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日本国内で PMP®を受験される方へのご案内
1. PMI カスタマーケアへの問い合わせ、連絡について
ハンドブックの中では、PMP 受験に関するお問い合わせをカスタマーケア customercare@pmi.org 宛てにメールするようにご
案内していますが、日本国内で受験される皆さまはアジアパシフィックサービスセンター カスタマーケア日本語チーム
customercare.japan@pmi.org 宛てに日本語にてお問い合わせいただけます。
2. 試験の予約、キャンセルについて
ハンドブックの中では米国プロメトリック社のウェブサイトをご案内していますが、日本国内で受験される皆さま
は、日本のプロメトリック株式会社のウェブサイト（http://pf.prometric-jp.com/testlist/pmp/jp/index.html）からも
お手続きが可能です。なお、受験に関する最新情報については、PMI オフィシャルサイト （www.pmi.org） をご
覧ください。
3. CCR ハンドブック
PMI 日本支部ウェブサイトにある日本語版の CCR ハンドブック抄訳も一緒にご覧ください。
https://www.pmi-japan.org/pmp_license/pdf/ccr-certification-requirements-handbook_earnPDU_JPN.pdf
4. PMI 倫理・職務規定
PMI 倫理・職務規定は日本支部サイトに日本語訳があります。下記のリンクをクリックしてください。
https://www.pmi-japan.org/branch_office/pmi_guide.php
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PMP®資格ハンドブックの使用方法
このハンドブックには世界的に認められ、高く評価されている PMP 資格の申請方法についての情報が記載されています。コンピ
ューター・ベース（CBT）とペーパー・ベース（PBT）受験者の両方に適用されます。PMI は PMP 試験の全受験者にこのハンド
ブックを読むことを求めています。このハンドブックは、PMP 資格の取得と維持に関する規定と手順についての重要な情報を提
供することを目的としています。
このハンドブックの特徴は次の通りです。
 ハンドブックの「注釈」では、重要な説明と追加事項を確認できます。
 ハンドブック内のリンクをクリックすると、Online Application System や関連する情報を見ることができます。

PMIの連絡先
資格認定プログラムに関する一般的な情報については
最寄りのカスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
問い合わせ先
http://www.pmi.org/About-Us/Customer-Care.aspx
PMI カスタマーサービス
customercare@pmi.org
Online Certification System を利用した資格申込み
https://certification.pmi.org
資格維持のための Online CCR System
https://ccrs.pmi.org/

PMP® Credential Handbook last updated 15 March 2016
“PMI”, the PMI logo, “Making project management indispensable for business results”, “PMBOK”, “CAPM”, “Certified
Associate in Project Management (CAPM)”, “PMP”, “Project Management Professional (PMP)”, “Project Management
Professional”, the PMP logo, “PgMP”, “Program Management Professional (PgMP)”, “PMI-RMP”, “PMI Risk Management
Professional (PMI-RMP)”, “PMI-SP”, “PMI Scheduling Professional (PMI-SP)”, “PMI-ACP”, “PMI Agile Certified
Practitioner”, “PfMP” and “Portfolio Management Professional (PfMP)” はプロジェクトマネジメント協会(Project Management
Institute, Inc.)の登録商標です。
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PMI 資格認定プログラムについて
PMI は様々な教育や経験を有するプロジェクトマネジメント実務者を対象に総合的な資格認定プログラムを提供します。資格認定
は厳正なプロセスによって開発され、維持されています。
資格認定プログラムには次のものがあります。









Certified Associate in Project Management (CAPM)®資格
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) ® 資格
PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) ®資格
PMI Scheduling Professional (PMI-SP) ®資格
Portfolio Management Professional (PfMP)®資格
Program Management Professional (PgMP) ® 資格
Project Management Professional (PMP) ® 資格
PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA) ®資格

PMI は認定活動において公平性の重要性を理解し、利害対立を管理し、認定活動の客観性を確保します。
PMP®資格認定は、国際標準化機構（ISO）17024 に対して、米国国家規格協会 (ANSI, American National Standards
Institute) に認定されています。 ISO17024 は試験開発と保守のためおよび継続的な品質保証のための品質マネジメント・シス
テムの厳正な要求事項を含みます。
さらに PMP 資格は、ISO 9001:2008 品質マネジメント・システム規格にも登録されています。この認可により、PMP 資格の開
発、管理、統括の品質において第三者の確言を提供します。また、資格保有者および雇用主に PMP 資格に対する更なる信頼を提
供します。
PMI 資格認定の特徴は世界規模の開発と適用にあり、資格認定の業種や国にかかわらず活用することができます。PMI 資格認定
の強みは、どの手法、規格または組織にも縛られないということです。
PMI の資格認定プログラムはすべての資格保有者が公正かつ有効な基準によってコンピテンスを実証したことを保証します。もっ
とも信頼できる試験方法のみで受験者を評価する手順を踏んでいます。例えば面接では、面接官がどの位難易度の高い面接をする
のか、受験者が面接当日にどの位上手く面接を遂行するのか、面接官が似通った質問をいくつするのかにより評価結果が影響を受
けてしまいます。
また、PMI 資格認定はプロジェクトマネジメント実務者によって、実務者のために開発されています。この資格認定プログラム
は、PMI が使用する試験問題の構築および改善にボランティアとして時間を割いた何千人もの資格保有者によって推進されていま
す。世界のあらゆる地域や様々な業界、役職および経験を持ったボランティアは、PMI 市場の多様性を表しています。
試験問題は業界標準の統計処理を通じてモニターされ、ボランティアによっても監督されています。
最後に、PMI のすべての資格認定プログラムは PMI 資格認定の監督を委任されている PMI 資格保有者による委員会である
Certification Governance Council（CGC）によって監督されています。
受験者のコンピテンスは次の観点で評価されます。




教育と経験の確認－各資格認定において、プロジェクトマネジメントの教育および経験の組み合わせが求められます。
コンピテンスのテスト－受験者は一連のシナリオ・ベースの質問を通して実地環境で起こりうる状況に対してプロジェク
トマネジメントの概念と経験を適用することを要求されます。
継続的な向上－PMI 資格認定の維持には継続的な専門能力の向上や教育が求められます。CAPM®資格の場合は再認定が
必要となります。

PMI Certification Department（PMI 資格認定部門）のミッション
プロジェクトマネジメント実務者および専門職業をサポートするために、
専門的資格認定プログラムを立案、確立、評価、維持および管理します。

PMP ハンドブック 2016 年 3 月 15 日改訂版
© 2000-2016 Project Management Institute Inc. All rights reserved.

3

PMP 資格認定の概要
PMP 資格認定の概要
PMP 資格認定の概要
グローバルに認められ求められている PMP 資格は、プロジェクト・マネジャーがプロジェクトを成功させるためのプロジェクト
マネジメントの知識、経験、スキルを有することを、雇用主、クライアントや同僚に対して証明します。
熟練したプロジェクト・マネジャーの需要が極めて高い状況の中、PMP 資格を保有している実務者はプロジェクト・チームを指
揮し、プロジェクトを成功させるために必要な専門的スキルを提供する立場に置かれています。
PMP 資格は、プロジェクト・マネジャーの役割を遂行する個人のコンピテンス (特にプロジェクトを指揮・監督する経験) を認め
るものです。PMP 資格は年々、世界的に認知されてきており、資格保有者は非資格保有者に比べ高収入を得ています。
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PMP 資格認定の概要
PMP 資格の取得から資格更新までの流れ
資格サイクル

申込みの申請

試験に合格し、資格認定された日から
資格サイクルが開始します

申込み開始後、90 日以内に
申請します

PMI による申請内容の完全性レビュー
オンラインで提出した場合
所要期間は 5 日前後です

資格の維持
3 年間

3 年間に 60PDU（Professional
Development Unit）を取得し、申請する必
要があります

受験料の支払い

（支払完了まで受験予約はできません）

資格の更新

条件に従って 60PDU を取得・申請後、
更新料を支払って更新完了となります

監査対象となった場合のみ

監査対象となった日から 90 日以内に監査
資料を PMI に送付します
PMI は資料を受領後、5－7 日で監査資料の
確認を行います
（監査を通った日より受験有効期間が始ま
ります）

資格の停止
1 年間

資格維持・更新条件を満たせなかった場合、
試験合格日より 3 年後の応当日からサスペン
ション（資格の停止）期間となります

多肢選択式試験の受験資格

PMI からの申込み審査完了の案内日
より 1 年間が受験有効期間です
有効期間内に 3 回まで受験可能です

資格の失効

サスペンション期間の最終日までに資格維
持・更新条件を満たせなかった場合は資格が
失効します
資格失効の場合、再度資格を保有するには、
受験申請が必要です
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PMP 資格認定の概要
PMP の役割概説（職務分析）
PMI は 5～7 年ごとに資格に応じた役割概説調査 (Role Delineation Studies) を行います。世界中のプロジェクトマネジメント
に精通したボランティアが PMI から独立した立場の第三者として調査を行います。彼らは資格に応じて特定の役割、およびその
役割内で実行することが求められているタスクと責任について議論します。役割概説 (Role Delineation) は職務分析と同等の意
味です。これにより、試験の詳細な計画、試験問題と役割の関連付けがなされます。
PMP の役割概説では PMP 資格申請者の役割は次のように示されています。




一般的な監督下でその職務を遂行し、プロジェクト期間中プロジェクトのすべての分野に対して責任をもつ
組織をまたがるチームを指揮・監督し、スケジュール、予算、スコープの制約内でプロジェクトを遂行する
要求事項と成果物がある程度明確に定義されたプロジェクトに対して、方法論を適切に適用するために十分な知識と経
験を実証する
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PMP 資格認定の概要
PMP 受験の資格
PMP 資格の受験資格を得るには、特定の研修の受講や専門的な経験の条件を満たす必要があります。すべてのプロジェクトマネ
ジメント経験は、申請日よりさかのぼって 8 年以内のご経験でなければなりません。
学歴

プロジェクトマネジメント経験

プロジェクトマネジメント研修

高等学校卒業、準学士またはそれ
に相当する資格をお持ちの方

最低 5 年/60 か月の固有で重複していないプロ
フェッショナル・プロジェクトマネジメント経
験。うち少なくとも 7,500 時間をプロジェクト
を指揮・監督する立場*での実務経験

35 時間の公式な研修の受講

最低 3 年/36 か月の固有で重複していないプロ
フェッショナル・プロジェクトマネジメント経
験。うち少なくとも 4,500 時間をプロジェクト
を指揮・監督する立場*での実務経験

