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Keyword:  

IT 研修講座 

  

・弊社は、米国プロジェクトマネジメント協会(PMI)より、公認教育プロバイダーとして認定されております。 

・弊社のプロジェクトマネジメント関連研修講座及び e ラーニングにおいて、PMP 受験資格に必要な【教育受講証明書】

の発行、及び PMP 有資格者に対する【PDU(Professional Development Unit) 】の発行が可能になります。 

PM 教育受講証明書、PDU 取得講座一覧のご案内 

※ｅラーニングについては、P2 も併せてご覧下さい。

www.src-j.comｅ ラーニング ※内容の詳細は弊社ホームページをご覧ください。 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴ品質マネジメント EP3001 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴリスクマネジメント EP4001 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴプロジェクトマネジメント基礎 EP1001 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴプロジェクトマネジメント実践 EP2001 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴファイナンシャルマネジメント EP5001 

PMBOK®ガイド 第 3 版 ＩＴ調達マネジメント EP6001 

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。6 
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ITプロマネ手法の基礎講座【速習コース】 

 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードとなっている知識体系PMBOK®ガイド には具体的なhow（各ツールや技法の詳細内
容や使用法、活用法）についての記述はありません。本講座ではツールの中で、プロジェクトマネジメントの計画のベースとなる「ワーク
ブレークダウンストラクチャー（WBS）」についての基礎的な内容を確認して、実践での活用を目指します。WBSが上手く作れればプロ
ジェクトの計画の大部分は終了とも言われています。そしてWBSをベースとしたスケジュール、コスト、リスクなどの計画を作成すること
でプロジェクトの成功の確率は大いに高まります。 

【1】 ＷＢＳ基礎とプロジェクト計画書作成 [速習1日コース]

プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードとなっている知識体系ＰＭＢＯＫ®ガイド には具体的なｈｏｗ（各ツールや技法の詳細
内容や使用法、活用法）についての記述はありません。本講座ではプロジェクトマネジメントのツールの中で、コスト、スケジュールの進
捗管理ツールである「アーンドヴァリューマネジメント（ＥＶＭ）」の基礎技術を確認して、実践での活用を目指します。ＥＶＭは各業務の
価値をベースにコスト、スケジュールを同時に管理します。ＥＶＭを実際のプロセスへ適用する際に考慮すべきルール、注意すべき項
目を合わせて学習します。 

【2】 ＥＶＭ基礎とコスト、スケジュール管理 [速習1日コース]

1．ＩＴプロジェクトの特徴 
 1.1 従来型プロジェクトマネジメントと 

モダンプロジェクトマネジメント 
 1.2 ＩＴプロジェクトの特異性 
 1.3 ＩＴプロジェクトでのコスト、スケジュール管理 
2．EVM の基礎  
 2.1 ＥＶＭの概要 
 2.2 ＥＶＭの管理要素 
 2.3 ＥＶＭのコスト、スケジュール進捗管理 
 2.4 差異分析  2.5 傾向分析と予測 
 2.6 ＥＶＭの実プロジェクトへの適用 

2.7 ０－１００ルール、５０－５０ルール 
 

3．【演習】ＥＶＭによるコスト、スケジュール管理 
（ケースによる紙上演習） 

3.1 ＥＶＭデータ収集、ＥＶＭ管理グラフ作成 
3.2 ＥＶＭからの分析 
3.3 対策案策定 
 
 
＊四則演算が出来る電卓をご持参ください。 

※PMBOK®ガイド は PMI の登録商標です。

プロジェクトマネジメントのグローバルスタンダードとなっている知識体系ＰＭＢＯＫ®ガイド には具体的なｈｏｗ（各ツールや技法の詳細
内容や使用法、活用法）についての記述はありません。本講座ではそのツールの中で見積り手法として注目されている「ファンクション
ポイント（ＦＰ）法」についての基礎技術を確認し、実践での活用を目指します。ＦＰ法はプログラム言語を含む開発技術には依存しない
ソフトウェアの規模を定義された計測法によって導き出すものさしです。ユーザ、ベンダーどちらにも有益な、客観性のあるものさしであ
るといえます。 

【3】 ＦＰ（ファンクション･ポイント）法基礎と見積り [速習1日コース] 

1．ＰＭＢＯＫ®ガイド における見積り手法 
 1.1 見積り手法の種類 
 1.2 各見積り手法の特徴 
 
2．ＦＰ法の基礎  
 2.1 ＦＰ法の歴史 
 2.2 ＦＰ法の目的 
 2.3 ＦＰ法の特徴 
 2.4 ＦＰ法（ＩＦＰＵG 法）での計測 
 2.5 生産効率とＦＰデータの利用方法 

2.6 色々なＦＰ法 
 
 

3．【演習】ＦＰ法での見積り（ケースによる紙上演習）  
 3.1 ＦＰ値の集計 
 3.2 生産効率から工数集計 
 
 
 
 

※PMBOK®ガイド は PMI の登録商標です。

6 PDU 受講証明書 6h 

講師 山本 需  PMI認定PMP，ITコーディネーター 形式 講義+紙上演習   

◆特 典◆下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥128,520 （本体価格￥122,400） ＊詳細は P3 をご覧下さい。 

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 
時 間 10:00～17:00 

講 座 № 10-208 

開 催 日 10/20（水） 

1．PMBOK®ガイド 第 4 版における WBS 作成プロセスの位置づけ
 1.1 ５つのプロセス群と９つの知識エリア 
 1.2 計画プロセス群 
 1.3 プロジェクトスコープマネジメント知識エリア 
2．プロジェクト計画の中のＷＢＳ  
 2.1 プロジェクトでの計画の重要性とＷＢＳ 
 2.2 ＷＢＳとは 
 2.3 ＷＢＳの意義  2.4 ＷＢＳの構造 
 2.5 ＰＭＢＯＫ®ガイド の中のＷＢＳ作成プロセス 
3．ＷＢＳによるプロジェクトマネジメントへの適用  
 3.1 ＷＢＳと各マネジメントエリアとの関係 
 3.2 ＷＢＳの各マネジメントエリアでの適用 
 3.3 ＷＢＳとスケジュール 3.4 ＷＢＳとコスト 

3.5 ＷＢＳとリスク 

4．【演習】ＷＢＳとプロジェクト計画（ケースによる紙上演習） 
 4.1 プロジェクトスコープマネジメント計画書 
 4.2 プロジェクトスコープ記述書 4.3 ＷＢＳ 
 
 
 
 
 
 

※PMBOK®ガイド は PMI の登録商標です。

6 PDU 受講証明書 6h 

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

ＰＭＢＯＫ®ガイド 入門程度 

ＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法などプロジェクトマネジメントの
ツール・技法に興味のある方、プロジェクトマネジメ
ントにＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法を活用したい方 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

テクノロジ

2

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-211 

10/21（木） 

ＰＭＢＯＫ®ガイド 入門程度 

ＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法などプロジェクトマネジメント
のツール・技法に興味のある方、プロジェクトマ
ネジメントにＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法を活用したい方

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント 

テクノロジ 

2

IT スキル標準 

2 前提条件 

受講対象 

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-214 

10/22（金） 

ＰＭＢＯＫ®ガイド 入門程度 

ＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法などプロジェクトマネジメント
のツール・技法に興味のある方、プロジェクトマ
ネジメントにＷＢＳ、ＥＶＭ、ＦＰ法を活用したい方

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント 

テクノロジ 

2

6 PDU 受講証明書 6h 

講 座 № 11-042 

開 催 日 2011/1/26（水） 

講 座 №

開 催 日

11-043 

2011/1/27（木） 

講 座 №

開 催 日

11-044 

2011/1/28（金） 

演習 30% 

演習 30% 

演習 30% 

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。 7

 ◆ プロジェクトマネジメント関連 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

講 師 名

 
 

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種 

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

時 間  

 

 
 

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。8 

佐藤義男による !!

PMBOK®ガイド 第 4版 IT プロジェクトマネジメント実践講座  

 

 

 

 

 

講師 佐藤 義男  (株)ピーエム・アラインメント 代表取締役社長   PMI認定PMP，日本プロジェクトマネジメント協会（PMAJ）統括副理事長  

形式 講義＋演習   

1. プロジェクトマネジメント最新動向  

2. ITプロジェクトマネジメント  

3. プロジェクト失敗の原因  

4. 契約業務の視点  

5. PMBOK®ガイド とは  

6. プロジェクトマネジメント・プロセスの解説  

7. 適正なプロジェクト計画策定  

8. ケーススタディ１（プロジェクト実施計画書作成）  

9. ケーススタディ２（失敗事例）  

10. 実行管理のチェックポイント  

11.プロジェクトマネジメント力強化の実際 
 
 ケーススタディの進め方  
 「プロジェクト実施計画書」と「失敗プロジェクト」を取り上げ、プロジェクト
マネジャが管理面で留意すべきポイントを学ぶ。グループ編成して討議形
式で行い、結果の発表・講評を行う。 
 
 
SRC 刊 佐藤義男著「改訂新版 PMBOK 第 4 版による IT プロジェクトマネ
ジメント実践法」\2,310（本体価格\2,200）を使用いたしますが、既にお持ち
の方は受講料より\2,310差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記
入ください。 

～佐藤義男による～ PMBOK®ガイド 第 4版 

IT プロジェクトマネジメント実践法 

目的 PMBOK®ガイド 準拠のプロジェクト管理技法を取得する
ことにより、社外に通じる中級プロジェクトマネジャの育
成 

概要
プロジェクトマネジメント・プロセスを解説し、IT プロジェク
トに必要な基礎技術と管理技法を習得する。さらに、プロ
ジェクト計画、及びそれに基づく実行管理に焦点を当て、
プロジェクト遂行のためのポイントを学ぶ。 

特長 ・システム開発プロジェクトにて相互に作用し合う、開

発プロセスと管理プロセスを正しく理解できる。 

・プロジェクトマネジメント概要から実行管理まで、実務

ベースのプロジェクトマネジメント技術を体系的に学

べる構成。 

・本講座の PMBOK®ガイド 第 4 版準拠のプロジェクト

マネジメント技法により、ハードスキル(品質、コスト、

納期)とソフトスキル(人的資源、コミュニケーション、リ

スク、調達)の両方が習得できる。 

※PMP は、PMI の登録商標または商標です。また PMBOK®ガイド は、PMI の登録商標です。

1．PMP 資格概要   

2．プロジェクトマネジメント・フレームワーク 

3．プロジェクトマネジメント・プロセス 

4．PMBOK®ガイド 知識エリアの詳細解説  

 ～9 つの知識エリア詳細と覚えておくべきポイントを習得する。～  

 4.1 統合マネジメント   4.2 スコープ・マネジメント 

 4.3 タイム・マネジメント   4.4 コスト・マネジメント 

 4.5 品質マネジメント   4.6 人的資源マネジメント 

 4.7 コミュニケーション・マネジメント   4.8 リスク・マネジメント 

 4.9 調達マネジメント   4.10 プロの責任・社会的責任 

 4.11 PMBOK®ガイド 第 4 版の主な変更点 

5．模擬問題 

6．出題傾向と対策  

7．受験準備の方法 

～佐藤義男による～ 

PMBOK®ガイド 第 4版 ＰＭＰ試験対策講座 

目的 プロジェクトマネジャ認定 PMP 資格試験に合格するため
に必要な知識を得る。 

概要
PMBOK®ガイド 第 4 版の内容理解と模擬問題により、
PMBOK®ガイド 第 4 版対応 PMP 資格試験に合格する
ための対応について解説。 

特長

・PMBOK®ガイド 知識エリアの覚えておくべきポイントを
習得 

・PMBOK®ガイド 第 4 版に対応している。 

※PMP は、PMI の登録商標または商標です。また PMBOK®ガイド は、PMI の登録商標です。

受講証明書 21h 21PDU 

受講証明書 21h 

IT スキル標準

前提条件

備考

受 講 料
\102,060 

（本体価格\97,200 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含）

時 間 10:00～18：00 

ＩＴプロジェクト開発・管理経験(5 年以上)のある方

・本講座受講にて PMP 資格試験申請要件である
「PM 教育受講証明書」(21HR)が発行されます。 

・また、本講座はPDU 指定講座で、PMP 有資格者に
は PDU が支給されます 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

3

定員

20 名

IT スキル標準

前提条件

備考

時 間 10:00～18：00 

受講料 \99,750 (本体価格\95,000) 

講 座 № 10-267 

開 催 日 10/27（水）～10/29（金） 

・IT プロジェクト開発・管理経験（５年以上）のある方。
・プロジェクトマネジメント知識体系 

…PMBOK®ガイド の概要を知っている方

・PMP 資格試験申請要件である「PM 教育受講証明
書」（21HR）が発行されます。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

3

サブテキスト 

講 座 № 11-063 

開 催 日 2011/1/19(水)～1/21(金） 

講 座 № 11-068 

開 催 日 2011/2/7（月）～2/9（水） 

演習 30% 

演習 10% 

 

PMBOK®ガイド 第4版に基づく !! 

ＷＢＳ作成の基礎とITプロジェクトマネジメントへの適用 

1．PMBOK®ガイド 第 4 版におけるＷＢＳ作成プロセスの位置づけ
 1.1 ５つのプロセス群と９つの知識エリア 1.2 計画プロセス群
 1.3 プロジェクトスコープマネジメント知識エリア 
2．IＴプロジェクトの特徴 
 2.1 ＩＴプロジェクトでのプロジェクトマネジメントへの考慮 
 2.2 計画の重要性とＷＢＳ 
3．ＷＢＳ入門 
 3.1 ＷＢＳ作成プロセスまでの流れ 
  3.2 スコープマネジメントでのＷＢＳ作成プロセスの位置付け 
 3.3 ＷＢＳ作成プロセス 3.4 ＷＢＳの意義 3.5 ＷＢＳの構造
  3.6 ＷＢＳ辞書 3.7 スコープベースライン 
 3.8 アクティビティ定義とアクティビティリスト 
4．【演習１】（携帯電話販売プロジェクト） 
5．ＷＢＳによるプロジェクトマネジメントへの適用 
 5.1 ＷＢＳと各マネジメントエリアとの関係 

 5.2 タイムマネジメント 5.3 コストマネジメント 
 5.4 品質マネジメント 5.5 人的資源マネジメント 
 5.6 コミュニケーションマネジメント 5.7 リスクマネジメント 
 5.8 調達マネジメント 5.9 統合マネジメント 
6．【演習２】（ケースにおける紙上演習） 
 6.1 プロジェクトスコープマネジメント計画書 
 6.2 プロジェクトスコープ記述書 6.3 ＷＢＳ 6.4 ＷＢＳ辞書 
6.5 アクティビティリスト 6.6 スケジュール 

7．ＷＢＳまとめとＥＶＭ 
8．ＷＢＳ作成の簡易手法 
9．【演習３】ＷＢＳ作成実践業務 

※詳細は弊社ホームページをご覧下さい。
PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

10-250 

\79,800（本体価格 \76,000） 

10：00 ～ 17：00 

3 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメントの実務 

PMBOK®ガイド 第4版で規定されたWBSを理解し、プロジェクトマネジ

メントへの実践を考えるプロジェクトメンバー，リーダ  

山本 需 ＰＭＰ･IT コーディネーター

受講証明書 12h 12PDU 

10/25（月）～10/26（火） 

演習 30%



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。 9

 

 

 

 

 

 

 

 

IT プロジェクトのパフォーマンス分析実践 
10-320 

11/8(月) 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～18:00

ＩＴプロジェクトのご経験がある方、プロジェクトマネジャーを目指し

ている方、PMO の方 

特になし 

 中谷 英雄  （株）ピーエム・アラインメント  ビジネスコンサルティング部長 PMI 認定 PMP,SEI 認定 CMMI アプレイザ－ 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4

1. ＩＴパフオーマンス測定・分析の重要性［講義］ 

 1.1 今日の環境 1.2 何故測定が重要か 

 1.3 プロジェクトレベルの測定 

 1.4 ソフトウェア測定の重要な概念 1.5 測定の原則  

2. ＩＴパフォーマンス測定 ・分析の手順［講義，ケーススタディ］ 

 2.1 測定計画の作成 

   (1)測定計画の作成手順 

   (2)演習 1：情報ニーズの識別 

   (3)演習 2：情報ニーズの対応付け 

 2.2 実現可能性の分析 

   (1)実現可能性の分析手順 

   (2)演習 3：実現可能性の分析 

 2.3 実績の分析 

  (1)実績の分析手順 

  (2)主要テーマの測定 

  (3)実践的可視化の仕組み作り［事例紹介］ 

  (4)演習 4：実績の分析 

3．上位管理指標との関連付け 

 3.1 ＩＴ戦略（戦略目標、KPI）からベネフィット， 

特定の成果（QCD など）までの価値創出のプロセス 

 3.2 IT におけるベネフィットと KPI との対応付け 

受講証明書 7 h 7 PDU 

演習 50% 

 

PMBOK®ガイド に続く新しい手法 !! 

PMI 標準 プログラムマネジメント解説と実践 
10-321 

11/9(火) 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10 :00～18:00

プロジェクト・マネジャー、PMP 資格取得者、プロジェクト・マネジ

ャーの上司の方、プログラムマネジメントに興味のある方 

PMBOK®ガイド の概要程度 

 中谷 英雄  （株）ピーエム・アラインメント ビジネスコンサルティング部長 PMI 認定 PMP,SEI 認定 CMMI アプレイザ－ 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4

1．プログラムマネジメント概要 

 1.1 プログラムマネジメントの位置づけ 

 1.2 プログラムとは 1.3 プログラムマネジメントとは 

 1.4 PMI スタンダードと P2M 

2．PMI プログラムマネジメント解説 

 2.1 プログラムマネジメント・フレームワーク 

 2.2 プロジェクト・ライフサイクル 

 2.3 ベネフィット・マネジメント 

 2.4 プログラムマネジメント・プロセス 

 2.5 プログラムマネジメント知識エリア 

 

3．プログラムマネジメント適用事例 

 3.1 事例 1：A 銀行における共同事業への参画と 

ＩＴシステム開発へのプログラムマネジメント適用 

 3.2 事例 2：B 銀行における合併対応プログラム 

4．実践プログラムマネジメント 

 4.1 プログラムマネジメント適用上の留意事項 

 4.2 プログラムマネジャーに求められるスキル 

 4.3 その他 

受講証明書 7 h 7 PDU 

演習 50% 

 

  

交渉もプロジェクト !! 

