GAC 認定のメリット
調査研究レポート

米国プロジェクトマネジメント協会 （PMI） Global Accreditation Center for Project Management Education Programs （GAC） は、
プロジェクトマネジメント学位プログラムを対象とする世界有数の独立した専門分野別認定機関です。 GAC は、 プロジェクトマネジメ
ント分野の学位プログラムの品質を確保し、 学位プログラムの改善において教職員および大学を支援することをミッションとしています。

概要
この調査レポートは、 米国プロジェクトマネジメント協会 （PMI） Global Accreditation Center for Project Management Education
Programs （GAC） による認定を取得した学位プログラムが享受しうる学術的および競争上のメリットをまとめたものです。 この GAC
認定は、 競争の激しい今日のビジネス環境に入っていく学生にも同様のメリットをもたらします。
さまざまな産業において、 プロジェクトマネジメントをマネジメントの新たなパラダイムとして採用する組織が増えつつあるため、 教育
機関はこの新たなモデルの要請に合致した知識とツールを備えた学生を育てることを期待されています。 その結果、 より多くの大学
が、 組織におけるビジネス上の要請に対応する能力を備えた、 世界に通用するプロジェクトマネジメント実務者を育成しうるレベル
の指導と課程の内容を確保すべく、 PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs （GAC） に
注意を向けています。
2010 年、 SIS International Research は GAC の委託を受けて、 17 大学を対象とする定性的調査を実施しました *1。 この研究で
は、 GAC 認定を取得すると、 各大学の自校におけるプロジェクトマネジメント ・ プログラムの地位が向上し、 他校の類似プログラム
との差別化が実現され、 プロジェクトマネジメントの分野におけるオピニオン ・ リーダー としてのプログラムへの評価が高まると結論付
けられています。 そして、 GAC 認定は入学希望者を惹き付け、 競争が激化する職場への就職に備える修了生にも多大なメリットを
実現するなど、 強力なマーケティング ・ ツールとして機能します。 さらに GAC 認定プログラムは、 企業とのパートナーシップの機会
を増加させます。
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調査結果の概要
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ーセントにのぼるのです。 プロジェクトマネジメントは 「最も重要な
スキル」 の第 1 位に挙げられました *2。
GAC 認定の取得が自校のプロジェクトマネジメント ・ プログラムの内容の質と指導のレベルを強化するための主要な手段であると認
識する大学が増加しています。 GAC 認定プロセスの主な目的は、 プロジェクトマネジメントの分野で働くための能力を備えたプロフェ

ッショナルに対する企業や政府機関の現在および将来のニーズを満たす人材が、 プロジェクトマネジメント分野の教育プログラムによ
って十分に育成されるのを保証することです

産業界へニーズへの対応
プロジェクト専門家、 とりわけプロジェクトマネジメント分野の教育とトレーニングを受けた人材に対する需要は急増しています。
2009 年の PMI Project Management Salary Survey （PMI プロジェクトマネジメント給与実態調査） 第 6 版によれば、 プロジェクトマネジ
メントが中心となる仕事への従事者の平均年収は 9 万米ドルであるのに対し、 プロジェクトマネジメント ・ プロフェッショナル （PMP） R 資格
取得者の平均年収は非取得者のそれを 1 万米ドル上回っています。 つまり、 プロジェクトマネジメントに関する知識は明らかに、 収入を増
やす力を世界中で持っているのです *3。
プロジェクトマネジメントの文化を採用する企業が増え、 プロジェクト件数が世界全体で継続的に増加していることから、 プロジェクト ・ マ
ネジャーに対する需要は供給を上回っています。
こうした産業界のニーズを受けて、 多くの大学がプロジェクトマネジメント分野の大学院 ・ 学部プログラムを提供するとともに、 プロジェク
トマネジメント専門職の多様な側面に特化した課程またはモジュールを設けています。 ビジネス、 工学および IT を学ぶ学生に対し、 特
定のプロジェクトマネジメント関連コースワークの履修を学部または大学院レベルで求める大学も増えています。
「現在、 ほとんどのビジネス戦略がプロジェクト単位で実施されているため、 プロジェクトマネジメントに対する意識の有無が成功と失敗の
分かれ目となることが多々あります。」 と話すのは、 米国テキサス州ダラスのテキサス大学でプロジェクトマネジメント ・ プログラム ・ エグ
ゼクティブ教育センターのアソシエイト ・ ディレクターを務める James Szot 氏です。
今日、 公式のプロジェクトマネジメント教育の価値は、 組織全体、 さらには組織の外部にまで波及します。 公式のプロジェクトマネジメ
ント教育は、 ビジネス ・ プロセスの効果や効率の向上のための、 また対人コミュニケーションを改善するための土台を築くのです。
最大の成果を得るために、 企業はプロジェクトマネジメントのスキルと知識をすべて備えた人材を必要としています。 Szot 氏の説明によれ
ば、 「2、 3 日間のワークショップでも、 プロジェクトマネジメントのツールと技法をいくつか身に付けるのは可能です。」 しかし、 基本的な
ツール以上のものを扱う、 より徹底した教育プログラムなら、 さらに 有能で自信に満ちたマネジャーやリーダーを育てることができます。」

