［ 編集後記 ］
執筆期間中は、地球の裏側で2014FIFAワールド・カップの熱き戦いが繰り広
げられていました。個人技が光るプレーから、
チームプレーの妙技まで、世界レ
ベルの凄さを改めて思い知らされました。
さて、開催直前まで会場建設や準備
スケジュールの遅延が報道されていましたが、最終的にどのように帳尻があっ
たのでしょうか。職業柄、
かなり気になります。
コンテンツ・リーダー 水井 悦子
「PMにとって最も大切な能力はなにか？」
答えは
「誰とでもうまくコミュニケーション
できる能力」
となります。
これはPMPの試験問題として実際に出題されたものと
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記憶しています。
もちろん、
グローバル化時代のPMにとっても最重要であります。
ちなみに、
家庭内のトラブル防止にも大切であることは言うまでもありません。
福本 伸昭

PROVISION 委員会

今年も暑い
（熱い）
夏が来ました。ボートの試合、神輿、
ゴルフなど数々のイベン
トをこなし、
自分のスケジュール管理と体調管理をするのもPMとしての経験を
生かして管理しているつもりでいたが、
ステークホルダー
（家庭）
の厳しいクレー
ムにリスク管理を怠った自分は、今リカバリープランを検討中です。ネゴシエー
ション・スキルは、
必ずしもプロジェクト経験だけではなく、
こういう場面の積み重
ねで向上してきたのかも知れません。

藤原 一夫
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