プロジェクト交渉力強化研修[演習＋ロールプレイつき] 

10-277 

10/28(木)～10/29(金) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

交渉が嫌い、苦手だと思われているプロジェクトマネジャー、プロ
ジェクトリーダ、又は各々候補の方でこれから交渉に携わる方。
学んだ知識、身に付けた能力を統合しＩＴ交渉で成果を出したい
方。 

プロジェクト経験３年以上の方 

 銅谷 克樹  ＰＭＨコンサルティング 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

3

1．オリエンテーション 

2．ビジネス交渉とは 

 2.1 ビジネス交渉の成功と失敗を考える（PW、GW、発表、講師解説） 

 2.2 ビジネス交渉の成功要因、失敗要因を考える 

（PW、GW、発表、講師解説） 

 2.3 ビジネス交渉に必要な基本スキルとは（PW、講師解説） 

3．対人関係能力 

 3.1 どの様な人であれば信頼関係を築けるか（PW、GW、講師解説） 

 3.2 関係者と信頼関係をどの様に築いているか（PW、GW、講師解説） 

 3.3 関係者と信頼関係を築くことができない自身のリスクとは 

（ＰＷ、講師解説） 

4．コミュニケーション力（講師説明を中心に行うが、適宜質問） 

 4.1 コミュニケーションの基本モデル（コミュニケーションの阻害要因） 

 4.2 主張するコミュニケーション（ロジカルコミュニケーション含む） 

 4.3 質問力強化 4.4 傾聴力強化 

 4.5 感情の処理 4.6 ロールプレイ演習 

5．問題解決力 

 5.1 問題の定義（問題の種類） 

 5.2 問題解決の考え方（フレームワークの使用） 

6．交渉のプロセス 

 6.1 準備 6.2 実行 6.3 評価、検証 

7．交渉で注意すること 

8．総合ロールプレイ 

  *社内交渉  *顧客交渉（１）  *顧客交渉（２） 

 

 【受講形式】：講義、演習（PW+GW）、ロールプレイ 

演習 50% 

 

代表取締役

IT 赤字プロジェクトの立て直し･火消し対策 

1．なにに対する赤字か？  

2．赤字プロジェクトはなぜ生まれるのか？  

3．赤字プロジェクトはいつ分かるか  

4．赤字プロジェクトの特徴  

5．プロジェクトの立て直し策  

6．立て直し事例  

7．立て直しリーダになったら  

8．プロジェクトとは  

9．プロジェクトはマネージしないと失敗する  

10．プロジェクトの計画  

11．プロジェクト計画からみるリスク  

12．プロジェクトの構造  

13．チーム編成・モチベーション  

14．コミュニケーション  

15．PM の仕事  

16．PMO の役割 

 
 
 
 

 
 
SRC 刊 香村求著「IT 赤字ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの立て直し･火消し対策」\2,415（本体
価格\2,300）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料より\2,415 差
し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記入ください。 

10-221 11/10(水) 

11-046 2011/2/4(金) 

\52,815（本体価格 \50,300 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含）

4 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

プロジェクトマネジメントの実務 

プロジェクトマネジャー，リーダなど IT プロジェクトに携わる方  

香村 求 （株）システム SWAT

サブテキスト



プロジェクトリーダー養成講座 
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Keyword:  

IT研修講座 

◆特 典◆下記 4 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥171,360 （本体価格￥163,200） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

講師 髙根 宏士 プロジェクトコンサルタント   形式 講義 一部演習あり   

プロジェクトリーダーは何故必要なのか。リーダーの役割は何か。その役割を果たすために重要なことはプロジェクトに対するイメージ
作り、コミュニケーション、リーダーシップである。そのためにリーダーに必要な特性は何か、意識して気をつけなければならない心構え
は何かについて述べる。 

1．プロジェクトマネジメント概要 

1.1 プロジェクトマネジメントとは 

1.2 プロジェクトマネジメントの目的 

1.3 プロジェクトマネジメントの３大ポイント 

1.4 プロジェクトマネジメントの構造 

1.5 開発のライフサイクルとプロジェクトマネジメントの関係 

1.6 プロジェクトマネジメントの分析 

2．プロジェクトリーダーの役割 

2.1 プロジェクトの取りまとめ業務  

2.2 プロジェクトリーダーの役割 

2.3 役割を達成するために必要な要素 

2.4 イメージ  2.5 コミュニケーション 

2.6 リーダーシップ  

3．プロジェクトリーダーに要求される特性 

3.1 リーダーの課題  3.2 不適確なリーダーの例 

3.3 プロジェクトリーダーのあるべき姿  

4．プロジェクトリーダーの心構え 

4.1 目的意識  4.2 責任意識   

4.3 品質意識  4.4 トータルアウトプット意識 

 

【1】プロジェクトリーダーの役割と心構え 

プロジェクトマネジメントをするに当って、世の中で一般的に知られている考え方と手法を紹介する。いわば定石として認知されてる知
識である。 

1．プロセスモデル 
1.1 プロセスモデルとは 
1.2 プロセスモデル設定の必要性 
1.3 一般的に提唱され、使われているモデル例 

2．ＷＢＳ(Work Breakdown Structure)  
（スコープ明確化の基礎） 

3．工程の表現法（タイムマネジメント／工程管理の基礎） 
3.1 バーチャート  3.2 ネットワークダイアグラム（CPM）   
－演習－ 
3.3 マイルストーン表記  3.4 色 

4．ＥＶＭ(Earned Value Management)  
（スコープ／タイム／コストマネジメントを繋ぐ表現法）  
4.1ＥＶＭとは  4.2ＥＶＭの概念と基本数値 

4.3 管理に有効な評価数値の算出法
－演習－ 
4.4 ＥＶＭによる進捗管理 

5．ファンクションポイント法（見積りの基礎になる考え方の例） 
5.1 考え方  5.2 データタイプ  5.3 見積り手順 

6．プロジェクトマネジメントの標準化動向 
6.1 標準化動向  6.2 ＰＭＢＯＫ®ガイド  6.3 Ｐ２Ｍ 
6.4 その他（CMMI／SLCP 等） 

※PMP は、PMI の登録商標または商標です。 

※PMBOK®ガイド は、PMI の登録商標です。 
※CMMI は米国における CMU/SEI のサービスマークです。 

【2】プロジェクトマネジメント手法の基礎 ～WBS･工程の表現･EVM･FP 法～ 

「はじめよければ半ば良し、終わり良ければ全てよし」プロジェクトにおけるはじめはプロジェクト計画である。この計画が具体的で実行
可能ならばプロジェクトの成功は半ば見通される。プロジェクトリーダーはこの計画に意識して集中しなければならない。この計画につ
いてのポイントを述べる。 

1．プロジェクト計画とは 
2．プロジェクト計画は誰の役に立つのか 
3．プロジェクト計画を立てる意義 
4．プロジェクト計画の立て方 

4.1 計画を立てるに当たっての考え方 
4.2 プロジェクト計画作成段階の考え方 
4.3 計画項目  4.4 計画項目作成段階 

5．見積り 
5.1 見積りミスの主要因  5.2 見積りとは 
5.3 プロジェクト計画における見積り   
5.4 見積り確度とリスク 
5.5 見積りにおける留意事項 

 

6．体制
6.1 体制の考え方  6.2 開発における体制の基本的考え方 
6.3 現実の問題に対する考え方  6.4 体制例 
6.5 体制を作るに当たっての留意事項 

7．工程（スケジュール）計画 
7.1 工程計画の考え方  7.2 工程管理体系 
7.3 工程計画手順  7.4 総合工程計画 
7.5 大工程計画  7.6 詳細工程計画 

8．プロジェクト計画時点における留意事項 
8.1 契約  8.2 プロジェクトの特性  8.3 外部ソフトウエアの活用
8.4 試験の組み立て方のイメージ  8.5 工程計画の整合性   
8.6 プロジェクト推進フォロー計画 

【3】プロジェクト計画 ～計画の立て方･見積り･体制･工程計画～ 

「終わり良ければ全て良し」を達成するためには、プロジェクト期間の９０％以上の時間をいかに管理するか、すなわち実行管理であ

る。ここでは実行管理におけるポイントを述べる。特に工程と品質の管理に言及する。最後にプロジェクト崩れの対処法に触れる。 

1．プロジェクト実行管理とは 

2．プロジェクト計画の徹底 

3．工程の実行管理 

3.1 工程フォローの考え方 

(1)工程フォローの考え方  (2)作業の分析 

(3)測定評価基準 

3.2 フォロー手順  3.3 フォロー体制 

3.4 遅れ対策  3.5 フォローにおける留意事項 
4．品質管理 

4.1 変更管理  4.2 障害管理 

5．プロジェクト完了 

5.1 プロジェクト完了の明確化の重要性 

5.2 留意事項 

6．プロジェクト崩れ対策 

6.1 プロジェクト崩れの現象 

6.2 プロジェクト混乱における工程管理の例 

6.3 プロジェクト崩れの兆候 

6.4 プロジェクト崩れになったらどうするか 

6.5 プロジェクト崩れにおける母体部門の対応 

【4】プロジェクト実行管理 ～工程の実行管理･品質管理･プロジェクト崩れ対策～ 

6 PDU 受講証明書 6h 

6 PDU 受講証明書 6h 

6 PDU 受講証明書 6h 

6 PDU 受講証明書 6h 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-112 

11/9（火） 

講 座 №

開 催 日

11-005 

2011/2/8（火） 

ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方 

プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又
はこれからプロジェクトリーダーを目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

パーソナル

2

IT スキル標準

前提条件

受講対象

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-115 

11/10（水） 

講 座 №

開 催 日

11-006 

2011/2/9（水） 

ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方 

プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又
はこれからプロジェクトリーダーを目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

2

IT スキル標準

前提条件

受講対象

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-118 

11/24（水） 

講 座 №

開 催 日

11-007 

2011/2/22（火) 

ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方 

プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又
はこれからプロジェクトリーダーを目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

2

IT スキル標準

前提条件

受講対象

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-121 

11/25（木） 

講 座 №

開 催 日

11-008 

2011/2/23（水） 

ソフトウェア開発プロジェクトに携わる方 

プロジェクトリーダーとして更に研鑚を目指す方、又
はこれからプロジェクトリーダーを目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

2

 
 

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com      ＊最終ページの申込書をご利用ください。10 

演習 25%

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～コスト戦略から考える～ 

ＥＶＭによるプロジェクト管理技法 

1．ＥＶＭ（アーンドバリューマネジメント）とは 

 1.1 EVM の誕生 

 1.2 EVM の目的・ねらい 

  

2．ＥＶＭとプロジェクトマネジメント 

 2.1 WBS の重要性 

 2.2 コスト積算 

 2.3 その他  

 

3．ＥＶＭ基礎知識 

 3.1 EVM で使用する指標の説明 

 3.2 EV の把握方法  

4．ＥＶＭによる将来予測 

 4.1 ETC（完了必要コスト）の算出方法について  

 

5．演習と解説  

 

6．ＥＶＭによるプロジェクト状況分析 

 6.1 SPI（スケジュール効率）,CPI（コスト効率）の 

ケース別状況説明とチェックポイント 

10-109 11/11（木）～11/12（金） 

11-004 2011/2/22（火）～2/23（水）

\79,800（本体価格 \76,000） 

 3 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

ITプロジェクトマネジメントの実務 

EVM による進捗管理，コスト管理の習得をめざす方  

 アルテミスインターナショナル（株）

受講証明書 12h 12PDU 

演習 40% 

 

これで納得!! 測って図る科学的チーム改革の実践的手法 

ソフトウェア測定と見積り技法［基礎から実践まで］ 
10-241 11/15(月)～11/16（火） 

11-053 2011/2/24(木)～2/25（金）

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

・日常の不条理ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄから脱却したいと考えている方々・ﾌﾟﾛｼﾞ
ｪｸﾄﾘｰﾀﾞ、ﾁｰﾑﾘｰﾀﾞ、ﾏﾈｼﾞｬｰ、営業担当者・調達担当者，見積り
担当者，PMO 等の見積りの技術を磨きたい方 

プロジェクトの基礎知識、初歩的な数学的素養 

 大槻 繁 ， 飯泉 純子  株式会社 一（いち） 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

4

1．見積り手法の基本 

 1.1 見積りの重要性   1.2 予想から予測へ 

 1.3 プロジェクトマネジメントの基本 

2．見積り手法の理論 

 2.1 見積り手法の種類   2.2 積上げ法 

 2.3 類推法   2.4 単純推論法   2.5 ファンクションポイント法 

 2.6 ユースケースポイント法   2.7 COCOMO 法  

 2.8 見積りモデリング 

 【演習 1】 : ファンクションポイント法 

 【演習 2】 : COCOMO 法 

 

 

3．見積り精度向上のポイント 

 3.1 モデリング   3.2 メトリクス 

 3.3 データの蓄積・分析とフィードバック   3.4 テーラリング 

4．見積り結果の活用 

 4.1 受発注 4.2 プロジェクトマネジメント 

 【討論】: 見積りに関する悩み事 

5．チーム力強化に向けて 

 5.1 プロジェクトの不条理はどこからくるか   

 5.2 科学的アプローチの重要性 

 5.3 継続的改善の重要性 

6．全体のまとめと討論 
演習 25% 

 

ファンクションポイント法による 

システム開発見積りとプロジェクト見積り技法 

10-133 11/18（木）～11/19（金） 

11-012 2011/3/7（月）～3/8（火）

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

システム設計からプロジェクトの見積りに取組むプロジェクト管理

者。 

FP 法の基礎をご存知な方。 

 金子 誠 大手外資系ソフトウェアベンダ  IT コンサルタント 

プロジェクトマネジメント

テクノロジ 

4

1．システム開発の現状とファンクションポイント 

2．FP（ファンクションポイント）法再入門 

 2.1 ファンクションポイントとは 2.2 ファンクションポイントの利点・欠点 

 2.3 ファンクションポイントの算出手順 

3．FP 法によるシステム開発見積り技法 

 3.1 アプリケーション境界の設定 3.2 データ・ファンクションの抽出 

 3.3 データ・ファンクション・タイプの決定 3.4 複雑さの決定 

 3.5 トランザクション・ファンクションの抽出 

 3.6 トランザクション・ファンクション・タイプの決定 

 3.7 複雑さの決定 3.8 一般システム特性による調整 

 3.9 【事例】基幹系システムにおける FP 算出事例 

 3.10 【演習】基幹系システムを題材とした FP の算出演習 

4．FP 法によるプロジェクト見積りとプロジェクト管理 

 4.1 ファンクションポイントとプロジェクト管理の関係 

 4.2 規模見積りから工数見積りへの変換 

 4.3 費用見積りと提示価格について 

 4.4 プロジェクトリスクの考慮 

 4.5 プロジェクトライフサイクルとファンクションポイント 

 4.6 【事例】FP 法を用いたプロジェクト計画及び変更管理 

 4.7 【演習】情報系システムを題材とした変更管理 

 

  

受講証明書 12h 12PDU 

演習 30% 

 

IT プロジェクト受注獲得のための 

提案・見積実践ワークショップ 
10-322 

11/29(月) ～ 11/30(火) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～18:00

なし 

システム開発・管理経験が 5 年以上の方 

 佐藤  義男  (株)ピーエム・アラインメント  代表取締役社長 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4 

【1 日目】 

1．営業支援ビジネス・フロー 

2．提案活動の概要 

3．提案書作成のポイント 

4．見積作成のポイント 

5．ファンクションポイント（FP）法の概要 

6．実習（ヒヤリング実施、提案書作成） 

 

 

【2 日目】 

7．SPR ファンクションポイント法による算出 

8．見積用ソフトウェアの適用 

9．実習（見積作成） 

10．初期段階の見積精度を高めるには 

 

*詳細は弊社ホームページをご覧下さい。

ケーススタディを通して、IT プロジェクトを成功に導く提案書作成と精度の高い見積スキルを身に付ける。

受講証明書 14h 14PDU 演習 30%



 
 
 

 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。12 

 
 

  講 師 名

講 座 №

開 催 日  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料  

時 間  

【速習】PMBOK®ガイド 第 4 版 IT プロジェクトマネジメント講座 
 ～基礎･実践～ 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 2 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥142,800（本体価格￥136,000） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

講師 山本 需   PMI 認定 PMP，IT コーディネーター    形式 講義＋演習 

プロジェクトマネジメントの基本的な知識を学び、実際のプロジェクトに適用できるようにする。演習ではシナリオ（ケース）を用い、プロジェクトマネジメ
ントに必要な主要アウトプットが作成できることを目指す。プロジェクトマネジメントのプロセス、考え方はプロジェクトマネジメントにおいてはグローバ
ルスタンダードといえる PMBＯK®ガイド 第 4 版をベースとする。本講座は、基礎講座（5 日間）の構成をベースとして 2 日間に凝縮した速習コースで
す。 

1．プロジェクトの立上げ 

 1.1 PMBOK®ガイド 第 4 版のプロセスとプロジェクトマネジメント 

 1.2 プロジェクトの目的の明確化と構想 

2．スコープ、スケジュール、品質計画 

 2.1 スコープのマネジメント計画 

3．品質、リスク、コミュニケーション計画 

 3.1 費用便益分析  3.2 ベンチマークの方法 

 3.3 品質に関するコスト管理  3.4 リスク識別 

4．プロジェクトの監視コントロール 

 4.1 変更管理  

 4.2 進捗管理、進捗検証、予実分析、傾向分析 

 4.3 アーンドバリューマネジメント  

 4.4 プロジェクト完了報告 

5．コミュニケーショントラブルへの対処 

 5.1【演習】状況の分析 

 5.2 コミュニケーション計画の作り方とコミュニケーションの実践 

 

【受講成果】 

プロジェクトマネジメントの基礎を習得し、 

プロジェクトマネジメント計画書の作成ができるようになります 

※詳細は弊社ホームページをご覧下さい。

PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

【1】【速習】PMBOK®ガイド 第 4 版 

IT プロジェクトマネジメント基礎講座（2 日間） 

12 PDU 受講証明書 12h 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-252 

11/4(木)～11/5(金) 

プロジェクトマネジメントの知識を体系的に再確認して、実際のプロジェクトマネジメントに必要な応用力を身につける。演習ではシナリオ（ケース）
を用い、プロジェクトマネジメントに必要な主要アウトプットを作成するとともに、いくつかのトラブル発生時に的確な対応策が立てられるようにす
る。プロジェクトマネジメントのプロセス、考え方はプロジェクトマネジメントにおいてはグローバルスタンダードといえる PMBOK®ガイド 第 4 版を
ベースとする。本講座は、実践講座（4 日間）の構成をベースとして 2 日間に凝縮した速習コースです。 

 【ケース】プロジェクトマネジメント ASP サービスを立ち上げる 

1．プロジェクト計画の作り方 

 1.1【講義】ステークホルダー分析 

 1.2【講義】製品分析、コストベネフィット分析 

2．プロジェクトの分析 

 2.1【講義】ケースプロジェクトの分析 

 2.2【演習 1】プロジェクト憲章の作成 

3．スケジュール遅延への対処 

 【ケース】作業所要期間オーバーによるスケジュール遅延の発生 

 3.1【講義】進捗分析のポイント 

 3.2【講義】対応策決定と計画変更のポイント 

4．スコープ変更への対処 

 4.1【講義】スコープ変更管理 

 4.2【講義】対応策と関連計画への影響評価 

5．品質トラブルへの対処 

  【ケース】計画した品質が達成できない状況が顕在化 

 5.1【講義】品質のモニタリングと進捗分析の方法 

 5.2【講義】品質コントロールのポイント 

 

【受講成果】 

実践で使えるプロジェクトマネジメントスキルが身につきます 

 

＊四則演算の出来る電卓をご持参ください。

※詳細は弊社ホームページをご覧下さい。

PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

【2】【速習】PMBOK®ガイド 第 4 版 

IT プロジェクトマネジメント実践講座（2 日間） 

12 PDU 受講証明書 12h 

前提条件

受講対象

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-323 

12/6（月）～12/7（火） 

PMBOK®ガイド の基本的な概要を理解しているこ
と。 

プロジェクトマネジメントを実践に応用したい方、プロ
ジェクトマネジャーの経験はあるが、プロジェクトマネ
ジメントについて理解を深め、より上位のプロジェク
トマネジャーを目指す方。 

IT スキル標準

スキルカテゴリ

レベル職 種 プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

3

プロジェクトとは何かを理解していること。 

プロジェクトマネジメントに興味を持っている方、これ
からプロジェクトのマネジメントに取り組む方。プロ
ジェクトマネジメントにプロジェクトマネジメントに興味を
持っている方 これからプロジェクトのマネジメントに取り組

プロジェクトマネジメント 2

プロジェクトマネジメント 

演習 40% 

演習 40% 

 

ＰＭＰ取得者のための!! 

