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17 DX 時代に生き残るために
プロジェクト・マネジャーの“自己変革のすすめ”
－その成否の鍵は、成功率 51％の挑戦的プロジェクトにおける
タレント・トライアングルの実践だった！？－
勝連 城二※1
※1 PM イノベーションオフィス 51
概要：DX 時代の大きな変化の中で、従来の考え方と手法のままではもはや時代に通用せず、企業において経営改
革、組織開発、働き方改革が急務の中で、プロジェクト・マネジャー（PM）として、さらには個人としての自己変
革が求められている。破壊的なデジタル技術による変化に対応するために PM として、PMCD フレームワークベース
のタレント・トライアングルの実践を通して、成功率 51%などの困難な挑戦的プロジェクト等に取り組むことが必
要なのである。そのプロジェクトの体験の中から、多くの気づきと教訓が得られ、その結果、PM としての従来の
マインドセットからのシフトを実現し、
“プロジェクト・マネジャー（PM）の自己変革”と DX 時代に生き残るため
の PM のマインドセットを獲得することができる。
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Encouragement for Self-Reformation of Project Managers
to Win Struggle for Existence in DX Era
– Key Factor for Success was the Executions of the Talent Triangle
Through Success Rate 51% Challenging Projects –
Joji KATSURA※1
※1 PM Innovation Office 51

Abstract: The present time, a project manager is required to obtain self-reformation for creation of new business models by
realizing business revolution and organization development in Digital Transformation Era. Project managers should execute
the PMI Talent Triangle® based on PMCD framework to obtain the success of the challenging projects while the change of
destructive digital technologies. By managing to success rate 51% challenging projects, we can obtain many lessons and
awareness through practicing of those projects. As a result, we will obtain the self-reformation and new mind sets to win the
struggle for existence as each project manager.
Keywords: Project Manager, Self-Reformation, Talent Triangle, Competency, Challenge, DX

1. はじめに

本報告では、私自身が55歳を超えてから60歳までに
取り組んだ、人生において大きな節目と位置づける“3
つの挑戦的なプロジェクトに対して、タレント・トラ
イアングルの実践”により得られた多くの教訓及び“自
己変革のヒント”について報告する。
さらに、自己変革のために何が必要であり、自分に
とってどのような経験が自己変革に影響を与えたかの
分析を行い、“挑戦的プロジェクト”の成功をもたら
すために必要な“PMのマインドセット”についても提
案する。

DX 時代の多くのプロジェクトにおいて、新たなビジ
ネスモデルの創出のために、組織も、他人も変えるの
は大変難しいと言われる中で、時代の大きな変化に対
して変わるべきは、まず自分から”ということが突き
つけられている。つまり、“プロジェクト・マネジャー
（PM）の自己変革”の取り組みを行うことにより、DX
時代の大きな変化に対応し、PM としての従来のマイン
ドセットからのシフトを進め、プロジェクト・マネジ
ャー・コンピテンシー開発（PMCD）フレームワーク[10]
ベースのタレント・トライアングルの実践により、挑
戦的プロジェクトの成功をもたらし、DX 時代に生き残
るために必要な PM のマインドセットも獲得できると
考える。

2. タレント・トライアングルの実践の重要性
現代は、産業革命以来の大きな変化の時代の到来で
あると言われている。図 1 に示すように、2012 年の“ワ
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ークシフト”[2]さらには、2016 年の“ライフシフト”
[1]の著者であるリンダ・グラットン教授は述べている。
働き方に大きな“3 つのシフト”が起こるだろう。もは
や未来は、過去の延長線上にない。さらには、人間の
寿命はさらに延びて、“100 年時代の人生戦略”の課題
を我々に時代が突きつけている。それでは、DX 時代の
今、PM がやるべきことは何なのか、どう行動したらい
いのかが問われている。

図 1

DX 時代の生き方

てプロジェクト・マネジャー・コンピテンシー開発
（PMCD）体系を適用する以下の、3つの領域のスキル・
セットで構成されているのである。
「1」戦略的及びビジネスのマネジメント
プロジェクトと経営戦略との整合を確保し、ゴール
を達成するために必要なビジネス関連の知識群
図２に、その「1」戦略的及びビジネスのマネジメント
についてまとめている。

