２００３年 5 月２８日

ＰＭＰ

様

PMP 資格交付状と一緒に同封された手紙にもあるように、PMI は CCR（資格継続必要条件）の
手引書を改正致しました。新しく公開された情報のコピー版を同封しています。この改正の中で最
も重要な変更箇所は、証明更新手続料の詳細追加と（2004 年 1 月 1 日から実施）、新規承認され
た PMP 引退地位に関する情報です。実施中の教育や専門の開発を通して、PMP 資格維持につ
いて手引書の詳細事項を確認して下さい。オンライン PDU 提案形式を含む、CCR プログラムに関
する詳細は、弊社の Web site；www.pmi.org をご覧下さい。この改正手続きに伴う、皆様への多大
なご迷惑をお詫び致します。
PMI
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

資格プログラムの役目

（ｐ２）

プロジェクト管理開業者およびプロジェクト管理職を促進し支援するために、専門資格を認定する
プログラムを開始、確立、評価、維持、処理する。
プロジェクト管理施設（PMI）は、プロジェクト管理資格プログラム、開発/維持/評価/向上などの目
的や目標、厳密な運営、試験、高質の専門証明資格信用証書−プロジェクト管理専門家（PMP）
を後援します。
この PMP プログラムは、PMP 国際共同体を支援し、客観的な査定および専門知識の評価を立
案しています。PMP プログラム必要条件と適格な基準は、一貫性のある適切な法と共に公正公
平に適応しています。この PMP プログラムは、アメリカ合衆国全土と連邦政府非差別法令および
法律に従い、候補会員あるいは組織、連合、他の団体に所属する非会員の資格を独立して承認
しています。
PMP 資格を取得するには、候補者は PMI により設置されたすべての研修と経験上の必要条件
を満たさなければなりませんし、PMP 資格試験でテストされるプロジェクト管理の理解および知識
の確かなレベルを論証しなければなりません。付け加えて、この PMP 信用証書を授与された方
（資格者）は、PMI 資格継続必要条件（正式には専門開発プログラム）を満たすことで、実施中の
プロジェクト管理領域の専門関与を実証しなければなりません。この手引書は PMP 資格を維持
するための必要条件について記載しています。

P M I 持続証明必要条件のあらまし
この PMI 資格継続必要条件プログラム（CCR）は、PMP を交付する PMI の専門開発と、PMP
資格の維持を支援しています。PMP はそれぞれの CCR 周期の期間、少なくとも６０の PDUを獲
得しなければいけません。最初の CCR 周期は、初期の資格の交付日に始まり、それから 3 年後
の 12 月 31 日付で期限が切れます。その後、資格継続周期は翌年の 1 月 1 日から 12 月 31 日
までの１年周期で 3 年ごとの更新になります。
２００２年７月１日付で PMP 資格交付

（例）
→

CCR 周期は２００２年７月１日〜２００５年１２月３１日。
→

（PMP 資格継続必要条件のすべてを満たしたら）

次の CCR 周期は；

２００６年１月１日〜２００８年１２月３１日

PMP は資格地位を維持するために、専門管理の PMI PMP コードに従わなければなりません。

P D U とは？
PDU は、承認された学習や専門サービス活動の量を測る測定単位です。一般的に１PDU は、計
画的に構造化された学習経験や活動に費やされる毎時間ごとに点けられます。PDUの最小単位
は０.２５の増加で報告されるでしょう。１CEU（教育継続単位）＝１０PDU。PDU は５つのカテゴリ
ーに区分され、この手引きの P４〜５で概説されています。

C C R 活動はどのように報告されるか？
PMP は生じるごとに活動報告する責任があります。PMI 資格継続必要条件の活動報告フォーム
をコピーし、必要事項を記入し、PMI/CCR 保管事務所に Fax か郵便で送信して下さい。CCR 活
動報告フォームはまた PMI Web サイトの資格オンライン活動報告フォームを使用しての提出もで
きます。

P D U クレジット分配
特定のカテゴリーで取得した PDU 数に最小限定条件はありません。PMP は以下の最大制限数
の下で、多様なカテゴリーのコンビネーションを通してPDUを取得します。；自発的学習活動（カテ
ゴリー２-SDL）はCCR 周期につき最大１５ PDUまでと制限されていて、カテゴリー５はCCR 周期
につき２０PDU までと制限されています。
（ｐ３）

