プロジェクトマネジメント研究報告 2021 vol.1 no.1 p.85–91

16 PM コンピテンシー開発の可能性
－開発を可能にする方法の模索－
神庭 弘年※1
※1 神庭ＰＭ研究所
概要：プロジェクト・マネジャー(以下 PM)能力の訓練と向上を目指して、コンピテンシー概念に基づくユニーク
なフレームワークを RADAF モデルと名付けて開発した。ポスト・コロナ、DX 時代といわれる中、個人の能力開
発が組織のパフォーマンスに大きく影響するものとして再認識されていることもあり、RADAF モデルを作り上げ
るまでの経緯を紹介し、試行錯誤や改訂の経緯が、人材開発に関心のある方の参考になればと願う。人は変われ
る、行動能力は向上できると確信し次ステップへの課題も述べる。
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Abstract: A framework named RADAF model was developed to train Project Manager (PM) capacity building using
competency concepts. In the post-corona, DX era, individual skill development has been re-recognized as having a great
influence on organizational performance, so we will introduce the process leading up to the creation of the RADAF model, and
the process of trial and error and revision. I hope that will be helpful for those who are interested in human resource development.
I am convinced that people can change and improve their behavior and state the challenges for the next step.
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1. はじめに

ていくと考えている。なぜこのアイデアにたどりつい
たか、その経緯について紹介しておきたい。

コンピテンシーにまつわる関心が高まったのは、筆
者が 2006 年 4 月慶応義塾大学大学院でプロジェクト
マネジメント論を担当していて、潜在能力の極めて高
い人材が必ずしも高い成果を上げているわけではない
ということをどう説明してよいか悩んだことがきっか
けである。
当時、筆者は在籍していた日本 IBM において、グロ
ーバルレベルの基準に基づくプロジェクト・マネジャ
ー（PM）の資格認定の責任者を担当していた。その認
定基準がコンピテンシー・モデルに立脚していること
から、その論理的な根拠について関心を深めていった。
本報告書では、RADAF モデルを提唱し、その有効性に
ついて報告する。なお、著者は PM タレントコンピテ
ンシー研究会に所属するが、当報告は個人的見解によ
るもので、研究会の総意に基づくものではないことを
お断りしておく。

図1

RADAFモデル

昔から失敗しないと成功しないと言われているが、
失敗しても、成長しない人もいる。成長できる人と成
長できない人との違いは何だろうか。
仮説1 失敗すると自分の足らないところに気が付く
気が付けば足らないところを補正しようという動機
が生まれるだろう。しかし失敗の原因が自分に起因す

2. RADAFモデルの提唱と経緯について
図 1 に RADAF モ デ ル の 概 念 を 示 す 。 ReflectionAwareness-Desire-Action-Feedbackを通じて、人は成長し
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る場合には有効だが、失敗の原因が他にある場合は、
自分の行動を補正するだけでは改善につながらない。
PMの場合、プロジェクトの結果に責任を持つので、
いかなる原因であろうと、対応を検討せざるを得ない。
であれば自分の足らないところに気が付くだけでは不
十分だ。この仮説は皮相でしかない。何をどう立ち向
かうか適切な判断と行動を取らなければならない。し
かし何をもって適切といえるだろうか。流動的なプロ
ジェクトの状況の中では、適切さもまた流動的であろ
う。
仮説2 流動的な環境の中での”適切さ”は常に検証が必
要である。
流動的な状況に対応できないと改善の効果が出ない
ので、自分の行動の有効性をこまめに検証する必要が
ある。行動からのフィードバックを受け止め、目標に
向かう方向を軌道修正し、場合によっては、目標自体
を見直す事が必要だと考えられる。これはダブル・ル

有効な行動を支える能力には二つの考え方があり、
要求と対をなすAbilityと、責任と対をなすCompetency
が考えられて来た[2]。 PMが責任を果たそうとする時
に発揮されるべき能力はCompetency概念でうまく説明
することができる(図3)。

ープ[1]としてよく知られている(図2)。

2020年5月に情報処理推進機構から、｢デジタル・ト
ランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT
人材の実態調査｣が発表され、DXに対応する人材に期
待される能力が仮説としながらも提示されている（図
4）[3]。提示されているこれらの能力を期待したいのは
よく理解できるが、その能力をどうすれば獲得できる
のかについては示されていない。人材育成、能力獲得
の課題は古くて新しいチャレンジである。