品質ベンチマークの設定
プロジェクトマネジメントおよびポートフォリオマネジメントの分野では、 成功はベストプラクティスの実行にかかっています。 すなわち、
スコープ、 スケジュール、 予算および品質について明確に定義されたプロセスが必要なのです。 公式のプロジェクトマネジメント技法
を利用すれば組織は、 縦割り型で機能する部門間に橋を架けながら、 知識移転を促進して組織の発展へとつながる体制作りができる
のです。
大学も同様に、 定評のあるベストプラクティスに従ってプロジェクトマネジメントのスキルを教育すれば、 自校の評判を高めるとともに、
学生にメリットをもたらすことができます。
これが、 GAC 認定が高い評価を得ている特に説得力のある理由の 1 つで す。 GAC は、 徹底したレビュー ・ プロセスを実施し、 実
社会での学習成果に直結した修了生の認定基準を策定することにより、 プロジェクトマネジメント学術プログラムのスコープと品質を測
定しています。 GAC 認定済みプログラムの学生は、 GAC Handbook of Accreditation of Degree Programs in Project Management
（GAC プロジェクトマネジメント学位プログラム認定ハンドブック） 第 3 版に概要が記載された GAC 認定基準を満たした指導を受けられ
ると保証されています。 また、 GAC 認定済みプログラムを修了すると、 PMP R および PgMP R 資格の取得に備えて、 プロジェクトマネ
ジメントの実務経験 1,500 時間分に相当する単位も得られます。
「GAC 認定は、 そのプログラムの品質と内容が一連の標準的なベンチマークを満たしていることを保証します。」 と説明するのは、 米
国メリーランド州アデルフィのメリーランド大学ユニバーシティ ・ カレッジ （UMUC） 経営技術大学院で情報技術システム科のプロジェク

トマネジメント ・ プログラム ・ ディレクターを務める Robert P. Ouellette 博士です。 同校のプロジェクトマネジメント ・ プログラムは 2009
年に GAC 認定を取得しています。 「GAC 認定を取得することで、 プログラムの継続的な品質改善の方向が整えられます。 したがって、
認定は 1 回限りのプロセスではありません。 プログラムを継続的に改善するための道なのです。」 世界共通の認定基準は知識移転を
促すため、 参加する教育機関にとって多大なメリットがあります。
「プロジェクトマネジメント分野の知識レベルが同じになれば、 世界のプロジェクトマネジメント ・ コミュニティー全体での理解が深まります。
プロジェクトマネジメントの技術とスキルの普及が促されるのです。」 と話すのは、 中国の上海の上海交通大学でプロジェクトマネジメント
教育研究センターの副ディレクターを務める Zhong Zhen 氏です。 同校のプロジェクトマネジメント ・ プログラムの工学修士課程は 2007
年に GAC 認定を取得しています。
GAC 認定には、 教育プログラム間に一定レベルの一貫性を持たせる効果もあります。
「標準的なプロジェクト ・ モデルを教える利点の 1 つは、 その基礎をなすプロセスに共通のボキャブラリーと視点が生まれることです。」
と述べるのは、 米国テキサス州ヒューストンのヒューストン大学でテクノロジー ・ プロジェクトマネジメント大学院プログラムのプログラム ・
コーディネーターを務める Gary L. Richardson 博士です。
かつて、 プロジェクトマネジメント教授のアプローチとスコープは、 大学ごとに大きく異なることが少なくありませんでした。 「［GAC のような］
後援組織に世界共通の基準を定義する役割を任せるのは、 すべての人のためになることです。」 と、 Richardson 博士は言います。

