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プロスピーカー活動指針と試験規定とは

•プロスピーカー合格後～以降の試験制度に関する必要な情報が記載され
ています。

•プロスピーカー試験規定（以下「本規定」といいます）は一般財団法人日本
プロスピーカー協会（以下「JPSA」といいます）が運営するプロスピーカー試
験に関して必要な事項を定めたものであり、認定試験の運営は本規定に基
づいて行われるものとします

• JPSAは、会員にあらかじめ通知することなく、本規定の追加、削除、変更な
いし廃止をすることができるものとします。JPSAは、WEBサイトへの掲載又は
当社が別に定める方法により、変更された内容を告知するものとし、告知後
に行う一切の事項は、変更後の本規定に基づいて行われるものとします。
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プロスピーカーの定義

＜プロスピーカーとは？＞

縁ある人を物心両面の幸福に導ける

技術を習得している真の指導者のこと
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縁ある人 ： インサイドアウトの考えに基づき、自己の確立からはじまり、家族、職場の縁
ある人、業界・地域社会、国際社会に広がる人的ネットワーク。

物心両面の幸福 ： アチーブメントテクノロジーにより縦軸のパフォーマンスを高め、選択
理論により横軸のリレーションを深める結果、豊かな人生を送ることができる。

技術を習得 ： 成果の出る理由が明確になることで、人に分かち合い、人を引き上げる
ことができるようになる。

真の指導者 ： 行動で愛を表現し、自らの生き方を通してその人の縁あるすべての人の
行動変容を促すことができる人物のこと。



プロスピーカーの活動とは？

①【業界トップの成果】

継続学習・共同学習の環境を活用して、自らが模範となる成果を出していくこと。

その結果、業界トップの成果を常に出し続ける存在になること。

②【普及活動】

インサイドアウトで家族・社員・メンバー・顧客・取引先など、縁あるすべて人に選択理論とアチーブメントテクノロジーを伝え、受
講に導き、技術体得の支援をすること。

③【プロスピーカー育成】

自らがプロスピーカーとなり、アシスタントとして継続学習の支援をし、次なるプロスピーカー育成・指導を行うこと。

④【地域社会・業界での講演】

自分自身のビジョン実現のために、地域社会・学校・業界団体で講演活動をし、情報を伝えることを通じてパワーパートナーづ
くりをすること。

⑤【支部／部会の立ち上げ・マネジメント】

地域で支部会、業界/テーマで部会というコミュニティを通して、選択理論とアチーブメントテクノロジーを普及するための学び
の環境を立ち上げ・運営をし、繁栄を創り出すこと。
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アチーブメントテクノロジーと選択理論心理学を

生き方を通して普及する
普及：「実践」「分かち合い」「講演活動」



プロスピーカー更新条件制度（ポイント制度） 5

• プロスピーカーにはランク毎に更新
条件がございます(表1)

• 更新条件の中にある「JPSAポイント
」はプロスピーカー・講師としての活
動の中で得られるものである

• ポイント取得対象項目と取得ポイント
については次ページ（表2）のように
なっています。

• （表1）プロスピーカーランクと更新条
件一覧

ランク 更新条件 

マスタープロスピーカー 
10年更新制 

・JPSA会員である 

エグゼクティブプロスピーカー 

2年更新制 

・2年間で獲得した JPSAポイント 60ポイ

ント以上 

・2年間で行った講演時間 100時間以上 

・JPSA会員である 

シニアプロスピーカー 

2年更新制 

・2年間で獲得した JPSAポイント 30ポイ

ント以上 

・2年間で行った講演時間 20時間以上 

・JPSA会員である 

ベーシックプロスピーカー 

1年更新制 

・１年間で獲得したJPSAポイント 5ポイン

ト以上 

・JPSA会員である 

アソシエイトプロスピーカー 会費の支払いをもって更新とする 

アシスタントプロスピーカー 会費の支払いをもって更新とする 

 



