
 

アセットマネジメントのシニアプリンシパル認定  

(CSAM)  

 

 

Commercial-in-confidence 

©2020WorldPartnersinAssetManagement   ISBN: 978-1-922528-18-6 

 

 

1 

認定レベル 認定アセットマネジメント・シニア・プリンシパル

（CSAM） 

認定レベル記述 重要な資産ポートフォリオに関連するビジネスの重要な領域
でのアセットマネジメントフレームワーク（AMF）の設計、
確立、更新、適用の管理監督の責任を取るための知識とスキ
ルを必要とします： 

• アセットマネジメント(AM)の認知されたすべてのドメイ

ン、相互依存性、統合についての認識と高度な理解。 

• 統合されたAMFの主要な要件を理解し、高度に理解して

います。 

• 複雑な知識を合成し、統合する能力（ドメインの専門家

の範囲からそのような知識を引き出すことを含む）。 

• メタ認知能力 

• リーダーシップとマネジメント力。 

• 複雑な知識を様々な人に伝える能力。 

• 他の組織の管理システムやプロセスとのの統合/関係性を

管理する能力。 

発行時点では、この認証にはライセンス、立法、または規制

上の要件は適用されません。 

認証の適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この認証は、組織の戦略的目標に基づいて、組織のビジネス

の重要な領域において、全体的で統合されたAMFの構築、更

新、適用の管理監督に責任を持つ実務者（またはその専門家

アドバイザー）に適用されます。 

一般的には、複数の分野にまたがるAMチームのリーダーと

して、またはAMエキスパート（AME）としての資格を取得

することができます： 

• 方針、目的、戦略、戦術、プロセス、および手順を提

案します。 

• AMアプリケーションと継続的な改善を推進します。 

エレメント パフォーマンス基準 
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このコンピテンシーのための

認定者の本質的な成果を記述

しています。 

パフォーマンス基準は、要素の達成度を示すために必要なパフォーマン

スを記述しています。 太字イタリック体のテキストが使用されている場

合、さらに詳しい情報は、要求されているスキルや知識、および/または

範囲の説明書に記載されています。 パフォーマンスの評価は、エビデン

スガイドに沿ったものでなければなりません。 

1 AMポリシーの見直

しと開発をリードす

る 

1.1 AM ポリシーの策定に関連するプロセスや手順を含む

AMF文書やアーチファクトを確認しています。 

  1.2 ポリシーの選択肢を特定、分析し、利害関係者と協議し

てポリシーを選択します。 

  1.3 方針は、組織が資産を管理する際に採用すべき原則を動

機付け、全体的に示している。 

  1.4 方針は文書化され、採択され、利害関係者に伝達されま

す。 

2 戦略的アセットマネ

ジメント

計画（SAMP）の見

直しと開発を主導し

ます。 

2.1 関連するAMF文書とアーチファクトを特定・確認し、

プロセスと変更・改善の必要性と戦術を指摘し、利害関

係者と協議し、実施プロセスと手順を指摘し、責任を配

分し、実施計画を採択する。 

  2.2 SAMPの開発/レビューに必要なインプットを確立し、信

頼性のレベルを決定する。 

  2.3 戦略的 AMの文脈と状況の全体的な評価を行い、利害関

係者と確認する。AMの目標を見直し/確立し、戦略的オ

プションを特定/分析し、統合された戦略的 AM シナリ

オ（資産と経営慣行に関連する）を特定します。 

  2.4 様々なAMシナリオの戦略的メリットを検討し、利害関

係者の意見を取り入れて望ましいAM戦略を決定し、文

書化し、正式な組織的採用を確保します。SAMPは関連

する利害関係者に伝達されます。 

  2.5 戦略的概要は、重要な資産ポートフォリオ/セクターに

関連するAMプランの準備をお知らせするために作成さ
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れ、必要に応じて、共通のテーマ、整合性、統合、調整

