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Taketoshi Yokemura
株式会社 リコー、 顧問 （前理事）

Business Title, Organization Corporate Adviser (Former General Manager), RICOH Co., Ltd.
現職(担当）
Present

現職 （教育国際化委員会委員、標準推進委員会委員）
Present (Adademic Committee, Standard Promotion Committee)

経歴

・米国ブラウン大学 大学院 コンピューターサイエンス学科卒。
・IBMでエグゼクティブ・プロジェクトマネジャーとして旗艦製品であるTシリーズ
ThinkPadの開発を担当。
・米国IBMより、PMの最も権威あるPM/COE賞を受賞。
・リコーの人事本部においてグローバルHRの責任者を担当。また、リコーグループ
全体の人事ITシステム構築のプロジェクトマネジャーを担当。
・リコー環境事業開発センターの立ち上げ責任者やIoT関連新規事業立ち上げ責
任者を担当。
・現在、PMI日本支部理事に加え、社内のPM育成や大学院において学生のPM教
育に従事。（芝浦工業大学 非常勤講師）

Biography

・Graduated from Brown University Graduate School in the USA, Computer
Science Department, M.S.
・Worked as an executivel project manager at IBM; in charge of the development
of ThinkPad T-series laptop PC, one of the most successful products in the
history of the laptop PC.
・Received the most prestigious corporate award for project managers from IBM
US, Project Management Center of Excellence award.
・Worked for global HR management in HR division at Ricoh, and developed HR IT
system as a project manager covering Ricoh group in Japan.
・In charge of establishing the RICOH Eco business development center and
developing a new business with Eco technologies and IoT.
・Now, working as a director of PMI Japan Chapter and working to educate PMs in
the company and students in a graduate school.

PMI日本支部の戦略に沿った会員の皆さんへの情報提供、PMの地位向上や認知度
向上を目指す以下のような活動を通して、PMI日本支部の会員の皆様が、PMとして
PMIおよび
誇りをもって仕事に取り組み、PMとして仕事がしやすくなるように貢献してまいります。
PMI日本支部への貢献所信 ・PMI日本支部の委員会活動やPMI日本支部の様々な活動
（次期）
・所属会社におけるPM啓発活動やスポンサー企業との交流
・PM関連の講演会、大学院での講義
・Region９の各国との連携、など

I commit to contribute to the members in PMI Japan Chapter by the activities
mentioned below along the strategy of PMI Japan Chapter. The activities aim at
offering the latest PM information, and conducting actitivies to improve the
recognition of a project manager and the visibility of project management so that
members in PMI Japan Chapter can work with a pride as a project manager and
Commitment for next term proceed a project smoothly.
・ Activities in committes, and events.
・ PM promotion in my company as a president of PM community and the
collaboration with sponsor companies.
・ Presentations and lectures.
・ Collaboration with the region 9 countries.
2016年度は、以下のような活動を通して、PMI日本支部会員の皆様に貢献してま
いりました。
・2017年3月に行われたPMI AP Leadership Meeting (LM)に参加し、PMI活動の理
解を深めるとともに、AP各国の参加者と交流を深めた。参加報告書も執筆し、PMI
日本支部のHPに公開されている。
・2017年11月に行われたPMI Taiwan International Congressに参加し、PMI日本支
部の活動の参考にするために台湾でのPMI活動の状況に理解に努めた。参加報
告を執筆し、公開を予定している。
PMIおよび
・教育国際化委員会に産業界の委員として参画し、アカデミックに対し産業界から
PMI日本支部への貢献実績
の意見を述べ、また、PM手法の説明などで活動に貢献した。
(今期）
・標準推進委員会の査読・調査チームのリーダーとして、PMI本部で出版・販売さ
れている書籍の調査を行い、PMI日本支部会員に紹介した方がよい書籍の要約を
PMI日本支部のHPに掲載した。
・新入会オリエンテーションに参加し、参加者をPMI活動参画を促した。
・講演会や大学院での講義などを通してプロジェクトマネジメントの普及、及び、
若い人たちへの啓発に貢献した。
・所属会社にあるＰＭコミュニティー会長として、プロジェクトマネジメントの普及促
進や、ＰＭＰ受験者数、ＰＭＩ会員数、PMI研究会参加者の増加に努めた。

