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Etsuko Mizui
日本アイ・ビー・エム株式会社 グローバル・ビジネス・サービス事業本部
シニア・プロジェクト・マネジャー

Business Title, Organization Senior Project Manager, Global Business Services, IBM Japan, Ltd.
新任

新任

New

New
1996年10月 電子部品メーカー勤務を経て、日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2008年10月 IBM認定シニア・プロジェクト・マネジャー
2012年01月 日本IBM PM プロフェッション・リーダー就任
（PMの能力開発、認定制度、PMコミュニティーをリード）
2015年01月 日本IBM 金融セクターにて銀行様プロジェクト担当

経歴

［PMI日本支部］
2011年-現在
PMタレント・コンピテンシー研究会 (2011-2014 代表）
2016年-現在
ミッション委員会委員
2017年-現在
標準推進委員会委員
[外部活動・資格]
PMP
2008年-2009年 日経システムズ連載記事執筆
2009年, 2011年 日経BPムック本「ITアーキテクトのやってないけない」寄稿

[Working Experience]
Senior Project Manager
Present
・Works in Global Business Service division of IBM Japan
・Specializes in the Banking Industry
Project Manager Profession Leader of IBM Japan
・Developed project manager's (PM) skills
・Evaluated PM capabilities
・Lead PM community
Biography

[PMI Japan Chapter]
Project Management Talent Competency PoC
Present
・Participated as a leader (2011-2014)
Mission Committee member
Promoting Standardization Committee member
Present
[Credential, Activities]
PMP®
Published a serial article on Nikkei Systems
Contributed Chapteroks for Nikkei BP
entitled "ITアーキテクトのやってはいけない"

Jan 2015 -

Jan 2012 - 2014

2011 2016 - Present
2017 -

2008 - 2009
2009, 2011

本年からスタートした3ヵ年の中期計画の作成に、ミッション委員として参加させて
いただきました。日本支部が目指す2019ビジョンステートメント”日本支部の活動に
よって、プロジェクトマネジメント/プログラムマネジメント/ポートフォリオマネジメン
トの必要性や重要性が広く認識され、企業の事業価値達成の手段として活用され
ている”の達成に向けて、日本支部のポートフォリオの実行・推進に貢献していき
PMIおよび
PMI日本支部への貢献所信 たいと考えております。
特に、研究会や委員会活動の経験を活かし、部会間の連携やアクティブメンバー
（次期）
への支援強化、PMI本部や他団体との連携強化に取り組んでいきたいと思いま
す。また、研究会活動を通して長年取り組んでいるプロジェクトマネジメント人材の
コンピテンシーの知見を用いて、人材育成やPM教育に関する施策を推進してまい
ります。
As a Mission Committee member of PMI Japan Chapter, I spent the past year
creating a mid-term plan for accomplishing our vision statement for 2019: "The
importance and necessity of the project management / program management /
portfolio management discipline will be recognized widely through all Japan
Chapter activities. PPPM will be utilized for accomplishing organization's
Commitment for next term business goals." I would like to supervise the portfolio of Japan Chapter, and I
believe my experience as a committee member will allow me to enhance
connections not only between the active members of Japan Chapter, but also
with the members of PMI HQ and other chapters. I would also like to promote
education programs for project managers by applying my knowledge of the
Project Management Talent Competency PoC.
・ミッション委員会委員として、中期計画の展開と推進に携ってまいりました。
・標準推進委員会委員として、翻訳人材の育成を担当しています。（継続中）
・9月開催のリーダーシップミーティングに参加いたしました。
・PMタレント・コンピテンシー研究会メンバーとして、以下の活動を実施いたしまし
た。
PMIおよび
・PMCDフレームワーク第3版のグローバルSME、翻訳プロジェクト参加（継続
PMI日本支部への貢献実績
中）
(今期）
・日本フォーラム２０１７にて発表 「BRM時代のPMコンピテンシー」
・他団体「JISA」PMコミュニティーへの部会紹介、意見交換会参加
・「PMコンピテンシー向上ワークショップ」主催2017年7月（完了）、12月（実施予
定）
・Developed and promoted the mid-term plan as a Mission Committee member
・Developed competency framework for translators as a member of Promoting
Standardization Committee (on going)
・Participated in the leadership meeting 2017 in September
・As a Project Management Talent Competency (PMTC) Member:
- Participated in the revision project of PMCD framework 3rd edition as a SME
Result of present term
- Presented "PM Competency in BPM Era" for the Japan Forum 2017
- Introduced PMTC PoC to JISA PM Community
- Held "Developing PM Competency Workshop" in July 2017
- Designed questionnaire for "Current status of PPPM in Japan" and created
corresponding summary report

PMI日本支部戦略へのコミットメント （上位３視点） Commitment to PMI Japan Strategy (top Three)
1

”交流と情報発信の強化”

活動基盤の視点

PMI日本支部の活動基盤は、個人会員と法人・アカデミースポンサーに支えられ
ています。会員の皆様に、プロアクティブに活動いただくためには、日本支部が提
供するサービスや活動から「価値」を見出していただくことが重要であると考えま
す。そのために、PMIや日本支部の資産である最新情報の提供、人的ネットワーク
の構築や情報交換の機会の充実に努めてまいります。
"Enhanced Connections and Transmitting Information"

Activity Platform
Perspective

2

”活動の可視化”
プロセスの視点

Process Perspective

3

The majority of PMI Japan Chapter activities are supported by corporate
sponsors or individual members, as well as academic sponsors. In order for our
members to participate proactively, I think that it is important for us to offer
them "valuable" PMI Japan Chapter services and activities. To make that
happen, I would like to consistently provide the latest information from PMI HQ,
and increase opportunities of building a network among active members.

