PMI® 認定資格取得ガイド

グローバルに認められているプロジェクトマネジメント資格を目指す

CAPM®

PMP®

PgMP®

PMI-ACP®

PMI-RMP®

PMI-SP®

熟練したプロジェクト・マネジャーが、世界中で求められています。グローバルに認められている
プロジェクトマネジメント資格を取得すれば、プロジェクト・チームの成功に確実に貢献できるだけの
知識と経験を備え、教育を受けていることを証明することができます。ここで説明する 4 ステップの
プロセスは、PMI 認定資格の申請、取得から維持までの道筋を示すものです。PMI 認定資格は、キャリア
アップのチャンスを増やし、収入増の可能性を広げ、自分を際立たせるための重要な投資です。

PMI 認定資格を取得する 6 つの理由
PMI 認定は、キャリア開発における重要なステップの 1 つであり、適格で有能な人物を認めるものです。
プロジェクトマネジメント実務者が PMI 認定資格を取得すべき 6 つの理由をご紹介します。

1.

PMI 認定資格は、プロジェクトマネジメントに関する知識、スキル、能力を認めるものです。PMI は、
資格保有者が、グローバル水準でのプロジェクトマネジメント関連専門知識とプロフェッショナルと
しての経験を備えていることを、公正な立場で保証します。

2.

PMI 認定資格は、資格保有者の業績を表しています、PMI 認定資格は、世界のプロジェクトマネジメ
ント実務者たちが確立した、プロジェクトマネジメントにおいて標準とされる要件を満たしながら、
この分野において卓越性を示したことを証明します。

3.

PMI 認定資格は、収入増につながる可能性があります。多くの資格保有者は、資格取得により年収増

4.

PMI 認定資格は、キャリアアップにつながる可能性があります。PMI の認定資格は、資格保有者が、プ

を経験しています。

ロジェクトマネジメントのプロセスや専門実務分野での業界標準に基づく知識と経験において、コンピ
テンシーを有することを証明します。

5.

PMI 認定資格は、人事評価を高める効果があります、PMI 認定資格を取得すると、プロフェッショナル

6.

PMI 認定資格は、就職活動における競争力をもたらします。PMI 認定資格が、各業界において、資格保

として新たな成長を遂げたとして評価を高めることができます。

有者を他の人材と差別化するからです。

PMI 認定資格に関する詳細と受験の申し込みについては、www.pmi.org または www.pmi-japan.org を
ご覧下さい。

STEP 1
自分に適した資格を特定する

CAPM®

PMP®

PgMP®

PMI-ACP®

PMI-RMP®

PMI-SP®

各認定資格の下に記載された質問で、1 つでも「はい」という答えが当てはまる場合、その資格の取得を
目指すことをお勧めします。

CAPM® ( プロジェクトマネジメント認定アソシエイト )
プロジェクト・チーム・メンバーとしてのスキルを発揮します。
1. プロジェクトマネジメントに携わって 2 年未満ですか？プロジェクトマネジメントは未経験ですか？
2. プロジェクト・チームに参加していますか？

PMP®( プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル )
プロジェクトを指揮・監督します。
1. プロジェクト・ライフサイクル全体を通じてプロジェクトのあらゆる側面に対する責任を負っています
か？
2. スケジュール、予算およびスコープの制約内でプロジェクトをデリバリーするために、機能横断的にチ
ームを監督していますか？
3. 要求事項と成果物が合理的かつ明確に定義されたプロジェクトに対して、方法論を正しく適用できる十分
な知識と経験を発揮していますか？

PgMP®( プログラムマネジメント・プロフェッショナル )
プロジェクト群とその共有資源全体を横断して組織目標をマネジメントします。
1. 戦略的なビジネス目標に沿った、複数の関連するプロジェクトをマネジメントしていますか？
2. 複数の機能、組織、地域および文化をまたがる複雑な活動を伴うプログラムをマネジメントしています
か？
3. プロジェクトの定義および立上げと、プログラムを構成するプロジェクトのコスト、スケジュールおよ
びパフォーマンスをマネジメントするプロジェクト・マネジャーの任命に対して責任を負うと同時に、
プログラムの最終的な成功と承認を確保するための活動を行っていますか？
4. プログラムのスコープと戦略的ビジネス目標の継続的な整合性を維持するとともに、ビジネス成果また
は戦略的意図に対する効果を強化する目的で、プログラムの修正と提言を行っていますか？
5. 財務、異文化理解、リーダーシップ、コミュニケーション、影響力、交渉および対立解決の分野におい
て高度なスキルを有していますか？

