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Nobuaki Fukumoto
日本アイ・ビー・エム株式会社 執行役員
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現職(担当）
Present

経歴

Biography

現職 ( PMコミュニティ活性化担当）
Present (PM Community Vitalization Committee)
1983年 日本アイ・ビー・エム入社
2008年 IBM認定 Senior Executive Project Manager（PM最高位）就任
日本アイ・ビー・エム理事就任
2009年 株式会社 地銀ITソリューション代表取締役就任
2011年 日本アイ・ビー・エム PM Profession Executive就任
2015年 日本アイ・ビー・エム 執行役員就任 現在に至る
[その他] ・PMP，プロジェクトマネジメント学会員

1983 Joined IBM Japan
2008 IBM certified Senior Executive Project Manager (PM highest)
Director of IBM Japan
2009 CEO of Regional Bank IT Solutions Co., Ltd.
2011 PM Profession Executive of IBM Japan
2015 Vice President of IBM Japan
[Other] PMP, Project Management Society Member

PMコミュニティ活性化担当理事を継続し、PMコミュニティ活性化委員会の運営を
PMIおよび
リードしたいと考えています。昨年のリーダーシップ会議で活用したロジックモデル
PMI日本支部への貢献所信
を当委員会の活性化にも適用し、新たな運営施策を検討するとともに、他の部会
（次期）
やPMIメンバーの活性化に貢献いたします。

I will continue the director in charge of PM Community Vitalization and lead the
management of the PM Community Vitalization Committee. And I will apply the
Commitment for next term logic model utilized at last year's Leadership Meeting to the vitalization of this
committee, to consider new management measures, and to contribute to the
vitalization of other working groups and PMI members.

PMコミュニティ活性化担当理事として、アクティブメンバーを質・量ともに増強する
PMIおよび
ことに貢献してきました。
PMI日本支部への貢献実績 具体的には、研究会等のコミュニティがさらに活性化するように、PMコミュニティ活
(今期）
性化委員会を通じて、リーダーシップ会議の開催、部会連携や情報発信の施策検
討などを支援しました。

Result of present term

As a director in charge of PM Community Vitalization, I have contributed to
enhancing both quality and quantity of active members.
Specifically, in order to make the community such as the research group further
vitalized, I supported the Leadership Meeting, discussion of the group
collaboration and information dissemination etc. through the PM Community
Vitalization Committee.

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
活動基盤の視点

PMコミュニティ活性化委員会では部会間の連携を活性化する目的のワーキンググ
ループを推進しています。この活動を理事としてサポートすることにより、部会間の
連携を強化しPMIメンバーの活動基盤を支えます。

Activity Platform
Perspective

The PM Community Vitalization Committee is promoting a working group aimed at
vitalizing collaboration among the committees. By supporting this activity as a
director, I will strengthen cooperation among the committees and support the
activities foundation of PMI members.

プロセスの視点

PMI日本支部の戦略は理事会で協議、審査するプロセスとなっています。当該プロ
セスへの責任ある関与を行うために、理事会に出席します。

Process Perspective

The strategy of the PMI Japan Chapter will be discussed at the Board Meeting. I
will attend the Board Meeting to take responsible involvement in the process.

2

3
PMI日本支部にとって重要なステークホルダーである部会のアクティブメンバーの
ステークホルダーの視点 リーダーシップ育成とモチベーション向上を支援します。具体的には、PMコミュニ
ティ活性化委員会の主導により、リーダーシップミーティングを開催します。

I will support the leadership development and motivation improvement of the
active members of the groups, which is an important stakeholder for the PMI
Stakeholder Perspective
Japan Chapter. Specifically, I will hold leadership meetings led by PM Community
Vitalization Committee.

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

Y

支部会員増強

法人スポンサーに対するPMP合格コミュニティーの運営を継続支援するとともに、
合格者に対してPMI支部会員になることを推奨するプロモーションを行うことで、支
部会員増強に貢献します。

Strengthening Chapter
Membership

I will continue to support the management of the PMP Passed Community for the
Corporate Sponsor and contribute to the membership expansion of chapter
members by promoting to recommend successful applicants to become PMI
chapter members.

法人スポンサー増強

フォーラムやセミナーを通じてPMIの価値をプロモーションする活動を支援するとと
もに、経営者向けのご進講などの普及活動により法人スポンサーの増強に努めま
す。

I will support activities to promote the value of PMI through forums and seminars
Strengthening Corporate
and endeavor to increase corporate sponsors through dissemination activities
Membership
such as lecture for management.

Z

活動充実への貢献

所属会社内でPM育成を担当する代表責任者を務めており、通年で各種育成プロ
グラムやConferenceの運営を支援しています。

I am a representative director in charge of PM development within my company
Contributiion to Fulfilling
and I support the management of various training programs and conferences all
of Activities
year round.