図2

図3 Ability と Competency

ダブル・ループ（学習の仕方を学習する）

図4

DXに対応する人材に必要なのは、課題設定力や主体性、好奇心[3]
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更に日本の少子高齢化の警鐘は2004年頃からPMIで
も話題に上り始めていた(図5)。2010～2020年の間に,
ベテランPMの25%が退職すると見られることから、国
力にも影響を与えるほどの危機ではないか、というの
である。

図5

最初から優れたPMがいるわけではなく、自らの役割や
責任を自覚し受け止めることによって“良いPM”にな
っていくのだと考えられる。そこで課題は、
その役割・責任を自覚することを、支える、あるいは
支援する方法はないかということになった。
やがてリフレクション(Reflection: 内省)というアイ
デアを得ることになる。内省を促すために役割・責任
を書き出して見るような支援活動を始めたが、いきな
りリフレクションをしろといっても、忙しい現役のPM
たちにとっては、何のことだか判らないため、2010年
から教材兼トレーニング用のガイド開発に取りかかる
事にした。
当時US IBMにはFederal Systems Divisionという米国
連邦政府関係の開発を担当する部門があり、大規模・
フルターンキー開発のトップスキルを誇っていた。初
めて、日本にシステム・インテグレーション・ビジネ
スを導入する際に、この部門から日本IBMを指導すべ
く相当人数が赴任してきており、契約方式や人材開発
を支援していた。そのプログラムの中に自らの能力開
発は自らの責任だという主旨で、自己開発を促すため
の資料が提供された。わずか数ページの質問表のよう
な資料であったが、ここに示されていたのが、Self
Awareness(自己認識)の重要性であった。この資料の翻
訳を契機に“内省を促す小冊子”の開発を始めた。何
人ものIBM-PMの協力を得て、9回の改訂の後一応の完
成に至り「Who am I?」とタイトルをつけた。

世界の高齢化[4]

筆者が在籍していた日本IBMでは、2010年よりベテ
ランからのスキル継承を組織課題として取り組み始め
た。このスキルの継承は技術力よりもプロジェクトに
向き合う姿勢や態度の継承の方が、遙かに困難でメン
タリング手法の改善が検討され、IBM本社の全社PMO
に相当するPMCOEと、メンタリングのグローバル・ガ
イドを開発した。タスクを起こしガイド開発を指揮し
たが、それだけで改善できる訳はなく、日本では引き
続き試行錯誤が続いた。徐々に判明してきたのは、メ
ンタリングの成果は、メンターよりもメンティのマイ
ンドに大きく依存すること、極めて個人差が大きく定
量的な成果評価が容易ではない事だった。行動変容が
生まれているのかどうかを、確認し評価する方法につ
いての検討が必要になったが、なかなかこれといった
手法を見つけることができず、現在でも、課題の一つ
と認識している。

2.2 試行錯誤
リフレクションの重要性を判ってもらい、促すために
研修を企画することにしたが、ここでもまず上位認定
レベルのIBM-PMたちに受講生になってもらい、多大
なヒントと改善のアイデアを得ることができた。筆者
は2011年6月に定年退職するまでに、10名程度のクラス
に対してリフレクションとコンピテンシーの演習を行
い、延べ100人程度の研修を実施し、改善・改訂を続け
る事ができた。そこで重要な事実が得られた。