35 時間の公式な研修の受講

または
学位またはそれに相当する資格を
お持ちの方

*プロジェクトを指揮・監督する立場は、Project Management Professional Examination Content Outline（PMP 試験内容の
概要）のタスク、知識、特定のスキルで定義されたものとする。
申請したすべてのプロジェクトマネジメント経験において、5 つのプロセスのすべての経験が必要です。ただし、ひとつのプロジ
ェクトで 5 つすべてのプロセスを経験している必要はありません。
注：プロジェクトマネジメント知識体系ガイド（A Guide to the Project Management Body of Knowledge、PMBOK®Guide）
では、「プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施する有期性のある業務である」と定義して
います。(PMBOK®Guide―第 5 版、553 ページ）
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PMP の申込みと支払方法
PMP の申込みと支払方法
オンラインからの申込み方法
すべての資格申請をオンライン（https://certification.pmi.org/） で行うことを推奨しています。書面による申請はケースバイ
ケースで申請が認められます。書面による申請をご希望の方はカスタマーケアにご連絡ください。
申請手続きを開始する前に、受験資格要件を満たしていること、申請に必要な情報を記載することができることを確認してくださ
い。
一度オンライン申請手続きを開始すると、キャンセルすることができません。申請手続き途中に、内容を一時保存できます。後
日、入力内容を編集することが可能です。申込み内容は 90 日間保存され、その間は保留の状態となります。保留状態の間、PMI
から申請の完了を促すメール通知が送付されます。
PMI からの主要なコンタクト方法は E メールとなりますので、入力した E メールアドレスをその時点で使用しており有効である
ことをご確認ください。申込み手続きの中でリマインドとして、PMI より E メールをお送りします。受験者自身で 1 年間の受験
有効期間内に受験日を予約し、受験する責任があります（詳細は本ハンドブックの受験有効期間ページをご覧ください）。
注：PMI からのメールがスパムフィルターによって何らかの事情でブロックされる場合や、迷惑メールフォルダーに振
り分けられる場合があります。PMI からの重要な CCR プログラムのアップデートを逃さないために、個人アドレス帳
に customercare@pmi.org を追加ください。

申請をする前に、PMI の倫理・職務規定と資格認定申請および更新の同意条項を確認し、同意する必要があります。それらの情報
はこのハンドブックまたは PMI.org で確認することができます。
注：申請が不完全な場合や FAX を利用した申請は処理されません。また、申請書は返却されません。

Online certification system は次の場合にも使用できます。










提出した資格申請の確認
受験有効期間の確認
PMI 監査フォームのダウンロード
試験レポート（合否の結果）のダウンロード
PMI 資格試験の受験や再受験の申込み、および支払い
資格更新費用の支払い
領収書のダウンロード
自身の資格記録へアクセス、個人情報の更新
Certification Registry への登録内容の確認
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PMP の申込みと支払方法
試験申込みの際の実務経験と学習実績の入力方法
オンライン申込みの経験証明セクションにてプロジェクトを指揮・監督した経験を入力します。申請するプロジェクトの数に制限
はありません。プロジェクトごとに記録してください。
プロジェクトマネジメント経験の月数

プロジェクト

同時期に複数のプロジェクトに携わった場合、受験資格としてカウントできるのは、その中のひとつのプロジェクトに携わ
った期間のみとなります。下の図の例をご覧ください。1 月～4 月の間は、プロジェクト１に携わった期間４か月を経験期
間の対象とします。5 月～6 月の間は、プロジェクト２に携わった期間２か月が経験期間の対象となります。ただし、2 月
～4 月の間は、両方のプロジェクトに携わった期間を 2 回カウントすることはできません。結果として、１月～６月の間で
受験資格としてカウントできるプロジェクト実務経験期間は、プロジェクト 1 とプロジェクト 2 の合計の６ヶ月となりま
す。

プロジェクト期間が重複している例
プロジェクト 1

プロジェクト 2
プロジェクト 3

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月 11 月 12 月

時間(月)

プロジェクトを指揮・監督した時間数
携わったすべてのプロジェクトの中で、プロジェクトを指揮・監督する立場で費やした時間を申告してください。申告する時間
は、同時期に複数のプロジェクトに携わっていた場合は、携わったすべての時間の合計となります。
プロジェクトマネジメント研修の学習実績（Contact Hour）
プロジェクトマネジメントに関した学習目的が設定された研修を 35 時間受講したことを証明する必要があります。受講した時期
にかかわらず、すべての受講時間を記録してください。試験の申込みをしている時点で、受講が完了していることが条件です。

注：1 時間の受講で 1 時間の学習時間（Contact Hour）となります。例えば、大学で 1 週間に 3 時間のプロジェ
クトマネジメントコースを 15 週間受講した場合、45 時間の学習時間の登録となります。プロジェクトマネジメン
トに関する内容が受講したコースの一部だった場合は、その時間のみの申請となります。

学習時間にはプロジェクト品質、プロジェクト・スコープ、プロジェクト・スケジュール、プロジェクト予算、プロジェクトコミ
ュニケーション、プロジェクト・リスク、プロジェクト調達、プロジェクト統合マネジメントに関する内容が含まれます。
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PMP の申込みと支払方法
学習実績を満たすためには、次のいずれかの教育機関が提供するコース、ワークショップやトレーニングを完了したことを実証す
る必要があります。
A.
B.
C.
D.
E.
F.

PMI 登録教育プロバイダー（R.E.P.）*
PMI 支部*
雇用者や会社が主催するプログラム
トレーニング会社やコンサルタント（例：トレーニング・スクール）
通信教育会社（コース終了時の教育評価が含まれていること）
大学の授業や成人教育プログラム

以下の教育は、学習実績とはみなされません。



PMI 支部の会議*
自己学習（例：書籍による学習、教育ビデオの視聴、コーチングやメンタリングのセッション）
*支部での会議が一時間以上の学習活動である場合、その時間は学習実績とみなされます。

注：プロジェクトマネジメントの学位取得課程の該当する授業時間を登録することは可能ですが、受験資格に当て
はまらない授業もあるので、学位取得課程のすべてを学習実績として登録することはできません。
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PMP の申込みと支払方法
申込み処理の所要時間
PMI はタイムリーに申請を処理するよう努めています。申込み処理の所要時間は、申請方法（Online Certification System を利
用したオンライン申請、または PMI への郵送による書面での申請）によって異なります。次の表をご覧ください。
申請処理の所要時間
申請提出方法

処理に必要な期間

オンライン

5日

注：監査対象に選出された場合は上記の所要時間に加え、監査期間が必要です。
（本ハンドブックの「PMI 監査について」をご参照ください）

PMP ハンドブック 2016 年 3 月 15 日改訂版
© 2000-2016 Project Management Institute Inc. All rights reserved.

11

PMP の申込みと支払方法
PMP 資格の費用について
費用は PMI 会員であるかどうか、そして試験の種類（コンピューター・ベース・テストまたはペーパー・ベース・テスト）によ
って決まります。ペーパー・ベース・テストで受験できるかどうかは、本ハンドブックの「試験の実施について」をご覧くださ
い。
それ以外は、コンピューター・ベースでの受験を計画し、関連する費用をお支払いください。資格費用については下記の表をご覧
ください。
試験の種類
コンピューター・ベース・テスト(CBT)
コンピューター・ベース・テスト(CBT)
ペーパー・ベース・テスト(PBT)
ペーパー・ベース・テスト(PBT)

PMI 会員/非会員
会員
非会員
会員
非会員

US ドル
$405
$555
$250
$400

ユーロ
€340
€465
€205
€335

CBT の再試験
CBT の再試験
PBT の再試験
PBT の再試験

会員
非会員
会員
非会員

$275
$375
$150
$300

€230
€315
€125
€250

CCR 資格更新
CCR 資格更新

会員
非会員

$60
$150

US ドルのみ
US ドルのみ

会員価格を利用するためには、試験費用の支払いをする時点で PMI 会員である必要があります。試験申請直前に会員登録手続き
をする場合は、会員登録完了通知の受領を確認してから試験費用の支払いへお進みください。試験費用の支払いをする時点でまだ
会員ステータスが反映されていない場合には、非会員料金が請求されます。
試験費用の支払い手続きを完了した後で PMI 会員登録を行った場合には、PMI は差額分の返金をいたしません。
PMI 会員特典を確認し、今すぐ会員登録しましょう！
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PMP の申込みと支払方法
支払方法
オンライン申請後、審査が完了すると、PMI から支払いの案内が E メールにて届きます。
E メールが届きましたら Online Certification System（https://certification.pmi.org/） にて、次の手続きを行ってください。
1. 試験実施方法を選択する
（詳細は本ハンドブックの「試験の実施について」をご覧ください）
2. 必要であれば、無料のランゲージエイドをリクエストする
（詳細は本ハンドブックの「ランゲージエイド（Language Aids、言語支援）について」をご覧ください）
3. 受験にあたり、特別措置が必要な方は、その旨リクエストする
（詳細は本ハンドブックの「試験において特別措置（配慮）が必要な場合」をご覧ください）
4. お支払い
（詳細は本ハンドブックの「PMP 資格の費用について」をご覧ください）
下記の方法で試験費用を支払いください。
支払いタイプ
クレジットカード

支払方法
情報をオンライン（Online Certification System）にて入力、または PMI へ郵送

小切手
郵便為替
電信送金

PMI へ郵送
PMI へ郵送
詳しくは customercare@pmi.org にメール

郵送による申込みの場合、支払情報を併せて送付ください。
オンライン申請の場合、次の方法で支払いができます。
1. オンライン:Online certification system でのクレジットカードによる支払い方法は迅速に処理が完了します。
または
2. 郵送:小切手、銀行為替、クレジットカード情報または電信送金情報を PMI へ郵送します。このとき、PMI ID とユーザ
ー名とも併せて記載ください。
注：支払処理が完了すると、PMI から次のいずれかの手続きの案内が E メールにて送られてきます。



Examination scheduling instructions to help you schedule your examination (受験予約の手順)
Application has randomly been selected for PMI’s audit process (PMI 監査の通知)
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PMP の申込みと支払方法
返金について
PMP 資格受験料の返金が必要な場合は、受験有効期間失効日の少なくとも 30 日前に PMI に申請しなくてはなりません。まだ受
験していない、または予約していない場合は、処理手数料として US$100 が発生いたします。
監査が不合格となった場合は、US$100 の手数料を差引いた金額が返金されます（詳細は本ハンドブックの「PMI 監査の流れ」
をご覧ください）。
次の場合は返金されません。


受験をせず、1 年間の受験有効期間が過ぎた場合は一切の試験費用の返金はされません。受験料のすべてを放棄したこと
となります。お支払いいただいた受験料は他の費用に充てることはできません。再度資格取得を希望される場合は、再申
請し、再度関連費用をお支払いただかなければなりません。



受験予約をした後、受験日のキャンセルや変更が必要な場合に試験実施センターであるプロメトリック社にそれらの手続
きを行わなかったり、受験しなかった場合は、一切の試験費用の返金はされません。この場合も受験料を放棄したことに
なり、その他の費用に適用することはできません。