Result of present term

I contributed to the members in PMI Japan Chapter via the activities below.
・ I attended the PMI AP Leadership Meeting held in March, 2017 to study the
PMI strategies and initiatives in Taiwan, and to deepen exchanges with attendees.
I wrote the attendance report which was published via PMI Japan Web site.
・ I attended PMI Taiwan International Congress to study their best practices
which PMI Japan Cahpter needs to study more. I plan to write the attendees
report to be published.
・ I contributed to Academic comittee as a representative from the industry side
and made a presentation about some new PM topics.
・ I contributed to Standard Promotion Committe to prepare the abstract of PMI
books sold by PMI for the PMI Japan members.
・ I attended the orientation meeting for new PMI members and encouraged them
to join the PMI activities.
・ I contributed to promote project management via the presentations outside, the
lectures in the university and the classes in the company.
・ I contributed as a president of PM community in my company to increase the
number of PMP holders and to encourage members to join the subject matter
study group in PMI Japan Chapter.

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

「PMI活動への貢献と多様な会員」
企業での経営幹部としての経験や人事、様々な事業責任者としての経験を基に、
PMI活動に貢献する。特に、活動基盤強化のために、若手や女性などの会員のダ
イバーシティー拡大や、IT企業に加えIT企業以外のスポンサー会員増加を図って
いきたい。

Activity Platform
Perspective

"Contribution to PMI activities and expansion of diversity"
I will contribute to the PMI activities based on my experience as an executive in
the company, and a top management in various business area. I would like to
focus on the diversity of members such as young people and women, and on the
diversity of the corporate sponsors in addition to IT companies to strengthen the
foundation of PMI Japan Chapter.

プロセスの視点

「組織的活動への貢献」
活動の活性化を支えるために、PMI日本支部の組織的運営の強化に貢献していき
たい。

2

Process Perspective

3

"Conrtibution to the establishmento of the better management system"
I will contribute to establish the better management system in PMI Japan
Chapter to activate the activities performed by the members in the PMI Japan
Chapter.

「PMIの持つリソースの活用」
PMIはグローバルでの多くの国や産業、大学の大規模な人材ネットワークと情報を
持って活動しています。また、PMI日本支部も同様です。PMI日本支部の会員の人
ステークホルダーの視点
たちがこれらを活用し、PMIの会員であることの価値を享受できるように、様々な機
会の提供に貢献していきたいと思います。
"Opportunity to access the resources in PMI"
PMI as a global organization has a vast sum of the talent network and the data
Stakeholder Perspective resources. PMI Japan Chapter also has a similar respurces in Japan. I will
contribute to offer the opprtunity to the members in PMI Japan Chapter to
access those resources for their success.

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

PMIの持つリソースが活用できる機会の提供をアピールし、会員や法人スポンサー
の増強に貢献してきたいと思います。特に、会員や法人スポンサーの多様化を
図っていきたいと考えています。

Strengthening Chapter
Membership

I will make an effort to increase the number of PMI members and corporate
sponsors by appealing the opprtunity to access the resources that PMI owns. I
want to diversify the members focusing on the young people and women, and the
corporate sponsors focusing on the companies in addition to IT companies.

法人スポンサー増強

支部会員増と同じ考え方で法人スポンサーの増強にも取り組んでいきたい。

Strengthening Corporate I will work on to increase the number of the corporate sponsors with the same
Membership
policy as mentioned above.

Z

活動充実への貢献

・委員会活動への参画や、様々な活動活性化施策を企画・実施し、PMI活動の活
性化に貢献していきたい。

Contributiion to Fulfilling I will contribute to fullfill the PMI activities such as the activities in committees
of Activities
and various events.