資格継続必要条件フォルダー
ＰＭＰ全員は、活動報告の書類と一緒に個人の CCR フォルダーを保管しておいて下さい。PMP
の割合は毎年ごとの目的監査のために不規則に選ばれるため、 CCR 周期期間が終了しても少
なくとも一年間は書類を保管しておいて下さい。

資格更新の申請
６０のPDU 必要条件を満たしたら、ＰＭＰには資格更新の申請書が送付されるでしょう。この申請
書は、PMI 本社の資格部門で PMI の記録が PDU 提出を確認した時点で、自動的にＰＭＰに郵
便で送付されます。そして PMI は PMP からの資格更新の申請書を受け取ったら更新された資格
交付状が送られます。更新ごとに、この資格更新の申請書は提出して下さい。

超過 P D U は次期 C C R 周期へ加算できる
CCR 周期の最終年期で獲得した PDU の２０までの超過は翌年の CCR 周期に加算することがで
きます。

資格継続必要条件を満たせなかった時
資格継続必要条件を満たせなかった PMP は、周期が終結しても周期の最終期限から１２ヶ月間
の猶予期間があります。その間にプログラムの必要条件を満たせなかった者は、PMP が停止に
なります。

手続き料金
２００４年１月１日から実施され、資格更新ごとの手続きには手数料がかかります。支払いは PMP
が PDU を達成し、資格更新申請書を提出する時に一緒に支払って下さい。更新料は、非会員：
＄１５０（US）会員：＄７５（US）。

PMP 引退
退職のため PMP 信用証書を自発的に棄権を希望する人、また PMI の専門的運営の PMP コード
により保護されているＰＭＰはPMP 引退地位に申し込める資格を得ます。その権限を得るには、Ｐ
ＭＰはプロジェクト管理の実施のためにももはや報酬を受け取るものであってはなりませんし、少
なくとも１０年間は良い立場を保証されるでしょう。PMP 引退地位への申し込みに興味のある人は
PMI 本部（資格部門）へリクエストの書面を郵便で送付して下さい。

プログラム情報
資格継続必要条件プログラムは PMI Web サイトの資格分野で更新され記載されています。
以下のトピックに関して質問がある PMP は PMI 資格部門にお問い合わせ下さい。
・ 資格継続必要条件
・ 資格地位
・ PDU 報告
・ 記録

以下のトピックに関して質問がある PMP は PMI 教育部門にお問い合わせ下さい。
・ PMI 登録教育プロバイダー

（P.E.P.）

：P r o j e c t M a n a g e m e n t I n s t i t u t e H e a d q u a r t e r s
Four Campus Boulevard
Newtown Square, PA
19073-3299 USA
：CCR 活動報告フォームはこちらへ；
PMI/CCR Records
College of Continuing Education
1700 Asp Avenue
Norman. OK 73072-6400 USA

P D U 資格活動

（ｐ４）

カテゴリー１．正式なアカデミック教育
PMP 資格取得後にアカデミックコースを修了した時点で PDU が嫁せられます。コースは履修単位
がオファーされ、プロジェクト管理に関するものでなければなりません。履修単位の１時間（１）で一
般的に１５週の１学期参加すると１５PDU が取得できます。半学期（４分の１；１２週間）では１０
PDU 取得できます。コースの１部しかプロジェクト管理科目に関連していない場合は、PDU はプロ
ジェクト管理に焦点を当てたカリキュラム総合の割合で計算されます。

カテゴリー２．専門活動と自発的学習
・特定の専門活動に参加することで得られるポイント数は、あらかじめ決められています。以下
のカテゴリー２活動の案内を使って下さい。
・プロジェクト管理知識やスキル向上のための自発的学習の記録時間ごとに１（１）PDU が取得
できます。CCR 周期に付き最大の１５ PDU まで、適切な自発的学習活動への参加により取得
できます。

カテゴリー２活動の案内
＜専門活動の P D U ｓ＞
活動
2A

ＰＤＵ数値

参照される刊行誌に記載されたプロジェクト管理に関する記 30PDU/記事（1 人）
事の筆者または共同作成者

20PDU/ 記事（共同

（例.Project Management Journal）

作成者）

2B

参照される刊行誌に記載されたプロジェクト管理に関する記 15PDU/記事（1 人）
事の筆者または共同立案者

（例. PM Network）

副
称

10PDU/ 記事（共同
作成者）

2C

号

会議、シンポジウム、ワークショップ、正式なコースでプロジ 10PDU/活動
ェクト管理トピックに関するスピーチをした者

2D

ＰＭＩコンポネント会議でプロジェクト管理トピックに関するス 5PDU/活動
ピーチをした者

2E

（例.

