2012
：特定テーマ研究会（Speciﬁc Interest Group）

：公募講演（Call for Presentation）

：参加型講座

：P2M研修部会

：PMBOK®研修部会

※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6日（木）
午

展示コーナー

参加者交流の場

前

午

5F 大ホール・小ホール
2F 瑞雲・平安

13：10

開会のご挨拶
「主催者挨 拶」
「来賓ご挨 拶」

14：00

滝本 雅之（NTTデータ）

ンを成功に導くビジネス・ プログラムマネジメント
プロデューサー
プラントプロジェクトの事例から
５つのポイントを紹介

川勝 良昭（新潟県立大学）

中村 元哉（IHI）

【IT-3】オフィスでのドキュ 【 PA-3 】P2Mによる地域 【EG-3】建設業の工事進行

〜

16：25
基調講演 2

スーパーコンピュータ「京」
〜

勇次

16：40
17：30

日本流ものづくりのITコンセプト：
FOA

奥 雅春（東京大学、玉川大学）

【MS-2】 PM活動そのもの

の品質保証活動事例

プロジェクト運営を円滑化し、リスクを緩
和する手法。その特徴・特性をまとめた。
前田 裕幸
（パナソニックSSインフラシステム）

多様化するオフィス環境への取り
組み

産学官民連携によるネットワーク
化と人材育成

これで会計監査に合格する内部
統制環境ができる

発想と差別化でローテクも勝てる！

町田 晴生（キヤノン）

野崎 道哉（中部産業・地域活性化センター）
野村 武史（中部P2M研究会）

本間 克三（シーム）

山田 昭男（未来工業）

メントとしての病院PFI

品質を落とさず工期を3割短縮
するPM手法とは

想定外の事故にどう備えるか

都立松沢病院PFIの事例紹介と
病院PFIの可能性と課題

松山 竜蔵（大和ハウス工業）
長谷川 義幸、中村 裕広
中江 功（富士通システムズ・ウエスト） （宇宙航空研究開発機構）

金光 健
（メディカルマネジメント松沢/日揮）

拘りの重要性、
＜7＋2＞の拘りの
成果

考えるプロジェクトサポート
システム

「プロジェクトサポートシステム」と
「プロマネサポートシステム」の違い
柴田 徹（富士通）

村田 早耶香（かものはしプロジェクト）

た企業戦略の方向性

酒販業の経営革新を例として

食べながら考えたリーダー
シップ

マネジャーは参加ではなく献身し
なければならない
宮田 貞夫（ハンプティ）

小倉 広（フェイスホールディングス）

バル人材育成：大学の挑戦

立命館アジア太平洋大学創設の
挑戦
坂本 和一（立命館大学）

経営術

プロジェクトと人、そして新しい
組織の仕組み

要な契約交渉スキル

民連携による海外都市技
術協力事業（Y-PORT）
公民それぞれが持つ強みと戦略
的アプローチによる統合

伊藤 健太郎（アイシンク）

長尾 清一（ピーエム・コンセプツ）

橋本 徹（横浜市共創推進室）

【FI-4】経営のMVP−プロ 【PS-4】海外事業展開に必 【FC-4】P2Mから見る持続可

ジェクトリーダーとしての
社長の役割
潰してこい！と命じられた崖っぷちの
会社の経営立て直して学んだこと
越智 正昭（ハレックス）

要なグローバル人材

能な「環境未来都市」の提案

18：00
19：30

契約マインド＋技術＝コントラクト 「社会」
「経済」
「環境」による「日本
エンジニアリング
型まちづくり」のマネジメント
大野 紳吾（ベクテル）
梶浦 久尚（大成建設）

