
プロジェクトマネジメント学会2021年度秋季研究発表大会プログラム第1日 （11月25日)　※各トラックの視聴用URLは「参加者専用ページ」をご覧ください。

時  間 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場(オンライン専用） 第7会場(オンライン専用） 第8会場(オンライン専用）

9:00-

9:40-10:00

10:00-11:00

11:00-11:30

町田 欣史(ＮＴＴデータ) 高田 淳司(日本電気) 長島 祥子(日立製作所) 石井 知重(日本電気) 谷本茂明(千葉工業大学) 熊谷 健則(NTTﾃﾞｰﾀﾋﾞｼﾞﾈｽｼｽﾃﾑｽﾞ) 野元 拓也(日立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ西日本)

11:30-11:50

1201
ITサービス企業グループ内APAC地域法人
宛PM知識移転における知識定着プロセス
遠藤洋之(北陸先端科学技術大学院大学)

1301
SNSにおける感情労働者のセンチメント
分析
関根晴矢(千葉工業大学)

1401
RFM分析を用いた上位顧客の購買傾向に
ついての分析
村松康汰(千葉工業大学)

1501
アジャイル開発におけるプロジェクトマ
ネージャの役割
安田智也(日立製作所)

1601
ウォーターフォール開発の保守エンハン
ス時における管理方法の改善
上野山一邦(日立製作所)

1701
大規模プロジェクトにおけるタスク
フォース組成に関する考察
山田秀徳(SOMPOシステムズ)

1801
ファンクションポイントとSLOCを活用し
た規模見積りに関する考察
八木彩乃(日立製作所)

11:50-12:10

1202
復興計画策定のプロジェクトマネジメン
ト再考とスマートシティ一構想考察
吉田憲正(オフィス　YOSHIDA)

1302
PBLにおけるTAの指導法を考慮したチー
ム分け手法の提案
串田隼一(千葉工業大学大学院)

1402
RFM分析による顧客と主要製品との関連
内山雄人(千葉工業大学)

1502
異性間の雑談のための話題推奨システム
の提案
大城健一(千葉工業大学大学院)

1602
社内ITのデジタルシフト推進 超高速開
発で見えた成功要因と課題
伊藤厚(日本電気)

1702
クラウドを活用したオンライン保守支援
サービスによる保守プロセス改善に向け
た取り組み
渡辺浩行(富士通Ｊａｐａｎ)

1802
未成熟な『PM基本知識』と機能しない
『経験で継承』への処方箋
吉野均(物語りラボ)

12:10-12:30

1203
不確実性が高く複雑化したプロジェクト
のガバナンスを強化するリスクマネジメ
ント手法の提案
七田和典(日本アイ・ビー・エム)

1303
品質マネジメントプロセス実践の組織的
取り組み(Part 1)
上原孝男(NECソリューションイノベー
タ)

1403
情報システム開発プロジェクトの失敗経
験を活かすための方策について
宮内秀世(シンセシスマネジメント)

1503
男子学生の恋活パーソナルプロジェクト
大城健一(千葉工業大学大学院)

1603
海外システムインテグレーションにおけ
るプロジェクトマネジメント
石山智彦(NECソリューションイノベー
タ)

1703
大規模DRサイト構築プロジェクトにおけ
るプロジェクト管理の考察
青木豊(日本電気)

1803
プロジェクトマネージャの育成
笠井信泉(日立製作所)

12:30-13:20

木野 泰伸(筑波大学) 高山 公章(日本電気) 森 恭子(富士通ラーニングメディア) 佐藤 雅子(日本IBM) 櫻澤 智志(日本IBMデジタルサービス) 松沢 剛(富士通) 冨吉 淳嗣(富士通)

13:20-13:40

1204
リモートワーク下のメンタルヘルスマネ
ジメント
野尻一紀(キンドリルジャパン・テクノ
ロジーサービス (研究委員会))

1304
研修受講から考える組織メンバーのスキ
ル開発
上原健吾(キンドリルジャパン)

1404
プロジェクトリスクと不確実性
工藤幸尚(富士通)

1504
既存システム未経験な体制によるレガ
シーな基幹システムの大規模改修
小宮良太(NECソリューションイノベー
タ)

1604
人的資源コーディネータによるソフト
ウェアシステム開発プロジェクトの人員
マネジメント
山口禎介(日立製作所)

1704
エンジニアリングを意識した実践的なプ
ロジェクトマネジメント方法の学びの提
供
畦元隼(日立アカデミー)

1804
2030年に向けて必要とされる新しいプロ
ジェクトマネジャー像に関する考察
岡田大孝(NECソリューションイノベー
タ)

