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Biography

現職（理事副会長、ミッション委員長）
Present (Vice President, Strategic Planning)
2003年 4月 同社 品質保証部品質保証担当部長
2006年11月 同社 ＳＩコンピテンシー本部設計積算推進部長
2007年 4月 同社 ＳＩコンピテンシー本部ＳＥＰＧ部長
2009年 4月 同社 技術開発本部ソフトウェア工学推進センタ部長
2010年 7月 同社 品質保証部長
2015年 6月 (株)NTTデータユニバーシティ代表取締役社長
（ＰＭＩ日本支部）
2006年11月 PMI東京（日本）支部理事(マーケティング担当)
2008年 1月 PMI東京（日本）支部理事(渉外担当)
2012年 1月 PMI日本支部理事(広報・宣伝担当)
2014年 1月 PMI日本支部理事（ミッション委員長）
2016年 1月 PMI日本支部理事副会長（ミッション委員長）
（その他の活動・資格）
日本SPIコンソーシアム理事、ソフトウェア技術者協会幹事
ISO/TC258国内対応委員、東京工業大学大学院情報理工学研究科非常勤講師
博士（工学）、PMP、NTTデータ認定 Executive IT Specialist (Software Process)
2003
2010
2015
2017

NTT
NTT
NTT
NTT

DATA
DATA
DATA
DATA

Corporation, Senior Manager, Quality Assurance
Corporation, Head of Quality Assurance
University Corporation, President and CEO
Corporation, Senior Specialist, Tech & Innov. Gen. Headq.

AI, IoT, Big Data, Cloud Computingなど、新たな技術トレンドが産業構造、社会構
造を根底から変えようとしています。このような変化の時代にプロジェクトマネ
ジャーの活躍の機会は拡大し、同時に社会的責任も増大しています。プログラム
PMIおよび
マネジメント、ポートフォリオマネジメント、ビジネスアナリシスなど、広義のプロジェ
PMI日本支部への貢献所信
クトマネジメントに関する知識や経験、ノウハウを展開する活動を推進することで、
（次期）
会員の成長と、日本の産業の発展に寄与できると考えています。これまで積み上
げてきたPMI日本支部の実績と組織基盤をさらに充実し、また発展させて、PPPM
の普及展開に注力して参ります。

Value of project management is raised by the impact of the emerging
technologies, such as IoT and AI. I'm convinced that knowledge of project,
programe, and portfolio managmenet (PPPM) support members of PMI Japan
Commitment for next term
chapter to improve their business skills, and contribute to the growth of Japanese
industries. I will promote and reinforce the chapter's activities to disseminate
project, programe, and portfolio management widely.

これまでの支部への貢献：
・PMI北東アジア地域(R9)、インドのプネ支部、ジャカルタ支部等、他支部との交流
促進、およびPMI-AP等本部関係者との関係構築
PMIおよび
・PMI倫理・職務規定の翻訳、支部の規程類整備
PMI日本支部への貢献実績 ・2014年よりミッション委員長として、支部ミッションに照らした支部機構改革の推
(今期）
進、戦略委員会の立ち上げ。
・2017-2019日本支部中期計画の策定
・PPPM普及展開WG（仮称）の立ち上げ
・Leadership Meetingの開催支援

Result of present term

As the chair of mission committee,
- developed 2017-2019 three year strategic plan of PMI Japan chapter.
- renovated the chapter organization to meet the current mission and strategy.
- initiated a few strategic committees
- supported to hold the chapter's leadership meeting.

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

部会活動など、会員の自主的で創造的な活動が活性化することを重視します。

Activity Platform
Perspective

Encourage the volunteer activities of the chapter members in the working groups
and the events of the chapter.

2
プロセスの視点

Process Perspective

前中期から改訂に着手した支部規約／規程を整備し、将来の支部発展も視野に
入れた制度基盤を確立します。

Revise the articles of the chapter to address the current issues and to expand
the organization.

3
ステークホルダーの視点 政府機関、大学、他団体などとの連携を強化しします。

Stakeholder Perspective Foster the collaboration with government agencies, universities, and associations.

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

入会者の更新、継続を重視し、支部イベントや部会など対面の交流機会を通じて、
新規入会者が支部活動に直接参加できるように働きかけるとともに、そのような場
に参加しやすい雰囲気を作ります。

Keep and rise the retantion rate by providing face to face opportunities for new
members.
Encourage new members to attend events and working groups of the chapter.

法人スポンサーの関心に応じた情報発信に努めます。

Strengthening Corporate
Provide valuable information for sponsers.
Membership

Z

活動充実への貢献

部会活動を支援し、アクティブメンバーの増大に努めます。

Contributiion to Fulfilling
Support working groups and active members.
of Activities