現場で使えるITプロジェクト問題解決のプラクティス[講義+演習］

10-205 

12/3（金） 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～17:00

①PM の基礎知識は理解しているが、システム開発プロジェクトの現
場で使える具体的な技法を学びたいプロジェクトマネジャ、リーダー
②システム開発プロジェクトの現場で発生する問題解決に悩んでい
るプロジェクトマネジャ、リーダー 

PMP 取得者（または PM の基礎知識をお持ちの方） 

 中村 文彦  中小企業診断士  （株）ＣＩＪネクスト  取締役 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

3

1．なぜ IT プロジェクトは標準どおりに進まないのか  

2．PMBOK®ガイド の知識体系は 

どのように活用すれば良いのか 

3．システム開発プロジェクトが抱える問題の洗い出しと整理 

4．提案・受注段階の失敗事例分析 

5．提案・受注段階のプラクティスを実際にどう使うか 

6．立上げ・計画段階の失敗事例分析 

7．立上げ・計画段階のプラクティスを実際にどう使うか 

8．実行、監視・コントロール段階の失敗事例分析 

9．実行、監視・コントロール段階の 

プラクティスを実際にどう使うか  

10．終結段階の失敗事例分析 

11．終結段階のプラクティスを実際にどう使うか 

 

受講証明書 6h 6PDU 

演習 30% 



PMBOK®ガイド 第 4版 IT プロジェクトマネジメント講座  
～品質・リスク・ファイナンシャル・調達～ 

 

 

Keyword:  

IT 研修講座 

  

◆特 典◆下記 4 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥285,600 （本体価格￥272,000） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

講師 山本 需   PMI 認定 PMP，IT コーディネーター  形式 講義＋演習   

プロジェクトにおける品質マネジメントについての知識を体系的に再確認する。品質計画、品質保証、品質管理の各プロセスで対応すべき項目、
使用する技法と品質結果の分析などを実践的に学習する。演習はシナリオを用いて、品質マネジメント計画書の作成を中心に行う。 

1．プロジェクト品質マネジメントの概要 
 1.1 プロジェクト品質マネジメントの目的 
 1.2 プロジェクト品質マネジメントの基本 
 ・客観性のあるマネジメント ・作業プロセスの改善 
 ・ステークホルダサティスファクション 
 1.3 品質マネジメントの進め方 
2．品質立上げから品質計画へ 
 2.1 品質計画の進め方 2.2 ベネフィットコスト分析 
 2.3 ベンチマーキングの進め方と留意点 
 2.4 フローチャートの作成方法と利用方法 
 2.5 品質計画書の作成（品質方針、運用基準、チェックリスト） 
 2.6［演習］品質計画作成演習 

3．品質保証 
 3.1 品質保証の進め方 3.2 品質監査の進め方 
 3.3 品質改善の進め方 
 3.4 品質改善提案書のプロジェクト計画への反映 
 3.5 ［グループディスカッション］改善のプロジェクト計画への反映 
4．品質管理 
 4.1 品質管理の目的 4.2 品質検査の手法 4.3 品質管理の手法 
  ・管理図の作成  ・パレート図の作成  ・統計的サンプリング 
  ・フローチャート化  ・傾向分析 
 4.4 品質改善の進め方 4.5 [演習]品質管理演習 

注)PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

【3】ＰＭＢＯＫ®ガイド 第4版 IT 品質マネジメント実践講座 

プロジェクトにおけるリスクマネジメントの重要性を理解する。リスクマネジメント計画、リスク識別、分析、リスク対応計画およびリスクの監視コン
トロールの各プロセスで対応すべき項目や使用する技法などを実践的に学習する。演習はシナリオを用いて、そのシナリオにおけるリスクの識
別から対応計画作成までを実施する。リスクマネジメントのプロセスはプロジェクトマネジメントにおいてはグローバルスタンダードといえる
PMBOK®ガイド 第 4 版をベースとする。 

1．リスクマネジメントの概要 
 1.1 プロジェクトリスクとはなにか？ 
 1.2 プロジェクトライフサイクルとリスクマネジメントの位置づけ 
 1.3 プロアクティブなリスクマネジメントの重要性と進め方 
2．リスクマネジメント計画 
 2.1 リスクマネジメント計画とは  2.2 リスクマネジメント計画書の作成
3．リスク識別 
 3.1 リスク情報の収集 
 ・2 資料分析 
 ・情報収集技術（ブレーンストーミング、インタビュー）の実践 
 ・リスク情報の整理（MESE、KJ 法、SWOT 分析） 
 3.2 ステークホルダリスク分析  3.3 リスク事象の表現方法 
 3.4［演習］リスク識別演習 

4．定性的リスク分析 
 4.1 リスク頻度〈発生確率〉と損害の大きさ（影響度）による分析 
 4.2 リスクマトリクス法による分析 
 4.3［演習］リスクマトリクス法によるリスク分析演習 
5．定量的リスク分析 
 5.1 インタビュー  5.2 感度分析  5.3 ディシジョンツリー分析 
 5.4 シミュレーション  5.5［演習］各手法を使ったリスク分析演習 
6．リスク対応計画 
 6.1 リスク対応計画 6.2 コンティンジェンシー計画の作成 
 6.3［演習］リスク対応計画作成演習 
7．リスクの監視コントロール 
 7.1 プロジェクトリスク監査  7.2 定期的なリスク分析 
 7.3［演習］リスク監査 

注)PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

【4】ＰＭＢＯＫ®ガイド 第4版 IT リスクマネジメント実践講座 

プロジェクトでのファイナンシャルマネジメントを理解する。プロジェクトマネジメントツールとしての管理会計、原価管理、見積り、予算設定におけ
る各手法や管理方法を学習する。演習はシナリオを用いて、費用面からのプロジェクト分析、原価計算、予算設定などを実践的に行う。 

1．ファイナンシャルマネジメント 
 1.1 ファイナンシャルマネジメントの概要 
 1.2 ポートフォリオ／プログラム／プロジェクトマネジメントとの関連性
 1.3 財務会計の一般知識（財務諸表） 
 1.4 財務業績の評価（経営指標） 
2．投資の意思決定とプロジェクト優先順位 
 2.1 プロジェクト投資の意思決定ツール 
 2.2 短期的意思決定ルール（差額原価分析、CVP 分析） 
 2.3 中長期的意思決定ルール（DCF、NPV、IRR、EPV） 
 2.4〔演習〕意思決定ルールを使ったプロジェクト優先順位付け 
3．プロジェクトの原価管理 
 3.1 財務会計と管理会計  3.2 プロジェクトの原価管理とは何か 
 3.3 原価計算の方法（直接費と間接費）  
 3.4 間接費（共通費）の考え方   3.5〔演習〕原価計算 

4．見積り手法と時系列予算 
 4.1 トップダウン見積もりとボトムアップ見積り 
 4.2 工数見積りと規模見積り   4.3 FP 法概要 
 4.4 マネジメント予備とコンティンジェンシー予備 
 4.5〔演習〕FP 法による見積り 
5．プロジェクトのコストマネジメント 
 5.1 コストマネジメント計画   5.2 プロジェクトの時系列予算 
 5.3 コストコントロール   5.4 プロジェクト実績評価指標 
 5.5 EVM（アーンドバリューマネジメント）によるコストマネジメント 
 5.6〔演習〕EV（アーンドバリュー）分析 

＊四 則 演 算 が出 来 る電 卓 をご持 参 ください。 
注)PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

【5】ＰＭＢＯＫ®ガイド 第4版 ITファイナンシャルマネジメント実践

プロジェクトでの調達マネジメントを理解する。プロジェクトにおける調達マネジメントの知識を体系的に学習して、実践に活用する。契約行為の重
要性を認識して、契約および契約管理に必要な検討項目、使用するツールを実際に活用できるようにする。演習はシナリオを用いて、調達計画
から契約管理までに必要な書式の作成やその内容の分析を実践的に行う。調達マネジメントのプロセスはプロジェクトマネジメントにおいてはグ
ローバルスタンダードといえる PMBOK®ガイド 第 4 版をベースとする。 
1．調達マネジメントの概要 
 1.1 調達の 6 プロセス   1.2 購入・取得計画の流れ 
 1.3 契約計画の流れ   1.4 納入者回答依頼の流れ 
 1.5 契約管理の流れ    1.6 納入者選定の流れ   
 1.7 契約終結の流れ 
2．購入・取得計画 
 2.1Make-or-Buy 分析 2.2 契約作業範囲記述書の作成 
 2.3 契約形態の選択 2.4 調達マネジメント計画書の作成 
3．契約計画 
 3.1 調達文書の作成 3.2 評価基準の作成方法 
 3.3 納入者回答依頼の進め方（入札説明会、入札広告） 
 3.4 納入者選定の進め方 3.5［演習］調達マネジメント計画書作成演習
 3.6［演習］納入者選定演習 

4．契約管理 
 4.1 契約変更管理  4.2 実績報告  4.3 支払い  4.4 契約終結 
5．外注管理 
 5.1 外注計画   5.2 RFP   5.3 外注業務の進捗管理 
 5.4 外注業務の品質管理   5.5 検収と評価    5.6 関連法規 
6．プラットホームの調達 
 6.1 選定手順 6.2 導入のためのチェックリストの作り方 
 6.3［演習］契約交渉戦略策定演習 6.4［演習］RFP 作成演習 
 

注)PMBOK®ガイド は米国 PMI の登録商標です。

内容が若干変更することがあります｡ご了承ください｡ 

【6】ＰＭＢＯＫ®ガイド 第4版 IT 調達マネジメント実践講座 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-324 
12/13（月）～12/14（火） 

プロジェクト品質マネジメントの必要性を理解しているこ
と。 

プロジェクトにおける品質管理者、品質担当者やこれか
ら担当する方、プロジェクトマネジメントに携わる方。 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

4

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-258 

12/16（木）～12/17(金) 

プロジェクト品質マネジメントの必要性を理解しているこ
と。 

プロジェクトにおける品質管理者、品質担当者やこれか
ら担当する方、プロジェクトマネジメントに携わる方。 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

4

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 № 11-001 

開 催 日 2011/1/13（木）～1/14（金） 

プロジェクト品質マネジメントの必要性を理解しているこ
と。 

プロジェクトにおける品質管理者、品質担当者やこれか
ら担当する方、プロジェクトマネジメントに携わる方。 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

4

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

受 講 料 \84,000(本体価格\80,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

11-002 

2011/1/20(木)～1/21(金） 

プロジェクト品質マネジメントの必要性を理解しているこ
と。 

プロジェクトにおける品質管理者、品質担当者やこれか
ら担当する方、プロジェクトマネジメントに携わる方。 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント

4

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。 13

演習 20%

演習 30%

演習 30%

演習 30%

 
 
 
 

12 PDU 

12 PDU 

12 PDU 

12 PDU 

受講証明書 12h 

受講証明書 12h 

受講証明書 12h 

受講証明書 12h 

 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com      ＊最終ページの申込書をご利用ください。14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～プロジェクト崩れを起こさないための～ 

ソフトウェア外注管理の課題分析と効果的実践法 

1．システム/ソフトウェア開発における問題点と外注管理 

2．プロジェクトマネジメントと外注管理 

3．外注管理の概要 

4．外注に当たっての整備事項 

5．外注先の選定 

6．契約管理 

7．発注管理 

8．フォロー管理 

9．受け入れ管理 

 

10．外注先の評価 

11．外注管理組織 

12．トラブルとその防止策 

13．より良き協力関係を目指して 

 

 

 

SRC刊 髙根宏士著「ITプロジェクトにおけるソフトウェア外注管理」\2,940

（本体価格\2,800）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料より

\2,940 差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記入ください。 

10-188 12/14(火)～12/15(水) 

11-035 2011/3/15(火)～3/16(水)

\82,740（本体価格 \78,800 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含）

 4 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

ソフトウェアプロジェクト管理全般 

ソフトウェアプロジェクト管理者、外注管理者  

髙根 宏士 プロジェクトコンサルタント 

サブテキスト

受講証明書 12h 12PDU 

 

 

マルチプロジェクトマネジメントとプロジェクト診断 

1．プログラムとプロジェクトとマルチプロジェクトのマネジメント 

2．母体組織とプロジェクト 

3．マルチプロジェクトマネジメントの必要性 

4．プロジェクトマネジメントオフィス（PMO） 

 4.1 PMO とは  4.2 PMO の機能  4.3 PMO の体制 

 4.4 PMO におけるラインプロジェクト状況把握方法 

 4.5 PMO の成功のポイント 

5．プロジェクト診断 

 5.1 プロジェクト診断とは  5.2 プロジェクト診断の考え方 

 5.3 プロジェクト診断手順   5.4 プロジェクトの診断ポイント 

 5.5 プロジェクト診断評価 

 5.6 プロジェクト診断によるプロジェクト改善のポイント 

 5.7 プロジェクト診断チームの留意事項 

6．ソフトウェア開発の各プロセスにおける症状と対策 

 6.1 プロジェクト立ち上げ時点における症状と対策 

 6.2 プロジェクト計画時点における症状と対策 

 6.3 システム基本設計時点における症状と対策 

 6.4 システム製作時点における症状と対策 

 6.5 システム・テスト/運用テストにおける症状と対策 

 6.6 システム移行/展開における症状と対策 

 6.7 プロジェクト全体を通して見られる症状と対策 

7．プロジェクトを取り囲む組織/風土の診断 

 7.1 悪い組織のチェックポイント  6.2 組織の風土 

8．プロジェクト診断を担当する者のチェックポイントと心構え 

 8.1 チェックポイント  8.2 コミュニケーションのポイント  8.3 心構え 

10-238 

12/21（火）～12/22（水） 

\79,800（本体価格 \76,000） 

 4 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

ソフトウェアプロジェクト管理の基礎知識 

プロジェクトの診断技法の習得をめざすプロジェクトマネジャー、PMO

の方  

髙根 宏士 プロジェクトコンサルタント 

受講証明書 12h 12PDU 

 

100 の失敗事例に学ぶ !! 
IT プロジェクトの危険予知訓練 

11-064 

2011/1/24(月) 

\53,130 (本体価格\50,600 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

・リスクマネジメントに興味のある SE の方。 

・プロジェクトマネジャー、リーダとして更なる研鑚を目指す方。

ビジネスシステムを主体としたプロジェクトマネジメントの実務 

 青島 弘幸  企業システム戦略研究会  代表 企業システム戦略家 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4

1．プロマネ力と危険予知能力 

 1.1 ＩＴプロジェクト 1.2 リスク管理 1.3 ドキュメント・レビュー 

2．ＩＴ危険予知訓練 

 2.1 危険予知訓練 2.2 ＩＴ危険予知訓練の概要 

  (1) 危険状況  (2) 危険分類  (3) 危険要因 

  (4) 危険度（発生頻度ｘ影響度）  (5) 危険回避策 

 2.3 ＩＴ危険予知訓練法 

  (1) 4 ラウンド法  (2) プロマネ力を鍛える 

 2.4 危険予知能力レベル 

  (1) 危険予知能力レベルの 5 段階 

  (2)PMBOK®ガイド の知識エリア別危険予知能力評価 

3．失敗事例 100 例による IT 危険予知訓練 

※5～10 テーマを選択し、危険予知訓練を行います。 

 
 
 
 
SRC 刊 青島弘幸著「100 の失敗事例に学ぶ !! IT プロジェクトの危険
予知訓練」\2,730（本体価格\2,600）を使用いたしますが、既にお持ち
の方は受講料より\2,730 差し引きいたしますので、お申込み通信欄
にご記入ください。 

サブテキスト

受講証明書 6h 6PDU 

演習 70% 

 

自主自律型プロジェクト･チームの構築と 
成功するプロジェクトの運営法 [演習つき] 

1．人的側面から見たプロジェクトの実態は？  

2．プロジェクトのビジョンとモチベーションの関係 

3．モチベーションを高めプロジェクトを高速回転させるヒント    

4．自分達流儀の成功方程式を確実に作る   

 

＜実戦的ワークショップの構成＞ 

プロジェクトを自主自律型で運営するには、組織全体で取り組むべき

ことと、プロジェクトの中で実行できることがある。ワークショップでは、

プロジェクトの中で実行できる次の３項目を取り上げる。 

1.モチベーションの高まる作業計画を立てる 

2.プロジェクトを高速回転させモチベーションを高める 

3.自分達流儀の成功方程式を作る 

この３項目について、受講者が、互いに考え方や実践経験を出し合い、 

自由討論し、互いの気づきを起こす。 

 
 
 
 
 
日本経済新聞社刊 近藤哲生著「はじめてのプロジェクトマネジメント」
\871（本体価格\830）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料より
\871 差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記入ください。 
 

11-019 

2011/1/25（火） 

\51,271（本体価格 \48,830 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

4 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

プロジェクトマネジャー、リーダの実務経験 

自主・自律型のプロジェク運営に興味を持ち、実践したいと考えている

リーダ、マネジャー  

近藤 哲生 （有）ウィンアンドウィン 代表

サブテキスト

演習 50% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

 ◆ システム設計/開発/運用関連 

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 15

 

 

 

 

 

 

 

 

～要件定義の前にやるべきこと！～ 

問 題 フレームによるソフトウェア仕 様 化 
10-248 10/25(月) 

11-056 2011/1/19(水) 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～17:00

ソフトウェアの企画・要件定義等の上流工程に携わっている方。

プロジェクトでクライアントとの交渉・調整に携わっている方。 

要求定義やソフトウェアの仕様化の習得を目指す方。 

ソフトウェア工学の基本的常識 

IT スペシャリスト 

メソトロジ 

3

1．問題フレームとは ～導入、概要、概念～ 

 1.1 はじめに 

 1.2 問題フレームの世界観 1.3 主要概念 

2．基本フレームの概要（５つの基本フレーム） 

 2.1 動作制御フレーム 2.2 操作命令フレーム 

 2.3 情報表示フレーム 2.4 単純編集フレーム 

 2.5 変換フレーム 

3．小さな例：信号機制御 

 *「動作制御フレーム」を例にとって、機械ドメインと要求との具体例 

4．５つの基本問題フレームの考慮事項 

 *フレーム考慮事項と開発記述 

5．実践に向けて 

 5.1 基本フレームと実世界の問題 5.2 フレーバ 

 5.3 変種フレーム 5.4 副問題への分解 

 5.5 合成フレーム 

6．まとめと討論 

 大槻 繁 ， 飯泉 純子  株式会社 一（いち） 

メインフレーム、クライアント／サーバ、Web システム、SaaS、クラウドといった実装方式から本当に独立した仕様化が必要です。マイケル・ジャク
ソンが提唱している「問題フレーム」は、５つのパターンの組合わせによってソフトウェアによって解かれるべき問題領域（ドメイン）を分析する方
法です。美しく、かつ、正しい仕様を得る考え方・手法の基本を解説します。 

 

～仕様書･設計書を中心とした～ 

ドキュメント･レビュー実践法【40のチェックポイント】 
1．システム開発上流工程と主要なドキュメント 

 1.1 システム構築プロジェクトの現状と課題 

 1.2 システム開発上流工程の概要  

 1.3 各ドキュメントの概要と意義 

2．ドキュメント・レビューとは 

 2.1 レビューは、羅針盤  

 2.2 プロジェクト管理におけるレビューの効果 

 2.3 レビューでの、よくある勘違い 

3．ドキュメント・レビューの実施要領 

 3.1 レビューの実施時期  

 3.2 レビューへの参加者 

 3.3 レビューのポイント 

 

 

4．ドキュメント・レビュー４０のチェックリスト 

 4.1 要求仕様書のレビュー１６のチェックリスト 

   ～例題による仕様書レビューの演習～ 

 4.2 見積書のレビュー１６のチェックリスト 

   ～例題による見積書レビューの演習～ 

 4.3 設計書のレビュー８のチェックリスト 

   ～例題による設計書レビューの演習～ 

5．まとめ 
 
 
SRC 刊 青島弘幸著「ドキュメント･レビュー!!要求仕様書･設計書のレビュー実践
とチェックポイント」\2,730（本体価格\2,600）を使用いたしますが、既にお持ちの
方は受講料より\2,730 差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記入くださ
い。 

10-316 10/12（火） 

10-200 12/6（月） 

10：00 ～ 17：00 

3 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

\53,130（本体価格\50,600 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含） 

主にビジネス系での仕様等の上流工程での経験 

上流工程におけるレビュー技法の習得、確立をめざす PM、ソフトウェ

ア管理者  

青島 弘幸 企業システム戦略研究会 代表 企業システム戦略家

サブテキスト

演習50% 

 

 

要求仕様を例題とする!! 

ロジカル･シンキング実践ワークショップ 

1．ロジカルシンキングとは  

2．ロジカルシンキングの基礎技術  

 2.1 重複・漏れ・ずれの防止 

 2.2 グルーピングによる情報の整理  

 2.3 ボトムアップ法 2.4 トップダウン法 

 2.5 論理的な組み立て方 

 2.6 曖昧表現の排除 

3．基礎技術演習  

4．ロジカルシンキングの活用方法  

 4.1 コミュニケーション  4.2 ネゴシエーション 

 4.3 ドキュメンテーション  4.4 プレゼンテーション 

 4.5 ファシリテーション  

5．活用方法演習  

6．事例を用いたワークショップ （4h～5h） 

 6.1 顧客要求を明確にする  

 6.2 要求仕様をまとめる  

 6.3 要求仕様の合意を得る  

 6.4 変更要求に対応する 
 
 
 

10-233 10/19（火）～10/20（水） 

11-051 2011/1/25（火）～1/26（水）

\79,800（本体価格 \76,000) 

4 ITスペシャリスト 

メソドロジ 

10：00 ～ 17：00 

SE の経験。特に上流工程に携わっている、もしくはこれから携わる方。

ロジカルシンキングを基礎から学びたい方  

アルテミスインターナショナル（株）  

演習60% 

 

～ITプロフェッショナルのための～ 

要求定義のための!! ヒアリングと仕様化テクニック 
1．システム開発の問題点  

2．要求定義の重要性  

3．要求定義におけるヒアリング・テクニック   

 3.1 だめなヒアリング 

  (1)顧客の要求を引き出せない理由 

  (2)ドメインの知識を持たないＩＴエンジニア 

  (3)論理的な組み立てができない 

 3.2 効果的ヒアリング 

  (1)システムの境界を切る  (2)顧客を仕様化の中に巻き込む 

  (3)品質要求を確認する  (4)整理の法則 

4．ヒアリングを支える仕様化のテクニック 

 4.1 Excel による仕様化の勧め  

 4.2 要求と仕様を階層の中で捉える   

 4.3 品質要求の仕様化 4.4 表現のテクニック  4.5 仕様化の効果   

 4.6 レビューで感じる仕様化の効果 

5．要件管理プロセスでフォーローする 

 5.1 要件開発と要件管理は車の両輪  

 5.2 要件管理プロセス   5.3 変更要件の状態を遷移させる  

 5.4 関係者へ事前の教育 5.5 仕様化の出来栄えが見える 

6．仕様化の演習 

 6.1 仕様化演習  6.2 演習の振り返り 

7．計測することを忘れずに 

 7.1 テクニックを磨くために計測する  7.2 根本に反映したか？ 

10-106 10/21(木)～10/22（金） 

11-061 2011/3/3（木）～3/4（金）

\79,800（本体価格 \76,000） 

4 ITスペシャリスト 

メソドロジ 

10：00 ～ 17：00 

要求分析・要求定義の基礎 

要求定義のスキルアップのために、ヒアリングテクニックとその仕様化の

習得を目指すSE。  

清水 吉男 （株）システムクリエイツ 代表取締役 

演習20% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

＊最終ページの申込書をご利用ください。16 

 

 

 

 

 

 

 

 

BABOK®2.0 準拠!! 失敗しない要求開発 
10-281 

11/15(月)～11/16(火) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

PＭＢＯＫ®ガイド を学び、与えられたプロジェクトでＨＯＷを中心
としたプロセスの成熟度は高めたが、なぜか顧客の満足と納得
感を得られず限界を感じている方。 
顧客ビジネスのプロジェクトの立ち上げにかかわり、ＷＨＹとＷＨ
ＡT を明確にすることにより、本来のビジネス成功を提供したいと
考えている方。 

システム提案の経験者。 

 （有）ＫＢマネジメント     

ＩＴスペシャリスト

メソドロジ 

3

1．BABOK®2.0 概要 
 1.1 BABOK®2.0 とは 1.2 知識エリア間の関係 
 1.3 「ビジネスアナリシス計画とモニタリング」概要 
 1.4 「エンタープライズアナリシス」概要 1.5 「引き出し」概要 
 1.6 「要求管理とコミュニケーション」概要 
 1.7 「要求アナリシス」概要 
 1.8 「ソリューション診断と妥当性確認」概要 
2．顧客のビジネスを知る 
 2.1 質問力強化 2.2 マクロ環境（ＰＥＳＴ分析） 
 2.3 外部環境分析（５Ｆｏｒｃｅｓ） 
 2.4 内部環境分析（事業計画、商品、人材、財務状況、ＶＲＩO 分析） 
 2.5 ＳＷＯＴ分析（クロス分析） 
 2.6 ロジックツリー分析（原因分析） 
 2.7 ＣＳＦ（主要成功要因の導出） 
 

3．要求の引き出し 
 3.1 ファシリテーションにおけるＴＭ機能 
  *課題達成における、自身の傾向を認識する 
 3.2 顧客との信頼関係を構築する 
  *信頼関係をどのように築くのか  *信頼関係を損なう自身のリスク 
 3.3 質問力強化 
  *潜在問題を顕在化させる質問  *状況質問  *問題質問 
  *影響質問  *成功質問 
 3.4 傾聴力強化 

【受講形式】：講義、演習（PW,GW、発表、ロールプレイ）
 
※IIBA®、IIBA®のロゴ、BABOK®、および Business Analysis Body ofKnowledge®
は、 International Institute of Business Analysis の登録商標です。 EEP および EEP
のロゴは International Institute of Business Analysis の商標です。 
※ＰＭＢＯＫ®ガイド は米国ＰＭＩの登録商標です。 

演習 60% 

 

要求定義のための!!  