の必要性を強調します。 

3 AM計画（AMP）の

レビューと開発をリ

ードします。 

3.1 AM計画の策定プロセスと手順、および関連コンテンツ

の利用可能性は、それぞれのAMF文書とアーチファク

トから決定され、AMPの改善ニーズがあれば、すべて

文書化され、利害関係者との協議で検討され、各AMP

の戦略的概要が策定されます。各AMPの準備のための

戦術、責任分担、調整・統合要件、スケジュールを決定

し、合意します。 

  3.2 組織（またはそれぞれの責任領域内）の管理下にある資

産ポートフォリオ全体のAMPの開発のための合意され

たプロセス、戦術、スケジュールの他の人による適用は

、有効性、概要と合意された手順、進捗状況、品質の遵

守を監視します。 

  3.3 モデル化、分析、適切なライフサイクル管理戦術の決定

、一般的なAMプラクティスの評価、改善計画の決定、

特定の資産またはポートフォリオのAMPの作成は、戦

略的概要、確立されたプロセスと手順、品質要件を遵守

して、必要に応じてポートフォリオやドメインの専門家

と協議しながら実施されます。 

  3.4 AMPの品質は、組織の要求事項や義務に従って保証さ

れ、検証され、適切な場合には是正処置が特定され、合

意され、対処されます。最終的な書類はモチベーション

を高め、組織に推薦して承認を得ます。 

4 AM計画の実施状況を

監視する 

4.1 ステークホルダーには、AM計画の実施に関連したモニ

タリングと報告義務を認識させる。これは、目標とす

る資産のライフサイクル活動とAM実践改善活動に関連

しています。 

  4.2 合意された報告要件への遵守が監視され、必要に応じて

是正措置が取られます。同様に、目標とするリスク管理

、財務管理、業績管理のプロファイルに対してイニシア

チブを監視し、必要に応じて利害関係者と連携して是正

措置を検討します。進捗状況の報告は、合意された手順

に沿って、組織のAM担当委員会/責任者に行われます。 

  4.3 是正措置は、組織のAM担当委員会/責任者の指示に基づ

いて実施される。 
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5 AMF文書とアーチフ

ァクトのレビューと

開発をリードする  

5.1 利用可能な AMF 文書とアーチファクトが決定されま

す。実施戦術、変更管理の意味合い、準備のためのスケ

ジュール、責任の配分は、ステークホルダーとの協議の

上で決定されます。 

  5.2 実施の進捗状況を監視し、アウトプットの質を見直し、

内容、整合性、統合性をチェックします。変更管理の必

要性を確認します。最終的な AMF 文書とアーチファク

トを組織が承認するための動機付けがなされ、承認後、

関連する利害関係者に要件が伝達されます。 

6 AMF文書とアーチフ

ァクトの実施状況を

監視する。 

6.1 AMF 文書とアーチファクトに対する合意された改善の

実施状況を報告するためのプロセスと要件が、それぞれ

の利害関係者との協議の中で確立され、文書化され、伝

達されている。 

  6.2 合意された報告書の遵守状況を監視し、必要に応じて是

正措置を講じます。進捗状況を監視し、合意された変更

を達成するために必要な場合には、介入/是正措置を検

討します。進捗状況の報告は、組織の AM 担当委員会/

責任者に行われます。 

  6.3 是正措置は，組織の指名された AM/責任者委員会の指

示に基づいて実施される。 

7 AM実践改善計画の実

施状況を監視 

7.1 合意した AM 実践改善活動（AM 計画に記載され、

SAMPにまとめられている）の実施の進捗状況と品質を

報告するためのプロセスと要件が、それぞれの利害関係

者と協議の上で確立され、文書化され、伝達されていま

す。 

  7.2 実践改善の質は、合意された手順に従って評価され、必

要に応じて是正処置の必要性が指摘されます。 進捗状

況と品質に関する報告は、組織の AM 担当委員会/責任

者に行われます。 
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  7.3 是正措置は、組織の AM 担当委員会/責任者の指示に従