13:40-14:00

1205
メンタルヘルス研究会 活動報告 2021年
秋
新間陽一郎(日立システムズ (研究委員
会))

1305
超プロジェクトマネージャの育成方法
廣重法道(福岡大学 )

1405
不確実性の高いプロジェクトにおける段
階的フルキット
渡瀬智(ビーイングコンサルティング)

1505
パッケージソフト導入におけるシステム
稼働判定基準の提案
広川敬祐(公立はこだて未来大学大学院)

1605
資質を活用したチームビルディング事例
佐藤靖嗣(NTTデータ)

1705
BCP実効性向上のための新たな方法論
栗田克己(富士通総研)

1805
オンサイトとリモートを組み合わせた効
果的なコミュニケーションマネジメント
とチームビルディングに関する考察
宮地孝輔(日本アイ・ビー・エムデジタ
ルサービス)

14:00-14:20

1206
テレワークにおけるプロジェクトメン
バーのメンタルヘルスを共有する取り組
み
杉山大輔(キンドリルジャパン・テクノ
ロジーサービス (研究委員会))

1306
気づきに着目したPM育成の現状
辻川直輝(NTTデータカスタマサービス)

1406
社内事例に基づくAIを含むシステム開発
におけるリスクの分析
堀内新吾(NTTデータ)

1506
大規模SIを成功に導く実践的マネジメン
ト手法
伊浪雅人(富士通)

1606
PMOフレームワークの効果的かつ実践的
活用に関する考察
石原寛紀(日本アイ・ビー・エム)

1706
デジタルデザインエンジニアリング知識
体系の試み
山本修一郎(名古屋国際工科専門職大学)

1806
マルチサイト開発におけるリスク管理
矢野陽子(日本アイ・ビー・エム)

14:20-14:40

1307
PMナレッジ伝承に関する一考察
今野英二(日本電気)

1507
ソフトウェアプロセスの知見・経験を活
用した価値創出アプローチに関する考察
按田保之(NTTデータ)

1607
IPMA ICB認証資格とPMP等他資格との比
較
山田聡(日本アイ・ビー・エム)

1707
XAIを用いたソフトウェア開発プロジェ
クトの悪化予兆検知
木下嘉洋(日立社会情報サービス)

1807
流通小売り基幹システムの問題プロジェ
クトにおけるリカバリ実践内容の報告
牟田学(日本電気)

14:40-15:00

15:00-16:30

16:30-17:30

17:30-19:30

第1会場

受 付

【オープニングセレモニー】
熊本県知事　蒲島郁夫，プロジェクトマネジメント学会 会長　小玉　浩 (NEC)，IPMA 副会長　SPM-IPMA Japan KAMM Oxana Klimenko，プロジェクトマネジメント学会 九州支部長 白石善博（ニシム電子）

【キーノート1】
New Normalに向けたコーポレートトランスフォーメーション　－ 経営・業務・IT 一体の変革 －

小玉　浩
(日本電気株式会社執行役員常務、CIO、CISO プロジェクトマネジメント学会会長)

休憩

SPMCBセッション

1. PM学会総務委員会
(IPMA認証担当: CB Head)
(株)日立製作所    細矢良智
2. PM学会総務委員会
(調査・企画担当)
(株)日立製作所　渡辺秀樹
3. PM学会　総務委員会
(調査・企画担当)
(株)日立製作所　針生泰

休憩

休憩

【歓迎挨拶】
熊本市長　大西一史

【プロジェクトマネジメント学会各賞の表彰・受賞者記念講演】

PM実施賞（NTTデータ先端技術株式会社）
「事業継続のための新型コロナウイルス感染症に対する迅速かつ万全な全社的取り組み」

PM実施奨励賞（三井情報株式会社）
「統計的品質評価活動への取り組み」

【学生研究発表賞表彰】
ProMAC2021,秋季研究発表大会 学生研究発表賞（最優秀賞、優秀賞、奨励賞）受賞者報告

休憩

懇親会（ネットワーキング）



プロジェクトマネジメント学会2021年度秋季研究発表大会プログラム第2日 （11月26日)　※各トラックの視聴用URLは「参加者専用ページ」をご覧ください。

時  間 第2会場 第3会場 第4会場 第5会場 第6会場(オンライン専用） 第7会場(オンライン専用） 第8会場(オンライン専用）

8:30-

9:00-10:00

10:00-10:30

泉 友弘(ＮＴＴデータ) 高山 公章(日本電気) 片瀬 幸三(日本IBM) 片峯 恵一(九州工業大学) 高橋 新一(日本IBM) 磯部 匡志(ＮＴＴデータ) 冨吉 淳嗣(富士通)