PMI-ACP®(PMI アジャイル設定プラクティショナー )
アジャイルの原則および概念の理解において専門的知識を発揮します。
1. アジャイル・プラクティスを活用したプロジェクト・チームに参加していますか？
2. アジャイルのツールおよび技法の使用に熟練していることを実証できますか？

PMI-RMP®(PMI リスクマネジメント・プロフェッショナル )
プロジェクト・リスクを評価し特定するともに、脅威を軽減し好機を活用するための計画を策定します。
1. プロジェクト・リスクマネジメントという専門分野において高度な知識とスキルを有していることを
実証できますか？
2. プロジェクト・リスクの査定および特定に対して責任を負っていますか？
3. 軽減計画の策定および好機の活用に対して責任を負っていますか？

PMI-SP®(PMI スケジューリング・プロフェッショナル )
進行中のプロジェクトのスケジュールを策定・維持します。
1. プロジェクト・スケジューリングという専門分野において知識とスキルを有していることを実証できま
すか？
2. プロジェクト・スケジュールの策定および維持に対して責任を負っていますか？
3. プロジェクト・スケジュールの現状および更新の報告に対して責任を負っていますか？

STEP 2
受験資格を確認する

CAPM®

PMP®

PgMP®

PMI-ACP®

PMI-RMP®

CAPM®

資格の定義

受験料

受験の対象者

PMI会員
225米ドル（185ユーロ）

会員以外
300米ドル（250ユーロ）

以下のようなプロジェクト・チーム・メンバー
・主題に関する専門的知識を提供している。
（例：マーケティング、財務、カスタマーケア、プロセシ
ング、フルフィルメント）
・プロジェクト・スポンサー、ファシリテーター、連絡係
または調整役としての役割を果たしている。

高卒、短大・高専卒またはそれらに準じる学歴

プロジェクト
マネジメント
研修の受講時間

23時間（実務経験を含まない。）

プロジェクト・チームでの1,500時間の実務経験（プロ
ジェクトマネジメント研修の受講時間を含まない。）
プロジェクト
マネジメントの実
務経験

3時間、全150問の択一試験

・CAPMハンドブックを読む。― CAPM試験の出題分野と割
合に特に注意を払う。
・PMBOK®ガイド の最新版を読む。
・PMIが提供するウェブベースの独学講座を受講する。
・公式の試験対策講座を受講する。
試験対策のヒント

PMP®

CAPM資格は、プロジェクトマネジメントを効果的に実施す PMP資格は、プロジェクト・マネジャーの役割において発揮すべき
るために必要なものとしてプロジェクトマネジメント知識 コンピテンシー、具体的にはプロジェクトの指揮・監督経験を備
体系ガイド（PMBOK ® ガイド） において定義された基本的な えていることを認めるものです。
知識、プロセスおよび専門用語に対する理解が実証された
ことを認めるものです。

学歴

試験内容

PMI-SP®

PMI会員
405米ドル（340ユーロ）

会員以外
555米ドル（465ユーロ）

・プロジェクト・ライフサイクル全体を通じてプロジェクトのあ
らゆる側面に対する責任を負っている。
・時間、予算およびスコープの制約内でプロジェクトをデリバ
リーするために、機能横断的チームを指揮・監督している。

大卒、それに準じる学歴ま
たはそれ以上の学歴

または

高卒、短大・高専卒または
それらに準じる学歴

35時間

大 卒 資格またはそれに準じ
高卒資格またはそれに準じ
る 資 格 を 持ち 過去 8年 以内
る資格を 持ち 過去 8年 以内
に：複数プロジェクトの重
に：複数プロジェクトの重
複期間を延べ時間として計
複期間を延べ時間として計
算 せ ずに3 年 以 上 の実 務経 または 算せずに5 年 以上 の実 務経
験、 同期 間に おけ る4,500
験、同期間におけ る7,500
時 間以上のプロジェクト指
時間以上のプロジェクト指
揮・監督経験
揮・監督経験

4時間、全200問の択一式試験

・PMPハンドブックを読む
・PMP試験内容の概要を読む
・PMP試験サンプル問題を読む
・PMBOK®ガイド の最新版および現行のプロジェクトマネジメント
関連書を読む。
・公式の試験対策講座を受講するか、試験対策グループに参加す
る。

