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Shigeki Asou
日本電気株式会社

Business Title, Organization NEC Corporation
現職(担当）

現職（行事担当）

Present

Present（Event）
1985年04月 ＮＥＣ入社
2011年03月 ＮＥＣ 第一官公ソリューション事業部 統括部長
中央省庁のシステム開発・保守・運用支援を統括
2012年03月 ＮＥＣ認定 上席プロジェクトオーガナイザ（最高位）
2013年04月 ＮＥＣ 第一官公ソリューション事業部 主席事業主幹
2015年04月 ＮＥＣ 金融システム開発本部に異動

経歴

［PMI日本支部］
2012年08月 PMI日本支部法人スポンサー 若手PM育成SGに参画
2014年01月 PMI日本支部理事就任（社会貢献担当，PMコミュニティ活性委員会委員）
2014年05月 PMI日本支部PMCDF実践研究会（現PMタレントコンピテンシー研究会）に参画
2015年03月 PMI AP-LIM(Asia Pacific Leader Institute Meeting)ならびにRegion9 Meetingに出席
2015年12月 PMI HongKong支部Annual Congressに出席
2016年01月 PMI日本支部理事再任（行事担当，PMコミュニティ活性委員会委員）
2016年10月 PMI Mongolia支部Annual ConngressならびにRegion9 Meetingに出席
2016年10月 PMI中国Annual Congress出席（日本企業特性等についてPresentation実施）
2017年01月 Mコミュニティ活性委員会副委員長就任
2017年03月 PMI AP-LIM(Asia Pacific Leader Institute Meeting)ならびにRegion9 Meetingに出席
2017年10月 PMI NA-LIM（North America Leader Institute Meeting)ならびにGlobal Congressに出席
2017年11月 PMI PMO Symposiumに出席

Chief Manager of Financial Systems Development Division in NEC.
Director of PMI Japan chapter.

Biography

I have over 30 years of experience of working for NEC Corporation and has many
experiences as Project Manager in the field of IT especially some big projects such as
Government systems, Public systems, Telecommunication systems and Banking systems.
I actively contribute to spread the project management community in Japan through PMI
Japan chapter and introduces the process at the PMI Region 9 meeting 2015 held in Bari,
Indonesia, and the AP-LIM(Asia Pacific Leader Institute Meeting)2017 held in Hong Kong.

来年度は日本支部設立２０周年という節目を迎えます。ますます変化が激しくなっていく、
PMIおよび
日本支部の更なる発展ならびに日本支部会員の皆様へ、グローバル動向も踏まえた有益
PMI日本支部への貢献所信 な情報の提供を継続していきます。
（次期）
今期までの理事活動で会員皆様からいただいた現場の真の課題ならびにSNS等を通じた
海外支部との交流強化等を通して、PMのステータス向上にむけた貢献をしていきます。
Next year is a 20th anniversary of the PMI Japan chapter. It will be a big turning point for
us. I continue the further development of the PMI Japanese Chapter members under a
rapid change of environment through offering of the useful information that stood on the
Commitment for next term
global trend.
Through the interchange reinforcement with the PMI HQ and other foreign chapters, I do
contribution for the status improvement of Project Manager.

PMIおよび
PMI日本支部への貢献実績
(今期）

行事担当理事として、PMI日本支部のセミナープログラム主催の月例セミナーでの冒頭挨拶、ＰＭＩ日
本支部の活動を法人スポンサー連絡会や企業内（関連会社，パートナー会社含む）ならびにで発
信，展開することで、法人スポンサーの増加に貢献するとともに、ＰＭＰ有資格者へのＰＭＩ（ＰＭＩ日本
支部）への入会促進を実施し、会員増に貢献しました。
また、2017年のAP-LIMでは、各支部の活動概況を紹介ならびに共有するパネルディスカッションに５
人のパネリストの１人（他、Makasya，India，New zealand， Pakistan）として、日本支部の活動紹介な
らびに各支部との意見交換や、China Congressでのプレゼン、ならびにNA-LIM，Global Congress，
PMO Symposium，AP-LIM，Region9内各支部のAnnual Congressへの参加ならびにPMI Japan
Forumに来賓されるAP（Asia Pacific)メンバとの交流を深めるとともに、そこで得た知見をPMコミュニ
ティ活性化委員会を通して日本支部運営にFeedbackしました。

Result of present term

I deepened the interchange with PMI HQ and AP (Asia Pacific) members as a panelist,
presenter, and participants of some global events such as AP-LIM, NA-LIM, PMO
Symposium, China congress, and Region 9 chapter's annual congress. Through these
activities, I shared the Japan chapter's activities and features and exchanged opinions
with each chapters.
Especially the panel discussion with Malasia, India, New zealand, Pakistan chapter's leader
was most effective.

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)
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”グローバル化対応”

活動基盤の視点

多くの企業が最高収益を計上と報道されており日本経済は回復してきていますが、一方で政府目標
の物価上昇率は達成がさらに先送りされたり、消費の伸びが低迷している等、生活目線での回復は
道半ばといった感覚があります。日本経済全体が真に元気になるため、そして政府の掲げる一億総
活躍社会の実現に向けて、PMI発行の各種グローバルスタンダードやプラクティスガイドの活用に加
えて、グローバルにも通用する日本のいいところを加え、企業が抱える経営課題へのプロジェクトマ
ネジメントの有効性を具体的に提言することにより、実践的に経営課題を解決するPM知の普及を行
なっていきます。
また、今期までの理事活動の中で海外支部等でPMIJについて何度かプレゼンならびにパネルディス
カッションを実施してきており、そこで得た知見，人脈をさらに強化して日本支部の海外プレゼンス向
上に貢献していきます。

"Globalization"

Activity Platform
Perspective
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I spread the PM intellect to solve a management problem practically for the utilization of
various global standards and practice guides of the PMI, and proposing the effectiveness
of the project management to the management problem that a company holds concretely.
In addition, I carry out presentation and a panel discussion in director activity until this
term several times about PMI Japan chapter at some global congress and I strengthen
knowledge, the acquaintances whom I got there more and contribute to the foreign
countries presence improvement of the Japan branch office.