図 2

破壊的なデジタル技術がもたらす予測困難な未来は、
我々が幸せになる、望むべきすばらしい社会になるこ
とではじめて真の DX 時代と言える。しかしながら、現
実は先が見通せない時代で、誰かが正解を持っている
訳ではない。大きな困難が待っていると考える。私の
好きな“イチロー語録”の中に、2020 年には次のよう
な内容があった。
 さらに前進するために、毎年バッティングフォーム
を変えている！＝＞進歩するために、常に新しいチ
ャレンジが必要だと信じている。
 近年、指導する側より、指導される側の方が力を持
っているように感じている！＝＞成長とは、前進と
後退を繰り返し、少しだけ進むこと。
このことは、“変えるのはとても勇気のいること”
であり、さらに“自分が自分で教育すること”という
重要な行動指針を教えてくれていると考えられる。で
は、我々は、いま、何をすべきなのか？
多くのPMがご存じかもしれないが、PMI日本支部編著
の“タレント・トライアングル”[6]が、なぜDX時代の
PMスキルと言っているのか？ この書籍内容の検証の
ため、どんな内容であり、どんな行動指針となり得る
のかの重要なポイントについて、詳細に分析した内容
を以下に、“タレント・トライアングル”及びPMBOK®ガ
イド第6版[7]をベースで説明を行う。
タレント・トライアングルの実践のための内容とは、
プロジェクト・マネジャーに必要とされるスキルとし

「1」戦略的及びビジネスのマネジメント

「2」テクニカル・プロジェクトマネジメント
プロジェクトマネジメント、プログラムマネジメン
ト[8]、及びポートフォリオマネジメント[9]の特定の
領域に関連する知識、スキルおよび振る舞い。役割を
担うテクニカルな側面
図3に、その「2」テクニカル・プロジェクトマネジメン
トについてまとめている。

図 3

「2」テクニカル・プロジェクトマネジメント

「3」リーダーシップ
チームを統率してモチベーションを与え組織の事業
目的を達成する上で必要な知識、スキル及び振る舞い
図4に、「3」リーダーシップについてまとめている。
これらの三領域の内容は、PMが目指すべきスキルの理
想とも言うべきレベルであり、これらをすべて獲得し
たPMは、ほとんど存在しないと言えるのではないか。
しかしながら、PMとして目指すべきスキルであり、自
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己変革によりイノベーションを起こし顧客価値を創造
する時代が求めるリーダーとなるべきスキルであり、

図4

ライフサイクル・マネジメントの観点でベネフィット
の最大化を実現することが、最も重要となると考えら
れる。ここで、私は挑戦的プロジェクトを成功率51％
のプロジェクトとして定義させていただく。いわゆる、
あくまで個人の判断ではあるが、成功率が半分より1％
高く成功の可能性が51％と“直感”で成功するかもし
れないと考えられるプロジェクトの取り組みである。
直感による意思決定の理論的な根拠を説明するため、
図6に、ロビンス氏[4]による直感による意思決定の位
置づけを重要とする内容を提示する。

「3」 リーダーシップ

日々のプロジェクトマネジメントの実践を通してのス
キル向上が最も重要となると考えられる。

3. 挑戦的プロジェクトの意味
プロジェクトは、成功と失敗の繰り返しとも言える。
しかし、組織において、プロジェクトの成功と失敗に
ついてどう考えるか、DX時代においてどうあるべきか、
以下のあるプロジェクト事例を紹介する。
図5に、シドニー・オペラハウス[11]のプロジェクト
の概要を示す。このプロジェクトは、期間4年の計画が
14年かかり、コストは、約14倍オーバーの大赤字の中、
世界最大級のパイプオルガンを完成させたのである。
このプロジェクトは、失敗プロジェクトとしての１つ
の評価がされると考えられる。しかしポートフォリオ、
プログラム、プロジェクトマネジメント（PPPM）の観
点で、プロジェクトライフサイクルの評価としては、

図6

4. 挑戦的プロジェクトによる自己変革
プロジェクトは、成功と失敗の繰り返しとも言える。
私自身が、55歳から60歳の間に取り組んだ挑戦的プロ
ジェクトとして直感的に成功率51％と定義するプロジ
ェクト取り組み事例を以下に説明する。それぞれ、多
くの人が成功するには程遠いであろうと思うレベルの
挑戦的プロジェクトである。図7に、3つの挑戦的プロ
ジェクトの概要を一覧にして説明している。

図7
図 5

意思決定の分類

3つの挑戦的プロジェクト事例

シドニー・オペラハウス

成功率51%の挑戦的プロジェクトのテーマとは?
＝＞どんなプロジェクトで、いつ挑戦したのか？
I．55歳の時（2012年）勤続30年のP社を退職し、セカン
ドキャリアの実現のための挑戦
II．59歳の時（2017年）勤続4年の中小T社を退職し、定
年のない会社への転職に挑戦
III．60歳の時（2018年）会社に転職後、勤続1年、“人
生60歳で、新たな挑戦的プロジェクト”