2.1 リフレクション(内省)の重要性の発見
PMが自分の役割や責任をどのように認識しているか、
認識のレベルや内容について、外部から伺う事はほぼ
不可能なので、プロジェクト・メンバーや周囲のステ
ークホルダーはその行動、振る舞い方から類推する非
言語的(Nonverbal)コミュニケーションをもとに、その
真摯さをくみ取っているものと思われる。もしPMが自
らの果たすべき役割・責任をしっかり自覚していれば、
それにふさわしい行動を取りたいという動機が生まれ
ると考えられる。何人もの正式認定されたIBM-PM（以
下「IBM-PM」）たちとの面談を通じて、責任感や使命
感はそうして生まれているものと考えられた。 つまり、
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仮説3 「へえ～」が気づきの第一歩
リフレクションによって自己認識を高めて欲しいの
だが、自己認識は、人と自分の考え方や見方が違うこ
とに気づく事、つまり「へえ～、そうなんだ」という驚
きが最初に起こるのだと気がついた。そこで、できる
だけ他人と自分の考え方の違いに遭遇する機会を作り
たいと考え、Short Storyと呼ぶプロジェクトのスナップ
ショットの様な一断面を文書に起こしてもらい、これ
を演習題材に使って見ることを思いついた。 Case
Methodは、ハーバード大学のクリストファー・ラング
デルが提唱した手法としてつとに有名であり、Case
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Study手法として定着しているが、そこには事実として
の決着が“正解”として用意されている。筆者が目指
したかったのは、正解ではなく、他人と自分の考え方
や経験・知見、姿勢や態度の違いに気づいて欲しいと
いうことである。つまり実際に進行しているプロジェ
クトの中で、何が適切なPM行動か？に対する答えは一
つではない、そういう正解は無いのである。しかし、
一人一人のPMには、自分にとっての正解がないと困る。
解は沢山あるが自分にとっての正解は必ず見つけなけ
ればならない。
プロジェクトでは苦境に直面する場合がある。そん
なときに自分の解に自信が持てないと行動がブレてし
まう。自分らしい解を求めるためには、自分と他人と
は必ずしも同じアプローチにはならないかもしれない
と言うことに、早く気づく事、いろいろ異なる意見や
経験・知見に遭遇する事を、「へえ～」と面白がる余裕
が欲しい。これはある種の自負心(Self Esteem)、自己へ
の確信が必要という事なのかもしれない。これらもリ
フレクションによる、肯定的な自己認識が得られると
醸成されるものなのであろう。Short Storyは、A5程度の
シートに、自分がPMとして直面しているプロジェクト
の困難な部分について、自由に記述してもらうもので、
その人なりの小さなストーリーを語ってもらえるもの
として開始した。効果は劇的であった。イメージをつ
かんでいただくために、図6に、Short Storyの例を示す。

図6

図7にダブル・ループを支える当事者姿勢についての
レベル分けを示す。目標を設定し、それに向けた行動
をとり、結果から学び、あきらめずに再チャレンジす
る。ガッツで問題を解くよりフィードバックから自分
の行動を訂正し、目標を再設定し達成を目指すように
なって欲しいからである。
一連のアイデアをまとめたものがRADAFモデルと
名付けた図1であり、既に神庭ＰＭ研究所として600名
近い受講者を得て、このモデルがある程度有効である
ことは明確になった。

図7

当事者能力のレベル

ショートストーリーの例

演習を行う仲間の誰かの実事例が題材に選ばれ、こ
の状況下でPMとしてどのような対応を取れば良いの
かを、議論し発表を通じて「気づき」を得てもらおう
という試みである。
Short Storyから、以下の事が推測できるようになった。
①書き手の視線、視座、姿勢がわずか数行の文章でも、
うかがい知ることができる。
②特に、PMマインドを持てているかどうかは、かなり
明瞭に読み取れる。それは様々な課題に対して、受動
的な姿勢で課題を受け止めているか、引き寄せて自
分の判断で対応しようとしているかどうかが、推測
できるということである。
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図8

Short Story演習ワークシート

演習に用いるワークシートの例を図8に示す。例えば
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初めて演習に参加する受講者の多くは、SEあるいはIT
スペシャリストの背景を持っている。Short Storyを読ん
で、各自が①課題を考え、②どうすべきかを考えるの
だが、作業時間の50%から80%を、課題・問題の洗い出
しに割いている。課題が洗い出せれば、それぞれ解決
策を記述すれば良いと言うのが、これまでの習慣、生
活態度であろう。これでは、課題管理や進捗会議での
検討と変わらない。
しかし、何回もの演習を通じて、次第に課題は課題
だが、PMとしてそれをどう受け止めるか、どんな状態
にもって行かなければならないのかを考える様に変わ
ってくる。つまりPMとしての役割と責任をベースに組
み立て方を変えようとし始める。この変化には個人差
が大きく、変われない人もいれば、たちまちPMスタン
スで考える事ができるようになる人もいる。時間配分
にも変化が起きてくる。作業時間の20%～40%で課題
を押さえると、後はPMとしてどうすべきかに検討の軸
足が移り始める。「べき論」の議論もあるが、本当にで
きるのか？を振り返ると、やるべきだとは思うが、今
の時点ではできそうもないなど、現実のプロジェクト
では、これらのジレンマはいくらでも起こりえる。立
ち止まるのではなく、なんとかわずかな可能性であっ
ても、事態を前に進める事はPMの責務である。
つまり、できない行動は何も生まない、状況が厳し
くてうまくいかない、いきそうもないのであれば、で
きる事は何かと模索することができるか、あるいは、
できるようにようになれるかどうか。ダブル・ループ
を実際に行えるかどうか、などが演習を通じて、受講
者の変化として観察することができる。残念ながら全
員がそうなれているわけではないが、研修の目指すと
ころはそこである。