太田 鋼治
（日本工業大学大学院）

※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。

セミナー・ワークショップ全22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〜

午前（10：00〜12：30）

午後（13：45〜16：15）
B-1

経営目標を実現するための超上流整理法
A-2 企画段階において戦略との整合性を如何に図るか

「場」の発見
B- 2 暗黙要件を見つける方法論

「納品しない受託開発」にみるソフトウェア受託開発の未来
A-8 IT投資に対するソフトウェアの価値を最大化できるビジネスモデルとは

平時のPM力と有事のチーム力
A-3 何故プロジェクトにチームビルディングが必要なのか

ICT分野への実践的P2M適用について
B- 3 P2Mハンドブックの解説

そのとき行動できる人を創るPM
A-9 事例を読み解く

実践！なぜなぜ５回（階）
A-4 目から鱗が落ち、隠れた原因が見えた

PMのための Dress for success
B- 4 イメージマネジメント（印象管理）による自己開発方法

部下や後輩を効率よく効果的に育てる
A-10 人を育て、自分も育ち、チーム全体の力を向上する

アウトプットを最大にする「三つの秘策」
A-5 『坂の上の雲』から学ぶプログラムマネジメント

「デザイン的思考」の必然性と素晴らしさ
「身体
（からだ）
」で考えてみよう
B- 5 頭で考えるばかりでなく、

複雑な問題に挑むリーダーの思考と対話
A-11 本当はもっと創造的に解決できませんか！？

グローバル競争下におけるBDメソッド
A-6 P2Mスキルの発展形としての案件獲得の定石

オープンソースがグローバル人材を育成
B- 6 プロジェクト運営、品質管理、ビジネスから学ぶ

渡部 寿春（イーストタスク）、内田 淳二（水ing）、藤澤 正則（デリア食品）

野村 典文
（伊藤忠テクノソリューションズ）、樋口 伸雄（PM）

松尾谷 徹（法政大学）、松田 浩一（富士通）、増田 礼子（フェリカネットワークス）

小原 由紀夫（富士通アドバンストエンジニアリング）、尾崎 康二（富士通ミッションクリティカルシステムズ）

津曲 公二
（ロゴ）

北村 和彦
（シップレイジャパン）

PMBOK®ガイド第4版概要解説

午前（10：00〜12：30）

「総論賛成各論反対」を制すP2Mの技
A-1 情報をつなげて価値を生むビジネスモデルの創出

3

達の笑顔のために

【FI-2】淘汰の40年に向け 【PS-2】ベーコンエッグを 【FC-2】日本の未来とグロー

※小ホール、2F 瑞雲・平安は映像による中継となります。

9月7日（金）

2F 瑞 雲

カンブリア宮殿、NHKで話題の
社会起業家が語る

【MS-3】反 常 識 の 型 破り 【FI-3】未来組織とシステム 【PS-3】クラウド環境で必 【FC-3】横浜市が進める公

基準対応原価管理技術

ジメント

化 センター開設

長谷川 清秀（洋服の青山）

イノベーション創出

ロジェクトマネジメントの革新

未来創造トラック

【 F I -1】RFID超多用 自動 【PS-1】一流半のプロマネが 【FC-1】カンボジアの子ども

メント業務の変遷

【IT-4】CCPM適用によるプ 【PA- 4】宇宙のリスクマネ 【EG-4】プログラムマネジ

〜

富士通株式会社
次世代テクニカルコンピューティング開発本部
本部長

追永

山本 秀樹（日建設計）

PM人材育成 トラック

〜

東京大学
社会科学研究所
教授

「気が利くPM」を育成する方法と
は？

【MS-1】
現場力を戦略へ

開発途上国とのイコールパート
ナーシップを目指して
米田 裕之（海外産業人材育成協会）

おける課題とPM育成

金融・流通・サービス トラック

ネットワー クを 広 げる 交 流の場 を提 供いたします ︒

〜

〜

15：05

15：35

11：55

世界一への挑戦

製造 トラック

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

玄田 有史

11：05

グローバル経営のための「経営と
Ｉ
Ｔの融合」

国への人材育成支援事業
の軌跡

【IT-2】グローバル開発に 【PA-2】経営イノベーショ 【EG-2】変革を実現させる

希望のチカラ
10：50

に導く超上流の勘どころ

渡辺 貢成（PMオフィス21）

基調講演 1

10：00

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 ︑

10：00

P2M トラック

【IT-1】
プロジェクトを成功 【PA-1】HIDAの開発途上 【EG-1】東京スカイツリー®

開場、受付開始

〜

〜

09：45

IT トラック

夕

後

懇親会

09：15

ドリンクサービス

PMBOK®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
高橋 政孝（PFUアプリケーションズ）

根上 勇一（アンリツ）、板倉 稔（イネーブル・ツリー）

服部 雅臣（富士通アドバンストソリューションズ）

鶏内 敏江（パーソナルコンサルティング）

山田 晃三（GKデザイン総研広島）

論語とプロジェクト
A-7 論語に学ぶプロジェクトの人間学

午後（13：45〜16：15）
本音 の対話でチームを変える
B-7 プロジェクト現場におけるアサーティブコミュニケーションのすすめ

青柳 浩明
（安岡活学塾）
、
浅見 淳一
（プラネット）

倉貫 義人
（ソニックガーデン）

岡崎 博之
（システム運用コンサルタント）

田中 淳子
（グローバル ナレッジ ネットワーク）

中村 文彦
（オープン・ウイル）
、
上田 雅美
（アネゴ企画）

丸山 奈緒子
（アイシンク）

B-8

アジャイルプロジェクトマネジメントの実際
アジャイルプロジェクト で迷走しないために

市谷 聡啓
（永和システムマネジメント）

プロジェクトを成功に導くゲームストーミング
B-9 短時間で創造的な成果を得るためには？ 会議やプロジェクトを創造的にするための方法論
野村 恭彦
（国際大学GLOCOM）

OJTを機能させる仕事の伝承力
B-10 仕事の勘所にある「暗黙知」の見える化と伝え方
依田 真門
（オイコス）

グローバル化成功への組織戦略、人材戦略の本質を考える
B-11 組織イノベーションの4つの視点による
林衛
（アイ・ティ・イノベーション）

※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。

赤井 誠（MKTインターナショナル）
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