それはプロスピーカ―のなかでも
一年間の卓越した実績と貢献を積み重ねた

JPSA を代表するリーダーに送られる称賛の称号。

年間通算プロスピーカ―ポイント
50 ポイント以上獲得者を

エクセレントリーダーズクラブ
（ELC) 入会者として
表彰しています。

エクセレントリーダーズクラブ入会者は、
アチーブメント研修センターや

JPSA ラウンジにてポスターを掲示するとともに、
その貢献に感謝を示し特典があります。

Excellent Leaders Club

■入賞基準：
プロスピーカーポイントが50p以上
かつ年間普及人数が2名以上
※法人講師のポイントは除く

■期間：
10月～翌年9月末までの1年間
※期間を越えてのポイント申請は受付できかねます
※期中でプロスピーカーに合格された方は、
合格月以降がポイント対象となります



ポイント取得対象項目一覧①

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

業界紙・専門誌・メディアへの
執筆/取材

掲載日 必要 １
掲載記事のPDF・URLを事務局にメールでご提出ください
※選択理論やアチーブメントテクノロジーに関する情報提供がされるもので、プロスピーカーの肩
書を出しているもの
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①【業界トップの成果】
業界トップ５％の実績を常に出し続ける。

②【普及活動】
縁ある人の受講を導き、技術体得の支援をする。

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

アチーブメントテクノロジーコー
ス受講生の紹介

紹介者
受講日

不要 ３
アチーブメントテクノロジーコース・アチーブメントテクノロジーコース特別講座への
ご紹介（ご紹介者の方が3日間ご出席されたら加算）

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

プロスピーカー育成 合格日 不要 ２
プロスピーカー試験合格日に実施するアンケートの育成者欄に記名があった
場合加算される

コースアシスタント 最終日 不要 ２
『頂点への道』シリーズコースのアシスタント
※プロスピーカートレーニングプログラムを除く

コースアシスタント
（プロスピーカートレーニングプログラム）

最終日 不要 ３
第１回目～６回目までが修了した際に加算
※2020年11月4日以降に第1回目が開催される期より適用

③【プロスピーカー育成】
アシスタントとしてパワーパートナー、セミナーパートナーの成長をつくる。



ポイント取得対象項目一覧② 8

④【地域社会・業界での講演】
地域社会・学校・業界での講演活動をする。

■プロスピーカー講演活動の定義

・講演時間が30分以上であること。

・プロスピーカーポイントとして登録するもののみを講演時間として記録し、SPS試験・EPS試験条件である講演時間とする。

・2022年5月1日から適用する。

申請してポイント加算されるもの 申請不要でポイント加算されるもの プロスピーカーポイント対象外となるもの

• 外部での講演
※アチーブメントテクノロジーと選択理論の普及を
主目的としているものまたは、講演内容として
アチーブメントテクノロジーコースと選択理論が含まれる

• 支部定例会、部会定例会、委員会、準備室
• 支部/部会活動に紐づく分科会や勉強会
• アチーブメントと共同開催の講演会・勉強
会

• アチーブメントから講師料をお支払いし
ての講師依頼/認定講師登壇

例）講師派遣トレーナーズ
ファミリーコーチング・リーダーキッズ講師
法人研修講師（※ELCには含まれない）

• 自組織のメンバー育成を目的とした
勉強会

• ファシリテーション
• アシスタント内でのプレゼンテーション
• 既存受講生（クラブ会員・JPSA会員）を
主対象とした勉強会
(例)手帳、教材など

申請必要（MARCより） 申請不要 ✖（対象外）



ポイント取得対象項目一覧② 9

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

外部での講演活動
（公共機関・企業・他団体での講演

活動）
講演日 必要 ２

アチーブメントテクノロジーと選択理論の普及を主目的としているもの
または、講演内容としてアチーブメントテクノロジーコースと選択理論が含まれるもの。
※オンラインも対象

アチーブメントと共同開催の講
演会・勉強会での講演

開催日 必要 ２
勉強会や、コラボセミナーなど、アチーブメントと共同開催の講演会での講師は、講演活動後
申請をもって加算
（例：勉強会、コラボセミナーなど）

アチーブメントから講師料をお
支払いしての認定講師登壇

開催日 不要 ２ 講師派遣トレーナーズ、ファミリーコーチング講師登壇（※ELC対象）

アチーブメントから講師料をお
支払いしての認定講師登壇

開催日 不要 ５ リーダーキッズ講師登壇（※ELC対象）

アチーブメントから講師料をお
支払いしての法人研修講師

開催日 不要 ５ 法人研修講師登壇（※ELCには含まれない）

JPSA主催イベントの講演 開催日 不要 ２
JPSA研究会「プロスピーカーという生き方」、JPSAコンベンション「分科会」、プロスピーカーサ
ミット「分科会」での登壇など

