2011

シンポジウムプログラム

：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

※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）

9月8日（木） ・2F 平安「カフェ・ド・eシンポ」… 展示コーナー
午

午

【IT-1】現場でのプロジェク 【PA-1】省電力を実現する 【EG-1】地球熱利用による

13：10

経験を実践へとつなげるＢＣＭ

田村 八洲夫（川崎地質）

平出 正彦（DTF研究会、平出精密）

宇治 浩明（東京証券取引所）

應武 篤良（新日本製鐵）

伊藤 毅（富士通総研）

〜

Ｐ２Ｍを活用すれば日本のＩ
Ｔを強
く出来る

林 好一（SRA）

近藤 洋司（ゆうちょ銀行）

LSI開発プロジェクト

PMBOK®

メント Ｅａｓｔｍｅｅｔｓ Ｗｅｓｔ けるリーダーのあり方

子供たちの未来を創造するため
に取組むべき課題

後追い型課題管理からプロアク
ティブ型リスク管理へ

人と人を繋げるプロジェクトマネ
ジャーの新常識

グローバル視点を目指すプロジェ
クトマネジャーのための

平時の行動が決め手〜化学テロ
対応からの教訓

田中 一雄（山万）

加藤 恒（ヤマハ）

平井 丈裕（パスモ）

永谷 裕子（ＰＭＩ日本支部）

福山 隆（ダイコー）

〜

日・欧米コントラクター比較

建設ＰJの成功要因とモチベー
ション比較
平井 一志
（年金積立金管理運用）

澁谷 岳正（富士通）

〜

総合商社はプログラムマネ
ジメントカンパニー

のビジネスモデル

【MS-2】
リスク管理重視の 【FI-2】両輪はBABOKと 【PS-2】プロジェクトマネジ 【SP-2】想定外の事態にお

石倉 政幸（ＣＣＣ）

【MS-3】宇宙開発プロジェ 【 F I - 3】I Tプロジェクトを 【PS-3】アジャイル開発に 【SP-3】災害に備える新し

クトの知識継承

成功に導くＰＭＯ

おけるリーダーシップ

組織的な知識継承と、はやぶさ等
の事例

顧客側マネジメントＰＭＯのベス
トプラクティス

アジャイル開発プロジェクト成功
の秘密

百村 幸男（コア）

竹腰 重徳（アイネット）

小川 亮
（宇宙航空研究開発機構）

【IT-4】組織を動かす根回 【PA- 4】スマート・シティの 【EG-4】グローバル化の次

〜

16：40

に来るもの

けるＩ
Ｔ価値の協創

の研究報告

ステークホルダー分析と説得工作

構想推進のプログラムマネジメ
ント

日本人最少化大型プロジェクト実
行から見えてきた事

事業パラダイムシフトを支えるＩ
Ｔ
ガバナンス

実践力を真の「実戦力」に高めるために

細井 栄治（東洋エンジニアリング）

島田 直貴
（金融ビジネスアンドテクノロジー）

丸山 修平（日揮）

「ITで日本を元気に！」

木野 高史（富士通）
秋山 雅俊（NTTデータユニバーシティ）
高野 智（インテック）

※小ホールは映像による中継となります。

9月9日（金）
渡辺 貢成
（経営組織研究所）

ポートフォリオ＆プログラムマネジメント概説
®
PMI（米国PM協会）
標準の知識体系の解説

内藤 裕一
（ピーアンドアイ）、
米澤 徹也
（東洋エンジニアリング）

問題深掘への「なぜなぜ５回（階）」

「もっと一生懸命」だけで問題はなくならない
小原 由紀夫
（富士通アドバンストエンジニアリング）

午後（13：45〜16：15）
®

PMBOK 解説講座
B-1 難解なPMBOK®をITプロジェクトで理解しよう！
秋山 孝之（日立コンサルティング）

B- 2

B- 3

ITプロジェクト「急がば回れ」の法則

プロジェクト成功のカギは立ち上げ時の土台作り
戸田 朋宏（ヘッドストロング・ジャパン）

メンバーは作業者 OR 技術者？

自立した中堅エンジニアの育成と協創の場を作る
松尾谷 徹（デバッグ工学研究所、
PS研究会）

クラウド時代のRFP作成実践法
A-4 ユーザ企業のクラウド戦略とIT調達力の強化

PMの先にあるキャプチャーマネジャー
B- 4 P2Mとの類似性に着眼した案件獲得のメソッド

アジャイル開発とプロジェクトファシリテーション
A-5 現場力を高めるモチベーションアップのツールと場づくり

プロジェクトマネジャーのための Dress for success
B- 5 印象（装い）はビジネスの成功に直結します

前田 卓雄
（匠システムアーキテクツ）

平鍋 健児
（チェンジビジョン、
永和システムマネジメント）

修羅場を乗り切るPMの資質

A-6 プロジェクトの難局から学し、大きく成長する
中嶋 秀隆
（プラネット）

3

佐々木 賢一（トライポッドワークス）

セミナー・ワークショップ全20プログラム開催
〜PM基礎／実践・PM人材教育・業種ごとのセミナー・ワークショップ〜