講義内容の改善
プロジェクトマネジメントのベストプラクティスを採用する組織が増える中、 実務者は一定のスキルと知識を身に付けるよう期待されて
います。 教育機関は GAC 認定の取得により、 プログラムの講義内容を今日のビジネス環境に対応させ、 修了生がキャリアの第一
歩を有利に踏み出せることを保証できます。
「GAC 認定基準を授業内容の作成やコースワーク組成のためのテンプレートとして用いることで大学は、 授業内容やコースワークを
今日の市場の需要に合致させられるのです。」 と、 UMUC の Ouellette 博士は説明します。
大学にとって GAC の全フレームワークが、 指導法や教材を自校のニーズにうまく合致するよう調整するために役立ちます。 Ouellette
博士の言葉を借りれば、 GAC 認定は 「教職員が実際にどのようなことを教えているのかをチェックする」 ためのメカニズムを提供す
るのです。
また、 授業内容に関するガイドラインを導入すれば、 大学はそれに応じてプログラムの変更や調整を行えます。 例えば UMUC では、
指導法を最新で適切なものに維持する方策として、 進化し続けるプロジェクトマネジメント学習の要件に合った教授法を講師が学べ
るセッションを取り入れました。
2003 年に公式のプロジェクトマネジメント ・ プログラムを設立した UMUC は、 3 つの理学修士プログラム （情報技術、 テクノロジー ・
マネジメント、 マネジメント） でプロジェクトマネジメントを専攻分野として設けています。
UMUC は、 PMI が発行する標準書やケース ・ スタディーなどの各種テキストに従っていますが、 他校の GAC 認定済みプログラムが発行
するシラバスや教材も参考にしています。 「GAC 認定済みプログラム間でデータが共有されるのは大きなメリットです。」 と、 Ouellette
博士。 「本来であれば得られないようなレベルの洞察や情報がさまざまなソースからもたらされるからです。」
ヒューストン大学では、 大学職員が GAC 認定基準を利用して学習指針と特定の 課程構成を策定してきました。 Richardson 博士に
よれば、 GAC のベストプラクティスと既存課程のシラバスを比較することで、 見落としていた可能性もある、 内容のギャップを特定す
ることができたと言います。

「わたしたちは、 学生の習熟度を向上させるために取るべき行動をはっきりと把握しています。」 と、 Richardson 博士は説明します。
しかも、 それと同時に、 「わが校に適した方法で指導を行える状況は損なわれていないのです。」。
ヒューストン大学では、 学生をプロジェクトマネジメントのコースワークに送り出すための入門的な 「準備」 課程として、 テクノロジー ・
プロジェクトマネジメント理学修士、 テクノロジー ・ プロジェクトマネジメント情報システム ・ セキュリティ理学修士、 テクノロジー ・ プ
ロジェクトマネジメント ・ ロジスティクス ・ テクノロジー理学修士の課程を設置しています。 また、 プロフェッショナル ・ プロジェクトマネ
ジメントの修了証も発行しており、 プロジェクトマネジメントの理論と実務慣行について深く学びます。
他方、 学位取得を目的としない学生は PMP R 資格取得準備課程をはじめとする特定のプロジェクトマネジメント課程を履修できます。
テキサス大学ダラス校の Szot 氏は GAC 認定プロセスを、 自校がプログラムに対する視野を広げるための手段とみなしています。
最初に自己評価レポートを作成し、 徹底的な審査を受け、 さらに年次レポートを作成するというプロセスにより、 継続的改善プロセス
が確実に実施されます。 1997 年に設立され、 2005 年に GAC 認定を取得した同校のプロジェクトマネジメント ・ プログラムでは、 経
営管理学の理学修士号とプロジェクトマネジメント専攻の経営学修士号を取得することができます。