問題発見力・解決力スキルアップ実践講座 
10-296  

12/1(水)～12/2(木) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

社内及び顧客とのシステム案件のトラブルを未然防ごうと悩んで

いる SE｡ 

SE の経験及びこれから SE を目指す方 

 秋池 治  (株)リアル ナレッジ  代表取締役 

IT スペシャリスト 

メソドロジ 

4

1．ソリューションと問題発見力とは 

2．問題発見力のスキル 
 2.1 ヒアリングスキル解説と演習 

  【ポイント】2 つの話法（限定質問と拡大質問） 
  【演習】ビデオを視聴し、その中から限定質問と拡大質問を見つける演習

  【目標】2 つの質問話法を使い分けられる 

 2.2 構造化スキル解説と演習 

  【ポイント】物事を図式化して考える 
  【演習】文章を読解し、内容を図式化する演習 

  【目標】文章が構造化できる 
 2.3 プレゼンテーションスキル解説と演習 

  【ポイント】プレゼンテーションの注意点 
  【演習】プレゼンテーションを作成する演習 

  【目標】分かりやすいプレゼンテーションを作成し発表できる 

 2.4 可視化スキル（プロセスチャート）解説と演習 

  【ポイント】業務プロセスチャートの可視化技法 
  【演習】業務内容からプロセスチャートを作成する演習 

  【目標】業務の流れをプロセスチャートにできる 
 2.5 発想力（3＋1 の発想方法）解説と演習 

  【ポイント】3＋1 の発想方法とは 

  （①源流追求型思考②現状否定型思考③課題解決型思考＋メタ思考） 

  【演習】3＋1 の発想方法で解決策を考える演習 
  【目標】3＋1 の発想方法で柔軟な解決策が導ける 

3．例題演習：[テーマ]ユーザニーズ分析のための 
問題発見力・解決力スキル 

 3.1 仮設の構築  3.2 仮説の検証  3.3 問題の理解 
 3.4 解決案の発想  3.5 解決案の提示 

演習 40% 

 

～SEのための!!～ 

要求定義･仕様化の実践トレーニング講座 

1．要求定義とは 

 1.1 システム構築の全体プロセス 

2．プロジェクトとしての理解 

 2.1 プロジェクト・ステークホルダー 

3．何故要求はフィットしなかったか？＜演習問題＞ 

4．要求定義プロセス 

 4.1 基幹系要求定義プロセス MAP 

 4.2 ヒアリング技法 

 4.3 アンケート技法 

 4.4 事実把握技法 

 4.5 モックアップ作成法 

5．要求洩れのメカニズム＜演習問題＞ 
 

6．情報系要求定義 

 6.1 基幹系と情報系の違い 

 6.2 情報系特有の問題 

 6.3 情報系要求定義プロセス MAP 

7．失敗しないための知恵 

 7.1 基幹系要求定義成功の 10 のポイント 

 7.2 情報系要求定義成功の 10 のポイント 
 
 
 
日経ＢＰ社刊刊 木村哲著「本当に使える要求定義」\3,990（本体価格
\3,800）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料より\3,990 差し引
きいたしますので、お申込み通信欄にご記入ください。 

10-191 11/15(月)～11/16(火) 

11-036 2011/2/17(木)～2/18(金)

\83,790（本体価格 \79,800 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含）

4 IT スペシャリスト 

メソドロジ 

10：00 ～ 17：00 

システム設計・開発経験者で、要求定義経験者またはこれから要求定

義業務に携わる方 

実践的、体系的な要求定義・仕様化技法を身につけたいソフト技術者

木村 哲 （株）ビーコン インフォメーションテクノロジー

サブテキスト

演習 10% 

 

～ユーザ企業も納得する～ 

「良い見積り書」作成のための実践講座 

1．「良い見積り」とは 
 1.1 システム規模の妥当性  1.2 要件・役務範囲との整合性 
 1.3 作業内容、スキル、作業期間の整合性 
 1.4 マネジメント工数の計上方法  1.5 コンティンジェンシー計画 

2．プロジェクト見積り入門 2 
 2.1 コストマネジメントとは  2.2 ライフサイクルコスト   
 2.3 コスト見積りプロセス  2.4 コスト見積りと価格設定   
 2.5 コスト見積りプロセスのツールと技法 

3．見積り手法の基礎 
 3.1 見積りの基本的な流れ  3.2 見積りが難しい理由 
 3.3 プロダクトスコープとプロジェクトスコープ  3.4 見積り手法の種類
4．リスクを考慮した見積り 

 4.1 リスクとは  4.2 リスクマネジメントの定義   
 4.3 リスク対応計画  4.4 リスクを考慮した WBS  

 4.5 見積りへの反映方法  4.6 演習 
5．プロジェクトライフサイクルと見積り 
 5.1 顧客予算取りのための概算提示 
 5.2 提案時の詳細見積り  

 5.3 プロジェクト開始時の見積り   
 5.4 プロジェクト実施中の見積り補正 
 5.5 プロジェクト完了時の見積りデータの扱い 
6．見積り書作成方法 

 6.1 提案書、作業範囲記述書の記載内容   
 6.2 見積り書への記載項目  6.3 見積り書様式例 
7．「良い見積り書」作成の重要ポイントに関する演習 

10-151 12/2(木) ～ 12/3(金) 

11-018 2011/3/14(月) ～ 3/15（火)

\79,800（本体価格 \76,000) 

 4 プロジェクトマネジメント 

テクノロジ 

10：00 ～ 17：00 

これから見積りの実務に携わる方、若しくは携わっている方 

ユーザを満足させる見積り書作成手法の習得をめざす IT ベンダー管

理者  

アルテミスインターナショナル（株）  

演習 50% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 

 
 

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 17

～ 国 際 会 計 基 準 に も 対 応 す る ～  
業務知識の基礎 ･システム設計入門講座

 

 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 2 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥135,660（本体価格￥129,200） ＊詳細は P3 をご覧下さい。 

講師 岩谷 誠治 公認会計士 （株）会計意識    形式 講義＋演習 ※講義は演習を取り入れながら進めますので、電卓（四則演算）をご用意下さい。 

 

 
 

 

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

 
 

 

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

 

～IFRS にも対応する～ 
会計知識の基礎とシステム設計入門 

10-282 11/30（火）～12/1(水) 

11-033 2011/3/1（火）～3/2(水) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

顧客向けアプリケーションを開発するために業務知識を基礎から

学びたい方。 

システム設計の初歩的知識を有する方。業務知識は不要。 

IT スペシャリスト 

ビジネス／インダストリ 

2

1．会計知識の基礎   
 1.1 会計とは何か   
  (1) 会計の呪縛 (2) ２つの領域、３つの法律  
 1.2 IFRS の動向 
  (1) IFRS とは （2）IFRS で何が変わるのか 
 1.2 決算書の体系  
  (1) B/S、P/L、S/S (2) キャッシュ・フロー計算書 (3) 連結決算 
 1.3 簿記の壁を越える  
  (1) 簿記の仕組み (2) 勘定科目 (3) 伝票と元帳  
 1.4 決算  
  (1) 決算の流れ (2) 決算整理  
 1.5 現場で聞けない会計知識  
  (1) 経理部の常識・非常識  (2) 開発の現場で注意すべきこと 

2．システム設計入門   
 2.1 会計システムの現状  
  (1) 会計システムの全体像   (2) 会計システムの種類  
 2.2 会計システム設計の基礎  
  (1) 勘定科目の設定  (2) 仕訳パターン  
  (3) 内部統制という視点 （経理部と財務部の違いとは）  
 2.3 【演習】～現状からあるべき姿へ～  
  経費精算業務のプロセス・フロー作成  
  (1) 現状分析とその手法  (2) 入手すべき資料 
  (3) 業務改善のポイント 
 
 
＊四則演算の出来る電卓をご用意下さい。 

本講座は、会計初心者のＳＥが明日から現場に投入されても、ひとりで対応できるだけのスキルを身に付けることを目標とします。それは、経理担当
者へのヒアリングが実施できるレベルを意味します。今後、導入が予定されている IFRS と現行会計基準の違い、また、その違いが会計業務に与え
る影響についても解説します。講義よりも演習を中心に構成し、実際の会計業務の流れを体感していただくとともに、システム導入時の現状分析と
改善案の作成手法も身に付けます。 

演習 30% 

 

特別講座!! ～ＩＴ部門のための～ 

国際会計基準（IFRS）の概要とシステム設計 
11-065 

2011/2/3（木） 

\56,700(本体価格 \54,000) 

10:00～17:00 

IFRS の概要と経営及びＩＴシステムへの影響を基本から

学びたい方。 

ＩＴシステムに関係する方（IT 部門のみならず経理・企画

部門の方も含む）。簿記等の会計知識は不要。 

 岩谷 誠治 公認会計士   (株)会計意識 

IT スペシャリスト 

ビジネス/インダストリ 

4

1．IFRS 導入の流れ 

1.1 コンバージェンス（統合・収れん）から 

アダプション（全面適用）へ  

 1.2 IFRS をめぐる動向とコンバージェンスの状況 

 1.3 IFRS 導入による経営への影響 

2．我が国の会計制度の構造 

 2.1 財務会計と管理会計 

 2.2 会社法・金融商品取引法・税法の関係 

 2.3 連結財務諸表の位置づけ 

 2.4 IFRS 導入のロードマップ 

 2.5 我が国におけるＩＦＲＳ導入形態  

3．IFRS 個別論点とＩＴシステムへの影響 

 3.1 財務諸表の表示   3.2 収益認識 

 3.3 有形固定資産   3.4 無形資産  3.5 金融商品 

 3.6 リース   3.7 企業結合   3.8 廃止事業 

4．コンバージェンス項目への対応  

 4.1 工事契約に関する会計基準   4.2 セグメント情報 

 4.3 資産除去債務   4.4 財務諸表の遡及処理 

5．内部統制規制（J-SOX 法）への影響 

 5.1 内部統制規制が今後のシステム開発に与える影響 

 5.2 ＩＴ統制構築とＩＦＲＳの関係 

 5.3 導入 2 年目以降の対応方針 

6．IFRS への対応方針と留意事項 

 6.1 導入スケジュール   

 6.2 影響分析時の留意点 

 6.3 IT システム対応時の確認事項   

 6.4 重点的対応事項 

現在、我が国の会計制度は IFRS へのコンバージェンス段階を経て、アドプションに向けて改正が進められています。 
既に、2010 年 3 月期決算から早期適用が可能なように法整備も完了しました。IFRS の導入は企業経営に影響を与えるだけ
ではなく、既存の IT システムにも大きな変化をもらします。本講座では、IFRS の基本の理解と、IT システムに影響を与える
会計基準を中心にその対応策について解説します。 

演習 10% 

 

～IFRS にも対応する～ 

販売･購買管理の基礎とシステム設計入門 
10-284 12/13(月)～12/14(火) 

11-034 2011/3/17(木)～3/18(金)

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

顧客向けアプリケーションを開発するために業務知識を基礎から

学びたい方。 

システム設計の初歩的知識を有する方。業務知識は不要。 

IT スペシャリスト 

ビジネス／インダストリ 

2

1．販売管理の基礎 
 1.1 販売管理とは 
  (1) 販売管理業務の流れ  (2) 会計との接点 
 1.2 受注から出荷 
  (1) 売上の計上基準  (2) 特殊な販売  (3) 値引き・返品 
 1.3 請求から回収 
  (1) 手形取引  (2) 与信管理  (3) 貸倒処理 
 1.4 消費税の落し穴 
  (1) 消費税の仕組  (2) 総額表示 
 1.5 IFRS による収益認識 
  （1）IFRS による収益認識基準 （2）現行基準との差異 
2．購買管理の基礎 
 2.1 購買管理とは 
  (1) 購買管理業務の流れ  (2) 会計との接点 

 2.2 発注から検収 
  (1) 発注の形態 (2) 棚卸資産の評価方法と評価基準 (3) 有償支給 
 2.3 請求から支払 
  (1) 支払手段  (2) 買掛金・未払金・未払費用はどう違う 
3．システム設計入門 
 3.1 販売管理・購買管理システム 
  (1) システムの全体像  (2) 他システムとの関係 
 3.2 システム設計の基礎 
  (1) システムの基本要件  (2) 実務上の問題点 
 3.3 【演習】～現状からあるべき姿へ～ 
   *受注・出荷・回収までのプロセス･フロー作成 
   *発注・検収・支払までのプロセス・フロー作成 
  (1) 現状分析とその手法  (2) 業務改善のポイント 
 
＊四則演算の出来る電卓をご用意下さい。 

販売と購買業務は、全ての企業の根幹となるプロセスです。特に販売管理システムは、今後、IFRS の導入によって、大きな影響を受けることが予想
されます。当講座は、演習を中心に構成することで、販売・購買業務の基礎知識とともにシステム設計の基本的手法を身に付けていきます。 

演習 30% 



新人･新任 SE のための!! 
ERP･CRM･SCM 入門解説とシステム構築基礎講座 

 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

講師会社名 （株）JSOL 形式 講義  

講師名 [11-021] 古川 博紀、住田 貴敏   ［11-020］ 松井 泰生  ［11-040］ 小野田 学二   

 ERPシステムが日本に登場して１０年以上が過ぎ、多くの企業で導入が進んできました。今や基幹システム構築ではERPシステムが
主流になったと言えます。ERP はパッケージですので、システム構築手法は従前とは大きく違っています。本講座では、代表的な ERP
パッケ－ジである SAP 社 R/3 を例に、ERP の特徴と開発手法および ERP 導入を手がける SE に必要なスキルについて紹介します。 

ＳＥのための!! ＥＲＰ入門とシステム構築基礎 

1．ERP 入門 
1.1 ERP の生い立ち、何故 ERP か 

 
2．ERP パッケージの特徴 

2.1 SAP、オラクル他 
 
3．ERP の主な機能（SAP R/3 を例に） 

3.1 購買、生産、販売、会計、人事 
 

4．ERP のシステム開発技法 
4.1 フェーズド・アプローチ、標準的なスケジュール 
 
 

5．ERP のシステム構築 
5.1 全体設計フェーズ 

(1)全体設計で行う内容、必要なスキル 
5.2 第１次適用設計フェーズ 

(1)第１次適用設計で行う内容、留意点 
5.3 第２次適用設計フェーズ 

(1)第２次適用設計で行う内容、留意点 
5.4 テスト、データ移行フェーズ 

(1)テストの内容、データ移行の留意点 
 
6．ERP 導入を成功するために  

6.1 重要成功要因、今後の展開（SCM、CRM など） 

前提条件 
特になし（システム開発経験） 

受講対象 
これからERPのシステム開発・構築に携わるソフ
ト技術者 

時 間 10:00～17:00 

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

2

CRM とは、一般的には営業、サービス、コールセンターなど企業にとって顧客接点に関わるプロセスについて、その効率化や効果を高
めるための支援を行うマネジメント手法を指す。しかし、これらのプロセスは、財務や生産といった ERP の対象となる基幹業務に比べる
と「属人性」が高く、また扱われる情報が必ずしも数値や金額といった定量的なものだけではないという特徴があり、そのためシステム
構築には ERP とは違った視点が必要になる。今回は CRM とは何かという概要から、CRM システムを構築するための基礎的な手法に
ついて解説します。 

ＳＥのための!! ＣＲＭ入門とシステム構築基礎 

1．CRM 概要 
1.1 時代背景  1.2 CRM とは何か 
1.3 CRM をめぐる諸問題  1.4 顧客満足（ＣＳ）経営とは 

 
2．CRM の基本要素 

2.1 顧客接点プロセス  2.2 情報の整備と蓄積 
 

3．CRM システムの概要 
3.1 CRM システムのＩＴ投資効果 
3.2 CRM システムの全体像 
3.3 システム構築事例（小売・流通業編） 
3.4 システム構築事例（製造業編） 
3.5 システム構築事例（サービス業編） 
3.6 最新トピックス 

4．CRM システムの構築手法 
4.1 CRM システムの導入方法論 
4.2 計画・設計フェーズ 
4.3 実現化フェーズ 
4.4 展開・定着化フェーズ 
4.5 事例紹介 

前提条件 

時 間 10:00～17:00 

特になし（システム開発経験） 

受講対象 
これからERPのシステム開発・構築に携わるソフ
ト技術者 

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

2

ＥＲＰ、ＳＣＭ、ＣＲＭ等の用語が流通し、そのカバーする業務範囲もかなり重複する部分がでてきている。“ＳＣＭ”は、原材料、部品と
部品等の調達から加工、製造ならびに物流をへて顧客へ製品を引き渡し、債権を回収するまでの全てのプロセスの流れを指し、それ
は機能として計画系と実行（管理）系に大別される。今回はＳＣＭの個々の業務プロセスを解説するとともに、その業務分析からシステ
ム構築までの手順について新たにＳＣＭ業務システム構築を目指すＳＥ向けに概説します。 

ＳＥのための!! ＳＣＭ入門とシステム構築基礎 

1．SCＭ業務プロセス概要 
1.1 ＳＣＭの業務範囲 
1.2 ＳＣＭの現状と今後のシステム対応検討の方向性 

2．ＳＣＭ業務分析課題事例紹介 

3．ＳＣＭシステム構築時のパッケージ検討手順概要 

4．ＳＣＭシステム企画提案技法概説） 
4.1 ＢＰＲ推進手順概説 
4.2 ＳＣＭ・ＥＲＰとＢＰＲ推進事例紹介 

5．ＥＲＰ・ＳＣＭシステム開発手順概要 
5.1 パッケージシステム開発方法論 
5.2 導入タスク概説 

前提条件 

時 間 10:00～17:00 

特になし（システム開発経験） 

受講対象 
これからERPのシステム開発・構築に携わるソフ
ト技術者 

受 講 料 \50,400(本体価格\48,000) 

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

2

講 座 № 11-021 

開 催 日 2011/1/20(木)～1/21（金） 

講 座 № 11-020 

(開 催 日 2011/1/27(木) 

講 座 №

開 催 日

11-040 

2011/1/28(金) 

＊最終ページの申込書をご利用ください。18 

演習 20% 

 
 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥153,510 （本体価格￥146,200） ＊詳細は P3 をご覧下さい。



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件

受講対象

スキルカテゴリ

レベル職 種 

時 間  

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 19

 

 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 2 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥135,660（本体価格￥129,200） ＊詳細は P3 をご覧下さい。 

講師 ITSS IT アーキテクト委員会 元委員 形式 講義＋演習 

IT アーキテクチャ設計講座 

複雑で大規模な情報システムを開発していくには、実際のプログラム設計に先立ち、さまざまな視点の要求仕様をバランスよく実現す
るための構造（IT アーキテクチャ）を明らかにすることが重要となる。そこで、本講座では、幅広い範囲にわたる IT アーキテクチャ設計
のための知識に関して、例題演習を交えて解説し、IT アーキテクトとなるための学習と研鑽の方法を考察していく。（講義の一部は[2]と
共通） 

