豊富なＰＭは，ＰＭの上司と協力して，ＰＭのレベルアッ
コーチ

プに努める
・ＰＭの同僚は，ＰＭの課題を共有し，共に考え，積極的に支援する

６）コーチング実施上の留意点
コーチングは、プロジェクトマネジメント以外の多くの分野で活用されており、多くの手法が整
備されています。実際にコーチングを行う際には、これらの手法やスキルを習得して実施すること
が望まれます。実践のための留意事項とコーチングプロセスやスキルに関する代表的な例を掲載し
ます。
【コーチング実践の留意点】
①目的・目標を明確にしておく
•

プロジェクトの立ち上げにおけるプロジェクト憲章でのミッション、目的・目標
の明確化と同様にコーチングにおいても目的・目標は重要です

②ペースを上げすぎない
•

一つ上の目標は必要だが、上げすぎると達成できず、コーチングがうまくいかな

© 200７-200８独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

46

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

くなります
•

ＩＴスキル標準でも、レベルをひとつずつ上げていくことが求められます。コー
チングの目標も同様です

③コーチの心構えを忘れない
•

常に対象者にヒントを与え続けることができるように自らを磨くことが必要で
す

•

ただし､コーチングは、メンタリングと異なり、自らがコーチするＰＭと同様も
しくは上位の専門性を持つ必要はありません。あくまで答えはコーチを受ける側
が持っており、これを引き出すのがコーチの役目です

•

もちろんだからといって、専門性が不要であるということはありません。コーチ
をする対象者に屈しないように、自らの分野での専門性は高めることが望まれま
す

④自らの考えを押し付けない。相手本位の態度を継続する
•

プロジェクトが厳しい状況にあるときに、自らの考えを押し付けるのではなく、
ＰＭ自らが答えを見つけ、行動するように支援することは上司にとってはとても
難しいことです。そのためには、より高い視点で判断し、つねに客観性を失わな
いようにすることが重要です

•

また、コーチングを実施する場面では、双方の緊張を和らげ、本音で話ができる
ようにユーモアのセンス（笑力）を失わないことが必要です。

以下に、コーチングのプロセスとスキルの例を掲載します。これは一例ですので、コーチングを
実施される方は、広くコーチングの手法を学ばれることを望みます。

７）コーチングモデルの例
・ コーチングプロセスの例として、ＧＲＯＷモデルを以下に示します。

【G】Goal

目標の明確化

抽象的な大目標から具体的
な目標へ

【R】Reality
Resource

現実把握

本当の問題は何か

資源の発見

目標達成に使えるもの
（人，物，金，情報，時間）

【O】Options

選択肢の創造

無限の可能性を追求し
ベストの選択肢を選ぶ

目標達成の意思

やる気の確認
計画の策定

【W】Will

図４．１１
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コーチングのコアスキル例を以下に示します。
①コーチングのベースとなるのは、特に相手の強みや魅力を理解し、共感を育む「承認す
る」スキル
②「傾聴する」は信頼関係を育むため相手の話を「心で聴く」スキル
③「問いかける」は相手の持つ答えを引き出すスキル
④「伝える」は相手の「やる気」を「やれる気」にし、実際の行動を促すスキル

傾聴する

問いかける

伝える

具体的
な行動

承認する
図４．１２

４．5．３

コーチングスキルの例

ＰＭコミュニティ

１）PM コミュニティとは
PM コミュニティ活動には大きくわけて下記の２つのタイプがあります。
①会社内コミュニティ活動
会社の業務の延長上にあるＰＭにかかわる各種活動であり、この活動は会社組織内での社員の自発
的な活動や組織から求められるコミュニティ
②会社外コミュニティ活動
会社に関係ない組織に参加して他の会社や組織の人達とのふれあいを通して非公式な結びつきを
作り上げ、ＰＭにかかわる情報入手や体験談を通じ自分を高めるためのコミュニティ
いずれの場合も外の地域、会社そして組織の人達とふれあい、相互交流を通して刺激を受けたり、
情報を交換したりして自分の技術や知識を高めることが目的です。

２）ＰＭコミュニティ活動
日本におけるＰＭコミュニティにはＩＰＡ（情報処理推進機構）のプロフェッショナルコミ
ュニティをはじめとした公的な機関での活動および各種団体での活動があります。その主な団
体を以下に示します。
プロジェクトマネジメント学会
日本プロジェクトマネジメント協会（ＰＭAJ）
ＰＭＩ東京支部
これらの団体にはだれでも加入することができ、その活動内容の主なものとしてはＰＭに関す
る調査・研究、啓発・普及、標準・手順作成、研修・セミナーの開催そして資格認定等々があり
ます。
なお、上記の各団体の紹介については付録を参照ください。
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５．

達成度、熟達度レベルの評価について

５．１

評価の背景

１）評価の背景
ＩＴスキル標準では、職種ごとレベルごとに必要なスキルを定義しました。この定義はＩＴ技術者
のための指針となります。
しかし、定義されたＰＭの社会的な評価に対し、そのポジションが不明なため、どのようにキャリ
アアップをめざすべきかが明確になりません。
そこで、個人や組織のレベルがどこにあるのかを評価することが必要になります。
２）評価の目的
スキル定義のレベルに沿って評価を行うことで、現時点のポジションが把握でき、個人にとっては
キャリアアップの方向性が明確になります。組織にとっては組織としてのポテンシャルを明確にし、
不足している分野やレベルの強化のための施策を立案できます。
ここでいう評価とは、組織内でのキャリア形成の評価とは異なります。個人のキャリアアップや組
織のポテンシャルアップが目的であり、ＰＭとしての社会的な評価といえるものです。
評価の具体的な目的としては以下のものが考えられます。
●

適正なＰＭのアサインによるプロジェクトの成功率アップ

●

組織におけるＰＭ実態の把握と育成計画

●

モチベーションアップ
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５．２

評価の対象とタイミング

１）評価の対象
評価対象は達成度レベルと熟達度レベルとします。
２）評価のタイミング
評価のタイミングは以下の４点とします。
なお、組織としては評価する時期を定期的に実施するか、プロジェクト参入時にするかを決める
必要があります。
① プロジェクトでの現レベルにおける達成度レベルの評価
経験したプロジェクトに於いて現レベルのスキル熟達度を発揮し、達成度レベルを達成してい
るか評価します。

レベルＮ

熟達度レベル

図５．１

達成度レベル

現レベルの達成度レベル評価

② ＰＭ職種内でレベルの上位移行に伴う評価
上位移行の評価は、まず、現在のレベルの達成度レベルを達成しているか否かを確認し、次に
上位レベルの熟達度レベルの可能性を評価します。

ＰＭのパス
レベルＮ＋１

レベルＮ

熟達度レベル

達成度レベル

熟達度レベル

達成度レベル

図５．２
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③ 他職種からＰＭ職種への転換時の評価
職種転換の前提として、転換前職種の達成度レベルが達成されていることと、ＰＭ職種の熟達度
レベルをベースに、ＰＭとしてのポテンシャルを評価します。
転換は同一レベルもしくは下位のレベルとすることを提案します。なお、ＰＭのレベル３はエン
トリーレベルであり、これからＰＭとしての経験を積みますので、他職種のレベル２からの転換も
可能とします。
専門分野を移行する場合は、特にレベル３〜４ではテクノロジ/メソドロジ領域のスキル量が多い
ので、専門分野に必要なスキル保有に注意して評価します。

レベルＮ

他職種

ＰＭ

達成度レベル

熟達度レベル

図５．３

他職種からの転換

④ 更新時期における再評価
年数を経て知識が古くなったり、現レベルのプロジェクトを経験していなかったりすることが考
えられます。ここでは現レベルを継続できるかどうかの評価を行います。
前述①と同様に経験したプロジェクトにおいて現レベルのスキル熟達度を発揮し、達成度レベル
を達成しているかを評価します。
従って、ＰＭは環境変化への対応を行い、スキルを最新化しておく必要があります。
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５．３

評価方法

評価は「スキル熟達度レベル」と「達成度レベル」について実施します。
評価基準を定め、その基準にそって実施します。「達成度レベル」は経験と実績の指標であり、
「スキル熟達度レベル」は達成度判定の必要条件となります。レベル評価では、客観的に評価でき
るような可視化の仕組みが重要です。ＩＴスキル標準では「スキル熟達度」と「達成度指標」がレ
ベルごとに示されていますが、ＩＴスキル標準の指標に加え組織固有の基準も反映する必要があり
ます。本書では次のような評価基準、評価手法をお勧めします。

１）評価基準
評価基準は以下の４種とします。
■現レベルの達成度評価（基準①）
■上位レベルの熟達度評価（基準②）
■他職種からの転換時の評価（基準③）
■維持更新時の評価（基準④）
図５．４「評価手法の適用対象」に熟達度レベル・達成度レベルの関連を示します。
なお、ＩＴスキル標準で示したスキル熟達度・達成度指標に加え組織固有の基準も反映する必要が
あります。

他職種

ＰＭ

達成度レベル７

熟達度レベル７

達成度レベル７

達成度レベル６

熟達度レベル６

達成度レベル６

達成度レベル５

熟達度レベル５

達成度レベル５

達成度レベル４

熟達度レベル４

達成度レベル４

達成度レベル３

熟達度レベル３

達成度レ ベル３

基準 ①、 ④

達成度レベル ２

基準 ③

基準②

図５．４ 評価手法の適用対象
基準① （熟達度レベルＮ
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プロジェクトマネジメント職種のレベルＮのスキル熟達度を達成している
熟達度レベルＮのＰＭがプロジェクトの責任者として、プロジェクトを成功裡に終了し、スポン
サーの高い満足を得ている（複数個）
また、プロフェッショナル活動の実績がありレベルＮの達成度指標を達成している
プロジェクトマネジメントプロセスの遵守度等、自社の基準も達成している
基準② （達成度レベルＮ

→ 熟達度レベルＮ＋１）

プロジェクトマネジメント職種の達成度レベルＮに規定の達成度指標を達成している
プロジェクトマネジメント職種の熟達度レベルＮを達成しＮ＋１のスキル熟達度を達成できる
可能性が高い
（レベルＮのプロジェクトとレベルＮ＋１のプロジェクトをプロジェクトマネジメントする違いを
認識し、実践できるかを確認する）
達成度レベルＮ＋１のプロジェクト規模を効果的に管理運営できるパーソナルスキル（熟達度レ
ベル）Ｎ＋１を保有している

基準③ （他職種からの転換）
現職種のレベルＮに規定の達成度指標を達成している
プロジェクトマネジメント知識の確認
プロジェクトマネジメントの知識がある
プロジェクトマネジメントプロセスの知識がある
プロジェクトマネジメント職種のレベルＮに規定のスキル熟達度を達成できる可能性が高い
プロフェッショナル活動の実績からＰＭとしての適性がある
パーソナルスキルについてＰＭとしての適性がある
筆記試験等によりＰＭスキルの確認が必要である

基準④ （維持更新）
プロジェクトマネジメント職種のレベルＮのスキル熟達度を達成している
プロジェクトマネジメント職種の達成度レベルＮに規定の達成度指標を達成している
プロフェッショナル活動も実績がある
スキルの最新化、拡充を実施している
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２）評価手法
評価は前述の評価基準を満足しているか否かの評価になりますが評価手法について以下に示します。
評価に際しては評価項目が複数あるので、個々の評価と総合評価が必要になります。
・熟達度レベル：スキル領域ごとにスキル項目のスキルレベルを評価し、総合スキルレベルを判定
します。その後、全スキル領域のスキルレベルを総合評価して熟達度レベルを決め
ます。
・達成度レベル：ビジネス貢献度を複数プロジェクトで評価し、プロフェッショナル貢献度を評価
期間の活動実績で評価します。
双方の達成状況で達成度レベルを決めます。
なお、転換の場合は転換前職種の達成度レベルを達成していることが前提条件にな
ります。
■ 熟達度レベル評価：
(1)評価手段
スキル領域ごとのスキル項目についての知識はプロジェクトマネジメント審査申請書（研修履歴）
や筆記試験等で行い、スキルは書面および面談による評価を提案します。

知

識

筆記試験・・・社内試験/社外資格試験

等

研修実績

書面・・・プロジェクトマネジメント審査申請書

スキル

（スキル熟達度評価表）

等

面談

図５．５ 熟達度の評価手段
(2)スキルの評価手順
①スキル領域ごとのスキル項目をスキルレベルで評価します。
スキルレベルとはスキル項目の実践レベルを示し０〜５の６段階で評価します。（表５．１「ス
キルレベルの定義」参照）
②スキル領域ごとに総合スキルレベルを決めます。
熟達度レベルによって必要とされるスキル量が異なるのでレベルに応じたスキルレベルの分布を
見て総合評価を行います。
表５．２に「総合スキルレベルの定義」を、表５．３〜表５．５に熟達度レベルに必要な、スキ
ル領域・スキル項目別スキルレベルの例を示します。
③スキル領域ごとの総合スキルレベルを総合評価しＰＭの熟達度レベルを決めます。
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スキルレベルは０から５の６段階で表現
表 5．１
スキル
レベル

