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スキルを持つプロジェクトマネージャー(以下PM)が不足している現状に
企業ができることは、人材確保 ⇒ 人材育成

はじめに

深刻化する高度IT人材の不足
経済産業省の試算*1 によると、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足する可能性があるとのこと。これは「量」の

みならず「質」も問われており、高度なスキルを持つIT人材の確保は企業にとって重要な課題と言えます。

プロジェクト遂行上の課題に直面する現場の声
弊社プロジェクトマネジメント系研修の受講者に受講目的をヒアリング*2したところ、幅広い年代で「現場で“今”困ってい

るから」という回答がありました。

– 他部門との調整において認識の擦り合わせができておらず、後から作業が追加になることが多い

– 人材リソースの割り当てやスケジュール立案などプロジェクト管理が適切にできていないと感じる

– 顧客との打ち合わせで時間がかかることがある。効率的な説明が必要と感じる など

関係会社や部内のコミュニケーション、進捗管理やリソース調整など、プロジェクト遂行に関するPMスキル不足に直面し

ている現場の状況が見て取れます。DX推進にともなってますます増えるであろう様々なプロジェクト。これを適切に遂行

できるPMの育成もまた、喫緊の課題です。

*1 経済産業省「IT人材需給に関する調査」(2019年4月) *2 NECマネジメントパートナー実施「研修受講に関するWebアンケート」(2021年12月)
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プロジェクト参加者に求められる能力は業務スキルだけではない
そして、それらの力は学習し強化することができる

プロジェクトマネジメント人材に求められる能力

私たちの身の回りには、大小さまざまなプロジェクトがあります。
プロジェクトは、様々な人が、それぞれの立場で最大限のパフォーマンスを発揮することが求められます。それぞれが
現場で経験を積み重ねることは大切ですが、「失敗を避け」「より効果的・効率的」にプロジェクトを進めるために、
学習や能力強化を図ることが「必要不可欠」です。

プロジェクト参加者が鍛えるべき能力

プロジェクトマネジメント力
すべての基本となるプロジェクトマネジメン
トの力。
VUCAの時代に適合できるプロジェクトマネ
ジメント力が求められています。

対人関係力
ステークホルダーが最大限のパフォーマンス
を発揮するための力。
プロジェクトを正しく理解し、協力体制を構
築・維持するための力が求められています。

ビジネス貢献力
お客様のビジネス課題を理解し、解決する力。
顧客や自社のビジネス・経営の理解、その理
解に基づく提案型のプロジェクトになること
が求められています。

プロジェクト進行には個々の能力強化が必要

プロジェクトに関わる方の「成長の過程で強化するモデル」を提案します(次ページ)
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人材レベル プロジェクトマネジメント力 対人関係力 ビジネス貢献力

PM(中規模程度)

ピーク時50名程度のPJ/
高難易度のPJを効果的に
マネジメントできる

PM(小規模程度)

・ピーク時10名程度のPJ
を効果的にマネジメン
トできる

・PM初心者

プロジェクト
リーダー

上位者の監督の下、一部
のマネジメントができる

プロジェクト
メンバー

メンバーとして効果的な
行動ができる

プロジェクトマネジメント人材レベル別 研修マップ

CO069

ストラテジック･プ
ランニング･ワーク
ショップ(SPW) ~戦
略的なビジネスプ
ランを創出する~

CO104

ストラテジック・エ
グゼキューション・
ワークショップ
(SEW) ~戦略プラン
を確実に実行する~

HSA17

遠隔_ラテラルシン
キング研修 ~新たな
発想を生み出す力を
養う (9906010)

CO135

経営戦略研修
(3250200)

CO132

問題解決研修 ~ビジ
ネス上の問題を解決
する (2100000)

CO13D

遠隔_仮説構築力向上
研修 (9906007)

AF05E

遠隔_財務基礎研修
(9904008)

CO021

フレームワークを活
用した問題発見と解
決

HS132

創造力開発－やわら
か頭創造－

HS9EA

遠隔_リーダー育成研
修 ~周囲を巻き込む
影響力強化編(2日間)
(9904032)

HS9C7

説明力向上研修 ~管
理職が遭遇する、タ
フな状況での説明力
を鍛える (2650006)

HSA1D

リモートワーク時代の
現場力を上げる合意形
成と対話醸成ファシリ
テーション講座

HS9E9

遠隔_リーダーシップ
研修 ~サーバント・
リーダーシップで部
下の成長を促進する
(9904013)

HS9FF

遠隔_交渉力向上研修
~ネゴシエーション
スキルを上達させる
(9908005)

HS9E6

遠隔_人を動かすコ
ミュニケーション研
修 ~キーパーソンへ
働きかける編
(9901014)

HS9EB

遠隔_(若手向け)ロジ
カルシンキング研修
～情報を整理し、結
論を導く (9906008)

HS9FA

遠隔_対人関係構築研
修 ~円滑なコミュニ
ケーションのための
スキルを習得する
(9901008)

HS9FB

遠隔_コミュニケー
ション研修 ~相手目
線で考え、良好な人
間関係を築く
(9901004)

HS9BC

分かりやすい説明の
仕方研修 (1200699)

HS9F7

遠隔_報告書・議事録
の書き方研修
(9907012)

HS9F8

遠隔_(若手向け)コ
ミュニケーション研
修 ~デキる｢ホウ･
レン･ソウ｣ (9901006)

PJ286

ケースで学ぶプロ
ジェクトマネジメン
ト問題解決力強化
コース

PJ292

事例で学ぶプロジェ
クト計画力強化コー
ス

PJ293

事例で学ぶプロジェ
クト管理力強化コー
ス

PJ112

PMBOK(R)ガイド概
説

PJ918

プロジェクトマネジ
メント基礎

PJ166

プロジェクトマネジ
メント－入門編－

PJ253

メンバーのためのプ
ロジェクト入門

LS:3.75 SM/BM:2LS:10.5

LS:5.75LS:5.75 LS:3.75 SM/BM:2

LS:5.75 LS:5.75

LS:5.75 LS:5.75

SM/BM:13 LS:4 SM/BM:1.75

LS:3.75 SM/BM:2

LS:12

LS:10 SM/BM:4

LS:6 SM/BM:1

LS:5.75

LS:15

TPM:15 TPM:15

TPM:7 TPM:18 LS:2 BM/SM:1

SM/BM:5.75

LS:5.75

※ コース名下に記載している「サブカテゴリ:数字」は、受講することで取得できるPDU数です
※ サブカテゴリは次のとおりです TPM:テクニカル･プロジェクトマネジメント、LS:リーダーシップ、SM/BM:ストラテジック&ビジネスマネジメント

SM/BM:13

SM/BM:5.75

SM/BM:5.75
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お問い合わせ

NECマネジメントパートナーラーニング事業サイト

「キーワード/コースコードを入力」欄にコースコードを入力すると、コースの詳細や

スケジュールの最新情報をすばやく確認することができます

掲載コース他、研修案内はこちら

NECマネジメントパートナー研修申込センター

TEL ：03-4330-7560

E-mail ：contact@learning.jp.nec.com

受付時間 ：8:30~12:00 13:00~17:00 (除く：土日祝祭日・当社特定休日)

お問い合わせはこちら

スマートフォン
サイト

https://www.neclearning.jp/
mailto:contact@learning.jp.nec.com