オリジナルイベントの主催
※別途詳細あり

開催日 必要 ２

・アチーブメントテクノロジーと選択理論を知らない方を対象としたイベントであること
・選択理論とアチーブメントテクノロジーに関する情報提供がされるイベントであること
・営利目的ではないイベントであること
・事前に企画書を提出し、事務局からの開催承認を得ていること
・ポイント加算対象者は主催者に限る

④【地域社会・業界での講演】
地域社会・学校・業界での講演活動をする。

申請は、MARCから、講演活動ポイントの申請ができます。
※講演活動報告は、すべての申請内容をJPSA事務局で確認いたします。
そのため、申請頂いてから《3～5営業日ほど》お時間をいただきます。



ポイント取得対象項目一覧③

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

支部定例会への参加 開催日 必要 １
支部定例会（リアル・オンライン）への参加
※準備室・支部活動内の分科会は対象外
※ポイントは１ヶ月につき最大１ポイント加算

部会定例会への参加 開催日 必要 １
部会定例会（リアル・オンライン）への参加
※支部会と部会の参加は、それぞれ１ヶ月につき最大１ポイント加算

支部・部会活動での講演 講演日 必要 ２
支部定例会、部会定例会、支部準備室での講演は、講演活動後申請をもって加算
支部／部会活動に紐づく分科会や勉強会

JPSA参事顧問会の参加 開催日 不要 １ ２ヶ月に一度開催があるJPSA参事顧問会への参加

JPSA支部長部会長
ミーティング参加

開催日 不要 １ ２ヶ月に一度開催があるJPSAの日の支部長・部会長ミーティングへの参加

JPSA支部長就任 ９月末 不要 ５ 期初から１年継続が原則（就任後１年継続後の９月末に加算）

JPSA副支部長就任 ９月末 不要 ２ 期初から１年継続が原則（就任後１年継続後の９月末に加算）

JPSA参事・顧問就任 ３月末 不要 ５ 任期２年継続が原則（任期終了時に加算）
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⑤【支部の立ち上げ・マネジメント】
地元地域で支部会というコミュニティを通してアチーブメントテクノロジーと選択理論を普及する学びの環境を立ち上げ・繁栄を創り出す。

申請は、MARC「支部会参加ポイント申請」or「部会参加ポイント申請」から、参加ポイントの申請ができます。
申請完了と同時に、自動でポイントが加算されます。



ポイント取得対象項目一覧④

ポイント項目 発生日 申請 ポイント 詳細

JPSA研究会参加 開催日 不要 １ 2か月に一度開催があるJPSA研究会への参加

JPSAコンベンション参加 開催日 不要 １ １年に一度開催があるJPSAコンベンションへの参加

JPSAプロスピーカーサミット参加 開催日 不要 １ １年に一度開催があるJPSAプロスピーカーサミットへの参加

コラム投稿
サイトアッ
プ時

不要 １
JPSA HPへのコラム投稿（1000字以上・アチーブメントテクノロジー/選択理論に
関する実践・事例・理論考察内容）
内容の精査が必要となりますのでJPSA事務局まで文章をご提出ください
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その他JPSA活動全体



更新ポイント未達成時

集計期間内に更新条件の一つでも満たすことができなかった場合の処遇、再度昇格のための条件は下記の通りです。
※なお、再昇格後のポイント集計は、新規登録に準じて、改めて集計が開始されます。

（1）ベーシックプロスピーカー

ベーシックプロスピーカーとして集計期間内に更新条件を満たすことができなかった場合、アソシエイトプロスピーカーに降格となります。
再度ベーシックプロスピーカーに昇格するためには、翌年9月末までにスタンダードコースを再受講いただくとともに、ベーシックプロスピ
ーカー一次試験の課題A（プレゼンテーション映像の提出）を事務局に提出いただき、審査に合格する必要がございます。翌年9月末ま
でに条件を達成できなかった場合には、アシスタントプロスピーカーに降格し、認定プロスピーカーとしての資格は失効となり、認定プロ
スピーカー金バッジは速やかにご返却いただきます。