注：返金の請求は customercare@pmi.org にメールもしくは、+1 610 482 9971 に FAX ください。
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PMI 監査の流れ
PMI 監査の流れ
PMI 監査の流れ
受験申請が完了した時点で監査プロセスの規定に同意したことになります。すべての受験申請が監査対象となりますが、実際は監
査対象として選出されるのは、受験申請の数パーセントです。
監査対象は無作為に選ばれます。
試験費用の支払い処理が完了した後、受験申請が監査対象となった場合には E メールにて通知されます。通知 E メールには監査
を受けるにあたっての詳細が記載されています。
監査対象となった場合には、次のような書類の提出が求められます。




学位またはそれに相当する証明のコピー
実務経験に記載したプロジェクトの上司（主任またはマネジャー）の確認サイン
必須学習時間を満たす、受験申請に記載したプロジェクトマネジメント研修の学習実績に関する、教育機関発行の受講証
明書・レターのコピー

PMI は監査書類提出にあたり 90 日間の期限を設けています。PMI が監査条件を満たす必要書類を受領後、監査が完了するのに約
5～7 営業日かかります。
下記の住所に普通郵便または国際宅急便にて書類を郵送してください。送付時には、すべての書類をひとつの封筒に同封してくだ
さい。監査に必要書類を別々に送付した場合には、審査処理が遅延します。
PMI
Attn: Certification Audit
14 Campus Blvd.
Newtown Square, PA 19073-3299 USA
監査を通過するまで試験や資格のプロセスが一時保留となります。監査通過後、1 年間の受験有効期間が始まります。
提出物が不完全な場合は、監査不合格となります。
監査が不合格となった場合は、試験費用が返金されます（詳細については、本ハンドブックの「返金について」をご覧くださ
い）。
注：監査対象は主に無作為に選ばれますが、資格が授与された後も含め、PMI はいつでも、どの受験者をも監査に選
出できる権利を有していることをご承知おきください。資格取得後に、監査条件を満たせなかった場合も返金はされ
ません。
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試験の規定と手順
試験の規定と手順
PMP 試験について
PMP 試験は 200 問の選択問題からなります。200 問のうち、25 問は予備問題となります。予備問題は採点には影響しません
が、将来の試験問題の有効性を検査するための効果的で合理的な方法として用いられています。すべての問題は試験内に順不同に
配置されています。
採点対象となる問題数

予備（採点対象外）問題数

合計問題数

175

25

200

コンピューター・ベース・テスト（CBT）は、PMI 試験の標準的な実施方法です。ペーパー・ベースの試験は限定された状況下
（詳細については、本ハンドブックの「試験の実施について」をご覧ください）で利用可能です。
コンピューター・ベースでの、試験時間は 4 時間です。
試験時間
4 時間
4 時間未満で試験を終了する受験者もいます。
試験中は決められた休憩時間はありませんが、必要に応じて休憩することが可能です。休憩時間は試験時間に含まれます。
試験に先立ちチュートリアルが、試験後にアンケートがあります。それぞれの所要時間は 15 分ですが、実施は任意です。なお、
チュートリアルとアンケートにかかる時間は、試験時間の 4 時間には含まれません。
試験問題の開発にあたって
PMP 試験問題は以下のように開発されています。






ISO/IEC 17204 標準に準拠し開発されています
PMP 資格保有者によるグローバルな複数の作業グループによって開発され、他のグループに依存しない方法で独立的に
妥当性が確認されています
PMI のグローバル標準やその他最新のプロジェクトマネジメント関連の書籍を参照しています
心理分析（psychometric analysis）によるモニターを実施しています
PMP Examination Content Outline （PMP 試験内容の概要）の試験仕様に準拠しています
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試験の規定と手順
PMP 試験の出題分野と割合
PMP 試験は、PMP Examination Content Outline の PMP 試験の出題分野と割合に基づいて開発されています。試験の詳細計画
（examination blueprint）には、各プロジェクトマネジメント・プロセス群に割り当てられている問題の割合について詳しく述
べられています。試験における出題領域の割合を次に示します。

PMP 試験の出題分野と割合
PMP Examination Content Outline から
領域

問題の割合

立上げ

13%

計画

24%

実行

31%

監視・コントロール

25%

終結

7%

合計

100%
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試験の規定と手順
試験の実施
コンピューター・ベース・テスト（CBT）が PMI 試験の標準的な実施方法となります。
ペーパー・ベース・テスト（PBT）は、次の状況下でのみ利用可能です。
1. 受験者の住まいがプロメトリック CBT テストセンターから 300km（186.5 マイル）以上離れている場合。
2. 雇用者（法人スポンサー）が従業員に PMP 試験を受験させる場合。この場合は距離の条件は適用されませんが、受験資
格者は法人スポンサーの従業員だけとなります。
注：CBT と PBT のどちらかを選択するというものではありません。上記 2 つのいずれかの状況にある場合のみ
PBT 試験を受けることが可能です。

PBT 試験で受験者が 10 人に満たない場合は、PMI は試験をキャンセルする権利があります。更なる規制が適用されます。法人ス
ポンサーは pbtexams@pmi.org に連絡して PBT ハンドブックを取得することができます。
CBT テストセンターはプロメトリック社のウェブサイトに記載されています。住まいから半径 300km（186.5 マイル）以内にプ
ロメトリックテストセンターがない場合は、プロメトリック社のウェブサイトの PBT リストを参照し、お近くで PBT イベントが
開催されているかを確認してください。
世界的な試験配信・評価ソリューションの大手プロバイダーであるのプロメトリック社は、PMI の試験実施のパートナーです。

注：試験費用の支払い手続きの際に、CBT あるいは PBT 試験のどちらを受験するか指定する必要があります。
PBT 試験を受験する場合は、申請時に試験会場、日時およびグループ・テスト番号を記載しなくてはなりません。
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試験の規定と手順
ランゲージエイド（Language Aids、言語支援）について
すべての PMI 試験は英語で実施されます。英語が第二言語である場合、PMP と CAPM の試験はランゲージエイド（試験問題と解
答の言語支援）のご利用が可能となっています。ランゲージエイドの利用には追加費用はかかりません。
ランゲージエイドは次の 13 か国語が利用できます。
アラビア語
ポルトガル語
中国語（簡体）
中国語（繁体）
フランス語
ドイツ語
ポーランド語

ヘブライ語
イタリア語
日本語
韓国語
ロシア語
スペイン語
トルコ語

ランゲージエイドは試験実施時に提供されており、PMI 試験のセキュリティーと機密保持規則の下で保護されています。
注：ランゲージエイドをご希望の場合は、CBT 試験では支払い手続き時に、PBT 試験では申込み手続き時にリクエスト
しなくてはなりません。

受験費用の支払いが完了すると、コンピューター・ベース・テストの場合では受験情報の通知が、ペーパー・ベース・テストの場
合では集団試験の詳細情報の確認通知が E メールにて送付されます。ランゲージエイドのリクエストが受領され手配されているこ
とを、メールの内容にてご確認ください。もし、ランゲージエイドをリクエストしたにもかかわらず、通知メールに記載されてい
ない場合は customercare@pmi.org までご連絡ください。
ランゲージエイドは試験問題と回答にのみ提供されます。試験前のチュートリアルと試験後のアンケートは英語のみで行われま
す。

試験において特別措置（配慮）が必要な場合
身体に障害およびハンディキャップをお持ちの受験者の方は、すべての PMI の試験において特別措置（配慮）の依頼が可能で
す。追加の費用は発生いたしません。
注：オンライン申請の場合、支払い手続き時に特別措置が必要な旨ご記入ください。
書面にて受験申請をされる際は、申請の際にお知らせください。

申請後、医療機関から発行された証明書を PMI に FAX（+1 610 239 2257）または E メール（certexamdelivery@pmi.org)
にて送信しなくてはなりません。証明書類がない場合、特別措置での試験は考慮されません。リクエストが PMI によって承認さ
れるまでは、試験を予約することはできません。
PMI はすでに予約されている試験に対して、特別措置を手配することはできません。受験される際に特別措置が必要にもかかわら
ず、支払い段階でリクエストし忘れた方は、できるだけ早く customercare@pmi.org にご連絡ください。すでに受験予約をされ
ている場合は、特別措置をリクエストするために一旦その予約をキャンセルしなくてはなりません。この方針に関しては例外はあ
りません。
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試験の規定と手順
受験に関する法的規制
PMI はアメリカ合衆国の輸出管理と制裁措置に関する法律と規制の対象となります。試験の実施を含む PMI の製品とサービス
は、アメリカ合衆国政府の許可がない限りアメリカ合衆国の制裁措置対象国に輸出、再輸出または提供することはできません。米
国財務省外国資産管理局 (OFAC) 特定指定国民（SDN: Specially Designated Nationals）リストを含むアメリカ合衆国政府が維
持する特定リストに列挙されている個人および団体に輸出、再輸出、または提供することはできません。
そのため、受験申請する際に米国政府によって維持された特定リストに列挙されていないこと、アメリカ合衆国の制裁措置が取ら
れている国（現時点でイラン、スーダン、シリア、キューバ）の政府と全く関連していないこと、アメリカ合衆国政府の制裁措置
が取られている国の居住者や永住者ではないこと（アメリカ合衆国政府が居住者や永住者個人に試験の提供を認めた場合を除い
て）を証明する必要があります。2014 年 6 月の時点では、アメリカ合衆国政府はイランとスーダンに住む通常の居住者にプロフ
ェッショナル認定試験の受験許可を与えています。
輸出管理および制裁に関する法律は随時変更される可能性があり、PMI は必要に応じてこれらの制限への変更や追加を実施する権
利を有します。
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試験の規定と手順
受験有効期間
受験申請が受理され承認されると、1 年間の受験有効期間が開始します。受験料が受理され、受験申請の監査が通った（監査対象
となった場合）後、PMI は E メールにて次の情報を通知します。



PMI Eligibility ID
受験予約の手順
注：監査に選ばれた場合、受験有効期間は監査を無事通過した日から始まります。

受験有効期間（Eligibility period、 試験を受けることができる期間）は 1 年間です。一回目で合格できなかった場合は、１年間
の受験有効期限内に合計 3 回（残り２回）受験可能です。
受験予約の手順に従って、プロメトリック社のウェブサイトで受験日と場所を予約することができます。プロメトリック社は PMI
の試験実施パートナーです。
PMI は希望する試験会場での希望する日程での受験を保障することはできません。このため、受験予定日が決まり次第すぐに予約
すること、また受験有効期間が失効する最低 3 ヶ月前までに予約することをおすすめします。
注：受験予約の手順の通知に記載されている PMI Eligibility ID は大切に保管してください。受験予約時と試験当日に
提示する必要があります。
記録のために、プロメトリック社から受領したすべての試験に関する情報を印刷して、保存してください。
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試験の規定と手順
受験日の予約方法
ペーパー・ベース・テスト（PBT）
ペーパー・ベース・テストを受験することが許可されている場合、受験申請時または支払い時に PBT 試験の予約を済ませている
ため、追加の手続きは不要です。PMI が受験者全員に自動配信する受験予約の手続き案内を E メールで受信しますが、対応は不
要です。
PBT 試験の予約確認のために、試験の 20 日前に PMI から試験予約確認メールが送信されます。この確認メールには受験有効期
間、受験日、受験場所、受付時刻、身分証明書についての情報、連絡先が記載されています。