大学に対する評価の向上
プロジェクトマネジメントが関心を集めるようになり 、 教育機関が産業界のニーズの変化に対応すると、 プロジェクトマネジメント教育
に対する需要は増加します。 その結果、 プログラムの幅と深みを向上させる重要性が高まることになります。
プロジェクトマネジメント教育を実施する機関が増え続けると、 潜在的な学生プールも拡大し続けます。 2009 年に MediaMark が
PMI 会員を対象に実施した調査では、 回答者のうちの 6 万 1,000 人が上級学位の取得を 2 年以内に目指す予定であると答えました。
そのうち 3 万 2,500 人は、 プロジェクトマネジメントの修士号の取得を 2 年以内に目指す予定であると答えています。
さらに 2 万 2,400 人もが、 プロジェクトマネジメントの博士号の取得を 2 年以内に目指す予定であると答えています *4。
これは質の高い出願者が増加し、 ひいては 最も魅力的な学生を獲得しようとする競争が教育機関の間で激化することを意味します。
多くの大学では、 GAC 認定の取得によってプログラムが
改善されると、 その後の入学者数が増加し、 自校にとっ
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数は約 20 人から 150 人近くまで増加しています。
ヒューストン大学は世界的な評価も高めつつあります。 PMI GAC のウェブサイトが最初の接点となって、 2009 年 11 月、 中国のエン
ジニアグループがヒューストンのキャンパスを訪れ、 プロジェクトマネジメントの実地トレーニングを受けたのです。 19 人のエンジニア
がプログラムを修了し、 後日 PMP R 認定試験に合格しました。 さらに別のグループも、 近い将来にヒューストン大学で学ぶ計画です。
ヒューストン大学はまた、 GAC 認定を活用して地域の PMI 支部との提携を深め、 一流のプロジェクトマネジメント実務者を同校の諮問委員
に迎えています。 現在、 5 人の元 PMI 支部会長がこの地位に就いています。 GAC 認定にはそれ以外にも、 すぐに目に見えるとは限らない
メリットがあります。
「PMI との結び付きにより、 SKEMA の学生はこれまでになく完成度の高い教育を受けられるようになりました。」 と説明するのは、 かつてフラ
ンスの SKEMA ビジネス ・ スクールのエグゼクティブ MBA プログラムでプロジェクトマネジメント ・ プログラム ・ ディレクターを務めていた