（2）シニアプロスピーカー

シニアプロスピーカーとして集計期間内に更新条件を満たすことができなかった場合、ベーシックプロスピーカーに降格となります。再度
シニアプロスピーカーに昇格するためには、シニアプロスピーカー試験を一次試験から受験し直し、審査に合格する必要がございます。

（3）エグゼクティブプロスピーカー

エグゼクティブプロスピーカーとして集計期間内に更新条件を満たすことができなかった場合、シニアプロスピーカーに降格となります。
再度エグゼクティブプロスピーカーに昇格するためには、エグゼクティブプロスピーカー試験を一次試験から受験し直し、審査に合格す
る必要がございます。

（4）マスタープロスピーカー

マスタープロスピーカーとして集計期間内に更新条件を満たすことができなかった場合、JPSA理事会での審議に基づいて処遇を決定
いたします。
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産休・育休・介護休期間の更新ポイント凍結ルール
産休・育休・介護休を希望するプロスピーカーは以下のとおりポイント更新を凍結し、資格を保有できるものとします。

（１）取得対象および期間

・主婦の場合、妊娠発覚時から子供が3歳に達するまで最大3年まで申請可能です。

・主夫の場合、シングルファーザーに限って上記の条件で申請可能です。

・夫婦がプロスピーカーの場合、ふたりで合計最大3年まで申請可能です。

・取得期間の終了日はポイント更新締日に合わせるものとします（9月末日）。

（２）期間中の活動

産休・育休取得期間中は選択理論とアチーブメントテクノロジーをぜひご家庭で実践することを最優先してください。期間中であっても支
部活動やコースアシスタントにお入りいただくことは可能です。

（３）取得方法

取得者本人より指定の「産休・育休期間更新ポイント凍結申請書」を事務局に提出し、理事会の承認をもって取得するものとします。取得
希望開始日より1ヶ月前までに原本をご提出ください。 ※介護や病気や長期海外出張など、出産・育児とは別の事由によりポイント凍結を
希望する場合も、（２）と同様に理事会にて判断をいたしますのでお申し出ください。

（４）復帰方法

復帰は共通で10月1日からとなります。それまでに以下の書面の提出をもって、活動を再開できるものとします。

Ⅰ：期間中の体験談レポート（文字数制限なし）

Ⅱ：支部での体験談プレゼンテーションの映像（30分）

取得期間中に復帰を希望する場合は、事務局までお申し出ください。理事会の承認をもって復帰手続きをとらせていただきます。
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プロスピーカー資格が一時停止となる場合のルール

■プロスピーカーの認定が一時停止になる事項

• JPSA会費のお支払いが2ヶ月以上確認できず、事務局からの文書通達後もお支払
いがいただけない場合、プロスピーカー資格を一時停止いたします。

• 認定プロスピーカー金バッジ・肩書の使用制限

• 資格一時停止が解除されるまで、プロスピーカーの肩書の使用は一切禁止しており
ます。また、認定プロスピーカー金バッジに関しては、一時停止となった際に、速や
かにご返却いただいております。

14



シニアプロスピーカーの能力要件とは？

①【卓越した実績】

良質な人間関係を土台に所属の業界トップ1％の実績がある。

②【理論の理解と実践】

アチーブメントテクノロジーと選択理論心理学に対するさらなる深い理解と実践をしている

③【伝達力】

更なる高いレベルでのプレゼンテーションの設計力と情報伝達のスキルを有する

④【プロスピーカーになる目的】

シニアプロスピーカーになる使命と明確なビジョンがある

⑤【育成力】

内発的動機づけにより指導者を育成できるフィードバック力を身につけている
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＜シニアプロスピーカーとは？＞