Chapter Meeting）

会議、シンポジウム、ワークショップ、正式なコースでプロジ 5PDU/活動
ェクト管理パネルディスカッションのメンバーまたはモジュレ
ーター

2F

プロジェクト管理に関するテキストの筆者または共同作成者 40PDU/記事（1 人）
20PDU/ 記事（共同
作成者）
10PDU/ 新プログラム

2G

セミナーまたは他の学習プログラム内容の開拓者

2H

１年で１５００時間以上プロジェクト管理サービスを実施した 5PDU/ 年 ( 最 大
15PDU/CCR)

者

＜自発的学習活動のＰＤＵ＞
自発的学習活動は個人の研究を伴う個々の学習プロジェ
クトであり、または同僚、顧客、コンサルタントなどとのディス
カッションや指導講習会などの情報活動を含む研究学習。こ
れは記事、書物、指導説明書、ビデオ、CD-ROM、または他
の資料資源を含む。
2

自発的学習活動が資格を得るには、プロジェクト管理に関 最大 15 の自発的学

SDL 連し、特殊目的に適合し、また知識資源を使うものでなけれ 習ＰＤＵ/CCR 周期
ばならない。カテゴリー２の自発的学習のＰＤＵを決定するた
めに、剥ぎ取り式のページで自発的学習活動ワークシートを
使用する。ＣＣＲ活動報告フォームを備えたワークシートを含
む。
必要書類：ＰＭＰはそれらの学習プロジェクト報告支援の
証拠を提出しなければなりません、これはディスカッションま
たはリーデングの日付とフォームを含むもの。

P M I 公認の教育プロバイダー

カテゴリー３：

PDU は、PMI 公認の教育組織または教育プロバイダー斡旋の教育プログラムに参加することで
取得できます。これらのプロバイダーは PMI により確立された質基準を厳守し、出席者に PDU
資格を出すことを認可されています。公認されたプロバイダーには R.E.P ロゴが授与されていま
す。
例えば、以下のような組織にあります；学校、コンサルタント、法人研修部、専門組織、政府系機
関、PMI 総会と SIG。公認プロバイダーのデーターベースとプログラムは PMI Web サイトに記載
されています。プログラムは主題別、エリア、場所、日時別で検索できます。

カテゴリー４：他のプロバイダー
PDU は PMI から公認されていない組織の教育関連プログラムに参加することでもポイントは獲
得できるでしょう。PDU の計算には、以下の方式を使って下さい；正式な活動またはコースのプロ
ジェクト管理に関連する１回の学習時間は、１PDU になる。
（ｐ６）

カテゴリー５

：

専門/ 共同体組織へのボランティアサービス

周期に付き最大２０PDU を稼ぐには、従業員やクライアントではない顧客グループに対し、専門
的サービスまたは無報酬プロジェクト管理サービスを提供することによります。資格を得る活動と
それらのＰＤU 数値の例は以下になります。
・プロジェクト管理組織に役員として務める。
−

最小３ヶ月間の参加、１年で２PDU（３ヶ月以下は PDU なし）。

−

最小６ヶ月間の参加、１年で５PDU。

−

１２ヶ月間の参加、１年で１０PDU。

・プロジェクト管理組織に委員会メンバーとして務める。
−

最小３ヶ月間の参加、１年で１PDU（３ヶ月以下は PDU なし）。

−

最小６ヶ月間の参加、１年で３PDU。

−

１２ヶ月間の参加、１年で５PDU。

・共同体または慈善団体へのサービスに関連したプロジェクト管理の提供。

C C R 活動報告フォーム
PMP は、PMI Web サイト上の CCR 活動報告フォームで PDU 得点数をオンラインで提出できま
す。オンラインでの PDU 提出は、便利で簡単に手早く処理できます。
CCR 活動報告フォーム（この手引きにある）は PDU を獲得するための報告活動にも使用されま
す。非形式なフォームでの PDU 得点数の提出は許可されていません。例えば、最新の必要情報
項目が載っていない旧式のフォームでのポイント報告は不十分と見なされます。ＰＭＰは PMI
Web サイトを定期的にチェックし、活動報告フォームを含む CCR プログラム書類の最新版を随時
確認して下さい。又、提出するフォームのコピーをとり、資格を得る活動の個々のフォームを提出
して下さい。用紙に完全に記入して、以下のアドレスまで送って下さい（ PMI/CCR Records,
College of Continuing Education, 1700 Asp Avenue, Norman, Oklahoma USA 73072-6400,
or Fax to +1-405-325-6925）。
必須情報が明記されていないフォームは不十分なものとして返還されます。ＭＰＭ取得者は随時
活動の提出報告をするように奨励されています。提出が最後になっても処理上の遅れとして見な
されます。
Ｉ.