Claire Dray です。 Dray 氏は続けて、 若い研究者や博士候補にとって GAC 認定済みプログラムとの関わりは、 PMI に研究費を申請するた
めの後押しになっていると言います。
現在までに、 SKEMA は 5 件の研究に対して PMI からの資金提供を受けています。 「研究者にとってこの関わりは、 PMI の研究会議に参加
したり、 会議や Project Management Journal 誌のピア ・ レビュー ・ プロセスに関与したりするための後押しにもなっています。」 と、 Dray 氏
は説明します。
2009 年に CERAM ビジネス ・ スクールと合併して SKEMA となったリール高等商業学院は、 プロジェクトマネジメントの原理の教育とコースワー
クを 1979 年という早期から開始し、 プロジェクトマネジメントの修士および博士プログラムと経営学修士プログラムに対する GAC 認定を 2005 年
に取得しました。 現在、 SKEMA のプロジェクトマネジメント ・ プログラムには、 博士モジュールで学ぶ約 90 人の学生を含む 220 人以上の学
生が在籍しています。 2005 年以来 SKEMA の入学者数は着実に増加し、 中東、 中国、 日本、 インド、 米国、 カナダ、 ブラジルなど広範
な地域から学生が集まっています。
SKEMA の学生は卒業と同時に、 General Electric、 Areva、 IBM Global Services、 Thales Group、 Dassault Systemes、 Boeing、 RenaultNissan、 Valeo、 BNP Paribas Bank、 Societe Generale、 LVMH Group といった世界中の多くの大企業でキャリアをスタートさせています。
マーケティング上のメリットに加えて、 GAC 認定は強力な人脈作りの機会を招きます。 異なる大学の教職員同士で知識やノウハウを共有する
チャンスが存在するだけでなく、 学生も認定済み大学の国際交流プログラムに参加することができるのです。
中国の上海交通大学のプロジェクトマネジメント ・ プログラムは、 ドイツのランツフート応用科学大学や米国のメリーランド大学を含む他の教育
機関との交流や知識移転活動に参加してきました。 各大学の教授陣 が、 カリキュラム、 戦略的コンセプト、 教授法などの比較を行っている
のです。 上海交通大学は 2010 年、 上海の企業でインターンシップに臨む博士課程の学生 10 人をランツフートから迎えました。
また、 民間企業や政府機関との関係を築くことで、 プロジェクトマネジメントに関する新たな識見を引き出す大学も存在します。
そのような関係のもと、 実務者が客員講師として招かれたり、 学生と潜在的な雇用主との結び付きを促すプログラムが開発されたりすることが
あるのです。 例えばヒューストン大学では手始めに、 米国テキサス州ヒューストンのアメリカ航空宇宙局 （NASA） ジョンソン宇宙センターの
専門家が講師を務める システム工学プログラムが設立されています。
適切に構成されたプロジェクトマネジメント ・ プログラムは、 業務のパフォーマンス向上につながるスキルと知識だけでなく、 昇給その他の利
益をもたらすこともあります。 ウィスコンシン大学プラットビル校が大卒者を対象に実施した調査では、 回答者の 20 パーセントがプロジェクトマ
ネジメント ・ プログラムの修了後に昇給を、 10 パーセントが昇進を経験したと答えています。

基準の達成
多くの主要な大学は現在、 独立した課程、 課程内の専攻分野、 あるいは修了証や学位の取得を最終目的とするコースの開発によ
り、 プロジェクトマネジメント ・ カリキュラムの拡張を進めています。 的確なアプローチのいかんにかかわらず、 教育界のリーダーは学
生と雇用主のどちらのニーズも満たすような質の高いプログラムを開発することに尽力しなければなりません。
現在、 11 カ国の 70 件を超える学位取得を目的とするプログラムが GAC 認定を取得しています。 GAC 認定済みプログラムの中には、
従来の教授法のみを採用している例もあります。 しかし、 遠隔教育やまったく新しい教育形態を取り入れてプロジェクトマネジメント教
育を構成するプログラムも増加しています。

GAC の基準を満たすプロジェクトマネジメント ・ プログラムを開発するための唯一の手法は存在しません。 適切な内容を指導プロセ
スに盛り込み、 その内容と各課程のシラバスを自校の具体的なニーズや要件に合わせてカスタマイズするのは、 依然として教職員
の責任です。 GAC 認定基準は規範的なものではありません。 むしろ成果に基づいたものであり、 さまざまな分野に関連するコースワ
ークに適用できる基準です。
結局のところ、 最善のプロジェクトマネジメント教育とは、 戦術性と戦略性を兼ね備えたものです。 GAC 認定によるフレームワークは、