～指導者を育成できる指導者～
「縁ある人を物心両面の幸福に導ける技術を習得している真の指導者」

というベーシックプロスピーカーのモデルであり指導する立場



シニアプロスピーカー制度受験資格 16

■シニアプロスピーカーの条件
・ベーシックプロスピーカーである。

＜卓越した実績＞
・ベーシックプロスピーカー合格以降、自分のパワーパートナーが３名以上
スタンダードコースまたはアチーブメントテクノロジーコースを修了している

＜伝達力＞
・プロスピーカーとしての講演時間が累計で30時間以上である。

＜育成力＞
・ベーシックプロスピーカー合格以降、スタンダードコースまたは
アチーブメントテクノロジーコースのアシスタントを2回以上経験している。
・ベーシックプロスピーカー合格以降、ダイナミックコースと
ダイナミックアドバンスコースのアシスタントをそれぞれ2回以上経験している。
・ピークパフォーマンスコースのアシスタントを 2回以上経験している。
・プロスピーカーを3名以上育成している （※）

（※）プロスピーカー合格後に、育成をしてもらったプロスピーカーの名前を最大３名記載するアンケートから育成実績をカウント。



シニアプロスピーカー試験 試験概要
（1）一次試験

下記、 （ⅰ） 又は（ⅱ）にて一次試験を実施します。

（ⅰ）プロスピーカートレーニングプログラムアドバンスの６回目に一次試験を実施します。

（ⅱ）エントリーは「MARC内 JPSAタブ 各プロスピーカー１次試験申し込みはコチラ」より。

以下のA～B の課題を提出することを条件に試験を行います。

（提出先 ・・・ エントリー申し込みから1ヶ月後の18時30分までにJPSA 事務局宛）

Ａ．評価表の提出

当協会指定のスタッフが同席の元、下記のいずれかのテーマで1回60分3人以上を前にトレーニングを行い、3回の平均
評価が5段階で4以上の評価を得ている。 ※詳細テーマは次ページにて

Ｂ．プロスピーカー活動レポート提出

指定の「プロスピーカー活動レポート」を解答の上、JPSA事務局あてに郵送する（コピー可）

（2）二次試験

一次試験合格次第、二次試験の日程を確定してまいります。二次試験は以下の内容で行われます。

①筆記試験

②フィードバックに関する口頭諮問

③実技試験 ※一次試験で評価表を提出したトレーニングの実施による試験

（3）三次試験

二次試験合格者に対して、個人面接を行います。

17



■一次試験・二次試験共通

所要時間：60分

対象者：選択理論とアチーブメントテクノロジーに触れたことが無い人

ゴール：選択理論とアチーブメントテクノロジーを実践しようという行動変容が促せること

タイトル、テーマは自由設定（※但し、最後にSPSとしての使命とビジョンを入れること）

有料講演を行う講師として参加者20名以上の講演形式で話をするという設定

60分の中でシェアの時間を取ることは自由とする

60分の中でワークの時間を取ってもよいが受講生が離席をしたり、道具を使うようなワークは禁止とする。

（あくまでも講演・プレゼンテーションの枠を出ないこと）

■試験の目的

有料講演を行う講師として聞き手の感動をつくり、行動変容を促す情報伝達のスキルを有する伝達力を体得していることを確認
する。

■プレゼンテーションの観点（試験官が確認するポイント）

・業界トップ1％の実績が見える。

・深い納得感を促す構成力がある

・選択理論とアチーブメントテクノロジーを深く理解し実践していることがわかる。

・聞き手を惹きつけるプレゼンテーションスキルを有する。

・1/1000プロジェクト・SPSプロスピーカーに対する志を持っている

18シニアプロスピーカー試験「プレゼンテーションの実習について」



■一次試験・二次試験共通

デモンストレーションとしてスタッフが２分間「私の人生ビジョン」についてプレゼンテーションをします。

その後、 １０分間以内でフィードバックをいただきます。

そのフィードバックに対して、各試験官からの質問にお答えいただきます。

■試験の目的

フィードバックの技術を体得しているかどうかを判断する。

※フィードバックの定義・目的は右資料参照（フィードバックトレーニングより）

■フィードバックの観点（試験官が確認するポイント）

・自己評価を促しているか？（強制や決めつけになっていないか？）

・自己概念を高めるフィードバックか？（自己概念を下げていないか？）

・強化/改善フィードバックをしているか？（承認や感想だけになっていないか？）

・事実に基づいたフィードバックか？（解釈でフィードバックをしていないか？）

・Ⅰメッセージを伝えているか？（質問だけに終始していないか？）

19シニアプロスピーカー試験フィードバックに関する口頭試問



シニアプロスピーカー試験 受験料

【受験料】

• ＜一次・二次・三次試験込＞ 30,000円（消費税抜）

• 受験料は一次試験エントリー時にお支払いいただきます。試験受験の有効期限は、
一次試験課題提出日から1年間とし、有効期間内に1回のみ二次試験を受験できま
す。2 回目以降の受験の場合､合格した試験は免除されますが、再び30,000 円（消
費税抜）の受験料が必要となります｡また、有効期限を過ぎてしまった場合は、再度
一次試験からの受験が必要となり、別途30,000 円（消費税抜）の受験料が発生い
たします｡