PgMP®

資格の定義

受験料

受験の対象者

学歴

PgMP資格は、組織目標に整合した、複数の関連するプロジェクトの監督とい PMI-ACP®資格は、アジャイルの原則およびプラクティス
う分野において、経験、スキルおよびパフォーマンスが実証されたことを認 を理解し、基本的なプロジェクトに応用する能力を備え
ていることを認めるものです。
めるものです。
PMI-ACPは、アジャイルに関するトレーニング、アジャ
イル・プロジェクトの実務体験、プロジェクトマネジメ
ントのアジャイル・プラクティスに関する試験合格とい
う要件をすべて満たすことを求められるため、信頼性の
高い資格となっています。
PMI会員
1500米ドル（1250ユーロ）

会員以外
1800米ドル（1500ユーロ）

・複数の機能、組織、地域および文化をまたがる複雑な活動を伴うプログラ
ムをマネジメントしている。
・組織外の人々を含む、複数レベルのステークホルダーとの間で信用を築
き、友好な関係を確立し、コミュニケーションを維持している。
・財務、異文化理解、リーダーシップ、コミュニケーション、影響力、交渉
および対立解決の分野において高度なスキルを有している。

大卒、それに準じる学歴
またはそれ以上の学歴

プロジェクト
マネジメント
研修の受講時間

または

高卒、短大・高専卒またはそ
れらに準じる学歴

該当なし

大卒資 格またはそれに準
じる資格を持ち過去15年
以内に：4年間（6,000 時
間）のプロジェクトマネ
プロジェクト
マネジメントの実 ジ メン ト経 験、 およ び4
年間 (6,000時間)のプロ
務経験
グラムマネジメント経験*

試験内容

PMI-ACP®

評価1
パネル・レビュー

または

PMI会員
435米ドル（365ユーロ）

会員以外
495米ドル（415ユーロ）

・アジャイル・プロジェクト・チームのリーダーまたは
メンバーとしての経験があるか、アジャイルの方法論に
関する経験がある。
・アジャイル・プラクティスの分野でトレーニングを受
けている。

高卒、短大、高専卒またはそれらに準じる学歴

アジャイル・プラクティスの分野で21時間以上

高校資格またはそれに準じる プロジェクト・チームでの2,000時間の実務経験。ただ
資格を持ち過去15年以内に： し、過去5年以内の経験に限る。（注：PMPまたはPgMP資
4 年（ 6,000 時 間 ） 以上のプ 格保有者については、これらの要件をすでに満たしてい
ロジェクトマネジメント経験 ることがPMIによって証明されています。PMPまたはPgMP
および7年（15,000 時間）の 資格保有者は、これらの要件を申請書に記入する必要は
プログラムマネジメント経験 ありません）およびアジャイル・プロジェクト・チーム
での、またはアジャイルの方法論に関する1,500時間の
実務経験。ただし、過去3年以内の経験に限る。

評価3
評価2
4時間、全170問の択 複数の評価者によるオンライ
一式試験
ンの査定

・PgMPハンドブックを読む。
・PgMP試験内容の概要を読む。
・PgMP試験サンプル問題を読む。
・PMBOK®ガイド の最新版を読む。
・プログラムマネジメント標準をはじめとする原稿のプログラムマネジメン
試験対策のヒント ト関連書を読む。
・公式の試験対策講座を受講するか、試験対策グループに参加する。
*プログラムマネジメント経験：リストアップされたすべてのプログラムにつ
いて、プログラムの戦略目標および予算を共有するプロジェクトが２件以上
存在しなければなりません。

3時間、全120問の択一式試験

・PMI-ACPハンドブックを読む。
・PMI-ACP試験内容の概要を読む。
・現行のPMI-ACP参考文献リストを確認する。
・公式の試験対策講座を受講するか、試験対策グループ
に参加する。

PMI-RMP®

資格の定義

受験料

PMI-SP®

PMI-RMP資格は、プロジェクト・リスクを査定し特定する PMI-SP資格は、プロジェクト・スケジュールの策定・維持
とともに、脅威の軽減と好機を活用するための計画策定 という専門分野の知識とスキルが実証されたことを認める
という専門分野における知識とスキルが実証されたこと ものです。
を認めるものです。