スキルレベルの定義

スキルレベルの定義

具体的な説明例

0

知らない

1

知っている

研修などで勉強をして、知識として知っている

2

説明できる

知識中心だが、人に説明できる。指導を受けなが
ら実践したこともある

3

活用できる、実践できる

そのスキル・カテゴリーについて、殆ど経験してお
り、自力で実践できる

4

実践し、指導できる

そのスキル・カテゴリーについて、深い理解と数多
くの経験を持ち、後進の指導ができる

5

リードやコンサルテーション
ができる

そのスキル・カテゴリーについて、業界の第一人者
で、業界をリードできる

−

表 5．２

総合スキルレベルの定義

説

明

ほぼ全てのスキル項目において十分な知識をもっていて、環境に応じて適切に

◎ 応用ができる。独力で実践でき 、安心して任せられる。 また、 一部について後
輩の指導もでき る。
ほぼ全てのスキル項目において知識を持っていて、一部のスキル項目におい
○ て独力で実践できるが、 困難な場合に遭遇した場合には上級者の応援を必要
とする場合がある。
ほぼ全てのスキル項目において知識を持っているので、 指導を受けながらなら

△ 実践ができる。
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表 5．３ プロジェクトマネジメント・カテゴリーにおけるスキルレベル（例）

熟達度レベル

１

２

３

４

５

統合マネジメント

3

3

スコープマネジメント

2

3

タイムマネジメント

3

4

2

3

3

4

3

3

人的資源マネジメント

2

3

リスクマネジメント

2

2

調達マネジメント

2

3

すべての
項目でス
キルレベ
ル３以上
で、スキ
ルレベル
４が４個
以上、ス
キルレベ
ル５が２
個以上の
こと

プロジェクトの立上げ

2

2

3

プロジェクトの計画

2

3

4

プロジェクトの実行

3

4

5

プロジェクトの監視

2

3

4

プロジェクトの終結

2

3

3

総合スキル・レベル

△

○

◎

知 コストマネジメント
識
分 品質マネジメント
野 コミュニケーションマネジメント

プ
ロ
セ
ス
分
野

表５．４

６

パーソナルスキル、インダストリ／適用業務スキル、ビジネスマネジメントスキル･
カテゴリーにおけるスキルレベル（例）

３

４

５

リーダーシップ

2

2

4

コミュニケーション

2

3

4

ネゴシエーション

1

2

2

問題解決力

1

2

3

組織に対する影響力

1

2

2

動機付け

1

2

3

総合ス キル・レベル

△

○

◎

インダストリー／適用業務スキル

3

3

3

情報化と経営

1

2

財務諸表と経営分析

1

2

2

3

1

2

熟達度レベル

１

ー

パ

ソ
ト
ナ
・
ル
ス
マ
キ
ネ
ル
ジ
メ
ン

ビ
ジ
ト ネ
・ ス
スマ
キネ
ルジ
メ
ン

２

1

顧客とのリレーションシップ
関連法規の理解と順守
契約条項の理解と順守

1

2

3

顧客や相手国のビジネス習慣や文化の理解

1

2

3

△

○

総合ス キル・レベル
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表５．５

テクノロジ／メソドロジスキル･カテゴリーにおけるスキルレベル（例）

熟達度レ ベル

１

ー

業務・システム要件分析
テ
ク システム／ＮＷ／障害対策設計
ノ セキュリティ設計
ジ
ロ
ジ 運用設計
・
情報技術（ＩＴ），ネットワーク技術
ス
／
キ
Ｓ／Ｗエンジニアリング
メ
ル
ソ コンサルティング・メソドロジーの活用
ド
ナレッジマネジメントの活用
ロ
総合スキル・レベル

２

ー

３

４

５

4

4

4

4

4

3

4

4

3

3

4

3

4

4

3

4

4

4

2

3

3

2

3

3

○

◎

○

６

７

■ 達成度レベル評価：
●評価手段
書面（プロジェクトマネジメント審査申請書、プロジェクト実績報告書）による評価と面談に
よる評価の組合せで評価します。
●達成度の評価手順
ＩＴスキル標準の達成度指標に基づいて評価します。
①ビジネス貢献の達成度レベルを評価します。
②プロフェッショナル貢献の達成度を評価します。
③プビジネス貢献、プロフェッショナル貢献の達成状況をみてＰＭの達成度レベルを
決定します。
■ 他職種の達成度評価
職種ごとの評価方式によるものとします。
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５．４

評価のために必要な仕組み

評価のために必要な仕組みを以下に示します
評価は書類（プロジェクト実績、プロフェッショナル貢献実績）による評価と面接による評価の組合
せによる評価を提案します。
１）評価用申請書類
■ 審査申請書
評価に際し、申請者のプロジェクト実績やプロフェッショナル貢献実績と共に自己評価結果を提出
します。
審査申請書は審査項目全てについて評価できるよう項目の設定が必要です。
■ プロジェクト実績報告書
書類評価、面接のためにプロジェクト実績報告書の提出は必須とします。
プロジェクト実績報告書は現レベルの評価期間中に担当したすべてのプロジェクト（担当中も含
む）について提出しますが、複数の経験やある期間を経験することなどへの配慮も必要になります。
個々のプロジェク実績報告書には、上司の確認・承認を必須とし、お客様の責任者またはスポンサ
ーからの満足度調査報告書の添付も必要になります。
以下に審査申請書例およびプロジェクト実績報告書例を示します。
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プロジェクトマネジメント審査申請書

申請日
申請者
所属
申請者
氏名

社員番号

氏

名

所属

審査の種類
転換・上位移行・更新

申 請 す る 専 門 分 野

申請するレベル

現在の職種

現 在 の 専 門 分 野

現在のレベル

１．達成度指標評価
評価

①ビジネス貢献
プロジェクト名

№

期間

受注金額
（万円）

要員数
（人）

工数

責任性

サイズ

複雑性

1
2
現在実行中のプロジェクト

3

②プロフェッショナル貢献
技術継承

プロフェッショナル・コミュニティ活動

著書
社外論文掲載

実施期間・主管/団体・内容等の記述

社内論文掲載
社外講師
社内講師
特許出願
後進の育成
（メンタリング、コーチング等）

実施期間・内容・評価等の記述
達成度指標
レベル

★達成度指標評価

・該当する達成度指標レベルを記載（総合評価）

２．スキル熟達度評価
熟達度レベル
プロジェクトマネジメントスキル
パーソナルマネジメントスキル
テクノロジ/メソロドジスキル
インダストリ/適用業務スキル

1

2

3

4

5

6

7

ＰＭの現熟達度レベルに総合スキルレベルを記入
◎ → ほぼ全てのスキル項目において十分な知識を持っていて環境に
応じて適切に応用できる
○ → ほぼ全てのスキル項目において知識を持っていて一部のスキル項目
において独力で実践できるが困難な状況に遭遇した場合は上級者の
応援を必要とする場合がある
△ → ほぼ全てのスキル項目において知識を持っているので、指導を受け
ながらなら実践できる

ビジネスマネジメントスキル

★スキル熟達度評価

スキル熟達度
レベル

図５．６
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３．資格取得実績
資格名称

取得年月

認定団体

４．研修受講実績
研修名

受講年月

日数ｏｒ時間

研修機関

５．特記事項

＊ 特記はアピールポイント、認定判定時に考慮して欲しい事項などを記入

６．上司コメント

図５．６
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審査申請書別紙
１．熟達度評価：総合評価
熟達度レベル
プロジェクトマネジメントスキル

1

2

3

4

5

6

7

コメント

ＰＭの現熟達度レベルに総合スキルレベルを記入
◎ → ほぼ全てのスキル項目において十分な知識を持っていて環境に
応じて適切に応用できる
○ → ほぼ全てのスキル項目において知識を持っていて一部のスキル項目
において独力で実践できるが困難な状況に遭遇した場合は上級者の
応援を必要とする場合がある
△ → ほぼ全てのスキル項目において知識を持っているので、指導を受け
ながらなら実践できる

パーソナルマネージメントスキル
テクノロジ/メソロドジスキル
インダストリ/適用業務スキル
ビジネスマネジメントスキル
★熟達度評価
熟達度レベル

・該当する熟達度レベルを記載

２．熟達度評価：個別評価
熟達度レベル
プロジェクトマネジマントスキル
統合マネジメント
スコープマネジメント
タイムマネジメント
コストマネジマント
品質マネジメント
コミュニケーションマネジメント
人的資源マネジメント
リスクマネジメント
調達マネジメント
プロジェクトの立上げ
プロジェクトの計画
プロジェクトの実行
プロジェクトのコントロール
プロジェクトの終結
★総合スキルレベル

1

2

3

4

5

6

ＰＭの現熟達度レベルをスキルレベル（１〜５）で評価
スキルレベル0 → 知らない
スキルレベル1 → 知っている
スキルレベル2 → 説明できる
スキルレベル3 → 活用できる、実践できる
スキルレベル4 → 実践し、指導できる
スキルレベル5 → リード、コンサルテーション
できる

スキルレベルを評価し総合スキルレベルを決定

パーソナルスキル
リーダーシップ
コミュニケーション
ネゴシエーション
問題解決力
組織に対する影響力
動機付け
★総合スキルレベル
インダストリ/適用業務スキル
★総合スキルレベル
ビジネスマネジメントスキル
情報化と経営
財務諸表と経営分析
顧客とのリレーションシップ
関連法規の理解と遵守
契約条項の理解と遵守
顧客や相手国の
ビジネス習慣や文化の理解
★総合スキルレベル
テクノロジー/メソドロジスキルー
業務・システム設計
システム/ＮＷ/障害対策設計
セキュリティ設計
運用設計
情報技術（ＩＴ）、ＮＷ技術
Ｓ／Ｗエンジニアリング
コンサルティングメソドロジー活用
ナレッジマネジメント活用
★総合スキルレベル

図５．６ 審査申請書例(3/3)
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【プロジェクト実績報告書】※主要プロジェクト実績を３件、報告下さい
顧客名

B社

担当プロジェクトの
規模の大きさを見
る。

顧客の分野
業務名

プロジェクト
規模

旅行業
国内旅行業務システム構築

総工数

予定

（

4５００

）人月

ピーク時

予定

（

４００

）人

（人月）

実績

（

４８００

）人月

（人）

実績

（

５００

）人

金額

プロジェクト全体

（

自分の担当範囲

（

650

）百万円

500

）百万円

プロジェクト

予定

2004 年

7

月 〜

2005

年

9

月

期間

実績

2004 年

7

月 〜

2005

年

12

月

プロジェクト

予定

2004 年

7

月 〜

2005

年

9

月

参画期間

実績

2004 年

7

月 〜

2005

年

12

月

計 画 と 実 績の 計画
差 で 予 実 を確
認する。
要件定義
プロジェクト詳
細スケジュー

外部設計

ル
構築

運用

予定

年

月〜

年

月

実績

年

月〜

年

月

予定

2004

年

7

月〜

2004

年

12

月

実績

2004

年

7

月〜

2004

年

12

月

予定

2004

年

1

月〜

2004

年

3

月

実績

2004

年

2

月〜

2004

年

6

月

予定

2005

年

4

月〜

2005

年

9

月

実績

2005

年

7

月〜

2005

年

12

月

予定

年

月〜

年

月

実績

年

月〜

年

月

（１）ビジネス要件 (顧客・社内のビジネス上の要件・制約について記入ください。)
･

業務プロセスの改革の一貫として国内旅行業務の全社統一の企画・販売・運用・精算が可能な
組織体制の確立を実現し､業務効率化を図るとともに、情報共有の実現により､店舗よりの全
国のツアーをオンラインによる販売体制により顧客サービスを向上させる。

・

また全国 10 箇所に分散している各支店固有システムを統合し本店指導型の情報管理を実現
し売上、利益の向上に貢献する。

プロジェクト ・

インターネット等新規技術を利用し店舗販売以外のチャネルを開拓する。

概要

図５．７
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（２）プロジェクト要件
・

インターネット系業務は 24 時間 365 日運転とする。

・

店舗系業務は 9:00-18:00 をオンライン時間とする。

・

内部応答時間は 90%以上のオンライン取引が 3 秒以内とする。

・

データは 1 箇所(本店)保管とし､10 箇所の支店には最新版のデータのコピーを保持する。

・

システムのライフサイクルは 10 年とし技術革新の取り込みが容易となる構成とする。

・

データの伸びは年率 10%を想定する。

・

予約・発券システム、宿・ホテルシステム、交通手段(航空機､鉄道、バス等)システムとのデ
ータ交換をオンラインで可能にする。

プロジェクト

・

納品物
① 要件定義書

概要

② 外部仕様書
③ 内部仕様書
④ 製作プログラム
⑤ テスト仕様書
・

プログラム

画面数 １０００
帳票数

２００

Java

２８００本(１４００K LOC)、C

１５００本(１０００ LOC)