10:30-10:50

2208
マイグレーションに関する品質保証工数
の適正化に向けた考察
森口甲平(日本電気)

2308
リモートワークにおけるプロジェクト
チームの育成
佐藤雅子(日本アイ・ビー・エムデジタ
ルサービス)

2408
ソフトウェア開発プロジェクトにおける
ステークホルダー評価の活用と有効性
堀田信裕(日立製作所)

2508
大規模パッケージ開発案件におけるプロ
ジェクト管理留意点
野々山二郎(日本アイ・ビー・エム)

2608
テレワークにおけるプロジェクト管理の
課題と対策
熊谷健則(NTTデータ ビジネスシステム
ズ)

2708
輻輳するプロジェクト型組織における有
識者の有効活用
諌山進悟(日立製作所)

2808
ソフトウェア開発における上流工程成果
物の検証による生産性、品質向上の取組
み
吉村直人(日本電気)

10:50-11:10

2209
新規性の高いシステム開発プロジェクト
における品質保証戦略を踏まえた品質指
標及び指標値策定に関する考察
掛川悠(NTTデータ)

2309
リンゲルマン効果（社会的手抜き）を考
慮したプロジェクトマネジメント
木村友紀(日本アイ・ビー・エム)

2409
ホストマイグレーション案件におけるス
テークホルダーマネジメントの実践と課
題
石榑久嗣(日立製作所)

2509
ウォーターフォール型開発プロジェクト
における，技術リーダ配置による技術的
負債解消の実践と効果の考察
佐藤聖(日本電気)

2609
DX時代の人材戦略～リスキリングの取り
組み～
新藤佳子(日本電気)

2709
コロナ禍がシステム開発に与える生産性
影響に対する時間経過，現場の特徴，テ
レワーク率に関する考察
菱木孝紀(NTTデータ)

2809
多様化するソフトウエア開発における品
質管理技術者の育成施策事例
原田雄一(NTTデータ)

11:10-11:30

2210
スコアモデル開発のメソドロジー
福田淳一(SAS Institute Japan)

2310
CMMIによるEdTech 時代の教育プロセス
改善の試み
日下部茂(長崎県立大学)

2410
AIシステム開発におけるOSSを用いた公
平性の評価手法に関する一考察
市原大暉(NTTデータ)

2510
基幹業務システム開発における顧客満足
に関する考察
横山恵子(NTTデータ ビジネスシステム
ズ)

2610
アジャイル開発におけるメンバの開発ス
キル向上策の一考察
中村優太(日立製作所)

2710
モチベーション理論の活用に対する考察
霞智幸(日本アイ・ビー・エムデジタル
サービス)

2810
同一顧客に対する複数プロジェクトの品
質マネジメント
栗原良雄(日立製作所)

11:30-11:50

2211
アジャイル開発プロジェクトのメトリク
ス計測事例
人見靖彦(電通国際情報サービス (研究
委員会))

2311
IT従事者のキャリア自律、仕事に対する
価値観について
三好きよみ(東京都立産業技術大学院大
学 (研究委員会))

2411
リモートワーク下におけるプロジェクト
の課題と改善への取り組み
唯松大輔(日本アイ・ビー・エムデジタ
ルサービス)

2511
ITシステムのニアショア開発バリューを
高めるマネジメント手法
櫻澤智志(日本アイ・ビー・エムデジタ
ルサービス)

2811
成果物リスク評価による品質向上支援
石原聡一(日本電気通信システム)

11:50-13:20

13:20-14:20

14:20-14:40

唯松 大輔(日本IBMデジタルサービス) 中野 和哉(日立製作所) 森 恭子(富士通ラーニングメディア) 田中 芳彦(日立アカデミー) 神野 学(日立製作所) 井之川 幸彦(ＳＯＭＰＯシステムズ) 朝稲 啓太(ジュントス)

14:40-15:00

2212
中小ソフトウェアハウス向けPMリモート
講座の有効性について
北畑紀和(キンドリルジャパン・テクノ
ロジーサービス)

2312
未経験領域におけるプロジェクトマネジ
メント事例
横山恵子(NTTデータ ビジネスシステム
ズ)

2412
プログラムマネジメントにおけるプロ
ジェクトメンバの流動性確保
小口達也(日立ソリューションズ)

2512
システムインテグレーション事業を基盤
としてデジタルソリューション事業の
拡大を図るプログラムマネジメントに関
する考察
松本浩一(日立製作所)

2612
プロダクトの企画開始時点からアジャイ
ルを採用するための開始条件
吉川泰広(MetaMoJi (研究委員会))

2712
スクラム開発における品質マネジメント
のベストプラクティス
唐津一行(NTTデータ)