って実施されます。 

8 AMプラクティスの調

整、統合  

8.1 組織の AMFに適用される AMの各ドメインのすべてに

おいて、統合された分析と報告を含めて、整合性と効果

的な統合が達成されています。 

  8.2 法定報告を含む AMの財務側面の適切な適用と解釈を表

示しています。 

9 AMとしてのリーダー

シップを提供  

9.1 AM におけるリーダーシップと個人開発の機会は、多様

な技術的、財政的、文化的背景を持つステークホルダー

に提供されています。 

  9.2 支援的な職場文化が採用され、AM の各領域のステーク

ホルダーが AMの原則をしっかりと理解していることを

検証し、保証します。 

  9.3 プロの判断力を発揮。 

  9.4 利害関係者は、それぞれのニーズを決定するために従事

しています。 

  9.5 健全な技術的判断力と、AMにおける業界慣行の認識と

理解が示されています。 

  9.6 効果的な文章と口頭でのコミュニケーション能力が発揮

されます。 

 

必要なスキルと知識 

これは、必要不可欠なスキルや知識とそのレベルを説明します。  

必要なスキル： 

重要な資産ポートフォリオ（その性質、規模、リスクエクスポージャーの観点から）に

関連するラインマネジメント、ドメインエキスパート、またはコンサルティングサポー

トの役割において、認知されたグッドプラクティスに沿って、以下のコンピテンシーを

実証していること： 
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• AMポリシーの見直しと開発をリードする。 

• 戦略的アセットマネジメント計画（SAMP）のレビューと開発を主導する。 

• AMプラン（AMP）のレビューと開発をリードする。 

• AM計画の実施状況を監視する。 

• AMFドキュメントとアーチファクトのレビューと開発をリードする。 

• AMF文書とアーチファクトの実装を監視する。 

• AM実践改善計画の実施状況を監視する。 

• AMの実践を調整し、統合する。 

• AMのリーダーシップを提供する。 

以下の能力があること： 

• 滅多に遭遇しない問題や問題に対処するために、AMの専門家のための基準や実践

規範によって網羅されていない問題に対処する。 

• ステークホルダーや他のAM分野との相互作用を含め、幅広いAMの課題に関わり

、課題間の相互作用から生じる重大な問題を解決する。 

• すべての機能要素を統合し、AMFに文書化された完全で一貫性のある管理システ

ムを形成する。 

• 代替的なアプローチを概念化し、それぞれのリスクと利点を理解し、定義し、情

報に基づいた専門的な判断を行う。 

必要な知識： 

1. 役割に関連するドメイン分野の最低資格（または職場で開発された認識された知識）

。 

2. 以下の認知（ブルームの分類法の2001年改訂版に基づく、思考、学習、理解）のレベ

ルを満たす資産運用の最低資格または認定されたトレーニング： 

• 認知的な次元:分析すること： 

• 知識の次元：メタ認知；および  

• マトリックス活動：順序をつける、説明する、区別する、達成する、分類する、

実験する、計算する、要約する、解釈する： 

これは通常、大学または認定されたトレーニングプロバイダーの学位となりますが、

より低いレベルの基礎資格と適切な経験があれば、同等の評価を受けることができま

す。注：一般的に、基礎資格のレベルが低いほど、この仕様の要求される知識やスキ

ルに沿った実践的な経験を示す必要があります。)WPiAMでは、資格の適合性を審査

します。 
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3. 認定 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト

アセッサー（CAMA）試験（WPiAMによって設定されたもの）の合格点、または同

等のもの（WPiAMによって合意されたもの）。 

必要な経験： 

AM環境で8年以上の経験をお持ちの方。 

AM専門家の役割と責任、組織の活動の規模、複雑さ、重要性、資産の重要性によっては

、AMの実践を成功させるためのポートフォリオを構築するのに必要な時間が追加で必要

になる場合があります。 

必要とされる継続的な専門能力開発  

初回認定後、継続的な専門能力開発（cpd）により、専門家としての能力を維持する。認

定資格の役割に沿って関連する業務を実施した結果、最低50CPDポイント（年間10CPD

ポイントとして認定されます）と、以下の認定資格（公称時間あたり1CPDポイントとし

て認定されます）を取得することができます。 

• アセットマネジメントおよび業界関連の会議、講演会、プレゼンテーション、研

修コースへの出席および参加。 

• メンタリングの提供 

• ボランティア委員会への参加。 

レンジステートメント  

範囲ステートメントは、全体として認証レベルのコンピテンシーに関連しています。 

それは、パフォーマンスに影響を与える可能性のある様々な作業環境や状況を可能にします。 

パフォーマンス基準の太字斜体の文言は、以下に詳述します。  

ドメイン・サブジェクトの

等価性： 

グローバル認証スキーム（GCS）では、「ドメイン」は、

グローバル・フォーラム・フォー・メンテナンス・アンド

・アセット・マネジメント（GFMAM）ランドスケープにお

ける「サブジェクト」（またはサブジェクトのグループ）

への参照と同等と考えられています。 

ドメインはまた、特定の資産タイプまたはクラス、重要資産、ま

たは施設、ネットワーク、またはプロセスラインなどの空間的に

離散的な資産グループの戦術的なAMを指す場合があります。 

報告義務には以下のような

ものがあります。 

リスク管理、財務管理、業績管理は、組織のAMプロセスと

手順に沿ったものである。 

アセットマネジメントに含

まれること： 

資産会計、資金調達戦略、コスト管理、収益の最適化、費

用/便益分析、正味現在価値(NPV)評価、収益率(RoR)決定、

および類似の技術。 
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AMのプロセスと手順： 財務、リスク、業績管理の統合モデルと技術、運用管理プ

ロセス、ライフサイクルとデータ管理モデル、役割と責任

、AMポリシー、AM目的、SAMP、AMPを効果的に実施す

るために組織が採用しているフォーマットとサポートシス

テム。 

AMフレームワーク（AMF

）： 

組織がAMを実施するために採用している管理システムで、

AMプロセスと手順、AMポリシー、AM目標、SAMP、AMP

、戦略的、戦術的、運用的な管理システムなどが含まれま

す。 

AMFの文書とアーチファ

クトには以下のようなもの

があります： 

AMFの実装に必要なドキュメントとアーティファクト。A

MFの文書とアーチファクトは、個別のものであっても、A

Mの構成要素であってもよいが、他の組織の管理システム

、プロセス、慣行の関連部分を集約した等価なものに引き

込むことで明らかになる場合もある。例えば、組織全体の

文書管理システムツールは、AMFの一部であってもよい。 

活動の構成： 組織が管理または意思決定を行うために利用するツール、

プロセス、慣行の適用： 

● 法要件 

● リスク、パフォーマンス、財務管理。 

● 資産の性能、容量、利用、臨界性。 

● 資産の可用性、信頼性、保守性、サポート性。 

● 資産の取得、作成、運用、保守、廃棄 

● 環境および社会的影響 

● 安全 

● コスト/手頃な価格/支払う意思があること 

● 資産価値と減価償却 

● AMFの性能。 

● ワークプレイスのリソーシング、コンピテンシー、文化 

● 代替技術 

メタ認知能力とは： 「考えることを考える」能力。メタ認知スキルの適用とは

、組織のメタ認知、つまり組織が特定の方法で考え、行動

したり、特定のプロセスや慣行に従ったりする方法や理由

を理解し、それに応じて管理することです。メタ認知能力

を も っ て 下 記 を 行 い ま す 。
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学習組織として最も適切なプロセスと実践の評価と選択、

適切な文化の開発と維持、パフォーマンス管理、運営環境

の適切な変更の推進、目標設定、実施、レビュー、分析、

意思決定のための適切な方法論、プロセスと実践の決定 
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エビデンスガイド 