（３）契約形態 (工程などによって異なる場合は、その契約単位ごとにご記入ください。)
・要件定義局面は工数提供、外部設計以降は一括請負

統括 PM
プロジェクトにお
ける位置づけ、担当
範囲を見る。

(zzzzzzz))
｜
――――――――――――――
|

プロジェクト

|

業務チーム

体制

基盤チーム

（当職）

（WWWWWW）

・ 商品企画サブシステム サブ

・本店システム

・ ツアー企画・運用

・支店システム

サブ

次項のプロジェク
トでの役割と併せ
て、責任性を測る。

・ 精算サブ

顧客管理サブ

図５．７
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構成

ＵＩサブ

システム

W
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□ プロジェクトマネジャ

□ サブプロジェクトマネジャ

□ チームリーダ

□ チームメンバ

（具体的に）
プロジェクト

・

での役割

サブ PM として業務チームを率い予約発券、商品企画、商品開発、ツアー企画・運用、精算、販
売管理の各業務系全サブシステムに関する責任を負う。

・

販売店（支店）、アクセス制御、UI サブシステムに関しては基盤チームの
役割として当職の管理範囲外とする。
課題

前項のプロジェ
クト体制と併せ
て、責任性を測
る。

解決策

・ インターネット系２４X３６５業務と販売店系 ・ インターネット系予約・販売業務と販売店系
予約販売業務をアクセス制御サブシステムに
9：00-18：00 システムのデータ整合性の確
て切り分ける事によりセキュリティも含めて整

保
・ 既存システムとのデータ連結

合性を確保するとともにインターネット系の

・ 顧客組織(本支店間)のコミュニケーション

販売については本格敵には２次開発とし運用

・ 外部システムとの統合テスト形態､時間(２４X

上の要件を定義することとした。
・ 交通機関（飛行機、列車、バス）、宿泊施設

３６５システムあり､停止不可)
・ 既存支店業務の把握

（ホテル・旅館）等の調達素材を管理する外部

・ 開発側要員の業務スキル不足

サブシステムとのデータ連結についてはデー

・ 顧客要員のシステム化経験不足

タの集配信のタイミングの相異があるため顧
客リーダを含め検討の結果オンバッチとして
の処理とした。
・ 顧客組織に依存する部分は顧客に管理して
もらうこととした。

プロジ ェク ト

・ 外部システムとのテストについては双方のト

開始時の課

ランザクションの最も少ない木曜日 4：00−

題と解決策

5：30 の間で実機テストをすることとしその時
間帯のトランザクションは 5：30−6：30 で後
追い更新とした。
・ 既存支店の業務については顧客と相談の上、
予め典型的な支店数箇所を選択し要件を分
析・定義した。
・ 開発側要員については顧客の業務マニュアル
を借用し勉強会を通じて業務知識を習得し
た。
・ 顧客要員のシステム化経験不足については
顧客の業務チームリーダをサブ PM とし当職
配下にし OJT を通じスキルを育成した。

図５．７
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課題

解決策

・ 組織形態として業務チームは顧客とプロ
ジェクト側の混成部隊となるので意思疎
通の円滑化
・ 外部システム担当者との責任分担の明確
化
・ 各サブシステム毎に異なる協力会社間の
プロジェクト側意思疎通の円滑化

・ 顧客を含めた業務チームリーダ会議を隔週に実施すると
共に会議結果は業務チームフォーラムに記載しかつ個々
の業務サブシステム毎にサブシステムチーム会議を組織し
コミュニケーションの円滑化につとめた。
・ 外部システムリーダとは要件定義局面よりそれぞれのデー
タ項目についてのすり合わせを実施した。また統合テスト

時にテストシナリオ作成チームを合同で組織し、各々の作
プロジェクト ・ 支店業務の統一化の課題の整理が不十
業分担を明確にした。
分
遂行上の課
・ 協力会社とは協力会社の責任者を協力会社マネジメント
・ 協力会社の一部が大阪であるための距離
題と解決策
会議のメンバーとして組織化し毎月情報の共有化を図り
に起因するコミュニケーション方法の確立
自社内でのプロジェクト運営に活用する形式をとった。
・ 支店業務については当初の典型的業務では共通化が困難
と判明した。支店代表者会議にて調整の結果、個々の支
店にての運用での裁量を認めることとし全体の運用マニュ
アルに個別に記載し文書化することにより対処した。
・ 遠隔地の協力会社については、フォーラムを利用すること
によりコミュニケーションをするとともに成果物についても
検収を含め最大限にフォーラムを活用した。

(会議体、機能、主催者と申請者の役割について記入ください。)

・

要件定義-外部設計局面においては顧客業務チーム PM の YY 氏と週次ミーティングを実施した。内部
設計-構築局面においては隔週ミーティングを実施した。主な確認事項は以下の通り。
- 進捗状況(EV を採用)
- 変更管理票による変更管理

・

協力会社１２社とは外部設計局面以降協力会社マネジメント会議を隔週で実施した。確認事項は以下
の通り。
-

進捗状況(EV を採用)

コミュニケ

-

問題管理票による問題管理

ーションマ

-

変更管理票による変更管理

ネジメント

複雑性を測る重要な要素のひと
つ。会議体などのフォーマルコミ
ュニケーションによる仕事の進
め方とその管理方法を見る。

・

協力会社各社との納品・検収はフォーラム DB にて確認する形をとり場所の差を無くした。

・

顧客・当社の PM、サブ PM による月次ミーティングを実施した。主な確認事項は以下の通り。

・

・

-

進捗状況

-

主な課題と対策

当社プロジェクトチーム全員による隔週ミーティングを実施した。主な確認事項は以下の通り。
-

進捗状況

-

会社の状況、ニュース等

顧客内の支店間の運用の相異の調整およびシステムテストの円滑な実施のため、顧客内にて支店代表
者会議を設置し毎月運用についての決定を実施した。

図５．７
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２）評価者
評価は合議制とし以下のメンバー・要素で構成することを提案します。
評価者はＰＭの上位レベル者２名以上とし、評価責任者を決めます。
上位レベル:２レベル以上が基本（レベル 6,7 は個別ルールで評価）
評価責任者は達成度レベル６以上の方を推奨します。
書類および面接の評価者は同一評価者とします。
申請者の上司および人事関係者は評価者から外します。

５．５

公的資格との関連

公的評価との関連については、経済産業省の産業構造審議会情報経済分科会小委員会作成の人材育
成ワーキンググループ報告書にて平成１９年７月に発表されています。その中では公的試験である情報
処理技術者試験とレベルの関係、そこに求められる知識・技能そして評価の仕組みについて下図５．８
のように示しています。
国内のハイエンドプレイヤーかつ
世界で通用するプレーヤー

レベル６

国内のハイエンドプレイヤー

レベル５

企業内のハイエンドプレイヤー

レベル４

高度な知識・技能

レベル３

応用的知識・技能

レベル２

基本的知識・技能

レベル１

最低限求められる基礎知識

ハイ

ミドル

エントリ

図５．８

成果（実績）
ベース
↓
業務経験
や面談等
試験＋業務
経験により判断

スキル
（能力）
ベース
↓
試験の合否

情報処理技術者
試験での対応は
レベル４まで

各企業で判断

レベル７

プロコミ

高 度 Ｉ Ｔ 人 材

スーパー
ハイ

高度試験
ミドル試験
基礎試験
エントリ試験

共通キャリア・スキルフレームワークに基づくレベル判定

＊産業構造審議会情報経済分科会情報サービス・ソフトウェア小委員会人材育成ワーキンググループ報告書
〜高度ＩＴ人材の育成をめざして〜
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５．６

各社の事例

参考資料

：各社評価方式比較一覧表
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ＰＭ評価方式の事例（Ａ社）
１．認定のタイミング
新規ＰＭ認定
上期・下期認定

定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

３．実績等情報

考え方

レベルアップ
認定のタイミングでレベル
アップする（上位の資格
認定）

レベルダウン
ダウンは無いが、資格
が継続できない場合が
ある

認定期間更新
３年間で６０ポイントの
ＰＭ社内活動が必要

その他：

手順

当該資格認定可能候補者を事業本部毎に推薦してもらい、資格毎に審査・面接を行い、最終的にＰＭ社内資格認定委員会で承認の
上、認定される。
手順１
手順２
手順３
手順４
手順５
認定募集要綱案内
ＰＭ所属部門で候補者を 一次審査を実施（人事部） 資格により上位ＰＭ二名 ＰＭ社内資格認定委員会
（人事部）
集約、人事部へ報告
（形式チェック・調整）
が同時に面接、評価
で承認（副社長主査）

申請書

記入項目
作成上の留意点

業務経歴書
・プロジェクト経験
・業務経験
・研修受講

①自己アピール（現在・直近のプロジェクトでのＰＭ工夫点等）②上長からの推薦文
③知識基準の確認チェック④コンプライアンスの確認チェック⑤推薦者の保有ＰＭ資格
上記マネジメント実施の証跡となる文書（実際のプロジェクトでのマネジメント成果物）を提出すること
証跡が無い場合は認定不可
記入項目
プロジェクト名、ＰＭ役割（第一階層ＰＭ〜第Ｎ階層ＰＭ）、参画工程（始め〜終わり）、期間、マネジメント
要員数
特になし（ＰＭ経験のみが対象なので）
・ＩＴプロジェクトマネジメント研修（当社独自ＰＭプロセス、標準）、社内規定、関連法規
・品質管理実践研修
・ＰＭＰ資格必須（資格維持も必要）
・社内ＰＭ活動ポイント（社内資格維持に必要。後進育成等でポイント付与）
業務経歴システムに入力、上長による承認が必要

・資格取得
・その他
作成上の留意点
論文

その他情報

テーマ 等

自己アピール書に記載（工夫点、自己がＰＭとして成長した事例、今後の取り組み等）

作成上の留意点

ＰＭＢＯＫの知識エリアの分類で記載

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方
・コンピテンシー基準
・知識基準
・マネジメント経験基準
評価項目
評価基準
評価方法（面談、試験 等）
評価者
評価時の留意点
責任性
①コンピテンシー基準 サイズ・複雑性、ＰＭ活動内容を規定 面接（二名の上位ＰＭによる同時面接） 上位ＰＭ
二名の上位ＰＭの評価を
下各
(資格毎に設定） 総合して決定
さ社
②知識基準
ＰＭＢＯＫの知識
ＰＭＰ取得
いの
複雑性
当社プロジェクト管理標準の知識
社内試験
評
社内規定
社内試験
価
関連法規
社内試験
要
サイズ
素
③マネジメント経験基準業務経歴
認定希望の資格の下位資格での
で
ＰＭ経験年数。資格毎に期間が
お
タスク特性
異なる

書
き

総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方

基本的には上位ＰＭの面接時に全ての情報を提示するので、面接官である複数の上位ＰＭが判断。最終的にはＰＭ社内資格認定委員会で承認。

コンピテンシーセルフチェック（自己診断システム）→ＰＭ領域のみ評価

評価項目
評価基準
プロジェクトマネジメント ＰＭＢＯＫの知識エリア ＰＭＢＯＫ

評価方法（面談、試験 等）
システムによるセルフチェック

パーソナルマネジメント
インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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ＰＭ評価方式の事例（Ｂ社）
１．認定のタイミング
定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

３．実績等情報

考え方

新規ＰＭ認定
２回/年

レベルアップ
同左

レベルダウン
同左

認定期間更新
３年

その他：

手順

プロジェクトの実績を評価し、これをベースにスキルの熟達度を評価する。
最終的には、PM認定委員会にて承認する。
手順１
手順２
手順３
手順４
手順５
ＰＭ所属部門が申請 事務局が書類で
ＰＭＯによる面談・評価 ＰＭ認定委員会で承認
１次審査

申請書

記入項目

達成度指標・・・活動実績：ＰＭ、研修、資格 等
スキル熟達度・・・スキル熟達度自己評価シート

作成上の留意点
業務経歴書
・プロジェクト経験

記入項目
直近３プロジェクト

・業務経験

−−−

・研修受講

研修会名：レベル別前提研修の受講状況確認

・資格取得

取得資格：レベル別前提資格の取得状況確認

・その他
作成上の留意点
論文

テーマ 等

−−−

作成上の留意点
その他情報

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方
現ＰＭレベルのサイズ（換算係数あり）のプロジェクトを成功裡に完了していることを評価
・・・複数プロジェクトを個別評価し基準に沿って総合評価
なお、評価要素としてプロセス遵守、顧客満足度、コスト実績 等を設定
評価項目
評価基準
評価方法（面談、試験 等）
評価者
責任性
複雑性
サイズ
タスク特性

