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１．コンファレンス概要

2017 年 11 月 18 日、19 日に台湾の台北市で行われた 2017 PMI Taiwan
International Congress に参加しましたのでご報告いたします。
会場は台北にある大同大学でした。この大学は、学生数は約 4,500 人の技術系大学
ですが、経営学などの学科もあります。

コングレスは写真のようにゴシッ
ク建築の建物で行われました。こ
の建物はコンサートホールです。

この建物の中のコンサートホールがコングレスの会場で、写真のように非常に格調
の高いホールで、室内楽やピアノ演奏などをゆったりと聴くにはぴったりです。難
を言えば、テーブルはなく長時間
の講演を聞くには窮屈でした。ま
た、音響効果が良いためかレシー
バーを通した通訳の声が聞こえづ
らく、同時通訳も、もたついた感
じがありました。

台湾チャプターは 1999 年に設立され、今年 18 年目です。台湾は 3 つのブランチに
分かれており、全チャプターの会員数は約 500 人、PMI の会員数は約 3,000 人、
PMP 保持者は 13,000 人だそうです。また、PgMP 保持者も 20～30 人と増加して
いるそうです。また、このコングレスの参加者は二日間合わせて約 400 名でした。
今年のコングレスのテーマは”Cross-Field Talents: Masters of the Future”でした。
この意味は、AI やロボットなどたくさんの技術が出現し人間の仕事の領域が変化し
て中で、これからの時代は、1 つの領域だけでなく複数の領域で能力を発揮できる
人材が、未来を支配できるということです。
２．コンファレンスの内容

はじめに、台湾 PMI 会長の
William Chen 氏から、今年のテ
ーマの説明や主要な業績、また後
に続くアワードなどについての
紹介と、関係者への感謝の挨拶が
ありました。その後、大同大学の
親会社の Tatung Company（大
同股份有限公司）の CEO や大同
大学の学長の挨拶があり、続いて
アワードの授与式が行われまし
た。アワードの授与は、活躍した
ボランティア、優秀な学生プロジェクト、優秀な企業プロジェクト、さらに優秀な
プロジェクトマネジャーに対して行われました。学生のプロジェクトに対しては、
写真のように賞金も出ていました、一位の賞金は 12,000-台湾ドル（1 台湾ドル＝約
4 円）です。
選考は、約 1000 の企業や大学に応
募の案内状を送り、応募数は企業、
PM それぞれ約 50 ぐらいで、一次
選考を行い、最終的にそれぞれ優
秀な約 10 のプロジェクトや PM を
選定したそうです。詳しくは以下
の通りです。
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アワードの選考委員にはスポンサー企業が入っています。そのスポンサー企業のプ
ロジェクトやプロジェクトマネジャーが受賞することも多いようです。
左の写真は優秀プロジェクト
マネジャーの集合写真です。
授賞式ではチャイナドレスを
着た女性がアワードの盾を準
備するなど日本では見られな
い光景でした。
このアワードの授与式では、受
賞者に対し、会場から声がかか
るなど、活気のある雰囲気でし
た。このアワードはスポンサー
企業の参加を促し、PMI 会員

を活性化し、また、学生の参画を促すよい仕組みであると感じました。しかし、ア
ワードの授賞式が終わると、会場の人が少なくなるという課題もあるようです。
午後からは 2 つの Keynote スピーチが行われました。1 つは対外貿易協会幹部のお
話で、台湾の国際的な地位や国際と、貿易の経済状況について話でした。例えば、
台湾は APEC など 37 の国際組織に正式加入しており、WHO など 21 の国際組織に
は非公式に参画しているとのことでした。これを聞いて、中国との関係における台
湾の微妙な立ち位置を考えてしまいました。
もう一つの話しは、ビジネスアジャイルの話でした。VUCA(Volatality,
Uncertainty, Complexity, Ambiguity)の時代を生き抜いていくためには、変化に対
する対応力が重要であり、対応力を付けるための視点として、Ideas, Technology,
Leader, Individual, Culture, Process, and Structure が重要であり、それぞれにつ
いて解説していました。
次に、コングレスのテーマであ
る”Cross-Field Talents:
Masters of the Future”に対し
て、企業から 4 人と、中国と香
港のチャプター会長が参加し
てパネルディスカッションが
行われました。企業からは、各
社の求める人材の話し、チャプ
ター会長からは各チャプター
の状況の話しがありました。

夜はカクテルレセプションが
行われ、写真の子供たちの微笑
ましいウクレレの演奏が行わ
れ、場を和ませていました。ま
た、参加者とも談笑することが
でき、交流を深めることができ
ました。

2 日目は、
Developing Cross-Field Talents、Innovation Management、Agile Project
Management in Government Projects、Best Practices、International Project

Practical Interchange、College Project Management Best Practice などのセッシ
ョンに分かれ活発な発表が行われました。ただ、ほとんどは同時通訳のない中国語
でのプレゼンテーションでした。
3．全体の印象

台湾チャプターは政府や企業との結びつきが強く、しっかり運営されている印象を
持ちました。特にアワードの贈呈は、スポンサー企業の参加や、PMI 会員の活性化
を促す方法としてよく機能しているようで、日本 PMI 支部でも参考になると感じ
ました。また、台湾の PMI は学会として扱われており、スポンサー企業だけでな
くアカデミックの参加も多いようです。さらに、PgPM など、PMP 資格以外の資
格に対する受験者数、合格者数の増加に力を入れているようであり、日本 PMI 支
部でも資格の広がりに対する戦略的な取組の必要性を感じました。
2017 Taiwan International Congress は、多くの優秀なボランティアの人たちに支
えられてしっかり運営され、私もいろいろ助けてもらい、また、地域の話など身近
な話題も話し、交流を深めることができました。また、このコングレスに参加して
いたモンゴルや中国、香港、などの Region9 の PMI の人たちとも交流を深め、PMI
日本支部の活動について理解してもらうと同時に、各国の活動に関しても情報交換
をすることができ、有意義な出張とすることができました。この出張で得た知見を、
PMI 会員の皆様に貢献できるように、今後の活動に生かしていきたいと思います。