ミッション委員として中期計画作成に携り、PMI日本支部の組織運営が堅確な体
制の下で、一貫したプロセスにより遂行されていることを理解いたしました。今後は
日本支部のミッション達成に向けた戦略目標と各種施策の実施状況について、透
明性のある運営、活動の見える化に向け、運営ルールや仕組み作りを推進してま
いります。
"Visualization of Activities"
I recognized that PMI Japan Chapter was running their organization effectively
and consistently under the solid process of the management discipline when I
supported them for the mid-term plan. By using my findings, I will build and
promote a better operating rule and a structure for establishing with
transparency, and visualizing activities.
”ステークホルダーに応じた情報・サービスの提供”

現在PMCDF第3版の翻訳プロジェクトに従事していますが、近年多数発行されてい
るPMI本部の各種標準、ガイド等について、日本人ステークホルダーへの普及のた
ステークホルダーの視点 めには日本語でのタイムリーな情報発信が必要と考えております。また、個々のス
テークホルダーの興味のある分野や、ステークホルダーにとって価値のある情報・
サービスを識別し、提供するためのステークホルダーマネジメントに取り組んでい
きたいと思います。
"Providing information and services by responding to the stakeholders"
Currently I have been working on translating PMCDF 3rd edition, since I believe
that it is important for us to provide the latest information from PMI HQ to the
Stakeholder Perspective Japanese stakeholders as quickly as we can. On top of that I will work on
improving the stakeholder management discipline for PMI Japan Chapter
members to be able to provide valuable and customized services and information
for each unique stakeholder.

PMI日本支部活動拡大および活動充実へのコミットメント
Commitment to PMI Japan Chapter's Enlargement and fulfilling of activities

X

支部会員増強

Strengthening Chapter
Membership

Y

法人スポンサー増強

・増強に向けての取組みとして、価値あるサービスや情報の提供と共に、支部活
動の「魅力」の発信があると感じています。支部会員として活動しているメンバー
が、その価値を広く発信できる機会提供を増やしていきたいと思います。
・新規会員のリテンション率を上げ、ローヤル会員を増やしていくためには、部会活
動やイベント等に参加いただき、人的ネットワークを構築することが一つの手段と
考えます。既に開始されているオリエンテーション等を通じて、アクティブメンバーと
の交流や「魅力」の発信を推進してまいります。
・I believe that for increasing the number of chapter members, we can work on
developing more "attractive" ways to transmit "valuable" PMI services and
information, as well as our pleading activities from PMI Japan. I would like to
create a new networking system for chapter members to be able to transmit their
valuable experiences from PMI activities.
・I believe that creating a new networking system and having members access to
the latest PMI activities and events are important for us to maintain the number
of retention of the new chapter members and the increase in the number of loyal
memberships. I will work on connecting with active members and promoting them
our "attractiveness" through existing orientations.
・企業や組織が変革を進める中で、プロジェクトマネジメント人材に求められるコン
ピテンシーも多様化してきています。新しいプロジェクトマネジメントの人材像を提
供できるのはPMI日本支部の強みと考えます。PMI本部の情報資産の提供や新し
いコンピテンシーエリアの育成について、部会との連携を図りながら、法人スポン
サーへの展開を推進してまいります。
・法人スポンサー企業や組織が抱える課題に応じたサービスの提供を検討し、展
開を推進いたします。

・As the businesses or the organizations accelerate the transformation of the
diverse project management disciplines, I believe that Japan Chapter has
advantages on being able to provide a newly required competency areas for
Strengthening Corporate project managers to our corporate sponsors. I would like to work on connecting
with PMI HQ, learn the latest competency disciplines from them and collaborate
Membership
my knowledge with PMI Japan members for a higher quality.
・I will work on providing new services that are addressing the problems
experienced by our corporate sponsors and organizations.

Z

活動充実への貢献

・活動の充実に向けては、現在提供しているサービスや情報提供を充足させること
に加え、環境の変化やグローバルの動向を踏まえ、常に進化しつづけることも必
要だと感じています。新たな取り組みにも積極的に関与していく所存です。
・部会内や部会間のコミュニケーションの活性化を図り、ナレッジシェアの機会を増
やすことで、一層の活動充実を支援してまいります。
・日本支部主催のイベントやセミナーの更なる質の向上に取り組んでまいります。

・I believe that it is necessary for us to not only enhance our existing services
and information transmissions, but also to keep developing as needed by tracking
Contribution to Fulfilling the change in environment globally. I will intervene actively on new challenges.
・I will work on fulfilling activities by supporting communication networks among
of Activities
Japan Chapter members and provide them a way to share their knowledges and
experiences.