お各
書社
きの
下評
さ価
い要
素
で

評価時の留意点

考え方に示す

総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方

プロジェクトの経験や前提となる研修受講、資格取得の状況とスキル熟達度自己評価シートで評価
評価項目

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

プロジェクトマネジメント
パーソナルマネジメント

考え方に示す
・・・面談による確認

インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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ＰＭ評価方式の事例（Ｃ社）
１．認定のタイミング
定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

新規ＰＭ認定
４回/年

レベルアップ
４回/年

レベルダウン
４回/年

認定期間更新
４回/年

その他：

考え方

PM認定区分（大きく区分して３段階）によって、評価方法が異なりますので、認定区分毎に評価方法を記述します。

手順

手順１

手順２

手順３

第１区分 （プロジェクトスペ ＰＭ所属部門承認の
シャリスト認定プロセス）
上、本人が申請

事務局が必須スキルの
達成状況、必須研修の
受講状況などを審査

ICP-PMによる面接（第 PM認定評価委員会に
筆記試験（第一次審査）
二次審査）
て承認

第２区分 （プロジェクトマネ
ＰＭ所属部門承認の
ジャーとしての適格認定プ
上、本人が申請
ロセス）

PM実績報告書およびプ
PM認定評価委員会にて
ロフェッショナル活動報
承認
告書による書類審査

第３区分 （プロジェクトマネ
ＰＭ所属部門承認の
ジャー（ICP)としての認定プ
上、本人が申請
ロセス）

PM実績報告書およびプ
ロフェッショナル活動報
告書による書類審査（第
一次審査）

３．実績等情報

申請書

手順４

手順５

面接委員（PMオーナー
（役員クラス）、ICPPM認定評価委員会に
Ex.PM以上など）による て承認
面接（第二次審査）

記入項目
作成上の留意点

業務経歴書
・プロジェクト経験

記入項目
直近における３つ以上のプロジェクトの実績報告（記入項目は指定されている）

・業務経験
・研修受講

必須研修の受講状況

・資格取得

PMP取得（ICP-PM認定を申請時には必須）

・その他

プロフェッショナル活動（ICP-PM認定の新規申請や更新時には、年間４０時間以上必須）

作成上の留意点
論文

テーマ 等
作成上の留意点

その他情報

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方

評価項目
責任性
複雑性
サイズ
タスク特性

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

で各
お社
書の
き評
下 価 評価項目および評価基準の報告は控えさせていただきま
さ 要 す。
い素

評価者

評価時の留意点

上記、認定手順の項で記入のとおり。

総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方

スキル・レベルで判断している。
評価項目

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

評価者

プロジェクトマネジメント
パーソナルマネジメント
インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント

昨年度の育成ガイドに
１．本人と上司によるインタビュー
昨年度の育成ガイドに記入したス
記入したスキル項目と
２．プロジェクト・スペシャリストや 上司およびICP-PMなど
キル・レベル（１〜５）とほぼ同一。
ほぼ同一。
ICP-PM認定面接

テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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評価時の留意点

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

ＰＭ評価方式の事例（Ｅ社）
１．認定のタイミング
定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

考え方
手順

３．実績等情報

人材開発
計画書

新規ＰＭ認定
1回／年

レベルアップ
レベルダウン
認定のタイミングでレベル資格更新ができない場合
アップする（上位の資格 レベルダウンもしくは
認定）
専門職を外れる

認定期間更新
３年間で再認定

その他：

当該資格認定可能候補者を事業本部毎に推薦してもらい、資格毎に審査・面接を行い、
最終的にＰＭ社内資格認定委員会で承認の上、認定される。
手順１
手順２
手順３
手順４
手順５
コミュニケーションプラン本人が申請し，上司が 部門長もしくはＰＭｺﾐｭﾆﾃｨ 人材育成委員会が認定
本人と上司が検討
選抜
が審査
記入項目
作成上の留意点

業績・スキル
レポート
・業績

記入項目
・担当業務の経営貢献度，達成度指標（責任性，複雑性，サイズ，タスク特性）

・スキル

・スキル熟達度，経験

・公的資格／社外資格 ・高度情報処理技術者等（資格一覧が決められている）
・ナレッジ創造／普及

・タスク特性で定義されているナレッジ

・教育受講
作成上の留意点

作成上の留意点
その他情報

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方
・ITSSの達成度指標とスキル熟達度を適用

責任性

複雑性
サイズ
タスク特性

お各
書社
きの
下評
さ価
い要
素
で

総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方

評価項目
①達成度指標
サイズ
複雑性
責任性
タスク特性

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

評価者

ITSS準拠
ただし，経営貢献度を考慮

レベル1：登用面談
レベル2：書類審査，報告会
レベル3以上：書類審査，面談審査

所属部門長
所属部門長
コミュニティメンバーと
社外専門家

評価時の留意点

人材育成必携

達成度指標とスキル熟達度をあわせて100点満点で評価．ただし，経営貢献度を考慮して総合評価

コンピテンシーセルフチェック（自己診断システム）→ＰＭ領域のみ評価

評価項目
評価基準
プロジェクトマネジメント ①スキル熟達度
ITSS
責任性
複雑性
パーソナルマネジメント
サイズ
公的資格／社外資格
ナレッジの創造／普及
インダストリー/
適用業務

評価方法（面談、試験 等）
達成度と同様

ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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評価者
達成度と同様

評価時の留意点
達成度と同様

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

ＰＭ評価方式の事例（Ｇ社）
１．認定のタイミング
定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

３．実績等情報

新規ＰＭ認定
レベルアップ
１回/年
同左
ただし、仮認定は月１回実施
仮認定の有効期間は次回正規認定まで

レベルダウン
同左

認定期間更新
３年

その他：
レベル３については秋
の社内試験結果にて
認定

考え方
手順

手順１
部長・本部長の推薦

申請書

記入項目

手順２
手順３
手順４
事業部長・総務・ＰＭ本 レベル6,7のみ役員面接
の合議選定

手順５

作成上の留意点
業務経歴書

記入項目
必要

・プロジェクト経験
・業務経験

必要

・研修受講

必要

・資格取得

必要

・その他
作成上の留意点
論文

テーマ 等

レベル６，７のみＰＭ学会発表レベルのものを要求

作成上の留意点
その他情報

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方

責任性

複雑性

サイズ

評価項目
評価基準
評価方法（面談、試験 等）
評価者
評価時の留意点
規定された分類に入るプロジェクト（開発工数・品質確保ランクにてプロジェクトを分類する）でかつ、リスクを数量化し、ＳＡ，Ａ，Ｂの３段階評価でＳＡまたは

お 各 Ａのプロジェクトを成功させたかどうかを評価する。
書社
プロジェクトの成功条件は
きの
納期遵守
下評
目標損益の達成
さ価
稼動後３ケ月の安定稼動
い要
顧客の満足度調査で良以上の評価であること
素
プロジェクト開始時に計画した部下の育成の実行
で

タスク特性
総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方
評価項目

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

プロジェクトマネジメント
規定の資格の取得
規定の教育の受講(合格）
パーソナルマネジメント
インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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評価者

評価時の留意点

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

ＰＭ評価方式の事例（Ｈ社）
１．認定のタイミング
新規ＰＭ認定
2回／年

定期（回/年）、随時 等
コメント

２．認定手順

考え方
手順

３．実績等情報

レベルアップ
同左

レベルダウン
なし

認定期間更新
２回／年

書類審査⇒論文審査⇒面接と３段階審査で徐々に絞られていく
各段階ごとに審査員（上位ＰＭ認定者）を選定して実施。面接は役員が審査員
手順１
手順２
手順３
手順４
新規 同上
書類審査
論文審査
面接
更新 同上
書類審査
なし
なし

申請書

手順５

記入項目

下記の項目のほか、上司の推薦など

作成上の留意点

業務履歴はエビデンスが必要

・プロジェクト経験

記入項目
プロジェクト規模、体制上の立場、損益情報など

・業務経験

業務履歴

・研修受講

前提となる必修教育あり

・資格取得

ＰＭＰ

・その他

プロジェクトでの活動内容、当該活動の自己評価、顧客満足度、ノウハウ

作成上の留意点

プロジェクト規模はいくつかの係数で補正あり。
業務履歴、プロジェクト実績はエビデンス要
プロジェクトの課題と解決策（Ｌ１〜Ｌ４）
当社のビジネス上の課題と解決に向けたコミットメント（Ｌ３、Ｌ４）

業務経歴書

論文

その他：

テーマ 等
作成上の留意点

その他情報

記入項目

なし

作成上の留意点
４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方
責任性、複雑性、タスク特性、プロジェクト規模、商談活動実績、コミュニティ貢献実績をみて評価する。
また論文審査、面接でもそのような面からＰＭとしての総合力を審査する。
評価項目
評価基準
評価方法（面談、試験 等）
責任性
複雑性
サイズ
タスク特性

お各
書社
きの
下評
さ価
い要
素
で

総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方

評価時の留意点

評価者

評価時の留意点

上記に概要を記述

論文や面接は審査シートがあり、審査観点が決められている。

個別の評価はされず、論文や面接を通してＰＭとしての総合力を審査する。

評価項目

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

プロジェクトマネジメント

個別の評価はされず、ＰＭ総合力を下記観点で評価

パーソナルマネジメント
インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法

評価者

論文や面接は審査シートがあり、審査観点が決められている。
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PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

ＰＭ評価方式の事例（I 社）
１．認定のタイミング
定期（回/年）、随時 等
コメント
２．認定手順

新規ＰＭ認定
２回／年

レベルダウン
２回／年

認定期間更新
２回／年

その他：

手順２
推薦委員会での専門
委員による書類・面接
審査後、推薦

手順３
有識者（上席ＮＣＰ保有
者など）による数ヶ月に
わたる面接審査

手順４
手順５
有識者（社外専門家、 認定委員会で承認
役員、NCP保有者な
ど）による面接審査

考え方

手順
手順１
上席プロフェッショナル 本人の申請（スキル、
レベル
必須資格の取得状況
等のチェック）後、上司
の評価、部門長の承認
により申請
プロフェッショナルレベ 本人の申請（スキル、
ル
必須資格の取得状況
等のチェック）後、上司
の評価、部門長の承認
により申請
スペシャリストレベル 本人の申請（スキル、
必須資格の取得状況
等のチェック）後、上司
の評価、部門長の承認
により申請
３．実績等情報

レベルアップ
２回／年

申請書

推薦委員会での専門 有識者（NCP保有者な 有識者（部門長、NCP 認定委員会で承認
委員による書類・面接 ど）による数ヶ月にわた 保有者など）による面
審査後、推薦
る面接審査
接審査
推薦委員会での専門
委員による書類審査
後、推薦

認定委員会で承認

記入項目
作成上の留意点

業務経歴書
・プロジェクト経験

記入項目
過去３年間での３つまでのプロジェクトの実績・専門性発揮の度合い

・業務経験
・研修受講

推奨教育の受講状況を得点化

・資格取得

ＰＭ、ＰＭＰ等の資格取得必須

・その他

プロフェッショナル貢献活動（上席プロフェッショナルレベルは新規・更新申請時、その他は、更
新申請時に所定のポイント必須）

作成上の留意点
論文

テーマ 等
作成上の留意点

その他情報

記入項目
作成上の留意点

４．評価実施
（１）達成度評価・・・ＰＭ実績の評価
評価の考え方
評価項目
責任性
複雑性
サイズ

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

評価者

評価時の留意点

評価者

評価時の留意点

で各
お社
書の
き 評 バリューレベル達成度 バリューレベル達成度指標に定
上記、認定手順のとおり
下 価 指標に記載した項目 義されたレベルへの到達度
さ要
い素

タスク特性
総合評価方法
（２）熟達度評価
評価の考え方
評価項目

評価基準

評価方法（面談、試験 等）

スキルセットに記載し
たスキル項目

スキルセットごとに定義されたス スキルの得点化
キルレベルへの到達度
有識者による面接

プロジェクトマネジメント
パーソナルマネジメント
インダストリー/
適用業務
ビジネスマネジメント
テクノロジー/
メソロドジー
総合評価方法
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上司および有識者

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

６．

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。
６．１では個人が果たさなければならない役割について、６．２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。
さらに、効果的なＰＭ育成のために、６．３にＰＭコンピテンシーの必要性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

②プロジェクト
の場

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・・・

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

図６．１ 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

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

６．１ 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。

６．２ 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４つの要素、即
ち、
「知識を習得する手段」
、
「経験を積む場」、
「より高いレベルへ引き上げるための支援ツール」及び｢Ｐ
Ｍコミュニティへの参加｣を組織として整備し、取り組むとが必要です。
付録 A の「キャリアパスの事例」に見るように、各社はいろいろ工夫して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６．１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６．１と共
に参考にしてください。
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表６．１
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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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、２００５、２００６及び２００７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の育成手段，評価方法などで構成しま
した。いくつかの項目では，いまだ十分とはいえないものもあります．皆さんが他のご意見をいただき
ながら，引き続き、ＰＭ委員会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。
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第２部