20



エグゼクティブプロスピーカー制度受験資格 21

■エグゼクティブプロスピーカーの条件
・シニアプロスピーカーである。
・プロスピーカーとしての講師活動時間が累計で 500 時間以上を越えている
（なお、 対象者・内容に対する審査を一次試験で行います）。
・ビジネス選択理論能力検定 2 級に合格している。
・シニアプロスピーカーになってから、スタンダードコースないしは
アチーブメントテク ノロジーコースのアシスタントを１回以上経験している。
・シニアプロスピーカーになってから、ダイナミックコースのアシスタントを
１回以上経験している。
・シニアプロスピーカーになってから、ダイナミックアドバンスコースの
アシスタントを１ 回以上経験している。
・シニアプロスピーカーになってから、
ピークパフォーマンスコースのアシスタントを 2 回以上経験している。
・シニアプロスピーカーになってから、
プロスピーカートレーニングプログラムのアシスタントを1 回以上経験している。



エグゼクティブプロスピーカー試験 試験概要

【試験概要】

（1）一次試験

以下のA～D の課題を提出することを条件に試験を行います。

（提出先 ・・・ 二次試験1ヶ月前の18時30分までにJPSA 事務局宛）

Ａ．講演活動の概要を記した書類（書式自由。主な対象者・参加者数・参加費・創りだした結果は必ず含め
ること）

B.オリジナルトレーニングプログラムの企画書の提出

自身が講師を行う1日以上のオリジナルトレーニングプログラムを作成し、その企画書を提出すること（企画
書にはターゲット、プログラムで得られること、タイムラインが記載されていることが必須条件である）。

C．評価表の提出

当協会指定のスタッフが同席の元、1回3人以上を前にプロフェッショナルフィードバックトレーニングプログラ
ムの一部のトレーニングを行い、3回の平均評価が5段階で4以上の評価を得ている。

D．試験問題用紙提出

指定の「エグゼクティブプロスピーカー認定試験問題」を解答の上、JPSA事務局あてに郵送すること（コピー
可）。

22



エグゼクティブプロスピーカー試験 試験概要

【試験概要】

（2）二次試験

一次試験合格者に対して以下の内容で行われます。

①筆記試験

②実技試験１

一次試験Bで企画書を提示したオリジナルトレーニングプログラムの実施による試験。

③実技試験２

試験官から指定されたトレーニングプログラムの実施による試験。

（3）三次試験

二次試験合格者に対して、個人面接を行います。

【合格発表】

・一次試験

試験官またはJPSA事務局よりメールあるいは電話にて通達いたします。

・二次試験

1週間以内に試験官またはJPSA事務局よりメールあるいは電話にて通達いたします。

・三次試験

個人面接終了後、即日通達いたします。

23



エグゼクティブプロスピーカー試験 受験料

【受験料】

＜一次・二次・三次試験込＞ 30,000円（消費税抜）

受験料は一次試験エントリー時にお支払いいただきます。試験受験の有効期限は、

一次試験課題提出日から1年間とし、有効期間内に1回のみ二次試験を受験できます。

2 回目以降の受験の場合､合格した試験は免除されますが、再び30,000 円（消費税抜）
の受験料が必要となります｡また、有効期限を過ぎてしまった場合は、再度一次試験か
らの受験が必要となり、別途30,000円（消費税抜）の受験料が発生いたします｡
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マスタープロスピーカー認定要項

【認定条件】

•エグゼクティブプロスピーカーとして10年以上活躍し、あらゆる層の受
講生に対して有料のトレーニングを行い、著しい成果を上げている。

• JPSA理事会での推薦・承認を受ける。
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