”PPPMの普及促進”

プロセスの視点

グローバル対応の一層の加速化が求められる中で、まだまだ従来の自社固有のスタイルに固執し
て、いわばガラパゴス化しているプロジェクトや企業も少なくありません。一方で、米国では昨年(2016
年）末に、連邦政府の政策をプロジェクトマネジメントとして捉え、そのために組織・キャリア形成を目
指した法案が、上下院の可決ならびに当時のオバマ大統領の署名をもって成立しました。この法案
可決に尽力されたWashingtonDC駐在のPMI本部メンバとの支部の中核メンバを知己を得る機会があ
り、情報交換を開始しています。このような活動を通じて、「グローバルな活動と直結するPMI日本支
部の強みを活かし、グローバルに通用する知識・ノウハウを支部活動のメンバーで共有し、コミュニ
ティのメンバーが現場で実践して成果を挙げることで、その成果がさらにコミュニティの拡充に結びつ
いていくサイクルを回していきます。

"Promotion of PPPM"

Process Perspective

In the United States, the Program Management Improvement and Accountability Act of
2015 (PMIAA), which will enhance accountability and best practices in project and
program management throughout the federal government. I had an opportunity to get an
acquaintance in the core members of the branch office with PMI headquarters in
WashingtonDC who made an effort for for this bill approval and starts information
exchange. Through this activity, I will make use of global activity and a strength of the
PMI Japan chapter to be connected directly with, share knowledge, know-how to be
used in members of the branch office activity, feedback to Japan chapter members, and
expand the community.
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”アクティブメンバーの支援強化”
PMI日本支部の戦略委員会であるPMコミュニティ活性化委員会での活動を通して、会員の皆様に会

ステークホルダーの視点 員であることの価値を実感できるサービスを提供していきます。PMI日本支部の強みは世界のPMI活
動に直結し、豊富でグーバルな情報と人材ネットワークに恵まれていることです。
この強みを、会員の方々に価値ある形でサービスの拡充として還元することを継続していきます。

"Support reinforcement for Chapter members"
I provide the service that can realize the value of being a member through activity in PM
community activation Committee that is a strategic committee of the PMI Japan chapter.
Stakeholder Perspective
The strength of the PMI Japan chapter is connected directly with worldwide PMI activity
and is to be endowed with information and the talented person network.
I continue to return this strength to members as expansion of the valuable services.

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

この２年間で500名以上の会員が日本支部に加入され、支部会員数は3800名を超える規模となりま
した。これはPMIの約300ある支部の中でもTOP10に入る規模ですが、東京や大阪といった大都市に
偏っているのが現状です。都市部以外での日本支部会員の増強に向けて、今年のFestaで実施した
インターネットによる全国配信を皮切りに、SNSを活用した活動の場の提供も視野にいれ、非会員の
方々が会員になるきっかけを構築していきます。

Strengthening Chapter
Membership

In recent two years, Japan chapter members has increased by 500, and total members
became more than 3800. This is a scale to enter TOP10 in the chapter which is
approximately 300 of PMI, but it is concentrating the big city such as Tokyo and Osaka.
For the reinforcement of the member of Japanese chapter except the urban area, I put
the offer of the place of the activity that utilized SNS to whole country. This year's Japan
Festa tried the delivery by the Internet all over Japan, and the various places of the
nonmember build the opportunity when it is to a member.

法人スポンサー増強

法人スポンサーになることでの価値を、自社の経営課題や人材育成に具体的で効果が期待でき、ま
た、情報が法人スポンサー連絡会やスタディグループの活動から得られ改善に結びつくことで、実感
できるようにします。この成果を法人スポンサー候補各社に展開し、法人スポンサーの増強に結びつ
けます。

Through becoming a corporation sponsor, I will provide some information which support to
solve company's management problem and do personnel training through such as a
Strengthening Corporate
corporation sponsor liaison meeting or the study group. And I present this result for the
Membership
potential corporation sponsors and tie it to the reinforcement of the corporation
sponsors.

Z

活動充実への貢献

今期までの理事活動で海外支部でのプレゼンや、ＰＭＩ本部を始め、成長著しいアジア地域の各国の
支部と築き上げた連携をベースに、プロジェクトマネジメントにおけるグローバルな組織としての日本
支部の強みが生み出す価値を、各種会員の皆様に還元していくことを継続します。
支部会員増強や法人スポンサー増強に加えて、PMI日本支部で主催している各種イベント（Ｊａｐａｎ
Ｆｏｒｕｍ，Japan Festa，月例セミナー等）を通して交流させていただいた方々を通して、その方の同一
企業グループにも働きかけて促進していきます。

Through some activities as a director including the presentation in the foreign country's
chapter or personal connecting with PMI headquater or other chapter memberｓ, I will be
Contributiion to Fulfilling
continuing to return the value that the strength of the Japan chapter as a global
of Activities
organization in the project management. And I will enhance this activity to an equivalence
corporate group of the current corporation sponsor.