ＰＭ育成に関する各社事例

１．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１．１ 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６万人

Ｆ社

約３０００人

ＳＩベンダーの全部門

G社

約４．１万人

ＩＴ企業のサービス事業部門

H社

約３．７万人

ＩＴ企業のサービス事業部門
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１．１

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Ｐ
Ｍ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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１．２

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：書類・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
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１．３

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
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、

役員級

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１．１Ｃ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１．１参照）。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１．２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
部門候補者
選定

ビジネス・
ニーズ

図１．２

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 1.２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１．２ 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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１．４

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。
スピード 10 倍、1 人月からＳＩまで
プロフェッショナルＰＭ力を売りにするビジネス展開
プロフェッショナルＳＥ力を売りにするビジネス展開
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 1.3 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

開発プロセスの成熟度
レベル３
ＰＭＢＯＫ等

ＩＴ
ス
キ
ル
標準

ＰＴn1：ＰＬ＋メンバー
ＰＴn2：ＰＬ＋メンバー

ＰＴ
創出
ボード

ＰＴni：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

ＣＭＭＩ

■ 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。

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

お客様

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。

図１．３ 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

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

ａ 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
フェーズ③【人材を適材適所にアサイン】
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●

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）

© 200７-200８ 独立行政法人

情報処理推進機構（IPA）

94

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

■ 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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１．５

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。
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【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 1．４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

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）

新キャリア
フレームワーク
新教育体系

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

評価（育成計画に対し本人と
上司双方の評価を実施）

図１．４ 人材育成のプロセス
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■ 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１．３

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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１．６
1

Ｆ社の事例

背景と目的
IT 業界においては、昨今の外部環境の激変に伴い、プロジェクトマネジメント力の不足が叫ばれ
て久しいと言われています。当社にとっても、プロジェクトマネジメントの品質が業績に多大な影
響を及ぼすことは明らかとなっています。つまりプロジェクトマネジメント力が当社のコアコンピ
タンスとなっているのです。プロジェクトマネジメントが属人的で、やってみなければわからない
というのでは組織としてリスクが大きいため、プロジェクトマネジメントのレベルアップには組織
的な取り組みが必要で、その第一歩として一定の標準化は不可欠です。また、組織として安定的に
プロジェクトマネジメントを行うには、経験豊かなマネジャーだけでなく、一定の知識とノウハウ
があれば所定のマネジメントレベルが維持できる環境を作り上げる必要があります。それには、経
験豊富なマネジャーから PM 候補への知の伝承が不可欠であるため、トレーニングを行う必要性が
益々、高まってきているのです。

2

PM 育成体系におけるトレーニングの位置づけ
2.1 育成体系
2.1.1

ＰＭの社内育成制度
IT スキル標準に準拠した、PM のスキルマップを定義。全社的技術者育成カリキュラム
に沿って、育成が行われます。PM 情報処理プロジェクトマネジャー資格は、スキルシ
ステムにて参照できます。

2.1.2 プロジェクト管理プロセス標準
プロマネ技術基準や用語の使い方は一貫して社内標準 PM プロセスに準拠します。
2.1.3

ＰＭ育成プログラム

・実業務におけるＯＪＴ指導
・研修受講
・技術情報、参考図書、自習書の提供
・情報処理「プロジェクトマネジャー」資格試験の支援プログラム
・PMP 資格取得の支援プログラム
2.2 トレーニングの位置づけ
PM 育成プログラムの一環として、実業務におけるＯＪＴ指導がトレーニングに相当します。

3

トレーニングの考え方，プロセス
3.1 トレーナーの役割
トレーナーは部門長が選出する PM です
3.2 トレーニーの役割
トレーニーは PM 候補です
3.3 コーディネータの役割
コーディネータは部門長です
3.4 プロセス
3.4.1 プロセス
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トレーニングプロセスおよび関係者の関連を図 1.5 に示します。

部門長

ＰＭ

ＰＭ候補

ＰＭ候補の発掘
担当プロジェクト選定
指導ＰＭ選任

相談

指導方法の検討

動機付け（３者によるキックオフミーティング）
目標設定指導

個別目標の設定
育成計画の設定
研修受講・自己啓発

職務フォロー

職務遂行

実施評価（３者による評価ミーティング）
図１．５

3.4.2

トレーニングプロセスと関係者の関連図

ツール

・技術者個人：MBOによる実績管理、スキルマネジメントシステム入力
・組織：プロジェクト反省会による「組織知」の蓄積と情報共有
3.4.3 指導手段
・メール、面談の併用

4

プロジェクトマネジャー育成の実施例
当社は、ソフトウェア開発のほか、アウトソーシング、ネットワークサービスなど幅広い事業を展開

しており、拠点も全国に散らばっていることから、必ずしも、下記に述べるOJTが標準というわけでは
ありませんが、典型的には、規模に関わらず、新人は、プログラマとしてプロジェクトに配属され、シ
ステムエンジニア（設計者）、プロジェクトマネジャーというキャリアを歩むことが多いです。
ある人が、中規模新規開発プロジェクトにプログラマとして配属される、とします。プロジェクトマ
ネジャーの指導のもと、システムの開発を行い、プログラミングだけでなく、設計も覚えます。そして、
プロジェクトが成功裏に完了する。良い働きをしたので、お客さんから信頼され、保守要員として残る
ことになります。同一プロジェクトの保守（含、機能拡張）案件をプロジェクトマネジャーから引継ぎ、
プロジェクトマネジメントを担当します。これも成功裏に完了し、同一規模の新規開発案件のプロジェ
クトを任せられます。この新規開発が成功し、より上位のシステムの保守を受け継ぐ。という具合に守
備範囲を広げ、プロジェクトマネジャーが育成されるのです。

5

今後の提言
IT 技術者に求められる能力は細分化されてきています。一般的に、従来のような年功序列型の育

成では、今日のような激しい外部環境に対応できないといわれています。この影響からか、従前当然の
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ように行われていた、親方から弟子への「知」の伝承という観点が、時代とともに薄れてきており、そ
の結果として、知識流通が従来ほど機能しなくなったのではないかと考えます。プロジェクトマネジャ
ーという職種は、単に理論を学ぶだけでは勤まりません。実務を通し体験することで、能力が向上する
ものです。実体験をサポートするのが、上司やトレーナーの役割であるとすると、彼らが積極的に「知」
を伝承し、またトレーニーがそれらの「知」を貪欲に吸収したいと願う、文化的システムの構築が必要
です。
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２．PM メンタリング事例
本章では、ＰＭの育成を実施している企業におけるメンタリングの事例を示します。各企業の事情に
合わせ、手法等は様々ですが、ＰＭを育成する際の参考としてください。

２．１

Ａ社の事例

当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重点施策から成り立っています。重点施策のひとつに「PM 育成体系の整備（教
育カリキュラム）」を掲げており、ＰＭメンタリングはその一例です。

PMコミュニティ
PMコミュニティ
•相互交流
•情報共有
•新技法・事例研究
•対外活動

プリンシパルＰＭ
エグゼクティブＰＭ

PM
事例情報
の登録

シニアＰＭ
アソシエイトＰＭ
メンタリング
メンタリング

PM
ﾅﾚｯｼﾞ
ﾍﾞｰｽ
PMポータル
PMポータル

•ＰＭ情報共有
•ＰＭ情報発信

ＰＭ研修
ＰＭ研修

•キャリア形成の助言
•ノウハウの継承

図

•ＰＭ知識の習得

２．１ ＰＭ育成体系

「ヨコ」の関係

「ナナメ」の関係
上司
上司

メンター
メンター

PMコミュニティ
PMコミュニティ

PMメンタリング
PMメンタリング

相互研鑚およびノウハウの共有
（ＰＭの横のつながり）
プロジェクト事例の研究・分析

ＰＭスキルやノウハウの継承
心理的サポート（悩み相談）
人脈形成（ＰＭの縦のつながり）

同僚
同僚

「タテ」の関係

全体を補強
ＰＭ
ＰＭ

ＯＪＴ
プロジェクト環境に応じた実
践的スキルの習得
プロジェクト固有の課題解決

ケーススタディーなどの疑似体験を通じ
たＰＭスキルの習得
体系的な知識の習得

図 ２．２

ＰＭ育成施策

ＰＭ育成の課題
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昨今の環境変化に伴い、ＰＭ育成では特に次の点が課題となっています。
１．プロジェクトの短納期化等、環境の変化により、OJT だけでは十分なＰＭスキルの継
承は困難
２．ＰＭの教訓やノウハウがプロジェクトに閉じており、他プロジェクトで活用されない
３．実践を通じたＰＭスキル習得には時間を要する
これら背景の中で、図 2・２のようにＰＭスキル継承の場を増やすことが必須となっています。

メンタリングの目的と進め方
当社のＰＭメンタリングでは、メンター（上級ＰＭ、具体的にはエグゼクティブＰＭ）に５
〜６名のメンティ（若手ＰＭ、具体的にはシニアＰＭやアソシエイトＰＭ）を組み合わせた
グループ・メンタリングを実施しています。経験豊富な上級ＰＭのノウハウを若手ＰＭに継
承すること、また、組織を越えたＰＭ同士のコミュニティを形成することを目的としていま
す。メンターとメンティの組合せは、メンターのプロフィールをホームページに掲示し、メ
ンティが希望するメンターのグループに参加する仕組みです。
また、当社では、上記グループ・メンタリングに加え、１対１メンタリング（上記グループ・
メンタリング以外の場で、メンティが問題を抱えた場合に、電話やメール・面談等でメンタ
ーに随時相談をするもの）も並行して実施しています。

グループ・メンタリング実施内容
グループ・メンタリングの実施内容は次の通りです。
１．メンターの講義
第１回は、メンター、メンティの自己紹介やメンターのプロジェクトマネジメント
に関する講義を実施します。
２．グループディスカッション
第２回以降は、１回２時間程度でメンティ個々の課題や、メンティ間共通のテー
マでグループディスカッションを行ないます。グループディスカッション終了時にメ
ンターがまとめとして示唆を示します。

メンタリングのポイント（メンター向け）
メンタリングにおけるメンターの注意事項として次のポイントを用意しています。
１．徹底して聞く
メンティの学びたい、成長したいという能動的な意欲を最大限に引き出すように、
メンティが自発的に行動するよう仕向けることが重要です。経験豊かなメンターは
多くのことを伝えたくなりますが、メンティの自主性を尊重して、まずは聞き役に
徹してください。
２．考え方を教える
特にプロジェクトの運営方法などは、１つ１つの課題を手取り足取り教えた方が手
っ取り早いですが、メンタリング・プログラムにおいて重要なことは、メンティの
思考プロセスを支援することです。したがって、メンティが継続的に成長できるよ
うメンターの豊富な思考プロセスを、メンティに継承してください。
３．温かい雰囲気をつくり励ます
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メンターはどんなに忙しい場合でも、メンティからの働きかけ（電話やメール等）
に対して、温かく対応してください。多くの場合、メンティは自身の環境やスキ
ルに行き詰まりを感じて、メンターの「助け」を必要としているときにメンターに
働きかけてきます。いつでも温かく対応し、励ましてくれる人がいることが大きな
支えになり、成果に結びつくものです。
４．学習の実態を把握する
「メンティ 自己紹介シート」に目を通し、メンティの得意分野、メンタリング
で獲得したいスキルを把握してください。また、第１回のグループ・メンタリング
におけるメンティの自己紹介で、メンティの特徴や課題を読み取り、個別事情に合
わせた踏み込んだ１対１メンタリングができるように心がけてください。
５．将来の洞察を語る
メンターの様々な経験や思考を通じて、社会、経済、業界、技術、会社の将来や
方針等に関する深い洞察力で、グループ・メンタリングや１対１メンタリングを通
じて、「語り手」となってください。メンターが常に感じていることを率直にメン
ティに伝えることで、メンタリングのコミュニケーションがより豊かなものになり
ます。
６．価値観を共有する
メンターへの「人間的側面への信頼」と「ＰＭとしての信頼」の関係性を進化さ
せ、価値観を共有できた時に、メンティは大きく成長するものです。またメンター
もメンティの育成を通じて支援能力が実証でき、視野の拡大や職務満足の向上につ
なげることができます。

メンタリングの成果物
グループ・メンタリングの成果物として、メンターの講義資料や、グループディスカッション
の様子をまとめたメンタリングライブをホームページで公開しています。
メンタリングの活動成果を公開することで、メンタリングの知名度を上げると同時にノウハウ
蓄積の意味も兼ねています。