成果として、20世紀を代表する近代建築物。1981年に
世界遺産に推薦され、2007年、文化遺産として世界遺
産登録され、国家的にも社会的にも多大な功績を挙げ
た成功プロジェクトとも言える社会貢献を果たしてい
る。このように、DX時代のプロジェクトの評価は、タ
レント・トライアングルにおける、テクニカル・プロ
ジェクトマネジメント（PPPM）によるマネジメントで、
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挑戦的プロジェクトI，II，IIIの取り組みにおいて、
タレント・トライアングル：「1」（戦略的及びビジネ
ス）,「2」（テクニカル），「3」（リーダーシップ）
の実践により得たスキル向上及びプロセス資産につい
て、以下まとめて説明する。

かが変わることにより、人は、変われると述べている。
これによると、私自身が挑戦的プロジェクトで取り組
んでいたテーマである転職は、この3つの方法をすべて
同時に含むことになり、人が変わる可能性が非常に高
いという説得力が非常に高いと言える。挑戦的プロジ
ェクトの取り組みにより得られた多くの気づき、教訓
は、自己変革のヒントを与えてくれることがわかった。
図8にその内容をまとめて説明する。
2回の転職プロジェクト及びIIIの挑戦的プロジェク
トの実行の結果は、プロジェクトライフサイクルで体
験した価値観の変化と気づきをもたらし、さらには、
全く異なる風土に適合するために重要となるマインド
セットのシフトとマネジメントの実践の内容を図9に
まとめた。

挑戦的プロジェクトI：
1．57歳役職定年も近く、60歳以降の人生戦略、成功す
るまでプロジェクトを連打前提で戦略策定
2.退職後のリスク低減のため同時に、自営事務所設立
1年以内の目標期限終了の直前に、転職を実現
3．組織の規模に関係なく、やりたい仕事ができる会社
を選ぶためあらゆる手段で挑戦し、初心貫徹実行
挑戦的プロジェクトII：
1．毎日新たな募集を申し込み、次々施策を投入し、あ
きらめない継続したマネジメント実行する戦略
2．51％の成功率で、やりがい、働き甲斐のある定年の
ない会社を1年以内に達成する高い目標設定
3．人格コンピテンシーを発揮し、前向きに一貫して目
標を実現のため自らを鼓舞し続ける心構え
挑戦的プロジェクトIII：
1．自らの顧客経験（CX)を試行し続け、何が自己実現
につながるかを探求し続けるライフシフトの戦略
2．挑戦的プロジェクトの実践で得られた成果、気づき
を自己変革にフィードバックするマネジメント
3．自己変革のためのリーダーシップ、マインドセット
を分析反省し、新たな行動でEIの向上を獲得

図9

自己変革のヒント

挑戦的プロジェクトにおいて、タレント・トライア
ングルの実践により獲得する多くの価値観の変化と気
づきは、自らの“自己変革のヒント”となることがわ
かった。そして、最も重要なのは、リーダーシップ、人
間力、人格コンピテンシーであるということが分析で
きた。図9に説明するように、重要となるスキル項目と
して5項目ほど挙げることができる。

挑戦的プロジェクトの実践から得られるタレント・
トライアングルのスキルの向上として、特に自己変革
をドライブする領域として、「3」リーダーシップが挙
げられると考える。図8に、大前健一氏[5]による人が
変わる3つの方法を示している。

5. DX時代のプロジェクトマネジメント
自己変革のドライブとなるPMのスキルとしてのタレン
ト・トライアングル:「3」リーダーシップという領域

図8

と、PMのコンピテンシー及びPMBOK®ガイド第6版との関
係を図10に示す。
PMCDフレームワークにおける人格コンピテンシーと
PMBOK® ガイド第6版の人間関係スキルと整合性を持っ
て、上位の概念として位置づけられることがわかる。
したがって、DX時代のPMとして必要なスキルとして3つ
の領域があり、自己変革のドライブするものとしてリ
ーダーシップ、特にその中でセルフ・マネジメント又
はセルフ・リーダーシップが重要であり、従来のマイ
ンドセットのシフトが求められる。さらには、PMとし
てDX時代に破壊的なデジタルテクノロジーとして何を

人間が変わる3つの方法

”1：時間配分、2：住む場所、3：付き合う人 “のどれ
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対象に、プロジェクトマネジメントにより顧客価値の
創造に取り組む必要があるのか、大きな課題が立ちは
だかっている。

図10

投資としてどれだけ効果となったか、プロジェクトの
スコープを満たすだけでなく、目標達成とプロジェク
トライフサイクルにおける成果がどれだけ生まれたか
が重要となる。これらのマインドセットのシフトを早
期に実現し、組織及びリーダーとして、俊敏性、柔軟
性さらに学習し続ける姿勢が求められている。

タレント・トライアングルの位置づけ

図11に、5つの破壊的なデジタルテクノロジー[12]を
示している。それらは5G、クラウド、IoT、BIG DATA及
びAIと言われている。その内容は、2019年,USAコロラ
ド州で開催された米国PMI主催PMOシンポジウムにおい
て発表された内容で、グローバルなマネジメントのシ
ンポジウム情報として、最新且つ重要な位置づけのも
のと言える。