振り返り、気づかなかった別の視点を得る、などに役
立った。またリチャード・ボヤティスのコンピテンシ
ー・モデルは、参加者一人一人が独自の判断基準をも
っていることは自然な事だと考える大切な契機となっ
た（図9）[9]。
タマネギの皮むきの様にパーソナリティをたどって
いくと、根幹にもって生まれたコアのパーソナリティ
があり、成長するにつれ、自我、自意識が生まれ、友人
やけんか、対立などの対人関係から、社会性や倫理、

図9 ボヤティスのコンピテンシー・モデル[9]

マナー、正義感などを学び続け、社会人になってから
の経験からは、業務知識、業務スキルを習得し今の自
分に至る。人間は経験の生き物であり、同じ経験を共
有できる人はいない。一人一人が過去の経験から学ん
だ知見や見識に基づいた、価値観や問題意識、あるい
は危機感をもっているのである。演習の中でShort Story
に対する反応や見方の違いは、違って当たり前、違う
意見に出会うことで、自分の“自分らしさ”に気づく
事ができると考えられる。人々が創造的なアイデアに
触発されるのは、違う経験、違う見識が出会う場で、
起きるのだということだ。
しかし、それはまた、適切とされる行動が人によっ
てバラバラになるということでもあり、経験の蓄積や
継続的な行動能力向上が困難になるということでもあ
る。汎用的な適切行動についての枠組みがあれば、具
体的行動を取ろうとする場面でのテンプレートとして、
自らの行動を客観視する事ができるはずだと考えて、
行動の試行錯誤、フィードバックから振り返り
(Reflection)をする際にPMCDフレームワークを適用す
ることを推奨する様にした。
RADAFモデルをもう一度振り返ると、①PMとして
の役割・責任を意識的に考える(Reflection)。②その役割
を果たそうという意欲が自分の中にあるかどうか、自

3. PMCDフレームワーク(プロジェクト・マネジャー・
コンピテンシー開発フレームワーク)の活用
殆どの参加者は、PMは状況に応じて適切な行動を取
らなければならない事を自然に受け止めているように
見受けられる。しかし実際には個人それぞれが、自分
の過去の経験から学んだ対応方法や問題意識、危機感
などによって無意識的に行動をとっている。PMIの
PMCDフレームワークはPM個人の行動様式に着目し
た殆ど唯一のものである。初版から、2007年、第2版が
発刊[5]、2009年、日本語版[6]も発刊された。2017年第
3版[7]が発刊、2020年3月に日本語版[8]が発刊された。
コンピテンシー開発を目指す場を提供したいと設計し
てきた演習中心の研修は、第2版に基づいて経験を蓄積
してきた。ワークシートの④、⑤、⑥に、“②PMとし
てどうすべきか”に対応するPMCDフレームワーク上
のコンピテンシー要素を選ぶことで、網羅的な検討や
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問自答し納得する(Awareness)。この段階で腹落ちしな
い場合はPMを引き受けるべきではない。この段階は、
自分の中にPMロールモデルが出来た、といってよい。
そして、③そのロールモデルに沿った行動を取りたい
という強い動機が生まれる(Desire)。そして、④実際の
行動がとられる(Action)。うまくいったかどうか、⑤行
動の結果(Feedback)から、次の行動を調整するという事
が繰り返される。Action / Feedback にコンピテンシー・
フレームワークがあることは、一人一人が手探りで経
験を積み重ねることに比べれば、非常に大きなメリッ
トをもたらす。