コンピューター・ベース・テスト（CBT）
PMI にて試験費用の支払いが受理されるまでは受験日の予約はできません。

オンラインでの受験予約について
プロメトリック社のウェブサイト (www.prometric.com/pmi) で受験日の予約をしてください。 “I want to…”というセクショ
ンで「Schedule My Test」を選択してください。
次の手順で進んでください。











ドロップダウン・メニューから自分の国を選択し、「Next」をクリックします。
「Schedule an Appointment」をクリックします。
画面に表示された試験情報を読み、「Next」をクリックします。
ポリシーとデータのプライバシーに関するお知らせを読み、同意を選択します。
PMI Eligibility ID（受験予約方法の通知メールにある、E で終わる番号）と、姓の最初の 4 文字のアルファベット（政府
発行の身分証明書と一致したもの）を入力し、「Next」をクリックします。
検索ツールを利用して、お住いの地域の試験実施場所を検索し、「Schedule an Appointment (予約する)」を選択し
ます。
受験の日付と時間を選択します。受験予約可能日はカレンダー上で青く表示され、予約ができない日付は灰色で表示され
ます。カレンダー上で日付、続いて時間を選択し「Next」をクリックします。
連絡先情報を確認し、有効な E メールアドレスを入力します。ここで入力したメールアドレス宛に予約完了メールが送付
されます。情報を入力し、確認後「Next」をクリックします。
最終的な予定の詳細を確認し、「Complete Appointment」をクリックします。「Complete Appointment」をク
リックするまで予約はされません。
16 桁のコンファメーション番号とともに受験予約完了画面が表示されます。この情報は E メールでも送信されます。こ
の情報は記録してください。
注: 念のため、CBT 受験予約完了通知は必ず保管してください。問題があったときにこの予約完了通知の情報がない
場合、PMI は問題に対応することができません。
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試験の規定と手順
電話で受験予約をする場合


北アメリカに在住の場合は、プロメトリック社の電話システム、プッシュホン電話を使って受験の予約、再予約、キャン
セルまたは予約済みの受験予約の確認をすることができる対話型音声応答システムを利用できます。テストセンター情報
（電話番号、住所、道順）も電話またはオンラインで入手することができます。
電話による問い合わせは平日 8 時～20 時（アメリカ東部標準時間）です。+1 800 268 2802 に電話して、指示に従っ
てください。聴覚に障害のある方は+1 800 529 3590 に電話し、予約をしてください。



北アメリカ以外に住んでいて電話にて受験予約をしたい場合は、該当する地域のプロメトリック・コンタクトセンター情
報をご覧ください。



北アメリカ以外の地域はプロメトリック社のウェブサイトに記載されている該当する地域のサービスセンター情報をご覧
ください。https://www.prometric.com/en-us/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi#

注：電話にて受験予約をした場合は、必ずプロメトリック社のウェブサイトにアクセスし、手順に従い予約情報を印刷
してください。

プロメトリック社のカスタマーケアセンターに電話する場合、カスタマーサービス担当者より下記の情報を要求されます。
1. テストプログラム: (Project Management Institute)
2. 資格試験名（CAPM, PgMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMP, PfMP または PMI-ACP)
3. PMI Eligibility ID (例：1234567E1)

注: 念のため、CBT 受験予約完了通知は必ず保管してください。問題があったときにこの予約完了通知の情報がない
場合、PMI は問題に対応することができません。
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試験の規定と手順
特別措置を必要とする受験予約方法
PMI より試験実施において特別措置が認められた場合は、次の手順に従ってください。



北アメリカ在住の受験者はプロメトリック社の Special Conditions Department (電話番号+1 800 967 1139)に電話
してください。
北アメリカ以外に在住の受験者は該当する地域のプロメトリック社に連絡をしてください。各地域のプロメトリック社の
連絡先リストは https://www.prometric.com/en-us/clients/pages/contact-numbers.aspx?client=pmi をご覧くだ
さい。

特別措置を必要とする受験を予約する際は、予め次の情報をご用意ください。
1. テストプログラム: (Project Management Institute)
2. 資格試験名: (CAPM, PfMP, PMI-RMP, PMI-SP, PMP かまたは PMI-ACP)
3. PMI Eligibility ID（例：124567E1）

注：試験における特別措置が必要にもかかわらず、申請時にリクエストし忘れた方は、受験予約の前に
certexamdelivery@pmi.org まで連絡する必要があります。
受験時の特別措置をリクエストした場合、承認されるまで受験の予約はできません。
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試験の規定と手順
CBT 試験の受験予約の変更およびキャンセルの規定について
受験予約日の 3 日前までは、いつでも予約の変更またはキャンセルが可能です。ただし、プロメトリック社のテストセンターの座
席数が限られているため、予約の変更日またはキャンセル日に対して、予約日を起点とした日数に応じて手数料が発生することが
あります。予約日に受験できないことが分かり次第すぐに予約変更またはキャンセルされることをおすすめします。
下記規定をよくお読みください。
予約の変更およびキャンセル（受験日の 30 日前から 3 日前まで）
受験日の 30 日前から３日前の間に予約の変更またはキャンセルする場合は、プロメトリック社ウェブサイトでの手続き時に手数
料 US$70 の請求がなされます。プロメトリックテストセンターでより多くの受験枠を提供するために、他の受験者が使用できる
席を最後まで予約の変更やキャンセルに備えて確保しておくための手数料です。
この期間内にプロメトリック社のウェブサイトにて予約の変更またはキャンセルをすると手数料がかかります。クレジットカード
の利用明細には$70 がプロメトリック社からの請求として表記されます。
受験日前日が１日目となります。例えば 5 月 5 日に受験の予約をしている場合、4 月 4 日までの変更またはキャンセルには手数
料はかかりません。
緊急事態などの特別な事情により 30 日前までに予約の変更またはキャンセルができなかった場合は、酌量すべき事情のポリシー
（Extenuating Circumstance Policy）が適用される場合があります。PMI は個々の状況を慎重に吟味し、予約変更料の払戻しが
適切であるかどうかを判断します。
予約の変更およびキャンセル（受験日の 2 日前から当日まで）
受験日の 3 日前までに予約の変更またはキャンセルをしなくてはなりません。2 日前以降はキャンセルはできますが、受験料全額
は破棄されたものとします。また受験日の 2 日前以降では予約の変更はできません。新たに受験を予約するためには再度受験費用
を支払う必要があります。

例
受験日

予約の変更もしくはキャンセルした日

費用

5月5日

4 月 4 日（またはそれ以前）

無料

5月5日

4 月 5 日（5 月 2 日まで）

US$70

5月5日

5月2日

US$70

5月5日

5 月 3 日（予約の変更はできませんが、予約のキャ
ンセルは可能です）

30 日ポリシー

2 日ポリシー
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試験の規定と手順
CBT 受験予約の変更またはキャンセルの方法
CBT 受験予約を変更またはキャンセルをするにはプロメトリック社のウェブサイト（www.prometric.com/pmi）にアクセスし
てください。 “I want to…”のセクションで、「Reschedule/Cancel My Test」を選択してください。ドロップダウン・メニュー
から国名を選び「Next」をクリックしてください。16 桁のコンファメーション番号が必要になります。
受験日の 2 日前（試験当日は除く）以降は、予約の変更はできず、キャンセルのみ可能です。前ページに記載したポリシー通り、
受験日の 2 日前以降のキャンセル時には受験料は一切返金されません。
プロメトリック社または PMI への E メールによる予約の変更またはキャンセルには対応しておりません。
インターネット接続に問題がある場合、またはオンラインで予約の変更やキャンセルをしようとして問題がある場合は、プロメトリック
社に直接電話をして予約の変更またはキャンセルをすることができます。プロメトリック社のサービスセンターの連絡先は PMI からの E
メールにある受験予約の手順（Examination Scheduling Instructions）および本ハンドブックに記載されています。試験会場に直接
予約の変更やキャンセルの電話連絡を行ってはいけません。

PBT 試験の受験予約の変更およびキャンセルの規定について
PBT 試験の予約を変更またはキャンセルするには、試験日の 35 日前までに pbtexams@pmi.org に E メールにより依頼しなけ
ればなりません。氏名、PMI 番号、グループ ID 番号（いずれも試験予約完了メールに記載されています）と PBT 試験会場名を E
メールにてお知らせください。グループ ID 番号はプロメトリック社のウェブサイトまたは PBT の法人スポンサーからもご確認い
ただけます。

酌量すべき事情（Extenuating Circumstances）
PMI は次のような状況をもたらす緊急事態が発生することを理解しています。
1. 試験日からさかのぼって 30 日以内の予約の変更またはキャンセル
2. 予約の変更またはキャンセル通知なしの試験欠席（No-Show とみなされる）
下記の場合は酌量すべき事情となります。
 急病
 徴兵
 近親者の不幸
 近親者の病気
 天災
*酌量すべき事情には、仕事関連の事情は含まれません*
このような状況が発生した場合、PMI は状況を調査し適切な措置を取ります。
1. 緊急事態で受験日からさかのぼっての 30 日以内に予約の変更またはキャンセルが必要となった場合
予約の変更またはキャンセルの必要性がわかり次第、プロメトリック社のウェブサイトにアクセスし、予約の変更もし
くはキャンセルの手続きを行ってください。手数料＄70 は請求されますが、PMI のカスタマーケアに連絡し、状況を
説明し、必要書類（事故証明書、医師からの診断書など）を送り、PMI が内容を了承した場合には、手数料は払い戻し
されます。
2. 緊急事態でやむを得ず試験を欠席する場合（No-Show とみなされる）
PMI カスタマーケアに 72 時間以内に連絡してください。状況の説明および必要書類（例えば事故証明書や、医師から
の診断書など）を送り、PMI が了承した場合には、手数料なしで受験の再予約またはキャンセルができます。
PMI はすべての申告をケースバイケースで扱います。緊急事態の申告の了承が得られなかった場合には、再受験時には再受験料の
全額を支払わなければなりません。
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試験の規定と手順
試験欠席（No-Show）
プロメトリック社または PMI に指定された時間内に予約の変更またはキャンセルがなされない、あるいは日時や場所など受験予
約通りに来られなかった場合は、試験欠席（No-Show）とみなされます。試験欠席（No-Show）とみなされた場合、受験費用は
一切返金されません。再試験には再受験料の全額を支払わなければなりません。
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試験の規定と手順
PMI 試験のセキュリティーと機密保持について
試験問題、解答用紙、ワークシートおよびその他の試験に関する資料はすべて PMI の保有資産です。これらの資料は機密情報で
あり、いかなる理由でも個人や機関が閲覧することはできません。
試験結果（合否）は機密であり、合法的な要求または裁判所命令によって指示されない限り受験者の承諾なしに第三者には開示さ
れません。第三者に試験結果を開示したい場合は、第三者や組織に開示したい試験結果の詳細（例えば受験日、合否など）を明記
し文書にて PMI に申請する必要があります。
受験申請を提出した時点で、PMI 資格認定申請および更新の同意条項（本ハンドブックに記載）に同意したことになります。特に
この文書は受験後の質問や議論に対応しており、そこには次のように記述されています。“…また、私は PMI 試験問題と回答の内
容について他人と議論、報告、開示しないことに同意します。”
このような議論は PMI 資格認定申請および更新の同意条項の違反行為となりうるため、最悪の場合、資格の取り消しや全 PMI 資
格試験の永久受験停止など影響を受けることがあります。

PMP ハンドブック 2016 年 3 月 15 日改訂版
© 2000-2016 Project Management Institute Inc. All rights reserved.