今日のビジネス環境で働くために必要な知識を学生に与え、
プロジェクトマネジメントのスキルを日々の業務の最前線で効

より良い学習モデルの構築

果的に応用できる人材を育てるプログラム作りに役立ちます。
その最終的な成果とはどのようなものでしょうか。

外部の専門知識を利用することで、 プログラムの指導内容を補

プロジェクトマネジメント教育が効果的かつ適切に実施されると、

完し、 学生の学習成果を強化するような視点と知識を提供する

学生の能力はクリティカル ・ シンキング （批判的思考）、 コミ

GAC 認定済みプログラムが増加しています。

ュニケーション、 対人関係、 コラボレーションという 4 つの重
要な領域で向上します。 この 4 つは、 マネジャーのスキルが

ドイツのランツフート応用科学大学では、 ビジネスのプロや専門

今日のビジネス界で必要とされるレベルに達していないと多くの

実務者と連携して客員講師による講義を実施しています。

企業が報告している領域に該当します。

これらの客員講師は、 教室での指導に実社会の視点をもたらし

世界全体で、 プロジェクトマネジメント教育に対する需要は一

ています。 また、 米国テキサス州ヒューストンのヒューストン大

向に衰える気配がありません。 多くの国の高等教育機関は、

学では、 元 PMI 支部会長を含む実務者がプロジェクトマネジメ

プロジェクトマネジメントをカリキュラムに組み込むことにますま

ント ・ プログラムで非常勤講師を務めています。

す重点を置いています。 例えば中国では、 現時点で 104 の
大学が工学修士プログラムを利用してプロジェクトマネジメント

米国のテキサス大学ダラス校でも同様の取り組みがなされてい

教育を実施しています。 中国政府はプロジェクトマネジメント

ます。 「わが校は継続的改善の重要性を認識し、 プログラムを

が学術上の優先分野の 1 つであると言明し、 大学に対して関

強化する方法を常に模索しています。」 と話すのは、 同校のプ

連するカリキュラムの設置を指示しています。 さらに中国教育

ロジェクトマネジメント ・ プログラム ・ エグゼクティブ教育センタ

部は、 自国の全工学プロジェクトマネジメント修士プログラム

ーでアソシエイト ・ ディレクターを務める James Szot 氏です。

向けの品質基準として GAC 認定を推奨しています。

「他校の教職員、 産業諮問委員会、 地域の PMI 支部のリーダ

今日のグローバル経済は、 あらゆる規模の組織に対して

ーたち、 そしてもちろん学生らともわが校は連携しています。

パフォーマンス面でも財政面でも多大な要求を突き付け

こうした連携は、 プログラムの内容を今日的で妥当性のあるもの

ています。 プロジェクト 単位で業務をマネジメントする傾

にするのに役立っています。」

向の高まりを踏まえると、 大学が自校に対する評価を高め、
現代の知識ベース経済を活性化するような知的資本を供給するために は、 優れたプロジェクトマネジメント教育を提供できるという要
因が大きな役 割を果たすのは明白です。 GAC 認定を取得することは、 まさにそのような教育を提供するプログラムを実現する最善の
方法なのです。

結論 ： 教育上の必須課題
ビジネスの世界が進化するに伴い、 変化の目まぐるしい現在の環境での成功に必要な知識とスキルを備えた次世代のプロジェクト ・
マネジャーの育成を教育機関に求める産業界からの圧力は増大しつつあります。 GAC 認定を取得したプログラムは、 今日の学生や
より大きな産業界のニーズへの対応を強化し、 プロジェクトマネジメント教育の分野において中核的教育拠点としての評価を得ること
ができます。
教育機関は、 企業や政府機関および各種組織が、 今日の複雑なビジネス課題に対する、 よりよいプロジェクトマネジメント上の解決
策を見出せるように支援しなければなりません。 先進的な考えを持つ教育機関は行動を起こしています。 そのような教育機関はプロ
グラムを設立した後も検討を続け、 補足的な内容や、 新たな専門分野、 より洗練された学習法を生み出す方法を模索しています。
GAC 認定は、 そうしたトレンドの最先端に位置しているのです。
1. Impact of GAC Accreditation, SIS International Research. 2010 年 2 月から 4 月にかけて 15 件の GAC 認定済みプログラムのスタッフおよびディレクターを対象
に実施された調査に基づく結果。
2. 2008 年に Economist Intelligence Unit が PMI の委託を受けて実施した調査。
3. PMI Project Management Salary Survey?Sixth Edition. 2009 年に世界の約 3 万 5,000 人のプロジェクトマネジメントのプロフェッショナルを対象に実施された調査
に基づく結果。
4. June 2010 PM Network Reader Survey, Research USA.
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