日本再建に不可欠なP2M：プロジェクト＆プログラムマネジメント
A-1 正しいP2Mを学ぼう、緊急時でも活躍できるプロマネのノウハウ

A-3

その後の被災地の状況と震災復
興の進捗について

※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。

午前（10：00〜12：30）

A-2

20：00

【 F I - 4】金融サービスにお 【PS-4】
ＰＭ実戦力育成策 【SP-4】復興支援プログラム

一体化構想への取り組み

長尾 清一（PMコンセプツ）

い社会の仕組みの創造

佐藤 唯行（シュアティ・マネジメント協会）

しスキル

17：30

18：00
〜

その考え方を支える仕組み

当たり前の作業が正しく行われてい
ることをフォローする仕組みづくり

16：25

美原 融

づくり事業

ムにおける品質確保の実践

15：35

株式会社三井物産戦略研究所
プロジェクトエンジニアリング室長

活用研究

【MS-1】
諏訪のＤＴＦイノベ 【FI-1】品質管理とキャパシ 【PS-1】斎藤佑樹

ネットワー クを 広 げる 交 流の場 を提 供 致 します ︒

早稲田大学野球部
明治神宮大会初優勝までの軌跡

【IT-3】arrowheadシステ 【PA-3】クラウド導入成功 【EG-3】
ＰＪの成功度に見る、

基調講演 2

11：55

株式売買システムarrowheadで
の取り組み

クトライン

15：05

東京大学教授
東京大学生産技術研究所
都市基盤安全工学国際研究センター長

目黒 公郎

11：05

次世代ものづくりデスクトップフ
ァクトリー(DTF)

中国地区の産学官連携における
Ｐ２Ｍの適用事例

2F 瑞 雲

講 演 者 ︑広い層の参 加 者 ︑シンポジウムチ ームメンバー と

〜

14：15

特別企画

脱石油自然エネルギーへ転換の
地域プロジェクト

実際の現場で、
ＰＭはどうやるか

【IT-2】
ソフトウェアプロダ 【PA-2】
ＩＴ分野でのＰ２Ｍ 【EG-2】ユーカリが丘の街

災 害レジリエンスの 高 い
社会の実現を目指して

PM人材育成 トラック

主将達 【SP-1】これからの事業継
と共に歩んだ４年間
続マネジメント

低炭素地域活性化促進

舩岡 和宏
（アイシーエナジー・スタンダード）

金融・流通・サービス トラック

ティ管理のプロセス

ソフト開発手法の紹介

佐藤 義久（富士通）

製造 トラック

イションを世界に発信

トマネジメント

14：00

基調講演 1

10：50

エンジ・建設・公共 トラック

方

﹃ プロジェクトマネジメント を 肴 とした 語 らいの場 ﹄では ︑

開会のご挨拶
「主催 者挨拶」
「来賓ご挨拶」

P2M トラック

夕

後

懇親会

09：45

IT トラック

〜

開場、受付開始

〜

09：15

10：00

ドリンクサービス

前

5F 大ホール・小ホール

10：00

参加者交流の場

北村 和彦（シップレイジャパン）

鶏内 敏江（パーソナルコンサルティング）

プロジェクトマネジャーの未来

B- 6 プロマネの哲学と組織デザイナーとしての役割
伊藤 健太郎
（アイシンク）

午前（10：00〜12：30）

午後（13：45〜16：15）

教育の原点に立ち戻って
A-7 「伝達、調教的指導」から「気付き・探求する姿を目指す指導」の転換

チームビルディングの技術
B-7 最強チームの作り方講座

「どこでもリーダー」を育てよう
A-8 『坂の上の雲』から学ぶリーダーの育て方

実戦システム運用プログラム開発
B-8 危機に行動できる人と組織を創る

若手を育てる！生きたOJTのススメ
A-9 実践事例から今すぐ使える育成ノウハウを学ぶ

プレイングマネジャーのための5分間コーチング
B-9 プレイングマネジャーのためのシンプルなコーチングで人財育成を考える

星 正雄（東京福祉大学）

津曲 公二（ロゴ）

田中 淳子（グローバルナレッジ ネットワーク）

長尾 彰（している）

岡崎 博之（データセンター開発コンサルタント）

上田 雅美（アネゴ企画）

1日セミナー
コンフリクト・マネジメント
A-10 多様化する職場人間関係における協調的問題解決
鈴木 有香（オイコス）

チーム開発力の高いPMになる！

A-11 リーダーシップの在り方を確実に変える理論・体験・事例
新岡 優子（ビジネスファシリテーション・サービス）

【A-10】
・
【A-11】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 13：30〜16：00

※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。
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