IT アーキテクチャ設計【1】【入門編】 

1. IT アーキテクチャと IT アーキテクト 
1.1 アーキテクチャとは？ 
1.2 情報システム開発におけるアーキテクチャ設計の意義 
1.3 経済産業省 IT スキル標準における 

IT アーキテクトの人材モデル 
2.アプリケーション・アーキテクチャ設計 
 2.1 業務機能設計の視点  2.2 データ設計の視点 
 2.3 使い勝手の視点 
 
3.インフラストラクチャ・アーキテクチャ設計 
 3.1 システム基盤設計の視点  3.2 システム運用設計の視点 
 3.3 セキュリティ設計の視点 
 
4.インテグレーション・アーキテクチャ設計 
 4.1 インテグレーションの目的と動向 
 4.2 インターオペラビリティとフレームワークの視点 

5.共通技術 
 5.1 モデリング技法の使い分け  5.2 パターンと再利用の目的 
 5.3 パフォーマンス評価の方法 
 
6.活動の新分野 
 6.1 全社レベルのアーキテクチャ  6.2 ビジネスアーキテクチャ 
 6.3 IT ガバナンスとアーキテクチャ 
 
7. IT アーキテクトの育成と研鑽 
 7.1 IT アーキテクトの仕事の特性と求められる人間力 
 7.2 IT アーキテクトへの道 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

IT アーキテクトの概要 

IT アーキテクトを目指す方で、アーキテクチャ設計の
入門的･基礎的スキル習得を目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT アーキテクト 

テクノロジ

4

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 № 次号掲載予定 

IT アーキテクチャを設計し、システムを実現していくには、単に知識や技法だけではなく、その上に、設計案を選択する判断力、関係者

の協力を得るための表現力などを備えて、能力を発揮しなければならない。本講座では、場面を想定した演習を中心に、IT アーキテク

トに求められるスキルについて解説する。（講義の一部は【1】と若干共通） 

IT アーキテクチャ設計【2】【実践編】 

１．IT アーキテクチャ 
1.1 アーキテクチャ設計の目的 
1.2 IT アーキテクトの役割と専門分野 
 

2. IT アーキテクチャ設計の概要 
 2.1 アプリケーション・アーキテクチャ設計の概要 
 2.2 インフラストラクチャ・アーキテクチャ設計の概要 
 2.3 インテグレーション・アーキテクチャ設計の概要 
 2.4 共通技術の概要 
 2.5 新アーキテクチャ分野の概要 
 
3.アプリケーション・アーキテクチャ設計活動の演習 
  （アプリケーション再利用・データ共通化の方針策定、記述など）

4.インフラストラクチャ・アーキテクチャ設計活動の演習 
  （信頼性向上と運用性向上の施策、評価方法の立案など） 
 
5.インテグレーション・アーキテクチャ設計活動の演習 
  （システムの将来構想と相互運用性の検討、 

プレゼンテーションなど） 
 
6. IT アーキテクトの育成と研鑽 
 6.1 IT アーキテクトの仕事の特性と求められる人間力 
 6.2 IT アーキテクトへの道 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

IT アーキテクトの概要、または[1]受講程度。モデリン
グ概要の知識があれば望ましい。 

IT アーキテクトを目指す方で、アーキテクチャ設計の
実践的スキル習得を目指す方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT アーキテクト 

テクノロジ

4

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 № 次号掲載予定 

演習 40% 

演習 50% 

 

～正しい仕様書が書けてますか？～ 

要求仕様書の作成法 再入門講座 [演習つき] 
10-218  12/7(火)～12/8(水) 

11-045  2011/3/8(火)～3/9(水) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

要求仕様書の正しい文章表現の習得をめざすソフトウェア技術

者 

要件定義等のソフトウェア工学の基礎知識 

 永田 靖人  （社）日本情報システム・ユーザー協会  情報システム・コンサルタント

IT スペシャリスト 

メソドロジ 

3

1．要求仕様の基本知識 [講義] 

 1.1 要求仕様を取り巻く問題 

 (1)IT ビジネスの変化 (2)開発環境の変化  

 (3)社会への影響 (4)誰のための要求仕様か 

 1.2 要求工学とは 1.3 新しい開発手法では 

 1.4 日本語と要求仕様   

2．ソフトウェア開発のための文章とは [講義] 

 2.1 日本語の特徴  2.2 文章力と国語力  2.3 語順   

 2.4 助詞の使い方  2.5 使ってはならない記述 

3．ソフトウエア開発文章作成術 [紙上演習]  

 3.1 ソフトウェア文章が一番難しい  

 3.2 語彙・文法・構文・文章力 

 3.3 相手に理解させる日本語と論理性  

 

4．要求仕様書への理解を深める[講義] 

 4.1 ソフトウエア開発における位置づけ 4.2 手順 

 (1)要求抽出 (2)要求分析 (3)要求の仕様化 (4)妥当性の確認 

 4.3 要求仕様と要件定義の違いを書き分けられますか   

 4.4 手法が変わっても本質は同じ 

 4.5 文章力のほかに作成に必要な能力 

5．要求仕様書作成実習 [紙上演習]  

 5.1 要求仕様書のテンプレート  

 5.2 テンプレートどおり書いただけの仕様書は役に立たない 

 5.3 要求仕様書作成のポイント 

 5.4 最初は例示付き、最後は問題解決を含めた演習 

演習 60% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

＊最終ページの申込書をご利用ください。20 

 ◆ IT ソリューション関連 

 

 

 

 

 

 

 

 

～問題解決能力を強化する～ 

SE のための!! コンセプチャルスキル実践講座

11-067 

2011/1/17（月） 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～17:00

・コミュニケーションスキルやロジカルシンキングなどのビジネス
スキルが応用できないと感じている SE 
・チームリーダーやプロジェクトマネージャなど、自分だけではなく
チーム全体を把握する SE 
・顧客に対してソリューションを提案する提案型 SE を目指す SE

要求定義やシステム設計などの工程でシステム開発経験があ
り、顧客やチームメンバーなど他の人たちとのコミュニケーション
が必要な SE、またはこれからその必要がでてくる SE。 

 秋池 治  (株)リアル ナレッジ  代表取締役 

ITスペシャリスト 

メソドロジ 

4

1．モデル化とフレームワーク 
 1.1 モデルとは？ 1.2 フレームワークとは？ 
2．メタ思考 
 2.1 メタ思考とは 2.2 メタ思考と構造化 
3．構造化とコミュニケーション力 
 3.1 私たちは知らぬ間に構造化されている 
 3.2 コミュニケーション力は構造化力で決まる 
4．構造化とは 
 4.1 6 つの構造化 
  ・全体と部分の関係  ・並列の関係  ・同じ種類 
  ・原因と結果の関係  ・時系列の関係  ・対立の関係 

 4.2 理解力の根源にあたる構造化を理解する。 
 4.3 帰納法と演繹法、ミラミッドストラクチャーなどと、 

ロジカルシンキングの関連。 
 4.4 自然単文を構造化し、モデル化し表現し、理解する。 
5．演習 【アンケートを構造化する】：約 15 分 
  実際にあるアンケート(用紙)を構造化し, 

演習を通してモデル化を理解する。 
6．演習 【長文を構造化する】構造化演習のステップ 2。：約 30 分 

 アンケートよりさらに発展した演習として、 
実際に長文を構造化しモデル化する。 

【到達目標】コンセプチャルスキルに必要な 6 つの構造化スキルにより下記のような目標を達成できる 
・自然文や会話をモデル化し理解できる    ・自分の考えていることをモデル化することができる 
・プレゼンテーションのシナリオをモデル化し設計できる  ・会話の意図を理解し、適切な質問を投げかけられる 

演習 10% 

 

～J-SOX 法時代の～ 

SLA の作成法 実践ワークショップ 
10-196 10/12（火）～10/13（水） 

11-038 2011/2/3（木）～2/4（金）

\82,110 (本体価格\78,200 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

SLA/SLM に関心をお持ちの方。 

特になし。ITIL の一般的な基礎知識があればさらに望ましい。

 古川 博康  ユニアデックス（株）  担当部長 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

3

＊講座と実践ワークショップ 

 ･サブテキスト（SRC 刊）使用 

 ･参加者各位の企業環境に適用する SLA をテンプレートを使い作成する 
1．SLA はなぜ必要なのか                    

 1.1 ＩＴサービスマネジメントおよび J-SOX と SLA   
 1.2 SLA/SLM の導入状況と効果   

2．SLA／サービスレベル管理とは                       
 2.1 SLA/SLM の位置付け  2.2 SLA の定義と形態・形式 

 2.3 サービスレベル管理のプロセス 
3．SLA 策定のプロセス 

 3.1 SLA 策定計画の考え方  3.2 SLA 策定ステップについて 
 3.3 SLA 策定ステップにおけるアウトプット 

 3.4 SLA 策定に必要な体制とアウェアネス 
 3.5 SLA 策定スケジュールの立て方  3.6 プロジェクト管理 

4．SLA の策定〔講義と演習〕                          
 4.1 要件整理と SLA 策定の目的と目標決め 4.2 現状アセスメント 

 4.3 サービスカタログ（サービスメニュー）の作成 
 4.4 サービス指標、サービスレベル策定 4.5 サービスコスト算出 

 4.6 SLA 契約の考え方と SLA の合意文書として取りまとめ 
 4.7 SLA 運用手順書の作成 

5．事例・SLA サンプル集の紹介 
 

 
SRC 刊 古川博康著「SLA の作成法～サービス・レベル・アグリーメント～」

\2,310（本体価格\2,200）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料よ
り\2,310 差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご記入ください. 

サブテキスト

演習 30% 

 

  

～IT プロジェクトでいかす!!～ 

IT 技術者のための文章力向上養成講座 【実務演習つき】 
10-318 10/7(木)～10/8(金) 

11-062 2011/1/18(火)～1/19(水)

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

・自らの文章力をたな卸し、ブラッシュアップしたい IT 技術者 

・部下の文章に対し、適切にフィードバックをする必要があるIT技

術者 

特になし 

 葛西 克彦  ＰＭＨコンサルティング 

IT スペシャリスト 

メソドロジ 

3

1．IT エンジニアに要求される文章力とは 
2．基本文章力ブラッシュアップ 
 2.1 論理的にまとめる構造化スキル 
  2.1.1 演習－わかりにくい文章例 
  2.1.2 わかりやすい文章構造の設計 
 2.2 伝わる文章表現スキル  
  2.2.1 自信をもった表現 
   ・肯定的表現、能動的表現、具体的表現 
   ・主語の明確化、範囲の明確化 
  2.2.2 わかりやすい表現 
   ・複数修飾語（係り）の読みやすい並び 
   ・句読点のうまい使い方 ・よい箇条書き原則 
  2.2.3 正確な表現 
   ・主語・目的語・述語の正しい対応（ねじれ防止） 
   ・正しい語彙（同音異義語） 
  2.2.4 その他 － 巻末参考資料 

3．プロジェクト上流で発生する会議・文書を題材とする【実践的演習】   
 3.1 プロジェクトキックオフ会議 
  3.1.1 講師説明：課題とテンプレートの理解、 
  3.1.2 チーム演習：プロジェクト憲章内容の討議 
  3.1.3 個別演習： サンプル議事録（新人作成の悪文例）修正案検討 
  3.1.4 チーム演習：同修正箇所、修正理由、修正案討議・発表 
 3.2 外部環境会議 
  3.2.1 講師説明：会議目的共有、業界情報と仕分けテンプレートの理解 
  3.2.2 チーム演習：自由討議による外部環境仕分け  
  3.2.3 個別演習：各自議事録（仕分け結果の記録）を作成 
  3.2.4 チーム演習：個別議事録レビュー、 

共有、合意形成、チーム統一議事録作成 
 3.3 策定会議 
  3.3.1 講師説明：会議目的共有、テンプレート説明 
  3.3.2 チーム演習：提供サービス品質の打ち合わせ、あるべき姿策定 
  3.3.3 全体発表・討議：上記各会議の成果物発表、意見交換、講評 
4．まとめ 

演習 50% 

 

ＲＦＰに対するシステム提案書･見積書の作成法【演習付き】

1．システム企画・構想・構築の全体像 

2．ベンダー選定の動機 

3．情報提供依頼（ＲＦＩ）とは 

4．提案依頼書（ＲＦＰ）とは 

5．顧客の視点からみた提案プロセス 

6．ベンダー選定における（顧客側の）課題 

7．ＲＦＰの基本構成 

8．ＲＦＰの読み方 

9．ベンダーの視点からみた選定プロセス 

10．ステップ別に知る提案プロセス 

11．予算を読む 

12．見積りが出せない案件での金額提示テクニック 

13．希望納期を読むテクニック 

14．選考会議…どんなことは話されているか 

15．選ばれる理由 

16．選ばれなかった理由 

17．選ばれる提案書とは 

18．良い提案書が作られる条件 

19．提案書づくりは発注側と提案側の共同作業 

20．提案書の作成手順全プロセス 

21．提案書最終チェックリスト１０項目 

22．ベンダー選定の潮流 

1 日目午後 ［見積り変動要素演習］ 

1 日目午後 ［納期の設定演習］ 

2 日目午前 ［競合演習］ 

2 日目午後 ［プレゼンテーション・ロールプレーイング］ 
*実施時間帯は講義の進捗度合いによって変動します。 

10-224 11/18(木)～11/19(金) 

11-047 2011/3/1（火）～3/2(水）

\79,800（本体価格 \76,000) 

 3 ＩＴスペシャリスト 

テクノロジ 

10：00 ～ 17：00 

システム企画等の全般知識、RFP の概要 

ユーザからの RFP に対する、システム提案書・見積書の作成を考える

IT ベンダー、システムインテグレータ  

木村 哲 （株）ビーコン インフォメーションテクノロジー

演習 20% 
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～最新事情とトラブルシューティング!!～ 
中国オフショア開発の最前線とプロジェクト推進ノウハウ 

10-164 12/3(金) 

11-025 2011/3/7（金） 

\53,340 (本体価格\50,800 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

（１つ、または複数に該当する方）・PMO(Project Management 
Office)スタッフ ・購買担当者／調達担当者 ・オフショア開発推
進室スタッフ ・社内教育担当責任者 

・ソフトウエア開発におけるリーダー以上の経験 
・プロジェクトマネジメントの基礎知識（資格不問） 
・中国人と直接交渉する機会のある方、あるいは対中交渉に強
い関心をお持ちの方 

 幸地 司  アイコーチ（株）  代表取締役 

プロジェクトマネジメント

メソドロジ 

3

1．オフショア開発の最新動向 
 1.1 中国最新データ 1.2 中国各地の工業園区比較 
 1.3 技術流出を嫌がりオフショア開発が停滞気味する会社 
 1.4 ベトナム最新データ 1.5 世界市場はインドの独り勝ちへ 
2．中国オフショア開発の進め方の基本 
 2.1 発注側のオフショア開発推進体制 
 2.2 中国企業のプロジェクト推進体制 
 2.3 中国企業の開発プロセス 
 2.4 中国オフショア開発のメリット・デメリット 2.5 演習 
3．中国オフショア開発の新常識 
 3.1 見積／予算  3.2 仕様書  3.3 コーディング／テスト 
 3.4 レビュー／品質 3.5 納期 3.6 プロジェクト管理 3.7 演習 
4．ブリッジ SE の要件と育成 
 4.1 ブリッジ SE の日本語能力 
 4.2 ブリッジ SE の成熟度に応じた活用方法 
 4.3 文系出身の通訳はブリッジ SE になれるか 
 4.4 中国人ＳＥの採用プロセス 

 4.5 日本人をブリッジＳＥとして再教育する 4.6 演習 
5．社内のオフショア抵抗勢力をどう切り崩すか 
 5.1 やる気のない日本人上司に失望 
 5.2 失敗プロジェクトの評価会 
 5.3 後ろ向きの日本人担当者をやる気にさせる法 
 5.4 社内ベンチャーと業績連動評価のススメ 5.5 演習 
6．オフショア PMO の役割と機能（概略） 
 6.1 コンサルティング 6.2 標準化と持続的改善 
 6.3 グローバルソーシング戦略 6.4 企業内人材育成 
 
 
 
SRC 刊 幸地 司著「～中国オフショアのリスク管理～オフショア開発
に失敗する方法」\2,940（本体価格\2,800）を使用いたしますが、既に
お持ちの方は受講料より\2,940 差し引きいたしますので、お申込み通
信欄にご記入ください。 

サブテキスト

演習 20% 

 

ＳＥのための!! 

要 求 工 学 の 基 礎 と 実 践 法 

1．要求工学とは 

 1.1 要求工学の紹介と課題 

2．要求定義プロセス 

 2.1 要求獲得・要求分析・要求定義   2.2 要求と要求仕様 

 2.3 システム要求仕様とソフトウェア要求仕様 

 2.4 要求定義プロセス 

3．要求工学に基づいた要求獲得法 

 3.1 要求抽出プロセス  3.2 要求抽出方法の紹介と説明 

4．要求工学に基づいた要求定義法 

 4.1 要求仕様書の構成  4.2 モデルとモデル化 

 4.3 要求仕様書に求められる特性 

5．要求工学に基づいた要求分析法 

 5.1 要求分析とは  5.2 要求分析方法の紹介と説明 

6．要求工学に基づいた要求管理法 

 6.1 要求は変化する   6.2 要求管理とは 

 6.3 要求のトレーサビリティ   6.4 要求管理手順の例 

 

 

SRC 刊 山本修一郎著「～要求を可視化するための～要求定義・要求仕

様書の作り方」\2,100（本体価格\2,000）を使用いたしますが、既にお持ち

の方は受講料より\2,100 差し引きいたしますので、お申込み通信欄にご

記入ください。 

10-302 

12/9(木)～12/10（金） 

\81,900（本体価格 \78,000 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含）

 3 ＩＴスペシャリスト 

メソドロジ 

10：00 ～ 17：00 

要求定義、またはシステム設計経験 

要求工学を理解し、実践への応用をめざす SE 
または、要求工学に関心がある SE. 

加藤 潤三 コンサルタント 

サブテキスト

演習 25% 

 

IT 技術者のための日本版 SOX 法入門 
10-271  12/7（火） 

11-059  2011/3/15（火） 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～17:00

IT 内部統制に関わる IT 技術者 

特になし 

 本吉 由紀夫  （株） 一（いち）  顧問 コンサルタント 

IT スペシャリスト 

ビジネス/インダストリ 

3

1．概要 

 1.1 内部統制とは 

 1.2 IT 全社統制とは 

 1.3 IT 全般統制とは 

 1.4 IT 業務処理統制とは 

 1.5 関連する知識 

2．IT 全社統制について 

 2.1 組織の課題と対応 

 2.2 プロセスの課題と対応 

 

 

3．IT 全般統制について 

 3.1 インフラストラクチャの課題と対応 

 3.2 アーキテクチャの課題と対応 

 3.3 情報セキュリティの課題と対応 

4．IT 業務処理統制について 

 4.1 IT 全般統制と IT 業務処理統制の関連 

 4.2 対象業務の課題と対応 

 4.3 アーキテクチャの課題と対応 

 4.4 日本版 SOX 法固有の課題と対応 

5．まとめ 

 

 

ITIL 入 門 講 座  【速 習 1 日 コース】 
10-275  12/8(水) 

11-060  2011/3/16(水) 

\50,400(本体価格 \48,000) 

10:00～17:00

IT サービスを提供する IT 技術者、管理者 

特になし 

 本吉 由紀夫  （株） 一（いち）  顧問 コンサルタント 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

2

1．概要 

 1.1 ITIL とは  1.2 ライフサイクル 

 1.3 プロセス  1.4 関連する知識 

 

2．ライフサイクルアプローチ 

 2.1 サービスストラテジ 

 2.2 サービスデザイン 

 2.3 サービストランジション 

 2.4 サービスオペレーション 

 2.5 継続的改善 

 

3．プロセスアプローチ 

 3.1 サービスストラテジに係るプロセス 

 3.2 サービスデザインに係るプロセス 

 3.3 サービストランジションに係るプロセス 

 3.4 サービスオペレーションに係るプロセス 

 

4．まとめ 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 21＊ 終ページの申込書をご利用ください。22 

 

 

 

 

 

 

  

◆特 典◆ 下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方  ￥128,520（本体価格￥122,400）＊詳細は P3 をご覧下さい。

講 師 講義

SE の経験 3 年以上

SE から IT コンサルタントを目指す方 

IT を使って事業戦略に関与する真の IT コンサルタントとして認められるには何が必要か？何を学ばなければならないか？SE から IT
コンサルタントを目指す方に、その習得すべきスキルとしてシステム構築技法，業務知識の も重要で、 も基本的知識，手法を、永
年のコンサルタントとしての経験から余すことなく解説致します。 

【1】 IT コンサルタントのスキルと条件 

1．ＩＴコンサルタントの定義 

 1.1 ＩＴに関するコンサルタント（informant） 

 1.2 ＩＴを使うコンサルタント（catalyst） 

2．ＩＴコンサルタントになるための学習体系 

 2.1 ＩＴ技術（構造化手法と抽象データ型） 

 2.2 業務知識（会計、生産管理）  

 2.3 一般知識（英語、数学） 

3．ＩＴ技術（分析手法） 

 3.1 ＩＴ技術の歴史的変遷 

 3.2 構造化手法と抽象データ型 

 3.3 ビジネスモデルの作りかた 

 3.4 業務分析のやりかた 

 3.5 抽象データ型のモデル（形式的構成）[ 無矛盾性と完全性 ] 