今後の課題
メンタリングに関する今後の課題は次の通りです。
１．メンタリングの拡大
現在のメンタリング参加者は、ＰＭ認定者全体に対してまだ一部に過ぎません。グ
ループ・メンタリング実施数の増大や、事務局の介入しない当事者のみで実施するメ
ンタリングも含めた数の拡大により、メンタリング参加者を増やす検討をしておりま
す。
２．継続的なメンタリング
メンタリングは、会合形式のメンタリング実施後の関係継続が重要ですが、一方で
関係の継続は困難な現状です。メンタリング終了後もメンティがメンターに問題を相
談したり、あるいはメンティ同士が相談しあったりする関係の構築にも重点をおいて
いきます。
そのために具体的には、一定期間終了後も不定期に会合形式のメンタリングを実施
したり、メンタリング終了後の個別相談に対してポイントを付与するなどの施策を考
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えています。
３．魅力的なメンタリング・プログラムへの改善
メンタリング・プログラム全体の改善を実施します。具体的には、効果的な共通デ
ィスカッションテーマの選定支援や、メンタリングで出た「教訓」の整備、メンター
の心得やメンティの心得なども整備していきます。
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２．２
１．

Ｃ社の事例

背景と目的

C 社では PM 専門職の育成に
は、知識を習得する研修だけ

研修

ＰＭの体系的知識

ではなく、習得した知識を確
ソフトウェア
エンジニアリング知識

実にプロジェクトの場で発揮

プロジェクト経験

できるようになることが必要
対象IT
対象IT 知識

であると考えています。この
ためには、実践できていない

対象業務知識

知識を先輩 PM の指導によっ

人間的側面
ビジネス
マネジメント

メンタリング

て発揮できるようにすること
が必要です。そこで、実務面
での PM 専門職の育成に C 社
では、メンタリング手法を活用

図 2．３ PM に必要な知識と経験
（出典：C 社 PM メンタリング・ガイド）

することにしたプロジェクトマネジャーとして優れている PM 専門職を指導者（メンター）になっ
てもらい、育成される PM 専門職をプロテジー（メンティとも呼びますが C 社ではプロテジーと呼
んでいます）としたメンタリングによる PM 育成プログラムを立上げ、改善を繰り返しながら今日
に至っています。
PM メンタリングの一義的な成果は、PM 専門職の育成ですが、メンターになった PM 専門職がも
っているプロジェクトマネジャーとして優れたスキルやノウハウなどの暗黙知を、指導を受ける
PM 専門職であるプロテジーへ伝承することができ、PM としての優れたノウハウが継承されると
いう付随的な成果もあります。
第６章の PM キャリアパスの事例で紹介したとおり、C 社では PM キャリアである ICP-PM 専門
職に就任すると３年毎に更新が実施されます。メンターとしての活動実績がこの更新時の評価対象
項目の一つになっています。このため、ICP-PM 専門職は忙しい中でも、メンターとして積極的に
メンタリング活動に取組んでいます。
２．PM メンタリング実施上の役割
１）プロテジー ：

育とうという意欲のある PM 専門職

・ 何を達成したいかを明確にします。
・ 自分の希望を率直に伝えます。
・ プロテジーが主導的にメンタリングを進めます。
・ 積極的にメンタリングを受けますことが前提であり、大切です。
２）メンター ：

育てたいという意欲のある ICP-PM 専門職

・ 大きな Giveback 活動になります。
・ 理想的なメンターはプロジェクトの成功経験があり、プロテジーが要求する経験、スキル、
知識をもっており、パーソナルスキルを駆使して聞き役に回れ、個人を尊重できる人であ
ることが大切です。
・ 今後はグローバルな中での展開も視野にいれます。
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３）ラインマネジャー ：

プロテジーの所属長

・ ラインマネジャーは、プロテジーを含む所属配下の社員のキャリアやスキル育成に責任を
持っています。
・ メンタリングに参加しやすい職場環境、職場風土作りが必要です。
・ メンターとプロテジーの守秘義務を尊重することが大切です。
４）キャリアリーダー ：

PM 育成計画の支援や推進、アドバイスを行う専門職

・ マッチメイク、すなわちメンターとプロテジーの組み合わせを行います。
・ メンタリングが進む中で必要とあれば、調整を行います。
５）PM メンタリング事務局 ：
・ プロテジーやキャリアリーダーから要望にあったメンターを部門を超えてメンターを探し
出し、紹介します。（マッチメイク支援）
・ メンタリング・プログラムの企画・推進・管理
− 研修コースの企画・実施・整備
メンタリングそのものや、その基礎となるコミュニケーション・スキ
ルについてなど
− ベストプラクティスの紹介
① メンタリングの選定

− メンタリングプロセスの改善
− プロモーション
メンタリングを積極的に推進して

② メンターの選定

いるメンターの表彰など
− メンタリング・システムの運用管理
③ メンタリング活動準備

３．C 社でのメンタリングプロセス
メンタリングの開始にあたっては、プロテジーは
所属長との間でキャリア開発計画が出来上がって

④ メンタリング実施計画の作成

おり、その中でキャリア目標、課題、実施計画が
明確になっていることが必要になります。この中

⑤ メンタリングの実施

で、PM 専門職を含めた専門職育成の一つの方法に
メンタリングが選択されていることになります。
C 社では下記に紹介するメンタリングプロセスを

⑥ メンタリングの終了報告

グループウェアで運営管理しています。
１）メンタリング活動の立上げ

⑦ メンタリング実施データの収集と分析

① メンタリングの選定
キャリア開発計画の中で専門職の育成の方法
としてメンタリングが採用されます。

図 2．４ C 社のメンタリングプロセス
（出典：C 社 PM メンタリング・ガイド）

プロテジーは、育成目標と実現に向けた課題を検討しておく必要があります。また、プロテ
ジーは希望するメンターの了承を得た後、メンタリング申請を所属長に提出します。
② メンターの選定
所属長はプロテジーが指定してきたメンターが育成目標、課題解決に対する最適なメンター
であることを確認し、メンターにメンタリングを依頼します。また、PM メンタリング事務
局に PM メンタリング活動を登録します。
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③ メンタリング活動準備
メンタリング活動を行なうための作業スペース（DB）をグループウェア上に確保します。
（ディスカッション・ルームの作成）
２）メンタリング実施計画と実施
④ メンタリング実施計画の作成
プロテジーとしての自分の目標、課題を再確認し解決に向けた具体的な育成策をメンターと
検討の上、メンタリング実施計画を作成します。
⑤ メンタリングの実施
メンタリング実施計画に基づいてメンタリングを実施します。各種のコミュニケーション・
ツールを有効に活用し、Face to Face 以外のメンタリングも実施します。
問題の有無、計画の変更の必要性などがないかも検討します。
３）メンタリングの終結
⑥ メンタリングの終了報告
メンタリングの完了時点で実施成果と今後の対応を報告します。
⑦ メンタリング実施データの収集と分析
メンタリング事務局では、今後の改善のために、プロテジー、メンターそれぞれから個別に
アンケートを実施し、メンタリング実施効果や反省点などを把握し、分析します。
また、メンターからは下記事項のようなことを聞き、メンタリングプロセスやメンタリン
グ・ガイドの改善に活用しています。
・ どのような活動を行なったのか、
・ 期間はどの程度実施したのか、
・ どのような方法（面談、e-メール、グループウェアのディスカッション・ルームな
ど）で実施したか。
・ 内容はどのようなものでどの程度であったのか、
・ メンターを実施しての満足度はどの程度か、
・ どのような点に満足しているのか、
・ メンタリングプロセス上の改善すべき点はどのようなことか など
４．メンタリング研修
①ステップ１
・メンタリングの考え方を知る。
・基本となるコミュニケーション・テクニックを身につける。
②ステップ２
・メンタリング・スキルを身につけ、実践する。
・PM など特化分野特有のコンピテンシーを継承する。
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メンタリング奨励賞
受賞者 の話 ︵ＤＬ )

シニアＰＭの話
︵ＤＬ )

ベストプラクティスの
紹介

プロフェッションの

メンタリング実践

②

対象者
プロフェッションごとに
必要に応じて

ｅｔ
メンタリングの実践例の紹介など
ｃ
プロフェッションごとの「メンタリング・ガイド」

プロフェッションごとの
関係者全員

基礎 としての
コミュニケーション・
テクニック

①

クラスルーム研修により、

メンター、

コミュニケーションスキルを身に付ける

部門内メンタリング推進者
メンター全員、

DLにより、コミュニケーションについて学習する

プログラム関係者
書籍により、

メンター、プロテジー、

コミュニケーションやメンタリングの基本を知る

関係者全員

図 2．５

メンタリング研修体系 （出典：C 社 PM メンタリング・ガイド）

５．メンタリングを成功させるための留意事項（順不同）
・プロテジーは、自ら成長しようという意欲をもって、メンタリングを主導する積極さが必須
です。
・メンターは、後輩を育てたいという意欲と、自分のスキルやノウハウを伝えようとする意欲
とオープン・マインドが必要です。
・メンターには、指導者としての規律とコミュニケーションスキルが必須です。
・メンターには、メンタリング・スキルの育成が必要です。
例えば、メンターの育成にメンターを活用する など。
・メンター/プロテジー共にプロジェクトで忙しいことが多いので、ｅメールやグループウェ
アのディスカッション・ルームなどを活用することは効果的です。
・所属長はメンタリング活動の詳細な内容の報告を要求しない。
・プロテジーが最適なメンターとマッチング（マッチメイク）が実現できるようにする。
など
６．課題と今後の対応―おわりに代えて
PM メンタリング制度を導入して数年が経ち、PM 専門職の中に浸透してきて、多くの優秀な PM
専門職が育ってきていますが、内容的には更に改善する必要があると思っています。メンター、プ
ロテジー、および所属長が満足できるメンタリング成果が出せるようにするために継続的な改善が
必要です。また、メンタリング活動を客観的、かつ公平に評価することが難しく、評価の基準や方
法の定義が今後の課題だと認識しています。
以上
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２．３

Ｇ社の事例

１. 背景と目的
レベル４

ＰＭの育成を狙いとして認定に必要な教育を終了した者を対象にＰＭと

して任命し中小規模のプロジェクト（５０人月程度のプロジェクトで 50ＫＳ程度のプ
ログラム開発を伴うもの）においてプロジェクトマネジメントの実践を経験させる
ものとする。
２. ＰＭ育成体系におけるメンタリングの位置づけ
2.1ＰＭ育成体系
① 基礎教育
・ コンピュータ基礎教育
・ プログラミング実習（プログラム開発部署での６ケ月間の研修）
・ 情報処理技術者資格取得教育
② ＰＭ補佐
・ プロジェクト管理基礎教育習
・ リーダーシップ教育
・ 高度情報処理資格取得教育
③ レベル４ ＰＭ
・ ＰＭＰ取得教育
・ プロジェクト管理実践教育
・ ＰＭインターン制度（メンタリング）
ＰＭ育成体系においてＯＪＴによるＰＭ育成と１つの手段としてメンタリングを位置づけている
３. メンタリングの考え方、プロセス
ラインとは関係のないレベル５ＰＭがメンターとなり１対１でメンティを指導する。
期間は１年程度とし、メンティが現在担当している小プロジェクトの完了まで継続
する形をとる。人選は、ＰＭＯが行っている。
指導手段・方法はメンターに一任しており、メンターは、月に１回ＰＭＯに対し指導内
容の報告を実施。
プロジェクト完了時、メンティはプロジェクト完了報告書を作成し、メンター/上司の
部長/ＰＭＯの３者で審査し終了判定を行う。
４. 今後の課題
「メンターに対する指導方法に関する教育制度」が未整備のため一定水準の教育効果が挙げられて
いないので早急に教育コースを充実する必要がある。
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２．４

Ｈ社の事例

（１）背景と目的
ＰＭに求められる知識／スキルには「プロジェクトマネジメント」､「インダストリ／適用業務」､「テ
クノロジ／メソドロジ」､「ビジネスマネジメント」､「パーソナル」の大きく５つの領域があります。
このうち､前半の大半はプロジェクトマネジメントガイドブック､業務マニュアル､業務解説書､システ
ム開発実施要領など､文書化による形式知化が出来るもので､ＰＭ育成手段としてはそれらを使った集
合研修や自主学習が有効とされています。
しかし､「パーソナル」の世界､及び「プロジェクトマネジメント」､「ビジネスマネジメント」の
一部はヒューマンスキルやビジネスマネジメントの中の“コツや勘”が非常に重要なファクターを占め
ており､形にして見せる､あるいは説明して教えるという方法が極めて難しい−いわゆる形式知化が難
しい領域です。
プロジェクトマネジメントを組織で遂行する以上､後者の“コツや勘”といった暗黙知の領域も人に
伝達し､共有､共通認識していくことが不可欠ですが､その方法として集合研修と組み合わせて試行して
いるのが当社の「メンター制」です。ＰＭに求められる多岐にわたる知識／スキルを「ルール／
／セオリー／技」として捉え､それぞれに相応しい育成手段として「ティーチング」と「メンタリング」
を併用した形です（図２．６）。