28

試験の規定と手順
試験会場（プロメトリックテストセンター）での必要事項と注意
プロメトリックテストセンターへの入室には、政府発行の有効な（失効していない）身分証明書を提示しなくてはなりません。次
のものが記載されている必要があります。
1. 英語表記または翻訳
2. 受験者の写真
3. 受験者のサイン
政府発行の身分証明書に写真またはサインがない場合、写真またはサイン（政府発行の身分証明書に足りないものいずれか）の入
ったフルネームが表記された補助的な身分証明書を提示することが可能です。すべての身分証明書は有効期限内の（失効していな
い）ものでなければなりません。
テストセンターで提示する身分証明書は試験予約案内に記載されている氏名と完全に一致していなければなりません。身分証明書
は良好な状態のものでなければならず、折れ、擦り切れ、テープで貼られたもの、ひび割れ、その外損傷のあるものは使えませ
ん。身分証明書はコピーではなく原本が必要です。身分証明書の氏名が試験予約案内と完全に一致していない場合、または身分証
明書に損傷がある場合は、受験できません。PMI およびプロメトリック社は、ともにこの規定に関して例外を認めていません。
適切な身分証明書を提示できない場合は、受験は許可されません。受験するためには、有効な身分証明書を準備し、後日受験する
ために、再度受験申請および受験料を支払う必要があります。
政府発行の ID として有効なものは次の通りです（すべて有効期限内であること）。
 運転免許証
 Military ID
 パスポート
 国民カード (National Identification Card)
補助的な身分証明書として有効なものは次の通りです（すべて有効期限内であること）。
 社員証
 サイン入りのクレジットカード
 銀行（ATM）カード
以下は身分証明書として無効です。
 社会保障カード
 図書館のカード

氏名の変更手続き
受験費用を支払い後、eligibility letter を E メールにて受け取ります。この eligibility letter の”Name exactly as it appears on
your identification”欄に、試験当日に確認する氏名が記載されています。資格試験の受験目的で氏名を変更しなければならない
場合、早急に下記 PMI に連絡をし変更を依頼しなくてはなりません。
Email: CertQuestions@pmi.org
Fax: +1 610 482 9971
Attn: Name Change for Exam
リクエストをする時は、テストセンターで提示する予定の政府発行の身分証明書に記載されている下記の情報を間違いのないよう
に連絡してください。




姓
ミドルネーム
名

氏名の変更の情報はなるべく早く連絡してください。受験日の 5 営業日より前に氏名の変更手続きが行われない場合には、変更
処理が完了しない可能性があります。
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テストセンターでの受付手続き
試験当日は試験開始時間の 30 分前までに試験会場に到着してください。到着後、受付を済ませ、必要な本人確認書類と PMI
Eligibility ID を提示しなければなりません。受験予約時に受領したコンファメーション番号（Confirmation Number）の確認が
ある場合があります。

テストセンターに持ち込めないもの
テストエリア、または受験する机に何も持って入ること、誰も連れてはいることもできません。下記のものに限定されるわけでは
ありませんが、テストセンターに持ち込めないものは以下を含みます。
食べ物
コート
電卓
携帯電話
時計
目薬

飲み物
セーター
メガネケース
テープレコーダー
財布
その外の私物

ブックバッグ
カバン、荷物
ポケットベル
辞書
薬

セーターやアクセサリー類は身に着けた状態でテストセンターに入ることができますが、テストルームに入室後はそれらを取り外
すことはできません。
試験当日は個人の所持品を入れるための備え付けのロッカーが提供されます。一度ロッカーに入れると試験が終わるまで開けるこ
とはできません。
病気などの理由でテストルームに私物品を持ち込まなくてはいけない場合（例えば食品、飲み物、薬など）、受験予約前に
PMI からの許可が必要になります。許可取得についての情報は、19 ページの特別措置についての方針をご覧ください。

テストセンターでの心構え
試験当日は試験開始時間の 30 分前に到着してください。遅刻した場合は試験を受けることはできません。テストセンターで受付
けをし、身分証明書の提示を求められます。受験予約案内の書類の提示を求められる場合もあります。テストセンター係員より、
ポケットを空にして、袖をまくるように求められたり、金属探知機での検査がある場合があります。ロッカーの鍵が渡され、所持
品をすべてロッカーに入れるよう指示されます。テストセンター係員はポケットの中のすべての所持品をロッカーに入れるよう要
求する権限を有します。唯一の所持品は政府発行の身分証明書とロッカーの鍵のみです。一旦所持品がロッカーに格納された後
は、試験が終わるまでロッカーを開けることはできません。
テストセンターにて受付が終了したら、テストセンター係員が 1 冊のメモ用紙と 2 本の鉛筆、あるいは 2 枚のホワイトボードと
2 本のマーカーおよびイレーザーのどちらかを渡します。これらの２種類のメモ用具のうちどちらが提供されるかはテストセンタ
ーの在庫状況に依存し、受験者が選択することはできません。CBT 試験には電卓が組み込まれていますが、試験中に挙手にて携
帯用の電卓をリクエストすることができます。すべての PBT 試験の受験者には携帯用の電卓が提供されます。試験中はいつで
も、追加のメモ用紙が必要になれば、手を上げリクエストできます。テストセンター係員が使用済のメモ用紙を回収し、新しい用
紙を提供します。受験者が試験中に手元に置いておけるものは一冊のメモ用紙または２つのホワイトボードのどちらかです。
その後、テストセンター係員にテストルームの席に案内され試験開始となります。最初の画面で、自分の名前と受験する試験名を
確認するように指示されます。確認後、試験のチュートリアルが始まります。CBT 試験には時計が組み込まれていて、チュート
リアルが始まると同時にカウントダウンが始まります。受験者はいつでもチュートリアルを終了することができます。受験者が自
主的にチュートリアルを終了しない場合は、チュートリアルは 15 分後に自動的に終了し、試験開始となります。試験中決められ
た休憩はありません。休憩を取りたい場合はいつでも席を離れ部屋を出ることができます。すべての受験者はテストルームへ出入
りする際は政府発行の身分証明書を提示しなくてはなりません。
すべての試験は録音とビデオ撮影によって監視されています。
テストセンターで予期せぬ出来事が起きたり、試験中に問題が発生した場合は、その発生時に挙手にてテストセンター係員に通知
する必要があります。
PMP ハンドブック 2016 年 3 月 15 日改訂版
© 2000-2016 Project Management Institute Inc. All rights reserved.

30

試験の規定と手順
テストエイド
受験者はテストルームに電卓やメモ帳を持ち込むことは禁止されています。それらは試験当日プロメトリック社によって提供され
ます。



電卓は CBT 試験に組み込まれています。PBT 試験を受ける受験者には電卓が配られます。
試験中のメモ用具として、下記のどちらかが提供されます。
o メモ用紙と鉛筆
o ホワイトボードとマーカー

試験の強制終了
テストセンターではいかなる時もプロフェッショナル（専門職）としての態度を維持するよう求められています。PMI 試験のセキ
ュリティーと機密保持規則に違反した者は、PMI Certification Department によって懲戒処分の対象となります。
次のいずれかに関与したと結論付ける合理的根拠が認められた場合は、テストセンター係員、管理者または試験監督官は、受験を
終了させる権利を有します。また PMI Certification Department は試験結果を無効にする、またはその他の適切な行動をとる場
合があります。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

他人に受験してもらう、もしくはそれを試みる。
先に記述された必要条件を満たした身分証明書を提示できない。
試験に関するメモや禁止されている補助的資料にアクセスする、もしくは使用する。
妨害行為（規律を乱すいかなる行為は一切認められていません。試験係員または管理者は妨害行為かどうかの独自の決定
権を有します）。
試験実施中に試験について試験係員や管理者、試験監督官以外の者と何らかのやり取りをする。アシスタンスを受ける、
与えるも含まれる。
テストルームからメモ用紙を持ち去る、もしくはメモ用紙を破る。
テストルームでの飲食。
テストルームおよびテストセンターを許可なく離れる。
テストルームから試験に関する資料やいかなる形であっても試験の一部を持ち去る、もしくはそれを試みる。
コンピューターに不正な変更を試みる。
不正行為や倫理に反する行為、例えばカンニングなどに関与する。
試験係員や管理者によって与えられた PMI 資格認定プログラムポリシー、または試験に関する資料に明記された試験実
施規定に従うことができない。

PMI Certification Department は、試験係員や管理者の指示に従わなかった者に対し、将来の受験の禁止や試験結果の取り消し
に限らず、あらゆる行動をとる権利を留保します。試験結果が取消になった場合、その根拠は通知されますが、受験料は返金され
ません。
受験は厳しい監視およびセキュリティー対策の下で行われますが、時として試験における不正行為が発生する場合があります。不
当な得点につながる可能性がある行為（例えば他人の回答を写す、別人が受験している、試験前に試験問題にアクセスした、メモ
や許可されていない補助的資料を使用するなど）を察知した場合は、直ちに PMI に連絡する必要があります。すべての情報は秘
密として取り扱われます。
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試験結果
コンピューター・ベース・テストが終わると、印刷された試験結果を受けとることになります。総合的な合格/不合格に加え、パ
フォーマンス（成績）についての重要な診断情報がドメインごとに提供されます。合格、不合格にかかわらず、受験者にとって具
体的な情報となります。