4．業務知識 

 4.1 会計的な見かた（会社法、会計基準、内部統制） 

 4.2 生産管理的な見かた（スケジューリングの共有化） 

5．一般知識 

 5.1 英語の学びかた  5.2 数学の学びかた 

前提条件

受講対象

受講料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講座№

開催日

10-169 

12/15（水） 

講座№

開催日

11-026 

2011/3/2（水） 

経営戦略とは「環境に対する適応能力」のことであると言われていますが、近年の日本は以下の大変革を経験して激動の 中にいま
す。大きくは、インターネット・ビジネスの普及（経営手段の拡張）や国際会計基準に準拠した会計原則の導入（経営成果測定ルールの
変更）などが挙げられます。本講座では、経営に多大な影響を及ぼす会計基準の基本的な考え方と経営戦略（主に、事業戦略と競争
戦略）の手法を習得するとともに、それらの知識を前提にして、ビジネスモデルの構築方法を習得します。 

【2】 IT コンサルタントの会計知識･経営戦略 

1．制度の枠組み 

 1.1 会社法 1.2 会計基準  1.3 内部統制 

2．会社法 

 2.1 全体の概説  2.2 機関設計（組織構造） 

 2.3 株式（組織再編成の手段として） 

 2.4 剰余金の分配 

3．会計基準 

 3.1 基本知識 

（資産会計、負債会計、資本会計、損益会計） 

 3.2 個別会計 

（連結、リース、退職給付、デリバティブ、外国為替など） 

 3.3 ＩＡＳ（国際会計基準）を網羅的に概説 

 3.4 ＩＦＲＳ（国際財務報告基準）を網羅的に概説 

4．ビジネスモデル 

 4.1 アウトソーシング 4.2 アライアンス 

 4.3 コーディネート  4.4 ダイレクト 

前提条件

受講対象

経験 5 年以上の SE、上級 SE 

会計基準の基本的な考え方及び経営戦略の手法を習
得しようという方。 

時 間 10:00～17:00 

講座№

開催日

10-172 

12/16（木） 

講座№ 11-027 

開催日 2011/3/3（木） 

受講料 \50,400(本体価格\48,000) 

生産管理の手法は、経営管理手法の精緻化に呼応して、様々な手法の拡大化と精緻化が展開されています｡本講座では、生産管理
の根底にある基本的な考え方と手法を習得することを目的とします｡また、市販されている生産管理パッケージに搭載されている基本
機能を網羅します｡ 

【3】 IT コンサルタントの生産管理の知識 

1．MRP を使った生産管理の体系 

 1.1 生産管理・在庫管理の目的  

 1.2 生産管理・在庫管理の機能 

 

2．プライオリティ計画（資材所要量計画）とマスター・プラン 

 2.1 ＭＲＰの構造   2.2 生産計画  

 2.3 発注点方式とプライオリティ計画 

 2.4 リードタイムのコントロール  

 2.5 安全在庫と再計画   

3．キャパシティ計画（能力所要量計画）と 

インプット・アウトプット・コントロール 

 3.1 負荷計画  3.2 負荷山積み法 

 3.3 インプット・アウトプット・コントロール   

 3.4 リードタイムのコントロール 

4．プライオリティ・コントロールと購買 

 4.1 無在庫購買とブランケット発注方式 

 4.2 リードタイムのコントロール 

 4.3 購買品目のコスト管理 

 

5．予測（forcasting）と在庫管理 

 5.1 有用な予測方法 5.2 安全在庫の計算 5.3 ロット化 

 

6．基礎データ（部品表、routing、 

work-center など）と product costing 

 6.1 基礎データの精度 

 6.2 凍結原価とシミュレーション原価 

前提条件

受講対象

経験 5 年以上の SE、上級 SE

生産管理の基本的な考え方及びその手法を習得しよ

うという方。 

受講料 \50,400(本体価格\48,000) 

時 間 10:00～17:00 

講座№

開催日

10-175 

12/17（金） 

講座№

開催日

11-028 

2011/3/4（金） 

IT コンサルタントのスキルアップ実践講座 

形 式佐藤 正美  （株）SDI 代表取締役 

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

職 種 コンサルタント レベル

メソドロジ

3

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

職 種 コンサルタント レベル

メソドロジ

3

IT スキル標準 

スキルカテゴリ

職 種 コンサルタント レベル

メソドロジ

3



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

PDU/受講証明書についての詳細は、弊社 HP をご覧ください。    www.src-j.com         ＊最終ページの申込書をご利用ください。 23

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ ソフトウェア工学関連 
 

ITプロジェクトを円滑に進める!! 

「コミュニケーションマネジメント」スキル向上策 実践講座

1．コミュニケーションマネジメントの理解 

 1.1 コミュニケーションの重要性 ［演習］ 

 1.2 円滑なコミュニケーションに向けた取組み 

 1.3 コミュニケーションマネジメントの全体像（PMBOK®ガイド の概要） 

2．コミュニケーション計画 

 2.1 目的と概要   2.2 コミュニケーションマネジメント計画書 

 2.3 作成に必要なインプット   2.4 ツールと技法 

 2.5 コミュニケーション計画書の活用 ［演習］ 

 2.6 コミュニケーション計画の実践   2.7 利用手段毎の Tips 

3．ステークホルダーマネジメント 

 3.1 ステークホルダーマネジメントの概要   3.2 ステークホルダーとは 

 3.3 ステークホルダーへの理解  3.4 ステークホルダーへのアクション ［演習］

4．プロジェクト体制の整備 

 4.1 企業の組織形態の違い   4.2 役割と責任の定義 

 4.3 責任分担表（RAM）の作成 [演習] 

5．情報配布 

 5.1 情報配布の目的   5.2 情報配布の概要 

 5.3「組織のプロセス資産」の蓄積   5.4 具体的な取組み 

 5.5 教訓プロセスの実践 ［演習］ 

6．実績報告 

 6.1 実績報告の目的と概要   6.2 EVMS の理解 ［演習］ 

 6.3 進捗管理の実践   6.4 進捗管理の形式   6.5 進捗管理の手法 

 6.6 進捗管理の Tips 

7．リスクコミュニケーション（＝リスクマネジメント） 

 7.1 リスクとは？  7.2 リスクマネジメント全体像 

 7.3 リスクの発見の実践 7.4 リスクへの対応策 [演習] 

8．チームマネジメント 

 8.1 チームマネジメントの全体像   8.2 チーム編成   8.3 チーム育成 

 8.4 チームマネジメント   8.5 コンフリクトマネジメント 

 8.6 チームマネジメント ［演習] 

11-066 

2011/2/3(木)～2/4(金) 

\79,800（本体価格 \76,000) 

 3 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

プロジェクトでの実務経験 

プロジェクトマネジャ/リーダ  

杦岡 充宏 PwC アドバイザリー（株） ディレクター 

演習25% 

 

～経済産業省「モデル取引･契約書」による!!～ 

情報システム開発 契約の作成･締結のポイント 

1．情報システム開発委託に関連するトラブル事例と 

経済産業省「モデル取引・契約書」の経緯

 1.1 情報システム開発委託に関連するトラブル事例 

 1.2 情報システム開発委託に関連するトラブル事例の傾向 

 1.3 経済産業省「モデル取引・契約書」の経緯 

 

 

 

 

 

 

2．経済産業省「モデル取引・契約書」の解説と 

契約書の作成・締結のポイント 

 2.1「請負」と「準委任」の違い、モデル契約の工程 

 2.2 契約に関連して作成すべきドキュメントの種類と記載すべき事項 

 2.3 モデル契約書のポイントとなる契約条項 

 (1)契約書を読む上での基礎知識の確認 

 (2)具体的な事例を用いた演習 

 (3)ポイントとなる契約条項の解説 

10-194  12/13(月) 

11-023  2011/2/9(水) 

\50,400（本体価格 \48,000) 

4 全職種共通 

テクノロジ 

10：00 ～ 17：00 

特になし（IT 全般知識） 

契約手続等を担当するセールスエンジニア、提案書を作成する PM な

どの方にお勧めします。  

国沢 勇人 (株)日本総合研究所

演習 30% 

 

～ピアレビューを中心とした!!～ 

ソフトウェア･レビューの基礎から実践法まで 

1．なぜレビューを実施するのか、効果的なレビューとは何か！ 

 1.1 ソフトウェア品質保証の現状と問題点 

 1.2 レビューの位置づけ 

 1.3 ソフトウェアレビューの目的 

2．レビュー実施前に何をすべきか！(レビューの基礎知識) 

 2.1 レビューの種類と概要 

 2.2 レビュー実施手順と実施技術 

3．どのような観点でレビューを実施するか！（レビューの実施） 

 3.1 工程別レビュー観点 

 3.2 集中レビューの考え方 

4．レビュー計画から結果までを管理する！（レビュー管理技術） 

 4.1 レビューの管理方法 

5．レビュー結果を分析し評価する！（レビュー分析・評価） 

 5.1 レビュー時データ分析の目的 

 5.2 データ分析方法 

6．レビューを組織的に促進する！ 

 6.1 レビュープロセスの確立 

 6.2 レビュープロセスの監視と制御 
 

※四則演算の出来る電卓をお持ちください。

10-317  11/25（木）～11/26（金）

11-052  2011/1/27（木）～1/28（金)

\79,800（本体価格 \76,000) 

 3 プロジェクトマネジメント 

プロジェクトマネジメント 

10：00 ～ 17：00 

ソフトウェア工学の基礎知識を有するソフト技術者 

効果的レビューの実践を目指すソフト技術者 

織田  巌 NEC システムテクノロジー（株） シニアエキスパート

受講証明書 12h 12PDU 

演習 30% 

 

～今、あらためて求められる！！～ 
ソフトウェア品質管理の原点【ワークショップつき】 

10-326 

12/20(月)～12/21(火) 

\81,690 (本体価格\77,800 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

ソフトウェア開発やＩＴサービスの品質管理を直接担当する方，あ

るいは組織的に品質管理の強化を企画検討している方。 

特になし。 

 宮下 洋一  ソフトプロセスアカデミー 代表  ワクコンサルティング（株） ディレクターコンサルタント 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4

1．今なぜ，あらためてソフトウェアの品質管理なのか？ 
2．ソフトウェア品質管理の動向と今日的位置づけ 
 2.1 ソフトウェア品質管理の胎動：ＱＣ活動のスタート 
 2.2 品質管理の国際標準化への動き 2.3 プロセス改善への取り組み 
 2.4 プロジェトマネジメントの標準化 2.5 品質管理を取り巻く動向 
3．ソフトウェア品質管理の体系 
 3.1 成果物の品質管理 3.2 人財マネジメントの品質管理 
 3.3 プロジェクトマネジメントの品質管理 
 3.4 プロセスマネジメントの品質管理 
 3.5 経営システムの品質管理（品質経営） 
 3.6 品質管理力強化のロードマップ 
4．ソフトウェア品質管理活動のＲＯＩ 
 4.1 ソフトウェア品質特性 4.2 ソフトウェア品質の顧客価値 
 4.3 ソフトウェア品質強化シナリオのＲＯＩ評価 
5．【ワークショップ１】ソフトウェア品質管理活動事例のＲＯＩ的分析 
6．ハードウェア分野のイノベーションに学ぶ品質管理の原点 

7．サービスイノベーションの事例に学ぶ品質管理の原点 
 7.1 ソフトウェアのモノづくりからサービス提供の時代へ 
 7.2 サービス品質の特性 
 7.3 サービスイノベーションの成功事例からみた品質特性の意味 
8．より高い品質価値の追求を目指して 
 8.1 ソフトウェアの魅力的品質への問い直し 
 8.2 ソフトウェア品質管理の現場三原則 
 8.3 ソフトウェア開発の新しいパラダイムと品質管理 
9．【ワークショップ２】 

事例からみえる今後期待される魅力的品質とは何か？ 
10．まとめ：今求められる品質管理の像 

＊詳細は弊社ホームページをご覧ください。
 
SRC 刊宮下洋一著「ソフトウェア品質管理の原点」\1,890（本体価格\1,800）を使
用いたしますが、既にお持ちの方は受講料より\1,890 割引致しますので、お申込
通信欄にご記入ください。 

サブテキスト

演習 30% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 
 
 

＊最終ページの申込書をご利用ください。24 

ソフトウェアテスト技術講座 
 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥189,210 （本体価格￥180,200） ＊詳細は P3 をご覧下さい。 

講師 石川 和則   ソフトウェア品質検証コンサルタント QAI-Japan認定テストエンジニア資格講師 形式 講義＋演習   

ソフトウェアテスト業務に携わる上で最低限必要な、「テストの種類への理解」、「テスト手法の知識」、「具体的なテストの進め
方と管理ポイント」の３大ポイントを２日間で習得します。これからソフトウェアテストに携わる方の基礎知識として、またテスト
技術を体系的に見直して現場の業務改善などに取り組みたい方にとって効果的な講座です。 

【1】 ソフトウェアテスト 入門技術解説 

1．ソフトウェアのテストとは何か？ 
 
2．ソフトウェアテストの種類と位置づけ 

2.1 単体テスト 
2.2 機能テスト  
2.3 結合テスト 
2.4 システムテスト 
2.5 性能テスト 
2.6 その他のテスト 
 
 
 

3．基本となるソフトウェアテスト手法の理解 
3.1 ホワイトボックスとブラックボックス 
3.2 静的テストと動的テスト 
3.3 トップダウンとボトムアップ 
3.4 ビッグバンテスト 

 
4．ソフトウェアテストの進め方と考え方 

4.1 テスト計画の基礎と考え方 
4.2 テスト設計の基礎と考え方 
4.3 テスト実行と実行管理の進め方、考え方 

ソフトウェアテストの計画、設計、実行管理などの基本技術は、具体的な進め方が会社／プロジェクト毎に異なります。このた
め頭では理解していてもなかなか身につきにくいのが実情です。本講座では、演習を通じて基本に忠実なテスト計画、設計、
実行管理の進め方を習得することができます。初級から中級のテスト技術者の方に最適な講座です。 

【2】 ソフトウェアテスト 実践技法  

1．ソフトウェアテスト計画技法実践解説  

 

2．演習 1 テスト計画演習  

 

3．ソフトウェアテスト設計技法実践解説  

 3.1 ホワイトボックステスト  

 3.2 ブラックボックステスト  

 3.3 テストデータ  

 3.4 テスト環境  

4．演習 2 テスト設計演習  

 

5．ソフトウェアテストの実行と管理技法実践解説  

 5.1 ソフトウェアテストの進捗管理  

 5.2 問題管理と進捗管理  

 

6．演習 3 テスト進捗管理演習 

ソフトウェアテストの現場で起こる様々な状況判断は最終的な品質に大きな影響を及ぼします。本講座では、テストに対する
意識向上や判断力／洞察力の向上を目的に、現場で発生する様々なシチュエーションをどのように判断するのが正しいのか
を「べし・べからず」で分かりやすく解説します。初級～上級まで幅広く受講していただける講座です。 

【3】 ソフトウェアテスト べし・べからず 

1. テスト開始前のべし：ベからず  
 ・設計／開発の方法や状況に興味を持つべし  
 ・勝手にテストの責任範囲を決めるべからず  
 ・テスト対象の製品やシステムに誇りを持つべし  
 ・作る側の立場に身を置くべからず  
 ・様々な制約は自らが作るものと心がけるべし  
  …他  
 
2. テスト計画におけるべし：べからず  
 ・数値化された目標を必ず書き込むべし  
 ・品質目標や納期を安易に保証するべからず  
 ・テストの無駄や無理を徹底的に洗い出すべし  
 ・最初はコストを考慮するべからず  
 ・類似事例の情報などの収集を心がけるべし  
  …他  
 
3. テスト設計におけるべし：べからず  
 ・集められるだけの設計資料を集めるべし  
 ・ひとつの手法にこだわるべからず  
 ・３つ以上の要素を組み合わせるべからず  
 ・設計資料のミスを見逃すべからず  
 ・期待結果は必ずレビューを受けるべし  
  …他  

4. テスト実行と管理におけるべし：べからず  
 ・安易にテストを開始するべからず  
 ・バグ発生率は必ず予測するべし  
 ・開発者へのサービスを常に心がけるべし  
 ・バグを愛せずとも嫌うべからず  
 ・バグもテストも件数で捉えるべからず  
  …他  
 
5. テスト終了後のべし：べからず  
 ・必ず成果と反省をレポートにまとめるべし  
 ・テストで得られたデータは捨てるべからず  
 ・運用後／出荷後の問題にも興味を持つべし  
 ・テストチームは流れ解散するべからず  
  …他  
 
6. まとめ：ソフトウェアテストと品質評価  
 ・テストの目的と目標  
 ・品質評価と品質向上プロセス  
 ・テストチームのモチベーション 

前提条件

S/W 開発の基本的な進め方を理解していること

受講対象

ソフトウェアの開発経験者 

IT スキル標準

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

2

前提条件

入門技術編受講者または S/W テストの経験者

受講対象

より実践的で有効なテスト技法の修得をめざす
ソフトウェア技術者 

IT スキル標準

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

3

前提条件

入門技術編受講者または S/W テストの経験者

受講対象

ミスのない、品質に優れたテスト技法の修得をめ
ざすソフトウェア技術者 

IT スキル標準

スキルカテゴリ

レベル職 種 ＩＴスペシャリスト

テクノロジ

3

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-226 

10/14(木)～10/15(金)

受 講 料 \63,000(本体価格\60,000) 

講 座 №

開 催 日

11-048 

2011/2/3(木)～2/4(金)

時 間 10:00～17:00 

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

講 座 № 10-228 

開 催 日 10/28(木)～10/29(金) 

講 座 № 11-049 

開 催 日 2011/2/17(木)～2/18(金) 

時 間 10:00～17:00 

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

講 座 № 10-230 

開 催 日 11/11(木)～11/12(金) 

講 座 № 11-050 

開 催 日 2011/3/10(木)～3/11(金) 

演習 40% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 25

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ データベース関連 

 

～プロフェッショナルテクニックが身に付く～ 
S Q L / デ ー タ ベ ー ス  実 践 集 中 講 座 

10-298 10/26(火)～10/27(水) 

10-299 12/16(木)～12/17(金) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

SQL プログラミング経験 1～2 年程度。 

データベースの基礎知識を有している方。具体的には、以下の

項目について理解していることが望ましい。 

 ・SQL の基礎的な文法 ・正規化理論の基礎的な知識 

 山下 真吾  (有)アイティー・エージェンシー  代表取締役 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

3

1．ＳQL べし/べからず 
 1.1 こんな SQL 文を書いていませんか？ 
 1.2 アプリケーションが行なうべき事と 
            SQL（DBMS）が行なうべきことを見極めよう。 
2．データ操作 
 2.1 複数の集合を扱う 
  ・副問合せ、相関副問合せ ・直積集合、自然結合、外部結合 
  ・和集合、差集合、共通集合 ・再帰 
 2.2 NULL を適切に用いる 
  ・NULL を含んだ演算、三値論理 ・NULL 述語 
 2.3 取得結果を加工する 
  ・GROUP BY、HAVING、集計関数、など 
  ・DISTINCT、COALESCHE、CASE など 
3．データ定義、DBMS 制御 
 3.1 テーブルを設計する 
  ・基本文法（列の型、整合性制約） 
  ・テーブル構造の変更、テーブルの削除 

3.2 ビューを設計する
  ・ビューの作成／変更／削除  ・ビューの使用例 
 3.3 DBMS の機能を活用する 
  ・トランザクション  ・排他制御  ・トリガ 
 3.4 アクセス経路を考慮する 
  ・実行計画  ・インデックスの作成／変更／削除 
  ・インデックスが使用される例／使用されない例 
  ・インデックスがあると不利になる例 
  ・インデックス以外のアクセス経路の考慮 
4．業務要件を考慮した SQL 例文 
  ・応用的で実用的な構文の例を紹介する。 
  （再帰問合せ、クロス集計、前年度比など） 
 

※小演習や実演を随時実施します。

演習 70% 

 
 DB コンサルタント・佐藤正美のノウハウ集大成 

データベース設計べし・べからず実践集＋コンサルテーション 
10-181  11/17（水）～11/19（金） 

11-032  2011/2/23（水）～2/25（金）

\315,000(本体価格 \300,000) 

10:00～17:00

経営に役立つデータベース設計とは何かを悩み，模索している

DB 技術者。 

RDBMS の基本知識(リレーショナルモデル、DOA 概要、正規化/

非正規化の考え方、インデックス･クラスタリングの基本知識、ER

モデルの基本等) 

 佐藤 正美  株式会社 ＳＤＩ  代表取締役 

IT スペシャリスト

テクノロジ 

5

1．データベース設計 
 1.1 「コード体系」を無視するべからず 
 1.2 E.F.Codd 氏流の正規化をしてから ER 図を作成すべからず 
   （データベースをアクセス・メソッドと混同するべからず） 
 1.3 「物理設計」と称して正規形を崩すべからず 
   （正規形を崩さないで、replication をうまく使うべし） 
 1.4 マスター・キー（あるいは、一意性を保全するために 