ど変化の時代に適応した充実ぶりである。PMCDフレ
ームワークも第3版になって、プログラム・マネジャー、
ポートフォリオ・マネジャーのコンピンシーという垂
直方向へのロール拡大がカバーされて、PMの果たす役
割への期待が拡大し続けていることが判る。これら新
しいロールへの期待は、既にPMの行動範囲、内容に大
きな影響を与えている。拡大するコンピテンシー要求
にどう答えていけば良いのか、どのようにその能力獲
得を図ればよいかが、現時点の大きな課題である。
PMBOK🄬🄬ガイド自体も、次の第7版では知識エリアベ
ースからパフォーマンス・ドメイン単位に大きく構成
が変わる。
時代の要請に応えて、改訂が進むことは素晴らしい
ことで、我々も変革の時代に応じたコンピテンシーを
獲得することが必要である。日本社会の前例踏襲とか、
年功序列とかが制度疲労を起こしていることは、斬新
な製品やサービスがなかなか生まれない事にも関係し
ているようにも思える。個人の覚醒がコンピテンシー
獲得にはもっとも重要である。
持続的に能力拡大を図れるかどうかについて組織の
責任は重い。
今後、特にReflectionの効果的な実施には、もっとノ
ウハウが欲しい。図10は、一般社団法人 学び続ける教
育者のための協会が、紹介しているReflectionのサイク
ルである[11]。

4. DX時代に向けての課題
ある企業の協力を得て、コンピテンシー演習・研修
の効果を追跡してもらった事がある。受講後、半年後、
一年後の調査によれば、PMとしての行動様式の向上意
欲は殆ど衰えていない事が判った。“自分に気づく”
事の効果は絶大といってよい。しかし、当事者能力レ
ベルの自己採点は、L2-L2, L3-L3と変化していない割合
が多く、L2-L3、L3-L4など期待したほど向上していな
い事も判った。おそらく組織のプロジェクトに対する
意識の持ち方やPM個人のコンピテンシー向上にそれ
ほど熱心ではないなどマネジメント側に課題が多いよ
うに思われる。
COVID-19対応を契機として、社会に大きな変化が生
じようとしている。テレ・ワークを契機に、できる社
員とそうでない社員、できる上司とそうでない上司な
どが浮き彫りになってくる。画面を通して議論も会議
もできるが、画面の向こうにいるのは“個人”である。
企業のパフォーマンスが個人に依存していることが広
く理解されるようになると、出勤さえすれば仕事をし
たことになるような部署は様変わりとなる。全産業規
模で大半の企業が赤字決算となり、生き残るために、
新しいビジネス・モデルを模索することが必須となっ
ており、文字通り死活問題である。個人の能力開発に
は強制や懇願ではなく、内発的な動機こそ最重要であ
る[10]。
DX(Digital Transformation)は、デジタル・イノベーシ
ョンと言われる先端ITを用いて、企業変革を起こそう
とするもので、変化の大きさとスピードの要求から企
業戦略と連携したプロジェクトの実行が急務となって
いる。PMIも新しいデジタル・スキルの必要性を主張し
ているし、PMに対してもタレント・トライアングルを
提唱し、ロールモデルが変わってきたことを訴えてい

図10 ALACTモデル[11]

ここでも、行為－振り返り－気づき－選択肢拡大－
トライアルという、ダブル・ループ型のモデルで、教
育者のReflectionモデルとして、日常化、習慣化を推進
されている。現場で実践されているからこそのノウハ
ウでもあり、今後学んでいきたい。

る。PMBOK🄬🄬ガイドだけでは不十分だと言うわけであ
る。PMIが近年発刊している標準や実務ガイドは、
Program/Portfolio Management か ら 、 Business Analysis,
Benefits Realization Management, Change Managementな

5. 終わりに
筆者の今後の研究課題をあげて、本稿のまとめとす
る。
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Reflection を促す方法の改善
コンピテンシー概念を上位マネジメントにも理解
してもらえる方法を模索する。

[5] Project Management Institute, Project Manager
Competency Development Framework – Second
Edition, 2007.
[6] PMI日本支部監訳, プロジェクト・マネジャー・
コンピテンシー開発体系 第2版, 2009.10.
[7] Project Management Institute, Project Manager
Competency Development Framework – Third Edition,
2017.
[8] PMI日本支部監訳、プロジェクト・マネジャー・
コンピテンシー開発フレームワーク 第3版,
2020.3.
[9] Richard Boyatizs, Managerial and Leadership

Program/Benefits
Realization/
Business
Analysis などの企画時に PM が呼ばれるような能
力獲得をどう可能にするか、その方法を検討する。
 オープン・イノベーションを実現できる PM 像を
具体化し、演習・訓練できる方法を検討する。
これらは筆者の課題であるが、PM タレントコンピ
テンシー研究会はその課題にヒントを得たり、討議し
たりできる場である。関心のある方の参加を呼びかけ
たい。
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