試験結果の内容
試験結果には次の 2 段階の情報が提供されます。
1. 合格/不合格のスコアは総合的なパフォーマンスに基づいて決定します。
2. 結果の下には、それぞれのチャプターにおける Proficiency Level（習熟レベル）を３段階で示します。
 取得した正解数に基づいた各ドメインにおける Proficiency Level（Proficient、Moderately Proficient と
Below Proficient）の表示です。
 これによって受験者の強み、弱みがわかります。
PMI は「習熟度 (Proficiency)」のレベルを次のように定義しています。
Proficient－このチャプターの知識は平均レベルを上回るパフォーマンスであることを示しています
Moderately Proficient－このチャプターの知識レベルは平均的であることを示しています
Below Proficient－このチャプターの知識は平均以下であることを示しています
パフォーマンスの情報は、試験に合格した受験者が今後の学習のために重点をおくべき特定のチャプターを特定するのに役立ちま
す。試験に不合格だった受験者にとっては、パフォーマンスの情報は将来的に試験に合格するために、強化するべき具体的なチャ
プターを特定できます。
コンピューター・ベース・テストの受験者は、試験当日に合否結果を受け取ります。また、試験の 10 営業日よりは online
certification system で確認することもできます。
ペーパー・ベース・テストを受験した受験者は合否結果を後日受け取ることになります。受験日の 6～8 週間後から online
certification system 上で合否結果を確認することができます。
ペーパー・ベース・テストのハンドスコアは試験実施後６か月間リクエスト可能です。ハンドスコアの料金は US$45 となりま
す。ハンドスコアのリクエストについての詳細は pbtexams@pmi.org にお問い合わせください。PMI はコンピューター・ベー
ス・テストにはハンドスコアは提供しておりません。
注：一度目の試験に合格しなかった場合、１年間の受験有効期間内に残り２回受験することができます。詳細については、
このハンドブック「再受験」セクションをご覧ください。

合格点の確立
PMI 試験の合格点は正当な psychometric analysis（心理分析）によって決定します。PMI では世界中の当該分野専門家の協力を
受け、各受験者の試験の合格ラインと、試験の難易度を確立しています。各試験における難易度が正当であることを担保するため
に、受験者の実際のパフォーマンスがどうであったかを示すデータは当該分野専門家間で相互参照されています。
注：PMI がプロメトリック社から合否結果を受け取った後、オンラインの Certification Registry 上で資格のステータスの
確認が可能になります。
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再受験
受験者は 1 年間の受験有効期間中に試験に合格する必要があります。必ずしもすべての受験者が一度で試験に合格しないことを考
慮して、受験有効期間中に 3 回まで受験することを可能にしています。必要に応じて、再試験を受けるのに十分な時間を残すよう
に計画を立ててください。
2 回目、3 回目の試験にはそれぞれ再受験費用がかかります。
再受験の種類

PMI 会員/非会員

US ドル

ユーロ

CBT 再試験

会員

$275

€230

CBT 再試験

非会員

$375

€315

PBT 再試験

会員

$150

€125

PBT 再試験

非会員

$300

€250

1 年間の受験有効期間に３回とも不合格だった場合、再度受験申請するには 3 回目の受験日から 1 年間待たなくてはなりません。
ただし、３回不合格だった場合でも PMI の別の試験を受験することは可能です。例えば、受験者が PMP 試験の 1 年間の受験有効
期間に３回不合格だった場合、PMP 試験を再度受験するには 1 年間待たなくてはなりません。しかし、受験者は CAPM、PMISP、PMI-RMP、PMI-ACP または PgMP はいつでも受験申請できます（いずれも初回受験料を支払う必要があります）。
試験に合格できないまま受験有効期間が過ぎてしまった場合は、再度受験申請をしなくてはなりません。
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資格の規定と手順
PMI 再審査請求手順
PMI 資格認定プログラムへのすべての異議申し立ては、PMI 資格認定再審査請求手続き(PMI Certification Appeal Procedures)
の包括的かつ排他的な規則に準拠するものとします。PMI の Office of Certification Appeals は、受験者や既存の資格保有者が提
出したすべての資格に関する再審査請求内容の見直しを行い、PMI Certification マネジャーと共同で最終的な決定を下します。
すべての資格関連の異議申し立てのリクエストは E メール （certappeals@pmi.org）または郵便（14 Campus Boulevard;
Newtown Square, PA 19073-3299, USA）にて Office of Certification Appeals 宛に書面にて行わなければなりません。Office
of Certification Appeals は各請求内容の記録、その後の措置および決定を保管します。請求者とのすべてのコミュニケーション
は Office of Certification Appeals が担当します。
この請求プロセスは、受験申請、受験資格、試験、試験の実施と結果、CCR、その他の申請や認定試験に関わる問題、異議申し立
てや苦情に対し、PMI が行ったあらゆる決定を見直す唯一の方法です*。
*すでに PMI 資格認定を授与された者に対して PMI が下した取消決定については、別のプロセス(PMI Ethics Case Procedures)
によって判断されます。そのプロセスの詳細は http://www.pmi.org/About-Us/Ethics/Ethics-Complaints.aspx でご確認くだ
さい。
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PMP 資格取得後について
試験に合格すると、PMP 資格保有者となります。資格がアクティブな状態にある間は、PMP 資格保有者を名乗ることができま
す。名刺、個人のレターヘッド、履歴書、ウェブサイト上や E メールの署名にブロック体で PMP の名称を使うことができます。
受験申請の一部として PMI 倫理・職務規定と PMI 資格認定申請および更新の同意条項に同意していることにご注意ください。
これは、PMP の名称の使用時には、上記の方法でのみ PMP の名称を使用すること、会社名、ドメイン名、製品名、その他許可さ
れていない方法で PMP の名称を使用しないことを意味します。

資格証書パッケージ
6～8 週間以内に、次の資料を含む資格証書パッケージが届きます。




合格通知レター
資格の維持と更新方法についての説明
資格証書

これらの資料には次の情報が記載されています。



資格番号－各個人の資格記録を維持するために PMI が発行する固有の識別番号
資格の有効期限

安全かつ利用しやすい場所に保管しましょう。資格を維持するために、専門能力開発活動を申請する時に、その資格情報を参照す
る必要があります。
資格証書パッケージが届くまでは、オンライン certification system を介して入手できる試験結果を使用し資格ステータスを証明
することが可能です。

オンライン Certification Registry
PMI の資格保有者の名前は、自動的にオンライン Certification Registry に掲載されます。雇用者、サービス購入者などの利益の
ために、この機能により資格保有者の確認が可能になります。利用者は資格保有者の名前、姓または国名で検索することができま
す。
資格保有者は一覧から自身のデータを削除することができますので、一覧に名前がなくても資格を持っていないことにはなりませ
ん。PMI.org にアクセスし、一覧からのデータの削除や個人情報の更新ができます。
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CCR プログラムの概要
PMI の CCR（Continuing Certification Requirements）プログラムは今日の複雑なビジネス環境の要求を満たすために、認定保
有者に対する教育と専門能力開発をサポートしています。CCR プログラムの目的は次の通りです。






資格保有者の継続的な学習と改善努力を強化すること
有資格実務者の関連性を保持するために、改善努力分野の方向性を提供すること
個別学習の機会を推奨し、評価すること
専門能力開発活動の取得と記録のメカニズムを提供すること
PMI 資格の世界的な認知と価値を維持すること

PMI 資格取得者（CAPM®資格を除く）は CCR プログラムに参加することによって能動的に資格を維持し、3 年ごとに資格更新を
しなくてはなりません。
専門能力開発活動と学習活動に参加することによって、資格保有者は PDU（Professional Development Units）を獲得すること
ができます。それによって資格更新条件を満たし、最終的には実務者としてさらに成長することができます。
各個人がプロフェッショナルとしてのそれぞれニーズや欲求を持っていることがわかっています。CCR プログラムはそれらのニ
ーズに適応し、それぞれの CCR 活動をカスタマイズできるように柔軟に設計されています。CCR プログラムは自身の能力開発へ
の道筋をつけることができる、一般的枠組みとガイダンスを提供します。
CCR における PDU の取得方法と記録方法の詳細については CCR ハンドブックをダウンロードしてください。
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PMI 倫理・職務規定
第 1 章 ビジョンと適用
1.1 ビジョンと目的
私たちは、プロジェクトマネジメントの実務者として、正しく名誉ある行動をとることを約束します。私たちは、自らに高い基準を定め、仕事、家庭お
よび自らの職業への献身など、生活のすべての側面でこれらの基準を満たすために努力します。
この倫理・職務規定は、私たちがグローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティにおいて自分自身および同僚実務者に期待することを記述した
もので、目指す理想と、この職業上の役割やボランティア的な役割において必要とされる行動を明文化しています。
この規定は、プロジェクトマネジメントという職業に信頼を与え、個人がより優れた実務者になるのを支援することを目的としています。私たちは、適
切な行動に関する職能全体の理解を明確化することによりこれを実現します。プロジェクトマネジメントという職業に対する信頼と評価は、実務者各人
の行動の積み重ねにより築かれると信じます。
この倫理・職務規定を順守することにより、個人および集団としてこの職業の地位を高めることができると考えます。さらに、特に自分たちの誠実さや
価値観に譲歩を求められるような困難な状況に直面した場合に、この規定が賢明な判断を下す助けとなると考えます。
私たちは、この倫理・職務規定が他の人々が倫理や価値観について学び、考え、執筆する契機となることを願っています。また、この規定が最終的に私
たちの職業の基礎となり、それを発展させるために使用されることを願っています。
1.2 この規定の適用対象者
この倫理規定・職務規定は次の人々を対象とします。
1.2.1 すべての PMI 会員
1.2.2 PMI 会員ではないが、次のいずれかの条件に該当する人
.1 PMI 認定資格を有する非会員
.2 PMI 資格認定に応募する非会員
.3 ボランティアとして PMI に奉仕する非会員
注釈:プロジェクトマネジメント協会 (PMI®) の認定資格を有する者は、会員であるか否かにかかわらず、PMP®(Project Management Professional) また
は CAPM®(Certified Associate in Project Management)の倫理・職務規定に従わなければなりませんでした。今後も引き続き、PMI 倫理・職務規定に従う
義務があります。また、これまで PMI は会員と認定資格保有者に別々の倫理基準を設けていましたが、この規定の作成にあたって意見を求められたステ
ークホルダーは、複数の規定を設けることは望ましくなく、全員が共通の高い基準を満たすべきであるという結論に達しました。このため、この規定
は、PMI の会員であるかどうかにかかわらず、PMI 会員および PMI 認定資格に応募したまたは合格した個人の両方に
1.3 規定の構造
倫理・職務規定は、プロジェクトマネジメント・コミュニティにとって最も重要な 4 つの価値観に沿って複数の章に分割され、それぞれにおける行動基
準を示しています。この規定の一部の節には、注釈が含まれているものもあります。注釈には規定の必須部分ではありませんが、分かりやすくするため
の例や説明が含まれています。基準の最後には、用語集がついており、規定の中で使用されている用語や語句が説明されています。便宜を図るため、用
語集で説明されている用語が規定の中で使用されている箇所には、下線が付けられています。
1.4 この規定の基礎となる価値観
グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに属する世界中の実務者に、自分の意思決定の基本および行動指針となる価値観は何かと質問
し、最も重要だという回答を得た価値観は、「責任」、「尊重」、「公正」、「誠実」でした。この規定は、これら 4 つの価値観を基礎としています。
1.5 理想とする行動と必須とする行動
倫理・職務規定の各章には、理想とする行動と必須とする行動の両方の基準が含まれています。理想基準とは、私たちが実務者として守るように努力す
る行動を示しています。理想基準を満たしているかどうかは容易に測定できるものではありませんが、これらに従って行動することは、専門職として自
らに期待することであり、自由裁量ではありません。
必須基準では、確固とした要件を定義しており、場合によっては実務者の行動を制限したり、禁止したりしています。また、必須基準に従って行動しな
い実務者は、PMI の倫理レビュー委員会により懲戒手順の対象となります。
注釈:理想基準で定める行動と、必須基準で定める行動は、お互いに独立したものではありません。つまり 1 つの行為または不作為が理想基準と必須基準
の両方に違反する場合もあります。