2812
非公式なコミュニケーションマネジメン
ト計画・実践の効果
和田義將(日立製作所)

15:00-15:20

2213
リモート環境下における効果的なプロ
ジェクト内コミュニケーションの検討
鈴木啓史(キンドリルジャパン)

2313
超短納期プロジェクトの遂行から見えた
課題と対策の考察
石田勇樹(日本電気)

2413
IPMA Individual Competence Baseline
より学ぶプロジェクトマネージャーのコ
ンピテンシー
長川智雪(日本アイ・ビー・エムデジタ
ルサービス)

2513
大規模Agileフレームワークの決済シス
テム開発案件への導入
鈴木雄大(NTTデータ)

2613
大規模アジャイル開発の現況と課題に関
する考察
上條英樹(TDCソフト (研究委員会))

2713
アジャイル開発における品質確保の考察
前田仁志(日立システムズ)

2813
４つの視点と，3つのステップにて，顧
客エンゲージメント醸成を目指す一事例
大盛誠人(NTTデータ)

15:20-15:40

2214
リモートワーク時代のプロジェクトマネ
ジメントに求められるもの
石塚仁子(NECマネジメントパートナー)

2314
高速で成長するトップ企業への「型化」
したプロジェクト管理標準の適用事例
太田代崇穂(NTTデータ)

2414
一時的な人的資源マネジメントにおける
プログラムマネジメントとクリティカル
チェーンを活用したキーマンの共有
大石博之(日立システムズ)

2514
リソース品質に着目したアジャイル開発
における品質管理
町田欣史(NTTデータ)

2614
ウォーターフォール型開発モデルの課題
対応に関する分析
中村健治(個人 (研究委員会))

2714
リモートワーク環境でも実施できるア
ジャイル開発体験ワークショップの開発
井上公博(日立製作所)

2814
顧客に響く価値提供による顧客ロイヤル
ティー向上に向けて
廣瀬竹男(富士通)

15:40-16:00

2215
DX時代のプロジェクト・マネジャーのコ
ンピテンシーに関する一考察
三宅由美子(第一工科大学 (研究委員
会))

2315
プログラムマネジメントにおけるハイブ
リッド開発の考察
高橋新一(日本アイ・ビー・エム)

2415
若手PMコミュニティの有効性に関する考
察
梅谷健太(日本アイ・ビー・エム)

2515
事業部門を巻き込んだRPA 導入・展開
山下渉(富士通)

2715
マルチベンダー体制のシステム開発にお
けるベンダー進捗管理事例
横田哲也(日本アイ・ビー・エム)

2815
ユーザー系IT企業における社内教育「自
前化」のご紹介
豊島直樹(SOMPOシステムズ)

休憩

第1会場

受 付

【キーノート2】
Beyond knowledge in IT projects: what competences will be necessary?

Dr. Jesus Martinez Almela
(Chairman of the IPMA Council of Delegates)

休憩

第4回 YCワークショップ
4th YC Workshop

" Why Don't You Learn From The World? "

1.Young Crew紹介
　Introduction of Young Crew community
2.企業、国を超えた交流の成果
　What we've learned from the interaction
among companies and countries
3.YC活動で得た自分の成長
　How we've grown through the activities
in YC
4.海外YCメンバーからのビデオメッセージ
　Video messages from YC members around
the world
5.質疑応答
　QA session

金澤浩平、大野力(日本電気）
Kohei Kanazawa, Chikara Ono (NEC)
秋田香、石田裕之(日立製作所)
Kaori Akita, Hiroyuki Ishida (Hitachi)
加藤美咲、進藤大周(富士通）
Misaki Kato, Taishu Shindo (Fujitsu)
梅谷健太、古川夏帆(日本アイ・ビー・エム）
Kenta Umetani, Natsuho Furukawa (IBM
Japan)
大串智美(NTTデータ)
Tomomi Ogushi (NTT Data)

2115
マルチベンダ体制におけるアジャイル型・
ウォーターフォール型混在プロジェクト管理
の対策と効果
島村久仁彦(NTTデータ ビジネスシステムズ)

【キーノート3】
デジタルトランスフォーメーションの品質保証に向けた日立の取り組み

　　山川 修
（株式会社日立製作所 システム＆サービスビジネス統括本部 デジタルサービス品質保証部 部長）

休憩

下村 道夫(千葉工業大学)

2112
公共社会基盤案件における国際間でデータ連
携を行うためのシステム開発に関する考察
水谷光貴(NTTデータ)

2113
上流工程におけるBABOKの有効性評価に関する
一考察
加本哲也(日立製作所)

2114
地方都市の健康関連社会システム整備に関す
るプログラムマネジメントの応用
都甲康至(九州大学)