人口統計学情報

ＰＭＰは名前、報告日、ＰＭＩ身分証明番号を提供しなければなりません（ＰＭＩ身分証明番号はＰ
ＭＩ会員番号です、ＰＭＩ会員ではないＰＭＰはＰＤＵ報告をするためにＰＭＩＩＤ番号が出されていま
す）。ＰＭＰ資格に記載されているＰＭＰ資格番号はＰＭＩＩＤ番号ではありませんので、ＰＤＵ報告
には使わないで下さい）。ＩＤ番号が分からないＰＭＰは、ＣＣＲ活動報告前に PMI Certification
Department (+1-610-356-4600)に問い合わせて確認して下さい。
ＰＭＰは住所、電話/Fax 番号、e-mail アドレスを明記して下さい。
（p７）
I I . 活動報告
１．プログラム番号
PMI あるいは PMI R.E.P.(カテゴリー３にのみ必須)が支援している活動のプログラム番号を明
記する。ＰＭＰは、この番号を PDU 総合ポイントと一緒に直接 R.E.P から取得して下さい。
２．プログラムタイトルあるいは活動の記述
１５字以内で報告する活動のタイトルを記述する、または修了したコースかプログラムの正式
名を明記する。
３．開始と修了日
活動の開始日と修了日を記載する（日/月/年）。

４．PDU 取得数
公式な活動あるいはコースへの参加時間数か、特殊専門活動のために事前に決められた
PDUを表示して下さい。カテゴリー２でのPDU は、この手引き４ページのカテゴリー２活動の案
内を参照して下さい。
５．カテゴリーの種類
CCR 活動のカテゴリー５つのうちその活動を最も良く描写しているものを表示して下さい。カテ
ゴリー２だけに関しては、副称号で表示して下さい（例、2a, 2b, etc.）。副称号のリストはこの手
引きのカテゴリー２活動の案内を参照して下さい。
６．主題範囲
その活動報告による最も適切なプロセス、知識、アプリケーションを記載して下さい。フォーム
の最終部分にあるこれらの選択の称号コードを使用して下さい。少なくとも、全主題範囲には
一つ選択することが必須であり、三つまで選択できます。
７．活動プロバイダー
活動を提供した組織あるいは施設の確認に十分な情報を提供して下さい（カテゴリー２自発
的学習以外の全カテゴリーに必須）。
８．プロバイダー住所/電話番号
活動報告上、更に情報が必要な場合、PMI はプロバイダーと連絡をとるため十分な情報を提
供して下さい（カテゴリー２自発的学習以外の全カテゴリーに必須）。
９．活動満足レベル
活動に関するあなたの総合的満足度を報告して下さい（カテゴリー３のみ必須）。

自発的学習活動ワークシート

（＊和訳版）

カテゴリー２−自発的学習活動の活動報告にはこのフォームを使用して下さい。各周期につき最
大１５までの自発的学習 PDU が認められています。
１．この活動の学習目的を一つ以上表記して、あなたのプロジェクト管理スキルをどのように向上
させたかを説明しなさい。
（例. プロジェクト上のリスクを系統的に計算でき、万一の場合の代替計画を展開できる。）

＊＊＊＊＊＊＊＊和訳版＊＊＊＊＊＊＊＊＊

２．あなたの活動の目的を達成するために使った人事/資料資源とその時間を表記しなさい。
（例.弊社のプロジェクト部の取締役、Mr. John Smith とのディスカッション-2 時間）

資源

時間

＊＊＊＊＊＊＊＊和訳版＊＊＊＊＊＊＊＊＊

自発的学習 1 時間＝１PDU。CCR 活動報告フォームの＃４項目にこのワークシートのPDU 合計を
挿入して下さい。各周期につき最大１５までの自発的学習 PDU が認められています。
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