第 2 章 責任
2.1 責任の意味
責任とは、私たちが下すべき決定、とるべき措置、およびそれによりもたらされた結果に責任をもつ当事者としての義務を意味します。
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2.2 責任:理想基準
私たちは、グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として:
2.2.1 社会、公共安全、環境の利益を最優先して意思決定し、行動します。
2.2.2 自分の経歴、経験、スキル、資格に見合った任務のみを引き受けます。
注釈:実力不相応な任務や能力の限界に挑む任務の担当が検討されている場合には、主要なステークホルダーに私たちが資格不足であることをタイムリー
かつ完全に報告し、任務に適しているかどうかを十分な情報に基づいて判断してもらうよう配慮します。
契約を準備するにあたっては、自分の組織が遂行する資格のある作業のみに入札し、作業を遂行する資格のある者のみに担当させます。
2.2.3 私たちは、引き受けた業務を完遂し、約束したことを実行します。
2.2.4 自分に間違いや見落としがあった場合は、責任をとって直ちに修正します。他人の犯した間違いや見落としを発見した場合は、私たちは直ちに適
切な機関に連絡します。私たちの間違いや見落としにより発生した問題や、それにより生じた結果に対する説明責任を果たします。
2.2.5 私たちに提供された内部情報や機密情報を保護します。
2.2.6 私たちはこの規定に従い、また各人にこの規定に従う義務を課します。
2.3 責任:必須基準
私たちは、グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として、自身および同僚に次のことを課します。
規制および法的要件
2.3.1 私たちは、担当する業務、職業、ボランティア活動に適用される方針、規則、規制および法規について、それを順守します。
2.3.2 私たちは、倫理や法規に反する行為を見つけた場合は、適切な管理者に通知し、必要な場合はその行為による影響を受ける者にも通知します。
注釈:これらの条項には、いくつかの意味があります。まず、私たち自身が、窃盗、詐欺、汚職、横領、贈収賄など、その他あらゆる違法行為に関与しな
いことです。さらに、他人の財産（知的財産を含む）を盗んだり濫用したりしないこと、および他人の中傷や侮辱に関与しないことも意味します。世界
中の実務者を対象としたフォーカス・グループを使った調査では、これらの違法行為が問題として報告されました。
私たちは、実務者として、また専門職の代表者として、他人の違法行為を見逃さず、幇助しません。私たちは、違法行為や倫理に反する行為を告発しま
す。告発することは容易なことではなく、悪い結果を招くこともあります。近年の企業汚職が発覚して以来、多くの組織が違法行為や倫理に反する行為
を告発した従業員を保護する方針を採用しています。一部の政府機関では、真実を申し出る職員を保護する法令を定めています。
倫理違反の申し立て
2.3.3 私たちは、この規定に違反する行為があった場合は、その解決のために適切な機関に報告します。
2.3.4 私たちは、事実により裏付けがある場合に限り、倫理違反の申し立てを行います。
注釈:これらの条項には、いくつかの意味があります。私たちは、原告である場合も、被告である場合も、倫理違反や関連情報の収集に関して PMI に協
力します。また、すべての事実を把握していない場合には、倫理に反する他人の行為を告発するのを控えます。さらに、事実ではないことを知りなが
ら、他人に疑惑をかけた者には、懲戒処分の対象とします。
2.3.5 私たちは、倫理的な懸念を提起する者に対して報復した者には懲戒処分を検討します。

第 3 章 尊重
3.1 尊重の意味
尊重とは、自分自身にも、他人にも、私たちに託された資源に敬意を払う義務を意味します。私たちに託された資源には、人員、資金、評判、他人の安
全、天然資源や環境資源などが挙げられます。
尊重する環境とは、多様な見地や見方が奨励、評価される環境で、そのような環境では相互協力が促進され、信頼、評判および優れた業績が育まれま
す。
3.2 尊重:理想基準
グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として:
3.2.1 他人の規範と慣習について知識を蓄え、失礼だと思われるような行動を避けます。
3.2.2 他人の観点を聞き、その理解に努めます。
3.2.3 衝突や意見の相違がある相手と直接話し合う努力をします。
3.2.4 相手から同様の扱いを受けない場合でも、専門職としての態度を維持します。
注釈:これらの条項の意味は、噂話に参加することを避け、他人の評判を落とすような否定的発言を避けることです。また、この規定に基づき、私たちに
はこのような行動をとる者に立ち向かう義務があります。
3.3 尊重:必須基準
私たちは、グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として、自身および同僚に次のことを課します。
3.3.1 誠意をもって、交渉にあたります。
3.3.2 他人の負担のもとに、自己利益を図るために、自らの専門知識や地位を利用して、他人の意思決定や行動に影響を与えるようなことはしません。
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3.3.3 他人に対して虐待的な行為をしません。
3.3.4 他人の財産権を尊重します。

第 4 章 公正
4.1 公正の意味
公正とは、公正かつ客観的に意思決定を行い、行動する義務を意味します。私たちの行動は、競合する自己利益、先入観および情実に影響されてはいけ
ません。
4.2 公平:理想基準
グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として:
4.2.1 私たちは、意思決定プロセスにおける透明性を維持します。
4.2.2 私たちは、常に自らの公平性と客観性を検証し、必要に応じて行動を是正します。
注釈:実務者を対象とした調査によると、「利害の衝突」が私たちの職業上直面する最も困難な問題の 1 つとして挙げられています。実務者たちが最大の
問題の 1 つとして挙げているのが、自分が相反する忠誠心をもっていること意識せず、不意に自分や他人が利害衝突関係におかれていることに気づくこ
とです。私たちは、実務者として、衝突する可能性のある利害を事前に探り、お互いのもつ潜在的な利害の衝突を明確にし、その解決を断固として主張
して、互いに助け合う必要があります。
4.2.3 私たちは、知る権限のある者には、その情報への公平なアクセスを提供します。
4.2.4 私たちは、資格のある候補者に対して、平等に機会を提供します。
注釈:これらの条項は、契約の準備段階の入札においては、情報を平等に伝えることを意味します。
4.3 公平:必須基準
私たちは、グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として、自身および同僚に次のことを課します。
利害の衝突という状況
4.3.1 私たちは、現実または潜在的な利害の衝突を積極的かつ全面的に適切なステークホルダーに開示します。
4.3.2 4.3.2 現実または潜在的な利害の衝突が判明した場合には、影響を受けるステークホルダーにその全体を開示し、緩和策の承認を受け、ステーク
ホルダーから前に進めることへの合意を得る段階にいたるまでは、意思決定への関与、または結果に影響を与えることを差し控えます。
注釈:利害の衝突は、自分が一方の当事者を代表して意思決定やその他の結果に影響を及ぼす地位にあり、そのような意思決定またはその他の結果が自分
の忠誠心と相反する１つ以上の当事者に影響を与える可能性がある場合に発生します。例えば、従業員として行動している場合には、私たちには、雇用
者への忠誠義務があり、PMI のボランティアとして活動しているときは、PMI に対して忠誠義務があります。私たちは、このように利害が多岐にわたる
ことを認識し、利害の衝突がある場合には意思決定に影響を与えないようにしなければなりません。
さらに、相反する忠誠心に左右されずに公平な意思決定ができると考える場合であっても、利害の衝突と思われる状況を利害の衝突として扱い、この規
定に従います。
情実と差別
4.3.3 私たちは、情実、縁故、贈収賄などの個人的な考えに基づいて、雇用や解雇、報奨や懲罰、契約の締結や拒絶などを行いません。
4.3.4 私たちは、性別、人種、年齢、宗教、障害、国籍、性的指向などに基づいて、他人を差別しません。
4.3.5 私たちは、情実や先入観なく、組織（雇用者、PMI、その他の団体）の規則を適用します。

第 5 章 誠実
5.1 誠実の意味
誠実とは、真実を理解し、意思伝達と行動の両面において正直な態度で行動する義務を意味します。
5.2 誠実:理想基準
グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として:
5.2.1 私たちは、真実を理解することに真摯に努めます。
5.2.2 私たちは、意思伝達と行動の両面において正直に振舞います。
5.2.3 私たちは、正しい情報をタイムリーに提供します。
注釈:これらの条項は、私たちの意思決定のベースとなる情報や、他人に提供する情報が正確で、信頼でき、タイムリーかどうかを検証するために適切な
手段を講じることを意味します。
例えば、これにはたとえ悪い知らせに対する反応が厳しいものである可能性があっても、勇気をもってそれを共有することが含まれます。また、結果が
悪いものである場合に、それをうやむやにせず、他人のせいにしたりしないことを意味します。結果が良いものである場合には、他人の功績を自分のも
のであるかのように振舞わないことを意味します。これらの条項は、誠実かつ責任ある行動をとるという私たちの確約を裏付けるものです。
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5.2.4 私たちは、明示的であれ暗示的であれ、確約や約束をする際には誠意に基づいて行います。
5.2.5 私たちは、他人が安心して真実を語れるような環境を作る努力をします。
5.3 誠実:必須基準
私たちは、グローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに所属する実務者として、自身および同僚に次のことを課します。
5.3.1 私たちは、他人を欺くことを目的とした行為に関与したり、それを見逃したりしません。これには、誤解される内容や、誤った内容を伝えたり、
真実の半分しか伝えなかったりすること、文脈を無視して情報を伝えたり、知られると紛らわしさや不完全さが分かってしまう情報を伝えなかったりす
ることなどが含まれますが、これに限定されません。
5.3.2 私たちは、自己利益を図ったり、他人を犠牲にするような不誠実な行動に関与しません。
注釈:この理想基準は、私たちが誠実に行動することを強く要求しています。ステークホルダーを欺くために、真実の半分しか伝えなかったり、情報を伝
えないことは、全面的に虚偽を伝えることと同等、専門職として不適格です。私たちは、正確な情報を完全に伝えることにより、信頼を得ることができ
るのです。