図11

図12 PMOが求められるマインドセット

6. “自己変革のすすめ”
DX時代に生き残るために、PMのマインドセットのシ
フトが求められることは、ご理解いただけたと考える。
また、その項目として具体的に提示したので、PMはこ
れを実践するだけである。どうすれば、自己変革を進
めることができるのであろうか？それは、私自身が挑
戦的プロジェクトの取り組み結果からの教訓より得ら
れたタレント・トライアングルのリーダーシップ、そ
の中のセルフ・リーダーシップであった。このセルフ・
リーダーシップは、優れたリーダーになるための4つの
資質：4Eリーダーシップ[13]を唱えた故GE会長ジャッ
ク・ウエルチ氏が述べている資質のENERGYに相当する
資質と考えることができる。

5つの破壊的デジタルテクノロジー

これらの5つの破壊的デジタルテクノロジーに対し
てPMは、専門スキルを持つのが目的ではなく、プロジ
ェクトとしていかに新たな価値創造のために活用でき
るかが重要となる。CX（顧客経験）に感動を与える新
たな価値創造がポイントとなる。
さらに、組織においても変革が求められているポイン
トは、PMO（プロジェクトマネジメントオフィス）の組
織、それに所属する人としてのリーダーシップの再定
義である。具体的には、サーバントリーダーシップの
重要性、チームリーダーの再定義及びチームメンバー
の成果の最大化などとなる。図12に詳細の項目[12]を
示している中で特徴的なのは、正しくマネジメントす
るだけでなく、正しいことを行うリーダーとしての役
割であり、プロジェクト予算という考え方ではなく、

図13

4Eリーダーシップ

図13に示した時代が求めるリーダーシップの資質は、
まさにDX時代のPMにとっても必須の資質であり、自己
変革を行うために、重要な資質“ENERGY”であり、これ
がまさにセルフ・リーダーシップそのものであると言
える。自らエネルギーに満ち溢れていること、リーダ
ーとしてメンバーを引っ張る前に自分を引っ張る資質
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なのである。これが、マインドセットのシフトを進め、
高いレベルで自己変革を達成できるのである。
タレント・トライアングルの中で述べられているよ
うに、リーダーシップのスキルを高いレベルで獲得す
るためには、図14に示すように、心の知能であるEIの
能力を高める必要がある。

(2)考えるより、行動するという“マインドセットのシ
フト”が、自分の内外の変化をドライブし、自己変
革を加速させる。生き残りをかけて行動する勇気を
振り絞り、実践しながら反省と熟考を繰り返し、継
続して努力を行うこと
我々は、DX時代の大きな変化の波にさらされている。
すべてはPMの自己実現のために、“成功率51％挑戦的
プロジェクト“の成功を信じ、タレント・トライアン
グルの実践を行い、生き残りをかけて、継続的に自己
変革に取り組むことを、PMは今、強く求められている。

7. 今後の活動
自らも、常に新たな挑戦的プロジェクトに取り組み
続けていくことで、100年時代の人生戦略を実行し、人
生の充実、さらには自己実現を目指していきたいと考
えている。

図14 EIに必要な3つの能力

参考文献

EIに必要な能力は、“共感力”、“自己認識力”、“感
情のコントロール”であり、これらを高めることによ
りセルフ・リーダーシップの能力が高まり、その結果、
自己変革が進む。この継続的な努力により、より充実
した人生を獲得し自己実現に近づくのである。
私がここで最も強調したいことは、EIは年齢に関係
なく伸びる能力であり、継続的な努力により獲得でき
るスキルであるということである。
3つの能力の中で、共感力には傾聴のスキル、感情の
コントロールにはコンフリクトマネジメント、自己認
識力にはセルフコーチングのスキルを向上させること
が重要となる。特にこの自己認識力を高めるには、気
づきが必要となる。この気づきを得るためには、人は
どのようなマインドセットが重要なのか考えてみてほ
しい。それには、4つの心構え：謙虚、素直、反省、勇
気が求められる。この中で最も困難なのは4番目の勇気
と私は考えている。知識を得ることは多くの場合容易
にできるが、気づきを得て、実践すること、行動する
ことが、人にとって最も難しいことであり、それがな
ければ成果はゼロとなる。問題から目を背けないこと、
あきらめず前に進むこと、さらに挑戦する勇気がなけ
れば、大きな成果を獲得できないのである。
これまで述べてきた“自己変革のすすめ”を実現す
るために、DX時代に生き残るために、PMがやるべきこ
とを以下にまとめる。
(1)DX時代の組織の内外の変化に気づき、その変化に対
応するために自己認識力を高め新しい自分を構築
するため“セルフ・リーダーシップ”力を向上させ
ること
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