  
エビデンスガイドは評価に関するアドバイスを提供しており、パフォーマンス基準、必要なスキルと知識

、および範囲ステートメントと合わせて読まなければなりません。 

 

このユニットの能力を実

証するために必要な評価

と証拠の重要な側面 

以下のようなエビデンスが不可欠： 

• 総合的な実務経験の性質と期間の概要を要約したもの

（AMで 8年以上）。注）AM専門家の役割と責任、組織

の規模と複雑さ、資産ベース（および資産の重要性）に

応じて、AM 実践を成功させたポートフォリオを構築す

るのに必要な時間は、追加の時間（例えば、CSAM の場

合は 8～12年以上）が必要になることがあります。 

• 資産ポートフォリオの性質、規模、重要性、それぞれの

AMの役割など、AMの業務経験の性質、日付、期間の概

要をまとめたもの。 

• 登録された専門家による申請者の経験と貢献/役割の裏付

け。 

• コンピテンシー評価をサポートするための主要な要素の

提出（例：AM ポリシーの制定／見直し、SAMP、AM プ

ラン、AM プロセスと手順、パフォーマンスプラン、コ

ンプライアンスレポートの作成、AM 実践評価と改善計

画など）。 

• 倫理綱領へのコミットメント。 

• ドメインの資格や経験を証明するもの。注）認知された

正式な資格を取得することは、知識を習得するための一

つの経路であるが（コンピテンシーベースのトレーニン

グの場合は、スキルも）、WPiAM は、低レベルの基礎資

格と適切な経験が、より高いレベルの資格と同等である

ことを認識していること。 

• AM の資格や経験を証明するもの。注）認知された正式

な資格を取得することは、知識を習得するための一つの
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経路であるが（コンピテンシーベースのトレーニングの

場合はスキルも）、WPiAM は、低レベルの基礎資格と適

切な経験が、より高いレベルの資格と同等であることを

認識していること。 

• 認証後 3 年間の各期間については、各期間終了後 6 カ月

以内に、継続的な専門能力開発の概要を提出し、特定の

要請があれば、28 日以内に裏付けとなる証拠を提出する

こと。 

評価のための状況と具体

的なリソース 

評価は、資産ポートフォリオの性質、規模、重要性を示す証

拠へのアクセスを確保しなければなりません。 

評価方法 

 

 

実践的なスキルや知識を評価するために、さまざまな評価方

法が用いられます。次のようなものが適切です： 

• 申請者から提出されたアーティファクトのレビュー。申

請者の宣言と文書作成における申請者の具体的な役割を

確認するための参照によってサポートされていること。 

• 査定者によって要求された問い合わせ/明確化に対する申

請者の応答のレビュー 

• 面接（任意-コンピテンシーの確認や明確化のために必要

な場合）。 

評価のためのガイダンス

情報 

 

産業分野、職場、仕事の役割に関連した総合的な評価をお勧

めします。実践的な評価が使用されるすべてのケースでは、

必要な知識を評価するためにターゲットを絞った質問と組み

合わせて行われます。 

アセスメントのプロセスと技術は、候補者の言語能力とリテ

ラシー能力、および実行される作業に適したものでなければ

なりません。 

申請者が提出されたエビデンスを共同開発したチームの一員

であった場合、申請者の役割は明確に定義されていなければ

ならず、職場での確認や評価者による面接、または知識と能
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力を実証するためのその他の検証が必要となる場合がありま

す。 

応募者は、成熟した AM 環境で運用している場合もあれば、

形成段階にある環境で運用している場合もあります。申請者

が活動している組織の成熟度は、必然的に申請者の活動方法

に影響を与え、それゆえに提出された証拠を考慮に入れる必

要があります。評価されるのは申請者の能力であり、組織の

成熟度ではありません。  

資格の国別解釈、及び必要に応じて本仕様書に記載されてい

るその他の要件については、WPiAMが確認します。 

 

 