PMI会員
520米ドル（430ユーロ）

会員以外
670米ドル（555ユーロ）

PMI会員
520米ドル（430ユーロ）

会員以外
670米ドル（555ユーロ）

リスクマネジメントの専門的知識を有するプロジェク
ト・チーム・メンバー

プロジェクト・スケジューリングの専門的知識を有するプ
ロジェクト・チーム・メンバー

大卒、それに準じる学
高卒、短大・高専卒また
歴またはそれ以上の学 または
はそれらに準じる学歴
歴

大卒、それに準じる学
歴またはそれ以上の学
歴

受験の対象者

学歴

プロジェクト・リスクマネジメントの分野で、大卒資格
プロジェクト
またはそれに準じる資格を有する場合は30時間以上、短
マネジメント
大・高専卒資格またはそれらに準じる資格を有する場合
研修の受講時間
は40時間以上
大卒資格またはそれ
高卒資格またはそれに準
に準じる資格を持ち過
じる資格を持ち過去5年以
去５年以内に：プロ
内に：プロジェクト・リ
ジェクト・リスクマネ
スクマネジメントの分野
プロジェクト
マネジメントの実 ジメントの分野におけ または における4,500時間以上の
実務経験
る3,000時間以上の実
務経験
務試験。

試験内容

3.5時間、全170問題の択一式試験

・PMI-RMPハンドブックを読む。
・PMI-RMP試験仕様書を読む。
・PMBOK®ガイド の最新版を読む。
・プロジェクト・リスクマネジメント実務標準を読む。
・公式の試験対策講座を受講するか、試験対策グループ
試験対策のヒント に参加する。

または

高卒、短大、高専卒または
それらに準じる学歴

プロジェクト・スケジューリングの分野で、大卒資格また
はそれに準じる資格を有する場合は30時間以上、短大・高
専資格またはそれらに準じる資格を有する場合は40時間以
上
大卒資格またはそれに
高卒資格またはそれに準
準じる資格を持ち過去5
じる資格を持ち5年以内に
年以内に：プロジェク
取得：プロジェクト・スケ
ト・スケジューリング
ジューリングの分野におけ
の分野における3,500 または る5,000時間以上の実務経
時間以上の実務経験
験

3.5時間、全170問の択一式試験

・PMI-SPハンドブックを読む。
・PMI-SP試験仕様書を読む。
・PMBOK®ガイド の最新版を読む。
・スケジューリング実務標準を読む。
・公式の試験対策講座を受講するか、試験対策グループに
参加する。

STEP 3
試験に備える

CAPM®

PMP®

PgMP®

PMI-ACP®

PMI-RMP®

PMI-SP®

以下のヒントを参考に、PMI 認定資格試験に備えましょう
1. 認定ハンドブックを読み、テストの方針や手順について理解する (PMI.org の “Certiﬁcation” のタブをク
リックすると、認定ハンドブックをダウンロードすることができます )
2. プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（PMBOK® Guide）と、その他のプロジェクトマネジメント
関連の参考文献を読み、現行の専門用語やプロセスを理解する。
3. PMI、PMI 支部、PMI 登録教育機関（R.E.P）またはその他の教育機関が実施する試験対策講座を受講する。
4. 同僚や友人と勉強会を実施する。

STEP 4
資格を維持する

CAPM®

PMP®

PgMP®

PMI-ACP®

PMI-RMP®

PMI-SP®

PMI 認定資格を取得すると、Continuing Certiﬁcation Requirements (CCR) と呼ばれるプログラムへの
参加が求められます。
CCR プログラムを継続するには、Professional Develop Unit (PDU) を取得できる専門的能力開発活動に参加する必要
があります。下表は各資格の条件を記しました。

認証サイクル

定められた認証
サイクルごとに
必要な PDU の数

CAPM®

PMP®

PgMP®

5年

3年

3年

3年

3年

3年

60PDU

60PDU

アジャイルの原

プロジェクト・

プロジェクト・

5 年のサイクル

則およびプラク

リスクマネジメ

スケジューリン

終了時に再試験

ティスの分野で

ントの専門分野で グの専門分野で

30PDU*

30PDU*

PDU 不要

PMI-ACP®

PMI-RMP®

PMI-SP®

30PDU*

* これらの PDU は、PMP 資格または PgMP 資格の維持に必要な PDU にも算入できます。

PMI に入会するとさまざまなメリットがあります
PMI は、プロジェクトマネジメントの分野における世界最大の会員組織であり、185 ヵ国以上で 60 万人を超える
実務者を擁しています。世界的なオピニオン・リーダーおよび知識源として PMI は、グローバル・スタンダードや
認定資格、連携した支部とのバーチャル・コミュニティ、ならびに学術的研究を通じて、プロジェクト・マネジャ
ー職の地位向上に取り組んでいます。組織が PMI の支援を受けてプロジェクトマネジメントに投資することにより、
経営層の方々は自社の重要戦略による成果、ビジネスの価値の向上、そして競争力をもたらすことを確信が持てる
でしょう。詳しくは http://www.pmi.org または http://www.pmi-japan をご覧下さい。