・“コツ”や“機微”として｢技｣
を保有する者が伝授する

セオリー

■ベストプラクティスを
モデル化したもの
■“技”を形式知化した
もの

・プロセスや手法として
モデル化し、訓練を通じて
身につけさせる

■組織の決め事として
遵守を義務付ける
プロセス及び基準

・ガイド、マニュアルなどに
まとめ、共有する

ルール

図２．６

ティーチング

技

■成功者から受け継がれ
るもの
■自ら磨くもの

メンタリング

育成手法

ＰＭ育成のポイントと手法

（２）ＰＭ育成方式とメンタリングの位置づけ
当社では図２．６の考えをもとに､ＰＭ育成方式を図２．７に示す３階層で構成しています。この
中でメンタリングは「集団メンタリング」と称してプロセス教育と自己研鑽で取り入れています。
テ ィー チ ン グ
+
メンタリング

自己研鑽
■ 集団 メンタリング

ティー チング

プロセス教育

メンタリング

■ 集 団 メンタリング

PMBOK®教 育
図２．７
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図２．７ に示した３つの育成方式の狙いを図２．８ に示します。
集ン団タメリンンタグ
リン
集団メ
グ

自己研鑽
(プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル 性 向 上 )

集団 メンタリング

プロセス教育
(プ ロ フ ェッ シ ョ ナ ル 化 )

知識教育

P M B O K® 教 育
(Ｐ Ｍ 化 )

● 上 位 ＰＭの
・ “機 微 ”に 接 す る
・Ｐ Ｍ の “技 ”を 知 る (kn ow how )
・Ｐ Ｍ の “人 ”を 知 る (kn ow ho)
・プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト の プ ロ セ ス を 浸 透 さ せ る
・実 施 の セ オ リ ー ／ ル ー ル を 演 習 で 身 に つ け る
・プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト の 基 本 的 な “技 ”や “機 微 ”を
事例を通じて伝授
・Ｐ Ｍ 初 級 者 が 対 象
・プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ジ メ ン ト の 要 素 を 理 解 す る
・用 語 類 を 理 解 し 共 通 語 と し て 身 に つ け る

図２．８

ＰＭ育成方式の狙い

また､当社におけるＰＭ育成のコンセプトは 図２．９に示すように「現場のプロがプロを教える」
であり､メンタリングもこの考えのもとで展開しています。

■ プロがプロを育てる
●ＰＭの 本 職 を越 える教 師
●実践的指 導が できる
●受講者の納得 感が高い

はいない

■ 後 輩 の 育 成 ･指 導 は 先 輩 の 義 務
●教
●初
●自

育は伝承の場
任 プ ロ フ ェッシ ョナ ル は 講 師 が 義 務
らの実践 例を講座で紹 介す る義務

ＰＭの 機 微 を教 えたい
図２．９ ＰＭ育成のコンセプト
（３）「集団メンタリング」の考え方と実施概要
上記に示す「集団メンタリング」の運営方法について概略を紹介します。
① 活動のイメージ（実施方法）
･

メンターはメンティと上下関係のない上級ＰＭ。参加メンティは１回当り１０数名程度。

･

事前に事務局にてテーマを設定し参加者に通知。

･

車座のレイアウトで､メンターを囲んで自由に着席。

･

雰囲気を和らげることと､本音の会話をフランクにできるように､就業時間後に缶ビールとツ
マミを手に実施する（ここがミソ､因みにこの飲食費は参加者の自己負担）。

･

テーマに沿って、メンティが持ち込んだプロジェクト事例を元に､プロジェクトが抱えて
いる問題点や課題をグループで共通認識・理解。

･

その問題･課題を解決する､または発生させないためのプロジェクトマネジメントのあり方な
どをフリーにディスカッション。
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･

メンターはディスカッション中､適時見解を述べ､メンティに意識改革を導く。
但し､あくまでもアドバイザーの立場で発言。原則､聴き手の立場（喋りすぎは厳禁）。

･

テーマを設定するが､結論は求めない。

② メンターの役割（役割，選定条件，資質）
･

メンティの発言やディスカッションに対して､自分の経験･ノウハウに基づくアドバを行う。

･

メンティにとって､１ランクアップのプロジェクトマネジャーに必要な部分を気付かせ､自ら
意識改革ができるよう導く。

･

メンティのプロジェクト事例に沿って､上位ランクのプロジェクトマネジャーの責任､役割に
ついてコメントするとともに、自らの経験､ノウハウを披露してメンティの成長の糧とする。

③ メンティの義務
･

自ら積極的に参画し､確実な自己レベルアップを目指す。

･

早期の 1 ランクアップを目指し､自己研鑽に日々努める。

･

メンターのアドバイス､指導に意識を傾注し､自らの信念を築く一方、自らの信条に固執
することなく視野を広げ､柔軟なマネジメント能力を身につける。

･

自己の経験･ノウハウを広く開示し､組織･関係者で共有する。

④ 推進グループの役割
･

原則として月１回の定期開催を継続すべく場の設定､メンターの選定・依頼をする。

･

メンティ／メンターが主役であるが､補佐役を勤め､円滑な運営を促進する。

･

メンティが参加してよかったといえる雰囲気作りと､終了後の記録､広報を行う。

･

事例研究会等､他の活動と連携し､情報交換を含めた相乗効果を促進する。

⑤ 効果
･

参加メンティにとって、プロジェクトマネジャーとしての迷いを払拭。

･

若手にとって「発見」と「気付き」が得られる場。

･

異分野交流のチャンス（当者は大きく業種別にグループが分かれている）。

･

セオリーに則ったプロジェクトマネジメントプロセスが浸透（しつつある）。

･

PMBOK®をベースとする共通用語での会話が通用。

･

メンターにとっても現場を再確認する場。

⑥ 運営上の課題
･

参加後のフォローまで手が廻っていない→現場上司､上級ＰＭによるサポートへの働きかけ。

･

就業時間後の限られた時間でのディスカッションのため､時間切れとなることもある。

･

メンター（上級ＰＭ）による成果の違いもある（個人差）。

（４）今後の展開
メンタリング手法においては､メンティ／メンターは１：１の関係で実施するのが一般的ですが､対象
者（メンティー）が多い当社ではそこまでは踏み切れていません。しかし､上述のような車座で､上位関
係のないメンター（上級ＰＭ）との自由な会話を通じて人的ネットワークができ､「あのメンターに引
き続き指導を仰ぎたい」という声がメンティから出てくることも期待できます。そうなれば真に上位
ＰＭを目指す若手ＰＭにとって最高の育成の場が提供されることも不可能ではないでしょう。
徐々にですが、このような土壌を醸成すべく､集団メンタリングに継続的に取り組んでいます。
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付録
１．ＰＭコミュニティ
１．１

ＩＰＡ

プロフェショナルコミュニティ

１）目的
情報処理推進機構（ＩＰＡ）・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
動事例の収集・分析及びプロフェショナルの後進育成に有益な情報発信等を目的として、プロフェショ
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もつもの同士が、社内や組
織の論理にと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・ビジネスを担う人材のスキルアップに貢献するための活動
を行うコミュニティーです。

２）活動内容
活動は各ＰＭ団体からの推薦により選ばれたプロフェショナルな委員から構成される委員会を中心に
行われ、プロフェ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・その他目的を達成するために必要な活動

３）プロフェショナルコミュニティ参加基準
①ＩＴスキル標準について見識のあること
②プロフェショナルコミュニティの趣旨に賛同し、本活動に積極的であることが見込まれること
③該当職種のハイレベル（レベル 5 以上）相当であること
−該当職種のプロフェショナルとしてビジネスの経験と実績を持っていること
−社内社外において、プロフェショナルの後進育成に貢献していること
−国内外においてプロフェショナルとしての技術の継承につとめていること
④企業・団体に在籍し、所属企業・団体の了承を得ていること
⑤本活動を継続的に続けられること
また、以下のいずれかを満たしていること。
−ＩＴ業界を代表する各団体や企業からの推薦を受けること
−各種学会から推薦を受けていること
−ＩＰＡや経済産業省、プロフェショナルコミュニティの委員会から推薦を受けていること。
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１．２

プロジェクトマネジメント学会

１）組織の目的
プロジェクトの実践経験の蓄積と学術的な研究活動を通じて、プロジェクトマネジメントに関する領
域を実践的な学問として体系化（確立）し、実プロジェクトへの適用を図ることを目的としています。

２）組織の活動
組織としての活動は下記の通りです。
大会の開催（新春特別セミナー、ＰＭ学会春季研究発表大会、ＰＭ学会秋季研究発表大会、国際機
関との共催（ＰｒｏＭＡＣ国際会議））
発刊（学会誌、ニューズレター）
会員相互の活動（トワイライトサロン、研究委員会フォーラム）
支部活動（四国支部、九州支部、中国支部）

３）PM コミュニティの活動
コミュニティ活動としては各種研究会活動などが行われています．
ＰＭ学会会員の自己研鑽・研究の場（コミュニティ）として「研究会」活動を実施
-ＰＭ人材育成研究会
・プロジェクトマネジャー育成に焦点を絞って、育成のあり方、課題について活動
-ソーシャルプロジェクトマネジメント研究会
・官公庁プロジェクトに焦点をあて、ソーシャルＰＭの体系化を目指して活動
-プロジェクト計画におけるＱＦＤ応用研究
・ＲＦＰの評価や品質向上のための要求整理手法や方法、そして活用方法とモデル構築等の活動
-ＰＭ初等教育研究会
・ＰＭの初等教育効果の検証実験やＴＯＣ（制約条件理論）を導入したＰＭ初等教育のコンテン
ツ開発などについて活動
リスク・マネジメント研究会
・プロジェクトに関わるリスクを中心にメンバー各自の調査・研究について発表・議論の場とし
て活動、この成果としてプロジェクト・リスク・マネジメントの入門書を出版予定。
-メンタリング研究会
-パーソナルＰＭ研究会、組み込み研究会
・個人プロジェクトの目標達成に有益なパーソナルＰＭ領域の確立を目標に活動
活動成果を情報共有のため学会誌や大会・フォーラム等で情報発信、会員ＨＰでの成果公開
詳細は http://www.spm-japan.jp/index-j.html を参照ください。
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１．３

日本プロジェクトマネジメント協会（ＰＭAJ）

１）組織の目的
① 資格の認定、講習の実施、プロジェクトマネジメント（ＰＭ）に関する知識の
普及に関する事業
② ＰＭ実務家の育成と企業・団体および自治体等の経営活動におけるＰＭの普及
を図り、日本の産業の国際競争力の強化および活力ある経済社会の発展等広く
公益の増進を図る

２）組織の活動
組織の活動は、多くの会員ボランティアで運営されており，参加資格は特になく、賛助企業の寄
付並び及び会員からの会費により運営されている。
① 日本のプロジェクト・プログラムマネジメント標準ガイドブック（Ｐ２Ｍ）の発行・維持・
改善そして、Ｐ２Ｍの国内外への普及事業
② Ｐ２Ｍに基づく資格試験の実施および資格者の認定・登録
③ ＰＭに関する研究開発および国内外ＰＭ関連団体との交流
④ ＰＭに関する普及・研修・セミナー

３）ＰＭコミュニティー活動
ＰＭＡＪのＰＭに関するコミュニティー活動としては以下のようなことが行われている。
① ＰＭシンポジューム
ＰＭＡＪ会員あるいは会員の推薦するボランティアで実行されるＰＭに関する大会で毎年
1000 名以上の参加者が出席している。
産・官・学からの数多くの講演者が実践に基づく講演を行い、特定ＰＭ手法・テーマに関す
る知識・スキル向上の提供を行っている。
② 例会
ＰＭＡＪの会員やそのほかのＰＭ関係者に対して、月例で有益な時期を得たＰＭビジョ
ン・戦略、ＰＭ手法、ＰＭ実践事例などの話題提供、ならびに会員交流の機会を設定する
ことにより、ＰＭ普及を図る。
③ Ｐ２Ｍ部会
Ｐ２Ｍの企業、団体経営、事業部運営、プロジェクト運営への適用、Ｐ２Ｍの特定領域に関
する掘り下げた研究およびＰ２Ｍ活用事例の収集などを行うことにより、Ｐ２Ｍ普及・改善
への提言を行っている。
④ 国際交流部会
世界のＰＭ発展のため日本のナショナルＰＭ協会としてグローバルＰＭ界において役割分担
を行いつつ貢献を行う。
国際大会を灌漑著名人、ＰＭ実践者を招き国際大会やグローバルＰＭセミナーなども開催し
ている。
⑤ ＰＭＡＪ関西
関西地区在住会員の組織であり関西地区のＰＭ普及活動および会員相互情報交換等を行って
いる。
⑥ ＳＩＧ推進部会
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ＳＩＧ（Specific Interest Group）は特定領域（業種別、ＰＭの切り口別、など）に関して
ＰＭＡJ 会員有志が結成する自主研究・開発・普及グループえある。
ＩＴ系に関してはＩＴ−SIG が毎月各社の持ち回りで、会議場所の設定を行いＩＴ関連に関する問題
解決や事例研究等を行っている。
その他、各大学・会社、団体に対してその要請に応じて各種ＰＭに関する研修、講演を行っている。
詳細は http://www.pmaj.or.jp/を参照してください。