生成される compound-key）を捨てるべし 
 1.5 Entity を「実体」と訳すべからず、relationship を 
       「ビジネス・ルール」の写像と思うべからず ＊その他 
2.．RDB 開発とプログラム作成 
 2.1 キー（indexing）とビュー（view）は同じように扱うべし 
 2.2 SQL は「I/O 言語」として使うべし 
 2.3 プログラムのなかには「nested-IF」を記述すべからず 
 2.4 SQL のなかには「ORDER-BY」句を記述すべからず 
 2.5 Null-keys を使うべし 
 2.6 「データ圧縮機能」（compression）は使うべからず 
 2.7 Clustering は使うべからず 

 2.8 I/O 以外の「待ち（wait）」をモニターするべし 
 2.9 データ移行は（予想されている胸算用に比べて） 
                     2 倍の期間を見積もるべし 
3．データ設計の総括（実演）と方法論/プロジェクト管理 
 3.1 実演（講師が実例を使って、データ構造図を作図する） 
    実例は、「保険契約加入書」を使う。 
 3.2 実演（作成したデータ構造図を判読する方法を解説する） 
 3.3 方法が機能しないと証明されないかぎり継続して使うことが 

できると思うべからず。方法が効果的であると証明されないなら 
別のやり方を考えるべし。（従来の構造化手法および 

   プロジェクト管理は機能していない） 
 3.4  1 つのプロジェクトの参加人数は 10 数名とするべし 

1 つのプロジェクトには 2 段以上の DA を 2 名以上参加させるべし 
 3.5 データベース構築の最終目標は、 

DD（あるいはリポジトリ）の構築にあると思うべし 
※コンサルテーション:3 日間夫々の最後の１時間位を、ディスカッション形
式で、コンサルテーションを行います。何かテーマがございましたら事前に
お寄せ下さいませ。（匿名でも結構です）また、当日でも結構です。 

 

ソフトウェア･テスト結果の 

バグの分析/収集と管理 実践手法 

1．バグをどのように管理していますか？ 

 1.1 バグとは？  1.2 様々なバグの管理手法 

2．バグ管理できていますか？ 

 2.1 バグ管理はいつから始めていますか？ 

 2.2 まずは現状の問題点を整理してみましょう 

3．バグ管理ルールの決定法と留意事項 

 3.1 運用前に決めておきたい事項 

 3.2 各種ドキュメントへのルール展開 

 3.3 テスト設計からテスト実施までのワークフロー 

 3.4 バグ報告から解決までのワークフロー 

4．バグ管理のシステム化技法  

 4.1 バグ管理システムとは？  4.2 バグ管理システムの特長  

 4.3バグ管理システムで出来ること  4.4バグ管理システム導入による効果

5．バグ報告の最善法 

 5.1 バグ報告のパラメータ  5.2 バグの重要度を決定する 

 5.3 分かり易いコメントの書き方  5.4 バグ報告に便利な Tips 

6．バグデータ分析手法  

 6.1 バグの履歴管理  6.2 検索機能を活用したデータ分析  

 6.3 レポートによるデータ分析  6.4 チャートによるデータ分析 

7．分析データを活用したドキュメント作成 

 7.1 問題点報告書の作成  7.2 テスト実施報告書の作成 

8．事例紹介 

 8.1 問題点報告書の事例  8.2 テスト実施報告書の事例 

 8.3 バグトラッキングシステム構築方法～Bugzilla～ 

 8.4 バグトラッキングシステム構築方法～Mantis～ 

10-325 12/21(火)～12/22(水) 

11-022 2011/3/8(火)～3/9(水）

\79,800（本体価格 \76,000） 

 4 ＩＴスペシャリスト 

テクノロジ 

10：00 ～ 17：00 

ソフトウェア開発経験者/ソフトウェアテスト経験者 

より実践的で有効なソフトウェア・テスト技法の習得を目指す
ソフトウェア技術者  

斎藤 克裕 (株)エス・キュー・シー 部長代理 

演習 30% 

 

～人間重視の品質マネジメント～ 

ソフトウェア品質保証システムの構築と実践 
11-054 

2011/1/25(火)～1/26(水) 

\82,530 (本体価格\78,600 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

品質管理責任者、品質改善に取り組んでいる方、プロマネ、現場
の担当者、活動推進チーム、品質改善に関心のある方など（組
み込みソフト系の方も歓迎します）。 

特になし 

堀田 勝美 （株）コンピータジャパン 代表取締役/関 弘充 富士通（株）/宮崎 幸生 富士通クオリティ・ラボ（株） 

プロジェクトマネジメント

プロジェクトマネジメント 

4

1．ソフトウェアの品質と品質保証システム 

2．自らのプロセスを確立する 

 2.1 プロセスとは  2.2 プロセスへの着眼 他 

3．品質保証のモデル 

4．人間重視の品質マネジメント 

 4.1 人間力と品質活動  4.2 上流工程からの品質管理活動 他 

5．人間重視の品質マネジメントのための人材育成 

 5.1 アサーション  5.2 EQ  5.3 動機づけられる人間 

6．ソフトウェア品質保証を支える要素技術 

 6.1 検証と妥当性確認  

 6.2 ソフトウェアレビュー/テスト 他 

7．ソフトウェア品質保証の効果的な実践方法 

 7.1 品質保証計画の策定  7.2 マネジメント力を引き出す第三者検証 

 7.3 運命共同体としての監査  7.4 品質を良くする定量的品質管理 他 

8．人間重視の品質マネジメントの効果とまとめ 

（注）一部、演習を交えて実体験いただき、理解の促進に努めます。 
(C) Capability Maturity Model and CMM /CMMI are registered in the  
    U.S. Patent and Trademark Office 

 
 
 
SRC 刊 堀田,関,宮崎著「ソフトウェア品質保証システムの構築と実践」
\2,730（本体価格\2,600）を使用致しますが、既にお持ちの方は受講料より
\2,730 差し引き致しますので、お申込み通信欄にご記入ください。 

サブテキスト

演習 10% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 
 
 

＊最終ページの申込書をご利用ください。26 

わかりやすい!! データベース設計講座 

 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥203,490 （本体価格￥193,800） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

講師 山下 真吾  (有)アイティー・エージェンシー  代表取締役      形式 講義+演習 

データベース概念設計は、対象となるビジネス領域を分析して、概念データモデル（ER モデル）を作成する工程です｡
本講座では、データベース設計に携わったことのない方が、概念設計の理論と技法を体系的に理解し、紙上演習を通
して ER モデルの作成スキルを身に着けていただくために、解説いたします。 

【1】 データベース概念設計 

1．データベース設計の基礎 

 1.1 データベースとは？ 

 1.2 データベース設計の手順 

  ・概念設計、論理設計、物理設計 

2．概念設計の基礎 

 2.1 ER モデルとは？ 2.2 エンティティタイプ 

 2.3 リレーションシップ 2.4 汎化関係 2.5 演習問題 

3．概念設計の方法 

 3.1 エンティティ 

  ・エンティティの種類 

  ・概念設計の手順 

 3.2 関連 

  ・関連の種類 

  ・関連を抽出する方法、関連をエンティティに変換する方法 

  ・トランザクション系がマスタ系を参照する関連 

  ・トランザクション系がトランザクション系を参照する関連 

  ・再帰関連   ・ヘッダ＝ディティール構造の関連 

  ・マスタ系がマスタ系を参照する関連 

 3.3 スーパータイプ、サブタイプを見つける方法 

  ・スーパータイプ、サブタイプとは 

・汎化関係を抽出する方法 

・排他的／共存的 ・完全／不完全 

・相違／同一 ・包含 

 3.4 テーブルへの実装 

4．演習 

データベース論理設計は、概念データモデルから論理データモデル（関係モデル）を作成する工程です。本講座では、
データベース設計に携わったことのない方が、正規化の理論と技法を体系的に理解し、紙上演習を通して関係モデル
の作成スキルを身に着けていただくために、解説いたします。 

【2】 データベース論理設計 

1．データベース設計の基礎 

 1.1 データベースとは？ 1.2 データベース設計の手順 

2．論理設計の基礎 

 2.1 関係とは？ 2.2 関係モデル 

 2.3 基礎理論 2.4 汎化関係 

3．論理設計の方法 

 3.1 基礎理論に基づく設計の手順 

 3.2 関数従属性を見つける 

 3.3 候補キーを見つける 

  ・属性を分類し、スーパーキーを得る 

  ・スーパーキーを極小化する 

 3.4 非キー属性が候補キーに 
部分関数従属しているかを分析する 

 3.5 非キー属性が候補キーに 
推移的関数従属しているかを分析する 

 3.6 テーブルが何正規形であるかを見定める 
 3.7 更新時異状の具体的状況を見定める 
 3.8 テーブルを分割して第３正規形にする 
 3.9 テーブル設計の応用的な技法 
  ・導出属性、時間変化への対応（履歴管理、逆正規化）、

組合せ（グループ）、再帰、横持ち 
4．演習 
   

物理設計では、概念，論理設計に続きデータベースのレイアウトを実際に DBMS に実装する工程です。ここで最も重

要なのは実現可能性です。そのための留意としてチューニングや実現可能性について解説いたします。 

【3】 データベース物理設計 

1．物理設計の概要 

 1.1 データベース設計の手順 

 1.2 物理設計とは 

 1.3 物理設計に必要なスキル 

 1.4 物理設計のポイント 

2．物理設計の考え方      

 2.1 設計と運用のライフサイクル  

 2.2 基礎理論（待ち行列） 

3．DBMS の仕組み      

 3.1 ホストの仕組み 

  ・CPU、メモリ、ディスク 

  ・DB サーバのサイジング例 

 3.2 アプリケーションシステムの仕組み    

 3.3 DBMS の機能と構成    

  ・データ定義・データ操作機能 

  ・整合性保持機能  ・同時実行制御機能 

  ・障害回復機能 

  ・セキュリティ機能、その他の機能 

 3.4 DBMS の内部構造  

  ・SQL 文の処理の流れ 

  ・メモリーの活用 

  ・索引の動き 

  ・データ更新の高速化の仕組み 

  ・ログの使われ方 

  ・障害発生時のリカバリの仕組み 

  ・セキュリティ 

  ・演習問題（索引設計） 

4．物理設計の手順 

  ・物理設計の例 

5．運用設計 

  ・演習問題（運用設計） 

6．テーブル実装設計 

7．パフォーマンスチューニング 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 № 10-136 
開 催 日 11/11（木）～11/12（金） 

講 座 №

開 催 日

11-013 

2011/2/17（木）～2/18（金） 

特になし。 

これからデータベース設計を学ぼうとする方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT スペシャリスト 

テクノロジ

3

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-139 
11/25（木）～11/26（金） 

講 座 №

開 催 日

11-014 

2011/3/3（木）～3/4（金） 

IT スキル標準

前提条件

受講対象

特になし。
データベース概念設計の知識があれば望ましい。

これからデータベース論理設計を学ぼうとする
方。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT スペシャリスト 

テクノロジ

3

前提条件

受講対象

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 № 10-142 
開 催 日 12/9（木）～12/10（金） 

DBMS の基礎又は[1]概念設計、[2]論理設計程
度の知識。 

これからデータベース物理設計を学ぼうとする
方。 

IT スキル標準

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT スペシャリスト 

テクノロジ

3

講 座 № 11-015 
開 催 日 2011/3/17（木）～3/18（金） 

演習 60% 

演習 50% 

演習 30% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 

 
 

講 師 名

講 座 №

講 座 №

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

 

 
 

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

 

 
 

講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間  

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 27

 

 

 

 

 

 

 

 ◆ ネットワーク/インターネット関連 

 

～新任ネットワーク技術者のための～ 

ネットワーク設計･構築･運用管理の実務!! 【べし･べからず集】 
10-101 10/14(木)～10/15(金) 

11-003  2011/3/1（火）～3/2（水）

\82,740 (本体価格\78,800 ｻﾌﾞﾃｷｽﾄ代含)

10:00～17:00

ネットワーク設計・構築・運用管理の実務をこれから担当する技

術者 

ネットワーク機器・TCP/IP の初歩的知識 

 笠野 英松  （有）ネットワーク・メンター  代表取締役 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

3

1．ネットワークの全体像 

 1.1 プロトコル 1.2 ネットワーク環境 1.3 インテグレーション 

 1.4 セキュリティ 1.5 コスト 1.6 その他 

2．ネットワーク設計のべし・べからず 

 2.1 物理的環境 2.2 構築プロセス 2.3 セキュア・ネットワーク 

 2.4 サーバ分散 2.5 マルチメディア－データとストリーミング 2.6 その他

3．通信機器のべし・べからず 

 3.1 境界 3.2 中継 3.3 ホスト・システム 3.4 ケーブル 3.5 その他 

4．ＩＰアドレス設定のべし・べからず 

 4.1 ＤＮＳサーバ 4.2 クライアント・システム 4.3 設定 4.4 その他 

5．ルータ設定のべし・べからず 

 5.1 inbound（着信）と outbound（発信） 5.2 アドレス/ポート変換 

 5.3 パケット・フィルタリング 5.4 ログ 5.5 管理 5.6 その他 

6．サーバ設定のべし・べからず 

 6.1 アプリケーション・サーバ 6.2 ファイアウォール 

 6.3 セキュア・トンネル 6.4 管理 6.5 その他 

7．クライアント設定のべし・べからず 

 7.1 ネットワーク設定 7.2 アプリケーション設定 

 7.3 セキュリティ設定 7.4 利用者観点 7.5 その他 

8．運用・管理のべし・べからず 

 8.1 ポリシーとルール 8.2 ログ管理 8.3 信頼性 8.4 セキュリティ 

 8.5 ルーティン・ワーク 8.6 管理チーム 8.7 情報 8.8 その他 

9．ネットワーク障害の心得 

 9.1 検出・検知 9.2 トラブル解決 9.3 アップグレード 9.4 その他 

10．その他 
 
 
 
 
 
 
SRC 刊笠野英松著「ネットワーク・トラブルシューティング管理者のためのべし・べ
からず集」\2,940（本体価格 2,800）を使用いたしますが、既にお持ちの方は受講料
より\2,940 割引致しますので、お申込通信欄にご記入ください。 
 

『ネットワーク設計・構築・運用管理【実務編】べし・べからず集』の講座名変更です。

サブテキスト

 

～これからネットワーク・セキュリティに取り組む技術者のための～ 

セキュア･ネットワーク構築技術 【基礎編】 
10-104 

11/4(木)～11/5(金) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

これから本格的にネットワークセキュリティに取り組むネットワー

ク技術者 

TCP/IP 等の基礎知識を有するネットワーク経験者 

 笠野 英松  （有）ネットワーク・メンター  代表取締役 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

4

1．ネットワーク・セキュリティ技術解説【基礎・知識編】 

 1.1 セキュリティの概要 

  （1）信頼性とセキュリティ  （2）セキュリティの位置づけと概念 

  （3）セキュリティ侵害  （4）セキュリティ環境 

 1.2 セキュリティ技術（インフラ）の基礎 

  （1）暗号理論  （2）認証メカニズム  （3）暗号手法 

 1.3 セキュリティ技術（ツール）の基礎 

  （1）ファイルウォール  （2）セキュリティ監視  （3）運用管理 

 1.4 TCP/IP セキュリティ・プロトコル概説 

  （1）Ipsec  （2）SSL/TLS  （3）SSH  （4）メール・セキュリティ 

2．セキュア・ネットワーク構築技法 ①【準備編】 

 2.1 セキュリティの発生箇所 2.2 セキュリティ対策の分類 

 2.3 セキュリティ・ポリシーの作成 2.4 ネットワーク・マップの作成 

 2.5 運用管理でのセキュリティ 2.6 クライアント／ユーザのセキュリティ

 

 

3．セキュア・ネットワーク構築技法 ② 【実践編～ルータ】 

 3.1 パケットフィルタ 3.2 NAT/NAPT/マスカレード 3.3 inbound/outbound 

 3.4 ローカル・セグメント化 3.5 ステートフル・インスペクション 

 3.6 Ipsec/VPN 3.7 syslog 3.8 その他 

4．セキュア・ネットワーク構築技法 ③ 【実践編～サーバ】 

 4.1 コマンド・レベルでのセキュリティの実装 

 4.2 アプリケーション・レベルでのセキュリティの実装 

 4.3 ラッパによるセキュリティ実装 

 4.4 TCP/IP レベルでのセキュリティの実装  

 4.5 IP レベルでのセキュリティ実装 

 4.6 運用管理でのセキュリティの実装 4.7 その他 

 

 

 

 

『セキュア・ネットワーク構築の総合技術講座【基礎から実務まで】』の講座名変更です。

 

～ネットワーク技術者のための～ 

セキュア･ネットワーク構築技術 【実践編】 ～一部 PC 使用～ 
10-166 

12/9(木)～12/10(金) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

サーバシステムを含むセキュア・ネットワーク構築のプロフェッシ

ョナルな実践的テクニックを習得されたい方。 

TCP／IP 等のネットワーク知識を有するネットワーク構築経験

者、または【基礎編】受講程度。 

 笠野 英松  （有）ネットワーク・メンター  代表取締役 

IT スペシャリスト 

テクノロジ 

4

1．【前提】ネットワークおよびセキュリティの技術を専門化するために 

 1.1 技術の定義と特性 1.2 技術者の要件と技術の多面性 

 1.3 ネットワーク技術の分野と項目の全体像 

 1.4 セキュリティ技術のすべての要素と応用、および適用の全体像 

 1.5 ネットワーク利用環境とセキュリティ対応 1.6 その他 

2．【準備】ネットワークおよびセキュリティの技術を的確に判断するために 

 2.1 理論技術全項目とセキュリティの概要 

 2.2 ネットワーク・システム実装技法とセキュリティ 

 2.3 ＯＳ.、そのネットワークの特性とポイント 

 2.4 理論における誤解と失敗の要因 

3．セキュアサイト構築のための専門着眼点 

 3.1 セキュリティの発生個所   3.2 セキュリティ対策の分類 

 3.3 セキュリティ・ポリシーの作成 3.4 ネットワーク・マップの作成 

4．ルータにおけるトラブルとセキュリティ～失敗事例と要因分析 

 4.1 アドレス設定／変換   4.2 パケットフィルタリング  4.3 DMZ 

 4.4 リモート制御  4.5 事例ポイント整理～プロフェッショナル・テクニック TIPS

 

5．UNIX（Linux）サーバにおけるトラブルとセキュリティ 

 5.1 DNS サーバ  5.2 メール・サーバ  5.3 WWW サーバ  

 5.4 セキュア・トンネル  5.5 IP セキュリティ  5.6 ファイアウォール 

 5.7 その他  5.8 実機実践 

 5.9 事例ポイント整理～プロフェッショナル・テクニック TIPS 

6．Windows クライアント/エンド・ツー・エンドにおける 

  トラブルとセキュリティ ～失敗事例と要因分析 

 6.1 ブラウザ  6.2 メール  6.3 ファイアウォール  6.4 暗号化通信 

 6.5 その他   6.6 実機実践 

 6.7 事例ポイント整理～プロフェッショナル・テクニック TIPS 

7．運用管理におけるトラブルとセキュリティ ～失敗事例と要因分析 

 7.1 ネットワーク／システム管理 7.2 性能／障害管理   7.3 ユーザ管理 

 7.4 データ管理   7.5 セキュリティ侵害の監視と対策 

8．その他 

＊詳細は弊社ホームページをご覧ください．
『セキュア・ネットワーク構築のプロフェッショナル・テクニック』の講座名変更です。

実習 20% 



 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

 
 

＊ 終ページの申込書をご利用ください。28 

戸根 勤の 

わかりやすい!! ネットワーク技術講座
 

 

 

 

 

 

◆特 典◆下記 3 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥203,490 （本体価格￥193,800） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

講師 戸根 勤   ネットワークコンサルタント    形式 講義  

ネットワーク技術を習得する第一歩は基本を習得することにあります。基本がわからなければ応用が利きません。基本を理解せずに知識だけ
覚えても表面的なもので終わってしまいます。表面的なものに目を奪われ、足元がおぼつかない状況ともいえます。本講座はそうした現状を踏
まえて、ネットワークの基本を整理し、わかりやすい形で説明します。 

【1】わかりやすい!! ネットワーク技術講座［基礎編］ 

1．ネットワークの歴史 
 ・電信電話の時代 ・メインフレームのデータ通信 
 ・LAN の時代 ・インターネットの時代 
2．ネットワークの全体像 
 ・通信するために何が必要なのか 
 ・通信のエンドとアプリケーション 
 ・信号を用いてデジタルデータを伝えること 
 ・パケットを目的地まで届けること 
 ・エンド間で確実にデータを運ぶこと 
 ・補助的な機能 ・要素の独立性 ・要素の仮想化 
 ・ネットワークモデルと現実の違い 
3．イーサネットの基礎 
 ・イーサネット＝信号＋パケット送受信 ・そもそも信号とは 
 ・信号からデジタルデータを読み取る動作のポイント 
 ・エラー検出の基礎とエラー処理 
 ・10BASE-T／100BASE-TX／1000BASE-T 
 ・変調技術の基礎 ・パケット送受信の基礎 
 ・ユニキャストとマルチキャスト 
 ・信号の衝突と衝突回避策の基礎 ・全二重と半二重 
 ・スイッチングハブのパケット中継動作 
 