付録 A
A.1 この基準の履歴
倫理に関する初期作業の原動力となったのは、プロジェクトマネジメントを独立した職業と考える PMI のビジョンでした。PMI の理事会は、1981 年に
倫理、標準、認定グループを組織化し、このグループに専門職のための倫理規定の必要性を検討するように要請しました。そして、このチームからの報
告書にプロジェクトマネジメント専門職向けの倫理に関して最初に文書化された PMI の議論が含まれました。この報告書は 1982 年 8 月に PMI 理事会
に提出され、1983 年 8 月の Project Management Quarterly の補遺として刊行されました。
1980 年代後半には、この標準に手を加えられたものが、PMP®(Project Management Professional)の倫理規定になりました。PMI 理事会は、1997 年
に会員の倫理規定の必要性を確認し、PMI 会員の倫理規定を起草し、刊行するために、倫理方針文書化委員会を設置しました。理事会は、1998 年 10 月
に新しく会員倫理規定を承認しました。これに引き続き理事会は、1999 年に倫理違反の申し立てと違反行為の認定に関するプロセスを定めた会員審理手
続きを承認しました。
1998 年の規定が採択されてから、PMI と実業界には多くのめざましい変化が訪れ、PMI の会員数は著しく増加しました。また、特に会員の増加が目立
ったのは、北米以外の地域でした。実業界では、倫理的なスキャンダルによりグローバルな企業や非営利団体が失墜し、民衆の怒りを買い、政府による
規制を求める声が高まりました。グローバル化により経済は緊密になりましたが、倫理慣行は文化によって異なるのだという理解が生まれました。急速
で継続的な技術革新により、新たな機会が生まれましたが、それと同時に新しい倫理的ジレンマなどの新しい課題が発生しました。
このため PMI 理事会は、2003 年に倫理規定の再検討を指示しました。その後 2004 年に、PMI 理事会は、倫理規定を見直し、規定の改定プロセスを策
定するために倫理規定検討委員会 [ESRC] を設置し、ESRC はグローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティが積極的に参加することを奨励す
るプロセスを策定しました。2005 年に PMI 理事会は、プロジェクトマネジメント・コミュニティがグローバルに参加することが欠かせないということ
に同意し、規定を改定するプロセスを承認しました。また、理事会は 2005 年に、理事会が承認したプロセスを実施し、2006 末までに規定の改定を完了
させるために、倫理規定策定委員会を設置しました。この倫理・職務規定は、2006 年 10 月に PMI 理事会により承認されました。
A.2 この基準作成に使用されたプロセス
倫理規定策定委員会 [ESDC] がこの規定を策定するにあたって最初にとった手順は、プロジェクトマネジメント・コミュニティが直面している倫理的問
題を理解し、全世界の実務者の価値観や観点を理解することでした。これは、フォーカス・グループでの議論および実務者、会員、ボランティア、PMI
資格保有者を対象とした 2 回のインターネットによるアンケートを通じて達成されました。さらに同チームは、世界各地の 24 非営利団体の倫理規定を
分析し、倫理規定を策定する際のベスト・プラクティスを調査し、PMI の戦略計画のうち倫理に関連する原則を追究しました。
ESDC のこのような広範囲にわたる調査により、PMI 倫理・職務規定の公開草案策定の準備が整えられました。公開草案は、意見を聞くためにグローバ
ルなプロジェクトマネジメント・コミュニティに回覧されました。ANSI(American National Standards Institute) が作成した厳しい基準策定プロセス
は、PMI 技術基準策定プロジェクトでも使用されており、ステークホルダーから公開草案へのフィードバックを受け取り、裁定を下すためのベスト・プ
ラクティスが記されていると考えられたため、この規定の策定時にも使用しました。
この努力の結果、倫理・職務規定にグローバルなプロジェクトマネジメント・コミュニティが理想とする倫理的な価値観を説明することができただけで
なく、この規定に従う義務のあるすべての個人に必須の具体的な行動も明記することができました。PMI 倫理・職務規定に違反した者は、倫理審理手続
きに従って PMI により懲罰を受ける可能性があります。
ESDC は、私たちのコミュニティがプロジェクトマネジメントの実務者として、倫理を非常に重要な事項と考えており、自身およびグローバルなプロジ
ェクトマネジメント・コミュニティの同僚たちをこの規定の条項に従わせる責任を自覚しているのだということを学びました。
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付録 B
B.1 用語集
虐待的な行為：他人に肉体的苦痛を与えたり、恐怖感や屈辱感、または操られているとか利用されているといった強い感情を与えたりするような行為。
利害の衝突：プロジェクトマネジメントの実務者が、自己利益になったり忠誠義務を負っている他の人や組織の利益になったりする一方で、同様の忠誠
義務を負っている他の人や組織の利益を損なうような意思決定をしたり、そのような行動をとったりしなければならない場合に発生する状況。実務者が
利害の衝突を解決できる唯一の手段は、影響を受ける人々に自らの利害の衝突状況を伝え、どのような進めるべきかの判断を仰ぐことです。
忠誠義務：自身が提携している組織や他人の利益を促進するという個人の法的または道徳的な責任。
プロジェクトマネジメント協会 [PMI]：委員会、グループ、並びに支部、カレッジ、分科会(SIG)などの正式に設立された組織を含め、PMI の全体を指
す。
PMI 会員：プロジェクトマネジメント協会に会員として参加した者。
PMI が主催する活動：PMI 会員諮問グループ、PMI 基準策定チーム、別の PMI のワーキンググループや委員会に参加することなどが含まれます（ただ
し、これらに限定されません）。また、PMI の正式に設立された組織が主催する活動もこれに含まれます。下部組織でのリーダーシップ的役割であって
も、別の種類の教育活動やイベントであってもこれに該当します。
実務者：プロジェクトマネジメントの専門家としてプロジェクトマネジメント、ポートフォリオマネジメント、プログラムマネジメントに貢献する活動
に携わっている者。
PMI ボランティア：PMI の会員であるかどうかを問わず、PMI が主催する活動に参加している者。
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PMI 資格認定申請および更新の同意条項
(PMI Certification Application/Renewal Agreement)
1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

私は、この同意条項および PMI 倫理・職務規定（改定される場合もある）を含むすべての PMI 認定資格プログラムポリシーおよび必
要事項を満たし、それらに従い振舞うことに同意します。私は、PMI 試験問題およびコンテンツの機密を保持します。また、私は、
PMI 試験問題と回答の内容についていかなる場合も他人と議論、報告、開示しないことに同意します。
私は、いつも偽りのない誠実な態度で振舞い、PMI に偽りのない正確な情報を提供することに同意します。私は、この試験申請または
更新に関する質問に対して意図的または非意図的に正確でタイムリーな回答を提供できなかった場合、PMI による調査または懲罰、ま
たはその両方に至る可能性があることに同意します。また、私は、PMI 会員、PMI 認定資格志願者または PMI 認定資格保有者による
PMI 倫理・職務規定違反行為を見つけた場合は、直ちに PMI に通知することに同意します。
私は、現住所や電話番号を含む登録済みの情報に変更があった場合、速やかに PMI Certification Department に通知することに同意
します。
私は、私のプロフェッションまたは職業に関するいかなる事件、訴訟、告訴、示談またはその他同意、行政処分または企業処分が発生
した場合、発生から 60 日以内に PMI Certification Department に報告をしており、今後も報告し続けます。それは、プロジェクト
マネジメント実務者としてのプロフェッショナル活動に関連するすべての苦情・告発および資格、資格認定、違反行為、懲戒倫理や同
様なことに関する事件や訴訟が含まれるが、それらに限定されない。また、私は、いかなる重罪、有罪判決、司法取引または不正行為
や倫理に反する行為に関するその他の刑事責任、刑事罰、司法取引について、発生後 60 日以内速やかに報告することに同意します。
私は、この同意条項の順守にあたり説明または補助書類が必要な場合、完全かつ正確な説明および書類の原本を PMI Certification
Department に提出することに同意します。
私は、この申請または PMI 資格申請に関する情報の審査や確認のために PMI Certification Department がいかなる人、政府機関また
は組織に連絡する権利を有していることに同意します。また、私は、このような審査と確認のため PMI Certification Department が
求める情報を開示することに同意し、許可します。
私は、PMI 資格ステータスがプロジェクトマネジメントに従事するまたは関連活動に従事するための免許、登録または政府の承認を意
味するものではないことに同意します。
私は、PMI Certification Department に提出したすべての資料が PMI Certification Department の所有物となること、そして PMI
Certification Department に返却義務がないことに同意します。
私は、PMI 資格を取得した時点で PMI が PMI ウェブサイト上で管理する Online Registry に名前が記載される可能性があることに同
意します。
私は、私自身の PMI 認定プロセスに関する情報が匿名の形で研究目的にのみ使用される可能性があることに同意します。
私は、私自身の PMI 資格申請または PMI 認定資格プログラム全般への参加に多少なりとも関係するすべての異議が、Appeals
Process（再審査請求手順）を含む PMI Certification Department のポリシー、手順および規則に従って単独かつ排他的に解決され
ることに同意します。
PMI は、この同意条項または PMI 倫理・職務規定を維持していない、あるいは違反していると判断された個人の資格を停止または剥
奪する権利を有します。
私は、私のプロジェクトマネジメントとそれに関連する活動に起因もしくは関係する賠償責任およびクレームについて PMI および
PMI Certification Department を免責します。
私は、この申請、試験のスコアまたは資格認定、試験、プロフェッショナルとしての向上活動に関する PMI の措置に起因もしくは関
連する措置、訴訟、債務、損害賠償、請求、要求から PMI、その理事、役員、会員、試験官、雇用者、弁護士、代表者、代理人および
PMI Certification Department を免責します。PMI の措置は倫理に関することおよび事例が含まれるが、それらに限定されるわけで
はない。私は、私の資格認定および資格維持、そして PMI 倫理・職務規定順守に関する決定は PMI の単独かつ排他的な裁量に委ねら
れ、最終決定であることを理解し、同意します。

この同意条項は改定される場合があります。オンラインから最新版を入手するのは、あなたの責任です。同意条項が最後に更新されたのは
2016 年 9 月です。
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