１．４

ＰＭＩ東京支部

１）組織の目的
PMI(Project Management Institute)東京支部は，プロジェクトマネジメントの日本における普及
を目指して，1998 年に PMI の日本支部として発足しています。

２）組織の活動
PMI 東京支部の主な活動は以下のようなものです。
世界標準であるプロジェクトマネジメントの啓蒙・普及。
プロジェクトマネジメント適用に関する調査・研究
各種研究活動、セミナー等による普及活動翻訳出版等の情報提供による普及活動
これら活動は、支部会員の多くのボランティアで運営されており，東京支部全体が，「コミュニテ
ィ」を形成しているといえます。
なかでも，｢各種委員会」，「研究会｣では，多くの機関や企業で実際にプロジェクトを主導してい
るメンバーが集まっています。そしてプロジェクトマネジメントに関わる情報交換やノウハウの共
有をして，より良いプロジェクトマネジメントの推進を目指しています．

３）PM コミュニティの活動
コミュニティ活動としては，委員会活動や研究会活動などが行われています．
委員会や研究会は，必要に応じて年に一度公募されます。会員であれば参加に特に制限はありませ
ん。また成果物の利用も一定のルールの基に誰もが活用できるという形で運用されています。参加
が自由であり，成果物活用の自由度からも大変に開かれたコミュニティといえるでしょう
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表１．１
委員会活動

PMI 東京支部の活動一覧

セミナー委員会

プログラム

PMP 受験対策講座プログラ

翻訳・出版委員会

ム

情報・宣伝委員会

メンター・プログラム （Ⅰ），

教育委員会

（Ⅱ）

認定委員会

PMI

標準プログラム

PMBOK 委員会
ステークホルダー委員会
国際委員会
ＰＭ用語委員会セミナー委
員会
研究会活動

IT 研究会

プロジェク

ポートフォリオ・マネジメン

組織成熟度研究会

ト

ト標準

EVM 研究会

ＨＣＡＳプロジェクト

リスクマネジメント研究会

ＰＭＯプロジェクト

ポートフォリオ・マネジメン

PMI 東京フォーラムプロジェ

ト研究会

クト

プロジェクトマネジメント
実践研究会
出典)

PMI 東京支部ホームページに基づいて作成（http://www.pmi-tokyo.org/）
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２．プロフェッショナルコミュニティ
２．１

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

２．２

など

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ジメント協会（ＰＭＡＪ）（旧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２０年４月現在における本委員会
の委員（◎は主査，○は副主査）は次の通りです。
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井沢 澄雄
○乾 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

向後 忠明

株式会社こうろう社

佐藤公成

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

鈴木徳之

日本アイ・ビー・エム株式会社

○橋爪 宗信
増澤好文

株式会社ＮＴＴデータ
キャノン IT ソリューションズ株式会社

◎濱 久人

松下電器産業株式会社

八久保修

株式会社テクノエイト

（五十音順）
＜オブザーバ＞
北野 利光

キヤノン IT ソリューションズ株式会社
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９.

<付録>ＰＭ委員の推薦図書

委員名

井沢澄雄

推薦図書名

著者名（訳者等）

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

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

ロバート・Ｌ・グラス 著
山浦 恒央 訳

日経ＢＰ出版セ
ンター

ソフトウェア開発 ５５の真実と１０のウソ

アジソンウェスレイ
パブリッシャーズジ
ャパン

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。

1996 年

1997 年

2004 年

乾諭史

八甲田山死の彷徨

岡田 寿

新田 次郎 著

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
-見積り・設計・テストの効果的な構造化-
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新潮文庫

近代科学社

1999 年

1987 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。
この小説は、日露戦争開戦２年前の明治３５年１月に実際にあった陸軍第８師団の雪中行軍隊の遭難事件を題材にして書かれたもので
ある。この小説にはこの雪中行軍というプロジェクトについて、その背景、準備（計画）から実行、終結までの全てが書かれている。
この雪中行軍は弘前の歩兵第３１連隊と青森の歩兵第５連隊が選ばれ、弘前、青森から各々出発して真冬の八甲田山を踏破するもので、
弘前歩兵第３１連隊の雪中行軍隊３８名を率いるのは福島大尉（小説では徳島大尉）（弘前隊）、青森歩兵第５連隊の雪中行軍隊２１
０名を率いるのは神成大尉（小説では神田大尉）（青森隊）によって実施された。この結果、弘前隊は無事に雪中行軍をやり遂げたが、
一方の青森隊は凍死により数名を残し全滅してしまった。なぜ、同じ条件下にも拘らず、弘前隊は全員が帰還できたのに、青森隊は全
滅しなければならなかったのか。そこには、それぞれの雪中行軍隊を率いたリーダーのこの雪中行軍（プロジェクト）に取り組む姿勢、
リーダーシップ、リスク（寒さ、積雪、吹雪、なだれ、道案内など）に対する対応と上位組織・上位マネジメントの対応、指揮命令な
どに大きな違いがありました。我々、プロジェクトマネジャーはこの小説からプロジェクトにおいては事前の準備、すなわち、計画が
いかに大事であるかを学ぶことができます。また、リーダーはどうあらねばならないかも教えてくれています。小説としても面白く、
読み応えがあります。プロジェクトマネジャーの方には是非、読んでいただき優れた書籍です。

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。

情報処理推進機構（IPA）

129

PM 育成ハンドブック（２００７年度版）

委員名

小川健司

北野利光

推薦図書名

著者名（訳者等）

出版社

出版年

推薦文

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。

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

実践・リスクマネジメント
澤田友宏

-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

［日経文庫］
はじめてのプロジェクトマネジメント

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

近藤 哲生 著

電気通信協会

生産性出版

日本経済新聞社

日本経済新聞社

2003 年

2004 年

2005 年

土出克夫

CD-ROM 付き
目標を突破する実践プロジェクトマネジメン 岸良 裕司 著
ト
村上 悟 監修
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中経出版

2005 年

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。
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）
「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。
小説仕立てでプロジェクトマネジメントの方法論を解説し、大きな反響のあった「実用企業小説 プロジェクトマネジメント」（日本
経済新聞社）の内容に、新たな勘所を追加し、夫々の勘所をさらに突き詰めて提示したという巧著。文庫本の限られたページの中に「プ
ロジェクトの成功・失敗の分岐点」となる 10 の場面を取上げ、そこでの問題の本質を、シナリオ→解説→Step Up Point!の３ステッ
プで明快に解き明かしている。タイトルに「はじめての・・・」とあり、「若手のプロジェクトマネジャーとチームメンバーを対象に
した」と記されているが、中堅・ベテランが読んでも決して無駄にならないエッセンスがちりばめられている。冒頭の企業小説とセッ
トでお薦めしたい図書である。
「３時間でわかる TOC クリティカルチェーン実践本」とあり、著者が「TOC とプロジェクトマネジメントを学び、実践してきた経験
を「日本人の感覚」で「肌感覚」でわかりやすく伝えるために書いたもの」と称するとおり、とにかく判りやすく、また興味をそそる
話題・ことわざ・慣用句、イラスト、さらには欄外につぶやきなどを盛り込み、楽しく、面白く、一気読みさせてしまう内容である。
章立ても「プロジェクトが遅れるわけ」「科学的サバ取り段取りと親方バッファ」「｢あと何日｣の進捗管理」「実践的工程表の引
き方｢科学的段取り八分｣」「マルチプロジェクトマネジメントの極意は｢経営｣そのもの」「ＴＯＣを使えば｢当たり前のこと｣がで
きるようになる」などユニークなタイトルで構成され、IT プロジェクトに特化した内容ではないが、最後の事例紹介においてソフ
トウェア開発の適用事例もあり、一読をお薦めする１冊である。
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委員名

推薦図書名

図解 国際標準プロジェクトマネジメント

著者名（訳者等）

能澤 徹 著

出版社

日科技連出版社

-ＰＭＢＯＫとＥＶＭＳ-

出版年

推薦文

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。

丹羽武志
インナーワーク―あなたが、仕事が、そして
W.Timothy Gallwey (原著), 日刊スポーツ出
会社が変わる。君は仕事をエンジョイできる
後藤 新弥（翻訳）
版社
か

橋爪宗信

動かないコンピュータ
-情報システムに見る失敗の研究-

日経コンピュータ 編

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

2003 年

2002 年

2002 年

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-

いかにプロジェクトを成功させるか
好川哲人

好川 哲人 著

技術評論社

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

戦略的エンタープライズプロジェクトマネ ハドルド・カーズナー著（伊
ジメント
藤健太郎訳）
生産性出版

© 200７-200８ 独立行政法人

2003 年

2003 年

2005 年

2005 年

これは、もともとスポーツ関係の本ではありますが、コーチングの参考図書として、スポーツだけでなく、あらゆる分野での適用が可
能です。コーチというと、自分の価値観を教えつけるのが一般的です。現状のやり方に「正しいやりかた」を対比させ、どこが間違っ
ているのかを特定し、矯正させるというものです。コーチングとは、人が内在する能力を発掘し、それをフルに発揮するために、障害
となるものを限りなく減少させることであり、スポーツ界では確実に成果が出ています。この方法論をプロジェクトマネジメントでも
活用し、開発に関わる人員の能力を最大限に発揮させ、生産性の向上と従業員満足度向上につなげていただきたいと思います。

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。

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。
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。
組織がプロジェクトの成功確率を高めるためにはどのようにプロジェクトマネジメントを導入、活用していくのがいいのかを、３Ｍ、
サンマイクロシステムズ、ヒューレットパッカード等のベストプラクティスとケーススタディを通して示しています。米国では、エン
ジニアや工学部の学生の教育だけではなく、ＭＢＡコースにおけるプロジェクトマネジメントのテキストとしても活用されてなど、プ
ロジェクトマネジメントテキストの定番になっている書籍です。ケーススタディに定評がある本で、その内容も豊富です。一例を挙げ
ますと、「非協力的な文化の中でプロジェクトを実施する上での問題提示」、「プロジェクトマネジャーがメンバーの選定を行う上で
考慮する事項の検討」、「ライン業務とプロジェクト業務を行う従業員の評価についての検討」、「事業部横断的なプロジェクトマネ
ジメントのキャリアパスの検討」など非常に幅広い問題が取り上げられており、もちろん、これらに対応する理論解説もあります。
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生産性出版
コムインターナショナル訳）
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ソフトウエアをビジネスにしている企業がどのような競争戦略をとればよいかを、事例調査に基づいてまとめた本です。この本を読む
と、ソフトウエア企業の経営にとってプロジェクトマネジメントがどのような役割を持つのかを再認識できると思います。また、事例
ではプロジェクトマネジメントプロセスの内容に踏み込んだ記述がされていますので、その点でも参考になる本です。
200４年

好川哲人
熱狂する社員―企業競争力を決定するモチ
デビッド・シロタ著（スカイ
英治出版
ベーションの 3 要素
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松本 吉弘 監訳

オーム社

推薦文

200６年

2003 年

プロジェクトを成功させるにはメンバーのモチベーションの向上が必須です。この本はモチベーションの源泉を体系的に分析していま
す。読んでいて、非常に面白いですし、参考になります。何よりもすばらしいのは、膨大な調査を元に書かれていることです。本書は、
世界各国、総計 250 万人にもおよぶビジネスパーソンへの取材に基づいて書かれています。
取材の対象には、IT 企業のエンジニア、大手製造業の社員、大好きだった職を失ったビジネスマン、パートタイム労働者、経営管理に
日々頭を悩ます管理職、ボタン工場の職人など、本当にさまざまな職業の人、さまざまな立場の人が含まれています。
この本で言われていることは企業の競争力の源泉になるモチベーションの要素が、公平感・達成感・連帯感の３つであるという、聞け
ば当たり前のことです。しかし、その結論に至る過程は非常に説得力があり、かつ、参考になります。

本書はプロジェクトマネジメントと対を成すソフトウェアエンジニアリングが極めて判り易くまとめられている。プロジェクトマネジ
メントと対を成すソフトウェアエンジニアリングが極めて判り易くまとめられている。「なぜ、ソフトウェア開発は成功しないのか？｣
に対してブルックスが指摘した①「大きなものを作ることは難しい」、②「ソフトウェアは見えないものである」、③「ソフトウェア
は容易に変更できるものである」、④「ソフトウェアには、人間にはどうすることもできない自然の法則が働かない」の 4 点が現在で
もそのまま通じる。成功するために解決しなければならない基本はソフトウェアエンジニアリングに頼らざるを得ない。システム開発
に携わる PM は、基礎的なソフトウェアエンジニアリングを理解し、この成果物の特徴を再認識してプロジェクトを推進すれば成功の
確率が飛躍的に高まると思う。
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