4．ケーブルの基礎 
 ・信号の減衰とノイズの影響 ・雑音の相殺と遮断 
 ・光信号の基礎 ・光ファイバの基礎 
 ・シングルモードとマルチモードは何が違うか 
5．IP とパケット中継の基礎 
 ・どこに何を届けるのか ・IP の発想と背景 

・IP アドレスの変遷とアドレスの階層 ・パケットを運ぶ方法の基礎  
・中継先を判断する方法の基礎 ・パケット中継動作の例外処理 
・パケットの長さとオーバヘッド ・経路制御の基礎 

 ・なぜ IP とイーサネットの二つがあるのか 
6．TCP と UDP の基礎 
 ・TCP の役割 ・ソケット識別とポート番号の考え方 
 ・データの分割と組み立て ・エラー検出と回復処置の考え方 
 ・順序制御の考え方 ・送受信ペースの調整 
 ・輻輳制御の必要性 ・UDP の必要性 
7．ネットワークプログラムの基礎 
 ・ネットワーク全体のルールと通信者間のルール 
 ・数値／文字のデータ表現 
 ・画像／音声／映像のデジタル化とデータ表現 
 ・データ表現のすり合わせ ・やり取りの手順とタイミング 
 ・状態遷移の考え方と表現方法 
 ・代表的なネットワークプログラムの例 

ネットワーク技術の解説はプロトコルの解説に重点を置くのが通例ですが､プロトコルを勉強するだけでは十分ではありません。ルール通りに
は行かない現実､ルールには書いてない現実があるからです。本講座はこのルールと現実のギャップを踏まえ､実際のネットワーク機器やネッ
トワークソフトウェアの動作に重点を置いて解説します。 

【2】わかりやすい!! ネットワーク技術講座［詳細編］ 

1．イーサネットの動作 
 ・DIX フォーマットと IEEE フォーマット 
 ・MAC アドレスの種類 ・半二重動作と全二重動作 
 ・衝突検出の概要 ・リンクパルスとオートネゴシエーション 
 ・ジャンボフレーム ・イーサネットインタフェースの構造と動作 
 ・ツイストペアケーブルの信号線と結線 
 ・ツイストペアケーブルのカテゴリ ・ 大ケーブル長 
 ・光ファイバとトランシーバモジュール 
2．無線 LAN の動作 
 ・データ送受信動作とスキャン／認証／アソシエーション 
 ・フレームフォーマットとアドレス 
 ・IEEE 802.11b/g のチャネル割り当て 
 ・IEEE 802.11a のチャネル割り当て ・ローミング 
 ・無線 LAN のセキュリティ 
3．通信回線で使われる PPP 
 ・PPP の概要 ・主要なサブプロトコル ・LCP と IPCP 
 ・HDLC-like フレーミングと PPPoE ・マルチリンク PPP 
4．スイッチングハブの動作 
 ・動作原理によるパケット中継の分類 
 ・スイッチングハブの構造と基本動作 ・スイッチングハブの例外動作
 ・フロー制御 ・ポートミラーリング ・POE 
5．ルータの動作 
 ・経路表の項目と中継先判断方法 

 ・ルータの例外的な動作 ・ICMP メッセージ 
 ・用途が決まっている IP アドレス ・アンナンバード接続 
 ・Gratuitous ARP ・IP のオプション ・レイヤ 3 スイッチとルータの違い
6．プロトコルスタックの動作 
 ・ポート番号とソケットの実際 ・TCP の状態遷移 
 ・バッファメモリと送信タイミング ・ウインドウスケーリング 
 ・輻輳ウインドウと ECN ・再送の効率化と SACK ・MTU/MSS の制御
 ・タイムスタンプ ・その他の TCP オプション ・UDP の役割と動作 
 ・デッドゲートウェイディテクション 
7．DNS と DHCP の動作 
 ・ドメイン名とリソースレコード ・正引きドメインと逆引きドメイン 
 ・DNS サーバの連携 ・細分化されたドメイン 
 ・DNS サーバの障害対策とセキュリティ 
 ・ファイアウォールと DNS サーバ ・LLMNR と mDNS 
 ・DHCP サーバと DHCP リレー ・DHCP で扱う設定項目と有効期限 
 ・アドレス重複検査 ・DHCP サーバの障害対策 
 ・DHCP と DNS の連動 
8．補助的な仕組み 
 ・共通鍵暗号と公開鍵暗号の基本 ・暗号通信の実際 
 ・認証局（CA）の必要性と役割 ・SSL/TLS 
 ・認証プロトコルの基本とリプレイ攻撃 ・危険な認証方式 
 ・EAP と 802.1x ・ワンタイムパスワード ・Kerberos の階層化 
 ・インターネット系の認証方式 
 ・SOCKS／Proxy／ポートフォワーディング 

ネットワークはLAN，通信回線，ルータ，スイッチといった多数の構成要素からできていますが､構成要素を理解すればネットワークを構築・活
用できるとは限りません。多数の構成要素を集めたシステムとしてネットワークを捉えることが必要であり､そのための技法やノウハウを習得す
る必要があるからです。しかし､そうした技法やノウハウは体系的にまとめられておらず､職人的な技に頼らざるを得ない状況です。本講座はそ
の状況を打開するために、構築手法や活用のノウハウを整理してまとめ､短期間に習得できるようにしたものです。 

【3】わかりやすい!! ネットワーク設計･構築講座［応用編］

1．ネットワーク設計の基本的な考え方 
 ・トラフィックとスループットのバランス 
 ・設計手法の限界と発見的 適解の探索 
 ・再構築のタイミング 
2．部門内の小規模 LAN の構築 
 ・小規模 LAN の基本パターン ・LAN 選択のポイント 
 ・LAN の伝送速度とスループット ・媒体共有型と媒体占有型 
 ・ビッグパイプの利用効果 ・ケーブリング方式の比較 
 ・無線 LAN のチャネル割当 ・無線 LAN のセキュリティ 
3．ビル全体を結ぶ大規模 LAN の構築 
 ・中大規模 LAN の基本パターン 
 ・IP サブネット分割の必要性と分割基準 
 ・アドレス集約／分割と階層化アドレシング 
 ・VLAN の基本と利用方法 ・LAN の大規模化に伴う課題 
 ・相互接続運用性の評価と独自技術の功罪 
 ・ネットワーク管理の考え方 
4．LAN の障害対策 
 ・冗長化の基本 ・スパニングツリーの基本と留意点 
 ・ルータによる経路切り替えの基本と留意点 ・スタティックルート 
 ・RIP の基本と利用方法 ・OSPF の基本と利用方法 
 ・VRRP の利用方法 ・LAN ドライバの切り替え機能 
 ・OS の切り替え機能 ・切り替え時間 

 ・トラフィック分散 ・障害対策の例 
5．通信回線を用いた WAN の構築 
 ・WAN の基本パターン ・通信回線の基本と分類 ・専用線 
 ・フレームリレー／セルリレー ・IP-VPN ・広域イーサネット 
 ・通信回線の選択 ・品質保証の注意点 ・WAN の障害対策 
 ・回線費用概算 ・WAN の構成例 
6．ネットワークの性能分析 
 ・パケット遅延とスループットの違い ・信号の伝播遅延とパケット遅延 
 ・パケット長による性能の違い 
 ・帯域遅延積とウインドウサイズの 適化 ・パケット遅延の影響 
 ・待ち行列理論以前の基本的な考え方 
 ・待ち行列理論を用いた解析手法 ・パケット消失時の挙動 
 ・バッファメモリ容量不足 ・優先制御の仕組みと留意点 
 ・パケット遅延のコントロール ・スループット解析の基本 
 ・グラフ理論を利用したスループット概算 
7．インターネットの利用 
 ・アドレスの注意点 ・アドレス変換とアプリケーションへの影響 
 ・セキュリティ対策の考え方 ・パケットフィルタリング 
 ・Proxy とアプリケーションゲートウェイ 
 ・SOCKS とサーキットゲートウェイ ・IPsec VPN と SSL-VPN 
 ・侵入検知 ・インターネットの障害対策と負荷分散 

IT スペシャリスト 2

IT スキル標準 

前提条件 

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-124 

10/26（火）～10/27（水） 

特になし。 

スキルカテゴリ

職 種

テクノロジ

レベル

講 座 №

開 催 日

11-009 

2011/2/1（火）～2/2（水） 

IT スキル標準 

前提条件 
特になし。 
[基礎編]程度の知識があればなお可。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT スペシャリスト

テクノロジ

3

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-127 

11/9（火）～11/10（水） 

講 座 №

開 催 日

11-010 

2011/2/15（火）～2/16（水） 

IT スキル標準 

前提条件 

受 講 料 \79,800(本体価格\76,000) 

時 間 10:00～17:00 

講 座 №

開 催 日

10-130 

11/30（火）～12/1（水） 

特になし。 
[基礎編][詳細編]程度の知識があればなお可。 

スキルカテゴリ

レベル職 種 IT スペシャリスト 3

テクノロジ

講 座 №

開 催 日

11-011 

2011/3/10（木）～3/11（金） 



  ネットワークセキュリティ実践講座 

 
 
 

 

Keyword:  

IT研修講座 

 

◆特 典◆下記 2 講座連続ご受講を一括でお申し込みの方 ￥92,820（本体価格￥88,400） ＊詳細は P3 をご覧下さい。

 
 

 ◆ Java/.NET 関連 

形式 講義＋実習 定員：20 名

主催･申込先 （株）ソフト・リサーチ・センター  〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-31-18  TEL 03-5272-6071 FAX 03-5272-6345 29

 ◆ セキュリティ関連 

 

 

 

 

 

 

 
 

 講 師 名

講 座 №

開 催 日

受 講 料  

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種 

時 間  

PC 実習!! 【基礎編】  

攻撃手法から学ぶネットワークセキュリティ 

  講 師 名

講 座 № 10-327 

受 講 料 \54,600(本体価格 \52,000) 

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間 10:00～17:00 

PC 実習!! 【応用編】 

攻撃手法から学ぶ Ｗｅｂ アプリケーション・セキュリティ 

  講 師 名

講 座 № 10-328 

受 講 料 \54,600(本体価格 \52,000) 

IT スキル標準 

前提条件 

受講対象 

スキルカテゴリ

レベル職 種

時 間 10:00～17:00 

本講座では、攻撃者がネットワークに対して行う「脆弱性の探索」から「脆弱性を利用した攻撃」までを実習を通じて体験的に
学びます。攻撃者の視点からセキュリティの理解を深めることでより効果的な防御方法を習得することが出来ます。 

ＳＱＬインジェクションなど、Ｗｅｂアプリケーションのセキュリティ問題が注目されています。本講座では、Ｗｅｂアプリケーション
の攻撃手法を理解することで、Ｗｅｂアプリケーションに求められるセキュリティというものを理解することを目的としています。
実習形式なので、受講者は自分専用のＰＣからＷｅｂアプリケーションに対してさまざまな攻撃を実施し、セキュリティ問題の
原因と対策を理解できます。 

1．不正侵入・攻撃の流れ 

2．ポートスキャン 

3．サービス情報の取得 

4．脆弱性スキャン 

5．パスワードクラッキング（オンライン・オフライン） 

6．盗聴 

7．Man-In-The-Middle 攻撃 

8．バッファオーバーフロー（リモート・ローカル） 

9．DoS 攻撃 

10．無線 LAN のセキュリティ 

11．クライアント PC への攻撃 

 北河 拓士  NTT コミュニケーションズ（株）  IT マネージメントサービス事業部 

Ｗｉｎｄｏｗｓの基本知識（実習環境では Linux を利用しますが、

Linux の知識は特に必要ありません。） 

攻撃手法の知識を身につけネットワークセキュリティの基礎を学

ぶ IT 技術者 

ITスペシャリスト 

テクノロジ 

2

1．Ｗｅｂアプリケーションセキュリティ理解のための HTTP 通信 

 1.1 TCP/IP とは  

 1.2 TCP の３Way-Handshake 

 1.3 HTTP  1.4 様々な HTTP リクエスト/HTTP レスポンス 

2．匿名性 

 2.1 Proxy の仕組み  2.2 https Proxy の仕組み 

 2.3 Delegate Proxy  2.4 TOR 

3．セッションハイジャック 

 3.1 セッションハイジャック  3.2 CSRF 

 3.3 アクセス制御不備による管理者権限の取得 

4．バッファオーバーフロー 

5．インジェクション 

 5.1 XSS  5.2 SQL Injection  5.3 Blind SQL Injection 

 5.4 ディレクトリ・トラバーサル  5.5 Null Injection 

 5.6 OS Command Injection  5.7 CrLf Injection 

 5.8 文字コード(冗長な UTF8)によるサニタイズ回避法 

6．まとめ 

 佐名木 智貴  NTT コミュニケーションズ（株）  IT マネージメントサービス事業部

Ｗｉｎｄｏｗｓの基本知識 

Ｗｅｂアプリケーションのセキュリティホール解決を図る IT 技術者

ITスペシャリスト 

テクノロジ 

3

開 催 日 11/5(金) 

開 催 日 11/4(木) 

実習 50% 

実習 30% 

 

PC 実習!! 業務システムに使える Ajax アプリケーション開発 
10-309  

10/7(木)～10/8(金) 

\79,800(本体価格 \76,000) 

10:00～17:00

業務アプリケーションに Ajax の利用を検討している方。 

JavaScript プログラミングの知識。Java プログラミングの知識。サ

ーブレット/JSP の基礎知識があれば尚可。 

 黒住 幸光  IT アーキテクト  

アプリケーションスペシャリスト

テクノロジ 

2

1．Ajax とは 

2．Ajax の仕組み 

3．Ajax で入力補完(Suggest):PC 演習 

4．様々な Ajax ライブラリ 

5．JavaEE での利用 

 

6．JSON を用いたデータ通信 

7．リッチＵＩの実装:PC 演習 

8．Struts での利用方法紹介 

9．JSF での利用方法紹介 

Web アプリケーションのユーザインタフェースを飛躍的に向上させる Ajax はもはや、コンシューマ向けアプリケーションだけの
ものではありません。本講座では、Ajax の経験の無い方でも業務システムを見据えた Ajax の利用方法を、実習を通して習得
して頂けます。 

実習 40% 



詳細は P7   

 

Keyword:  

IT 研 修 講 座  

  

SRC ｅラーニングのご案内 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ｅラーニングのご案内 

ＳＲＣでは、IT 関連分野の各種 e ラーニングをご用意いたしております。 
※ 受講期間 3 ヶ月、ASP にて配信。 
※ 各講座とも演習問題がついておりますので、受身の学習ではなく、ご受講者自身が考えながら学習する事ができます。 
※ 管理者の方は、グループ単位、受講生別に、進捗状況やテストの結果を確認できますので、受講生の習得度を把握できます。 
※ 企業向けのボリュームディスカウントもございます。 

 

速報 !!  e ラーニング PMBOK®ガイド 第 4 版 IT プロジェクトマネジメント講座 リリース予定！ 
サービス開始：2010 年 10 月下旬予定 先行予約受付中 詳しくは弊社ｗｅｂをご覧ください。 

法人お申込みの方へ 

※ 法人お申込みの場合、ボリュームディスカウント制度があります。

※ 法人の皆様には、概算お見積りをご提示します。 

※ 各 LMS に格納可能です（少々お時間を頂く場合がございます）。

お申込みは、ホームページから （デモもご覧いただけます） http://www.src-j.com 
 

株式会社ソフト・リサーチ・センター 

東京都新宿区高田馬場 1-31-18 高田馬場センタービル   TEL：03-5272-6071  FAX:03-5272-6345   E-mail : srcepm@src-j.com 

※ PDU 欄に記載のある講座は、米国 PMI R.E.P 認定の教育プログラムです。 

※ PMP資格試験申請要件(35 時間以上のPM に関する教育研修を受けた事)である｢PM 教育受講証明書｣若しくはPMP資格を維持する為の要件(3 年間で60 ポイントのPDU

を取得する必要)である｢PDU｣が標準学習時間分発行されます。 

※ 製品の仕様や価格は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。 

※ PMP は、PMI の登録商標または商標です。PMBOK(R)ガイドは PMI の登録商標です。CMM,CMMI は、米国カーネギーメロン大学の登録商標です。 

IT プロスキルを e ラーニングで磨く 

IT プロスキル e ラーニング http://www.src-j.com/el/index_e.html 
IT プロジェクトマネジメントも e ラーニングで 

IT プロマネ e ラーニング http://www.src-j.com/el/index_e_pm.html 
IT プロスキルを CD-ROM で磨く 

IT プロスキルライブラリー http://www.src-j.com/proskill/index_p.html

コードNo. タイトル
標準学習時間

(時間)
PDU

ASP受講価格
(税込)

ＥＭ１００１ PMBOK®ガイド 第4版　ITプロジェクトマネジメント 基礎 30 30 \27,300

ＥＭ２００１ PMBOK®ガイド 第4版　 ITプロジェクトマネジメント 実践 24 24 \29,400

ＥＭ３００１ PMBOK®ガイド 第4版　 IT品質マネジメント 12 12 \29,400

ＥＭ４００１ PMBOK®ガイド 第4版　 ITリスクマネジメント 12 12 \29,400

ＥＭ５００１ PMBOK®ガイド 第4版　 ITファイナンシャルマネジメント 18 18 \29,400

ＥＭ６００１ PMBOK®ガイド 第4版　 IT調達マネジメント 12 12 \29,400

PMBOK®ガイド 第4版　 ITプロジェクトマネジメント講座 eラーニング  タイトル一覧

上記タイトルは、PMBOK®ガイド  第3版　ITプロジェクトマネジメント講座の改訂版ですので、内容が重複する部分がございます。

※PMBOK®ガイド 第3版　ITプロジェクトマネジメント講座も販売中です。

ITプロスキルeラーニング　タイトル一覧

コードNo. タイトル
標準学習時間

(時間)
PDU

ASP受講価格
(税込)

ＥＣ１００１ ITプロジェクト受注獲得のための提案・見積実践　 3 3 \18,900

ＥＣ１００３ 失敗プロジェクト撲滅のためのステークホルダーマネジメント 4 4 \18,900

ＥＣ１００4 要求定義のためのヒアリングと仕様化テクニック(Vol.1) 4 4 \18,900

ＥＣ１００５ 要求定義のためのヒアリングと仕様化テクニック(Vol.2) 4 4 \18,900

ＥＣ１００６ 顧客とのネゴシエーション技法とロジカルシンキング 4 4 \18,900

ＥＣ１０１４ ～プロジェクトマネジャーの育成・スキルアップのための～ メンタリングの進め方と実践法 (Vol.1) 3 3 \18,900

ＥＣ１０１５ ～プロジェクトマネジャーの育成・スキルアップのための～ メンタリングの進め方と実践法 (Vol.2) 3 3 \18,900

ＥＣ１０２１ ソフトウェアテスト入門技術解説(Vol.1) 3 3 \18,900

ＥＣ１０２２ ソフトウェアテスト入門技術解説(Vol.2) 3 3 \18,900

ＥＣ１０２４ ～新任･新人ネットワーク技術者のための～ ネットワーク構築･運用管理【実務編】べし･べからず集 (Vol.1) 3 - \18,900

ＥＣ１０２５ ～新任･新人ネットワーク技術者のための～ ネットワーク構築･運用管理【実務編】べし･べからず集 (Vol.2) 3 - \18,900

ＥＣ１０２７ 要求定義のための!! ユーザとのネゴシエーション技法 4 4 \18,900

ＥＣ１０３２ 生体認証（バイオメトリック）技術の入門解説講座 7 - \18,900

ＥＣ１０３１ ITコンサルタントのスキルアップ実践講座【1】 ITコンサルタントのスキルと条件 6 - \18,900

ＥＣ１０３３ ITコンサルタントのスキルアップ実践講座【2】 会計知識･経営戦略のスキルアップ講座 7 - \18,900

ＥＣ１０３５ ITコンサルタントのスキルアップ実践講座【3】 生産管理の基礎知識スキルアップ講座 5 - \18,900

ＥＣ１０４３ ～CMM/CMMIで注目が集まるレビューの最新技法!!～ ピアレビューの技法解説とプロジェクトへの実践法 3 3 \18,900

ＥＣ１０４８ わかりやすい!! ネットワーク回線のしくみ(Vol.1) 6 - \18,900

ＥＣ１０４９ わかりやすい!! ネットワーク回線のしくみ(Vol.2) 6 - \18,900

ＥＣ１０４１ 組込みソフトウェアの品質管理技法(Vol.1) 3 - \18,900

ＥＣ１０４２ 組込みソフトウェアの品質管理技法(Vol.2) 3 - \18,900

上記タイトルは、弊社ITプロスキルライブラリー(CD-ROM教材)の、eラーニング版です。


