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・2F 平安「カフェ・ド・eシンポ」…“参加者交流の場”“展示コーナー”“ドリンクサービス”�9月10日（木）�

セミナー・ワークショップ全19プログラム開催�
～PM基礎講座からPM実践・PM人材育成・IT関連セミナー/ワークショップ～�9月11日（金）�
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【G-2】�

【H-2】�

【K】・【L】・【M】は1日ワーク�
ショップです。�
スケジュールは次のとおりと�
します。�

■ 午　前　10：00～12：30�

■ 昼　食　12：30～13：30�

■ 午　後　13：30～16：15

【G-1】�

【H-1】�

【K】�

【L】�

【M】�

午前（10：00～12：30）�

1 日セミナ ー�

午後（13：45～16：15）�

【IT-1】新技術活用の試行
錯誤といかに向き合うか�
SOA導入へのユーザーと�
ベンダーの共同戦線�

【EG-4】民間企業による公共
事業の推進（ＰＦＩ事業）の意義�
羽田空港における国際航空貨物
ターミナル事業の目指すところ�

【EG-2】新しい不動産/建
設ビジネスにおけるＰ2Ｍ
の提案�
環境不動産(ERE)/企業不動産
(CRE)のＰ2Ｍ�

【EG-1】複合プロジェクト
マネージメント�
ベトナム最初の製油所＆�
ジョイントベンチャー�

【MS-3】国際協働ものづ
くりプロデューサの育成�
日本本社と各現地法人を結ぶ協
働業務プロセス�

【MS-4】『ヤマハ・デザイ
ン』のマネジメント�
グローバルに存在価値のある�
アイデンティティー構築の為に�

【MS-1】変化の時代のR&D
手法 オープンイノベーション�
「自前主義」の壁を破り研究開
発効率を向上する�

【NT-1】グリーン電力証書
システムの生立ちと展望�
民間から始めた再生可能エネ
ルギーの活用施策�

【PA-1】夢（実現）と悪夢�
（回避）の経営戦略�
夢プロジェクトに挑戦し、夢破壊
者と戦う人のために�

【PA-2】サステナブルプロ
ジェクトマネジメント規範�
最適性の原理に基づくバリュー
チェーン活動の提案�

【PA-3】振子式車両の�
輸出におけるプロジェクト
マネジメントの実践と�
その要点�

【FI-3】今、ミッションクリ�
ティカル・システムの再考�
金融などミッションクリティカル
なシステム開発の障害事例紹介�

【FI-2】金融機関における
システム外部委託の現状
と課題�
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開場、受付開始�

開会のご挨拶�
「主催者挨拶」�
「来賓ご挨拶」�
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【MS-2】事業イノベーションの
連鎖で世界をリードする製造業へ�
顧客、商品・サービス、バリューチェー
ン、ガバナンスの4軸事業モデル提案�

【PS-3】高い不確実性のプ
ロジェクトを成功できる人材�
PMと対人関係力に優れた狩猟
型プロマネ育成�

【PS-2】技術者からマネジ
ャーへの変態�
なぜ、優秀な技術者ほど�
マネジャーになりきれないのか�

【PS-1】オフショア開発の
落とし穴を避けるには�
海外ベンダーをどのようにコン
トロールするか�

【PS-4】質問会議によるマ
ネジメント力強化プログラム�
組織のPM力を上げていく新手
法の事例と可能性�

【EG-3】日本郵政グループ
における不動産戦略への
取り組み�

【FI-1】金融分野におけるIT
プロジェクトマネジメント�

※小ホールは映像による中継となります。�

※両日とも申込み先着順に定員となり次第締切りとさせていただきますので、早めの申込みをお薦めいたします。�
※講師および演題は都合により変更される場合があります。�

※講演者および演題は都合により変更される場合があります。�
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18 : 00より�
 懇親会会場となります。�

【IT-2】セル型生産方式に
よる人材育成�
大規模ＭＣシステムの�
プロジェクトチーム編成�

【IT-4】メンタルヘルス(心 
　の健康）問題の現状と改善�
 気持ちよく働き成果を出す�
「脳力」を磨け！�

プロマネの知恵はどこから生まれるか！�
知恵は行動から生まれる：逃げず、ぶつかり、考える�

渡辺  貢成（経営組織研究所）�

Leadership in Project Management�
Does the competencies contribute to project success ?�
Indranil Nath（Pricewaterhouse Coopers Consultants）�
Jean-Luc Creppy（Pricewaterhouse Coopers Consultants）�

企業レベルPMOの導入成功事例�
事業会社、ソフト開発企業でも総合的マネジメント力が鍵�

葉山  博昭（イデオ・アクト)　　中村  智之（ALJ）�

上機嫌プロジェクト�
オプティミストでいこう�

中嶋  秀隆（プラネット）�

リスクマネジメント実践法�
リスクマネジメントの成功条件とは何か？�

中谷  英雄（ピーエム・アラインメント）�

なぜ、失敗を活かせないのか？�
思考技術の限界～だから、その手法は使えない！�

落合  敏明（ティオス）�

PMBOKRガイド第4版概要解説�
PMBOKRガイド第4版によるプロジェクトマネジメント知識体系の解説�

米澤  徹也（東洋エンジニアリング）�

「卓越したプロジェクト」について探求する�
 ワールドカフェによる智恵の共創�

 PMAJ ダイアログSIG

Ubiquity and Limits of-Innovation�
�
ジェイ ラジャセケラ（国際大学）�

戦略的情報商品（インテリジェンス）で市場を掴め�
いつの時代も国際競争力を勝ち抜く企業であるために�

菅原　務（日本経営士会・経営コンサルタント）�

ITユーザーPMOマネージャーのあるべき姿�
PMシンポジウム2008PMO設置状況アンケートより�

村田  正憲（村田経営研究所）�

実践的学習の実践的学習�
プロジェクトチームの学習を考える�

松本  潤二（松本屋）�

チームのテクニカル・コミュニケーション力�
～エンジニア・チームの知恵を高めるには～�

松尾谷 徹、林 眞弓（PS研究会、デバッグ工学研究所）�

どう聴き、どう伝え、どう調整するか�
人間関係を構築し、ミス・コミュニケーションを減らす�

田中  淳子（グローバルナレッジネットワーク）�

ITプロジェクトのためのなぜなぜ5回（階）�
現場と組織を繋ぐ5つの質問と5つの階層�

小原 由紀夫（富士通アドバンストエンジニアリング）�

コンフリクト・マネジメント�
多様化する職場での協調的問題解決�

伊藤　滋（オイコス）�

仕事をおもしろくするモチベーション・マネジメント�
あなた自身とチームのモチベーションに効く処方箋�

菊入 みゆき（JTBモチベーションズ）�

ふりかえりによるカイゼンワークショップ�
プロジェクトシミュレータによるカイゼン演習�

天野　勝（永和システムマネジメント）�「プロデュース能力」が人と企業を救う！�
大転換期のリーダーに求められる思考と行動とは�

佐々木  直彦（メディアフォーラム）�

【PA-4】 宇宙国際プロジェ
クトのチーム運営手法�
異文化を束ねるチーム運営の�
コツ�

【NT-2】プロジェクトを成
功に導くホールシステム・
アプローチ�
「決めない会議」の勧め�

【NT-3】公的資金による
研究開発プロジェクトのマ
ネジメントと知見の蓄積�

 奥谷  英司�
（新エネルギー・産業技術総合開発機構）�

【NT-4】不確実性のマネ
ジメントによるプロジェク
ト組織の学習能力の向上�
不確実な時代にプロジェクトを実施する組織
にとって必要な能力を如何に向上させるか�

牧野  幸博（日揮）� 桑原  康浩（KES）� 林　宏典（リアルコム)

玉木  欽也（青山学院大学）�

香取  一昭（マインドエコー）� 江見  明弘（日本銀行）�

河合 一夫（ニルソフトウェア）� 川田　学（ヤマハ）�

長尾  清一（PMコンセプツ）�

伊藤  健太郎（アイシンク）�

 川勝  良昭�
(亜細亜大学、中央大学 ＆前・新潟県参与)

 長谷川  義幸、及川  幸揮�
（宇宙航空研究開発機構）�

松田雅幸（セガ）�
入山秀樹（ユーフィット）�

梅田  富雄（青山学院大学）� 太田  鋼治（日本工業大学）�

安井　敏（元 日立製作所）� 齋藤  隆司（日本郵政）�

 笠間  郁雄�
（東京国際エアカーゴターミナル）�

 石山  史朗、佐藤  博之�
（富士通ミッションクリティカルシステムズ）�

 前田  英行�
（日立公共システムエンジニアリング）�

 北村  保成�
（パナソニックラーニングシステムズ）�

 拜原  正人�
（クロスリンク・コンサルティング）�

 尾崎  智晴�
（キヤノンITソリューションズ）�

 内山  昌秋�
（SBIネットシステムズ）�

新岡  優子（BFS）、�
千種 実、北村 友宏（日立システムアンドサービス）�

※両日とも会場はPMAJホームページにてご確認下さい。（8月中旬掲載予定）�

千葉工業大学 �
未来ロボット技術研究センター（fuRo）所長�

古田 貴之�

森ビル株式会社 専務取締役�

森 浩生�

基調講演 2�

中国における世界最高層
ビルの建設プロジェクト�
「上海環球金融中心」完成まで
の歩み�

基調講演 1�

未来の"物創り"と"物事"創り�
ロボットプロジェクト推進のコツ�

【IT-3】今まで普通に行わ
れていたコミュニケーショ
ン対策を疑う�

森田  智幸（ソニー）�

：特定テーマ研究会（Specific Interest Group） 　　　　　　　　　：公募講演（Call for Presentation）   　  　　　　　　　：参加型講座       　 　　　：研修事業第1部会  　  　　　：研修事業第2部会      

ワークショップ�

ワークショップ�

ワークショップ�

P2M

ワークショップ�


